
The December
2015

学 報37No.

Special Feature

ICUらしさが生まれる場所特集
̶ 学生寮の過去・現在・未来 ̶

Where ICU Identity Is Born
- Past, Present, and Future of Our Dormitories



 学報「The ICU」37号
2015年12月
“The ICU” No.37 December 2015

国際基督教大学（ ICU ）
〒181-8585
東京都三鷹市大沢3-10-2
TEL: 0422-33-3040 

E-MAIL: pro@icu.ac.jp
http://www.icu.ac.jp
International Christian University ( ICU )
3-10-2,Osawa,Mitaka-shi,
Tokyo,Japan 181-8585

企画 ： 学報編集委員会
編集 : パブリックリレーションズ・オフィス  
©国際基督教大学 2015
本誌記事、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。

“The ICU” Editing Committee
Public Relations Office
©International Christian University 2015
Reproduction in whole or in part without
permission is prohibited. 

学報編集委員会

日比谷 潤子（学長）
森本 あんり（学務副学長）
宮武 久佳（同窓会大学担当副会長）
原 礼子（博物館湯浅八郎記念館）

“The ICU” Editing Committee
Junko Hibiya ( President )
Anri Morimoto ( Vice President for
Academic  Affairs )
Hisayoshi Miyatake ( Vice President of
Alumni Associations, University Affairs )
Reiko Hara ( Staff, Hachiro Yuasa
Memorial Museum )    

■学報「The ICU」送付先の変更について

下記ホームページ上の「住所変更の申請」
フォーム、またはお電話・FAXにて
アドヴァンスメント・オフィスまでご連絡ください。

■Change of Address
Please use the address change form on the ICU
website or contact the Advancement Office.

https://web.icu.ac.jp/
www2/contact.html
TEL : 0422-33-3041
FAX : 0422-33-3763
※同窓生の皆様よりご送付先変更のご連絡を
　頂いた場合、特にお断りのない限り、同窓会にも
　その情報を連絡いたします。あらかじめご了承ください。

*If you are an alumnus/alumna, your information
will be shared with the Alumni Association
unless otherwise noted.

学報「The ICU」のバックナンバーは
ホームページでも閲覧できます。
http://www.icu.ac.jp/about/public/theicu/
backnumber.html
Please visit the archives of “The ICU”
http://www.icu.ac.jp/about/public/theicu/
backnumber.html

The
December 2015 テーマ：学生寮

Theme : Dormitory

contents

12

大学、高等学校、同窓会、JICUF
University, High School, Alumni Association, JICUF

04
ICUらしさが生まれる場所
̶ 学生寮の過去・現在・未来 ̶
Where ICU Identity Is Born
- Past, Present, and Future of Our Dormitories

Special Feature

18

News28

ICUへのご支援  
Support for ICU

34

裏表紙 湯浅八郎記念館から
From the Yuasa Museum

Topics : Two New Dormitories

受け継がれる文化、創られる文化
Culture Passed Down, Culture Created

14 トピックス：いよいよ工事着工。2017年4月開寮の新2寮

Expectations for the Dorms
16 教育寮への期待

60th Anniversary Project
献学60周年記念事業

24
Words to live by
人生を変えた師からの言葉

27
To the Professors : What is Liberal Arts?
教員のリベラルアーツ 「あなたは、それをだれから学んだか知っており……」

（新約聖書「テモテへの第二の手紙」3章14節）

"Continue..., knowing from whom you learned it."

(2 Timothy, 3:14)

偽りの福音が世を惑わすなか、
使徒パウロはテモテに優しく語りかけている。

「何を学ぶか」は、「誰に学ぶか」と不可分である。
われわれが学んだ大切なことには、
みなそれを教えてくれた師や友の記憶が付随している。
リベラルアーツの学びは、
教える者と学ぶ者との人格的な交わりの中でこそ可能となる。
ICUが小さな大学であり続けることの意義は大きい。

In the midst of deception and wickedness, 

Paul speaks tenderly to his “beloved child” 

to remind him of whom he learned the Gospel from.  

What we learn is inseparable from whom we learn it.  

We fondly remember the faces of our teachers and friends 

who have taught us those unforgettable lessons in our lives.  

Liberal Arts is a learning that takes place in a personal sphere; 

ICU will remain small to ensure that sphere.

学務副学長　森本 あんり Vice President for Academic Affairs, Anri Morimoto

聖書の言葉　From the Bible
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ICUらしさが生まれる場所

The dormitories at ICU are positioned as a place for students living there to study and practice the 
discipline of Liberal Arts. Vice President for Academic A�airs, Anri Morimoto, who spent his 
undergraduate years in First Men’s Dormitory (closed June 2009), Senior Associate Professor 
Gavin H. Whitelaw, spent his college years living in dorms, Yoshinori Katayama, a former resident 
of Second Men’s Dormitory (closed June 2015), and Rana Daye, who currently lives in Zelkova 
House shared what they gained through dorm life and their thoughts about future dormitories.

Where ICU Identity Is Born
-Past, Present, and Future of Our Dormitories

̶ 学生寮の過去・現在・未来 ̶
ICUにおいて、学生寮はそこで生活する学生たちが「リベラルアーツ」を学び、実践する教育寮として

位置付けられています。今回は自らも学生時代に第一男子寮（2009年6月閉寮）で生活した学務副学

長の森本あんり教授、母国のアメリカ等で寮生活の経験を持つホワイトロウ・ギャヴィン・H上級准教

授、第二男子寮（2015年6月閉寮）元寮生の片山斉紀さん、現在欅寮に住むデイ・ラナさんに、寮生活

の感想やそこで得たもの、寮の今後について話し合ってもらいました。

ホワイトロウ・ギャヴィン H. 上級准教授
メジャー：人類学、日本研究、グローバル研究、アメリカ研究
アメリカ・ウェズリアン大学、ハーヴァード大学、イェール大学で寮生活を経験
Gavin H. Whitelaw   Senior Associate Professor
Majors: Anthropology, Japan Studies, Global Studies, American Studies
Experienced dormitory life at Wesleyan University, Harvard University and Yale University

森本 あんり 学務副学長
ICUで寮生活を経験
Anri Morimoto
Vice President for Academic Affairs
Experienced dormitory life at ICU

片山 斉紀 教養学部4年
メジャー：環境研究／第二男子寮

Yoshinori Katayama 
4th Year, College of Liberal Arts
Major: Environmental Studies
Second Men’s Dormitory

デイ・ラナ 教養学部4年
メジャー：メディア・コミュニケーション・文化／欅寮

Rana Daye
4th Year, College of Liberal Arts
Major: Media, Communication and Culture
Zelkova House



Where ICU Identity Is Born

Morimoto:  At the time I entered ICU in April 1975, I wasn’t permitted to live in 
a dorm partly because I lived in Tokyo, but in September there was a vacancy 
so I was accepted into First Men’s Dormitory. I had always wanted to live away 
from my parents once I went to college, and I also thought I would better enjoy 
ICU’s education through dorm life. Why did all of you choose to live in a dormi-
tory?

Daye:  Coming from a different country, I was worried about living alone in a 
new environment. I had visited Zelkova House during Open Campus, and so I 
was interested in living there. Living on campus is definitely convenient for 
classes, but more than that, I thought it would a good way to make friends and 
build a support group here. I was looking forward to hanging out with people 
late into the night.

Katayama: The high school I attended had a dormitory, and my friends living 
in the dorm had told me that you could live in a way that you normally wouldn’t. 
When I found out that ICU had dorms, I was really excited about the idea of 
living in one. I was accepted into Second Men’s Dorm and experienced dormi-
tory life.

Whitelaw: In the U.S., it is quite customary for students to live in a dorm for at 
least a year, once they go to college. It’s because many students go to schools
far away from home, but also because, for parents in America, sending their 
children off to college and putting them in dormitories would normally mark the 
end of their child-raising. Both of my parents and my siblings have the experi-
ence of living in a dorm.

森本　私は1975年４月にICU
に入学しました。東京に住んで

いたこともあって、入学当初は

入寮できませんでしたが、9月に

なって第一男子寮に空きが出

たため入寮しました。大学生に

なったら親元から離れたいと

思っていたし、寮生活であれば

ICUの教育をもっと豊かに享受

できる、と考えたからです。みなさ

んが寮生活を選んだ理由は何

ですか？

デイ　海外から日本に来て、新
しい環境の中でいきなり一人暮

らしをするのは心細かった、とい

うのが大きな理由です。オープン

キャンパスで欅寮を見て、ここに

入りたいと思いました。キャンパ

ス内にあり、教育を受けるのに

便利と感じたこともありますが、

多くの人と一緒に生活を送った

ら、友人も早くできるだろうし、夜

遅くまで友達と語りあうことを楽

しみにしていました。

片山　私の場合は通っていた
高校に寮があり、寮に住む友人

から「普段ではできない生活が

できる」と聞いていました。大学

に寮があることを知り、入学した

らぜひ自分も入ってみたいと

思っていたのが寮生活を選ん

だきっかけです。そこで第二男

子寮に入寮し、寮生活を経験

することになりました。

ホワイトロウ　アメリカでは、
大学に入ったら少なくとも1年は

寮生活を送るのが当たり前で

す。自宅から通えないような遠

隔地から入学する学生が多い

ということもありますが、アメリカ

の親にとって、子どもが高校を

卒業し大学に進学したら寮に

入れて子育てを終えるのが一

般的です。私の両親も兄弟も

寮生活を体験しています。

教育寮で生活するからこそ得られるものがある
There are certain things we can gain only through living in an education dormitory

違いを乗り越え、いかに相手を理解するか
How we can overcome differences and understand each other

Morimoto: Before living in a dorm, I was envious of the unique cultures of 
each dorm and the community life of the dorm residents, but once I became a 
part of it, there were a lot of good things but also some difficulties.

Whitelaw: That’s true, living together with others may sometimes be hard, 
but there are many wonderful encounters that lead to priceless friendships. 
For example, in the U.S., if there were someone in your dorm who can’t go 
home for Christmas or Thanksgiving for some reason, people would invite him 
or her to their  parents’ house or go on a trip together. This can lead to lifetime 
friendships. How about the two of you? What are your thoughts of living in a 
dorm?

Daye: The charm of dormitory life is that on a daily basis, you can encounter 
and interact with people from all different backgrounds intimately. Living 
together with people who have different cultures, customs, values and mind-
sets enables you to enhance mutual understanding, and learning to try to 
understand and accept people different from yourself is one of the most impor-
tant lessons in life. Of course the privacy and security of residents should be 
respected, but if we overdo it can become a wall blocking the natural dialogue 
and formation of relationships and serendipity that are vital to the dorm life 
experience.

Katayama: The Second Men’s Dormitory where I lived was closed so I no 
longer live in a dorm, but looking back at those days, university life was for the 
most part dorm life itself including both good things and bad things. There 
were times I wanted to be alone, and there were times I couldn’t concentrate 
on my work because the other people were noisy. Reaching a consensus on 
dorm management issues was always a headache. But living in the dorm 
during that specific period with those specific people has become an invalu-
able asset for me, too great to put them in words. Unlike high school days, the 
four years in university is the time to train yourself to live on your own, the time 
to prepare yourself to become full-fledged member of society. The university 
itself is an academic arena, but the dorm was where I learned how to commu-
nicate with people of different ages or people from other countries. When I 
express my opinion, I learned to think about how I could make myself under-
stood without annoying the others.

Daye:  I can really relate to that feeling of wanting to be alone sometimes and 
the difficulty of trying to bring everyone to agree to the same terms. I’m in 
Zelkova House which just opened in 2010, so we have many rules and things 
to discuss and decide. Even though everyone lives together, everyone has 
their own priorities so some people are very serious about discussion while 
others aren’t very interested. It’s always hard to try to find a compromise 
among such different levels of interest.

森本　寮に入る前は、寮ごとに
独自の文化があって、そこに所

属している寮生の共同生活をう

らやましいと思う気持ちが強

かったですね。しかし、実際に

入ってみると、良いことも多いけ

れど、面倒なことももちろんあり

ます。

ホワイトロウ　確かに、共同
生活なので大変なこともありま

すが、寮には大切な出会いが

数多くあり、かけがえのない友

人ができます。例えばアメリカで

は、クリスマスや感謝祭のとき

に何らかの理由で故郷に帰る

ことができない学生に、他の学

生が「自分の家に来ないか」

「一緒にどこかに行こうよ」と誘

い、それがきっかけで生涯の友

人になった、という例が数多くあ

ります。学生の2人は、寮生活

を送る中でどういう感想を持ち

ましたか？

デイ　人と人が触れ合えるとこ
ろが寮生活の魅力だと思いま

す。自分とは異なる文化や習

慣、考え方を持つ人たちと一緒

に生活することによって、お互

いの理解を深めることができま

す。こうした体験は社会に出て

から役立つものだと感じていま

す。寮生個人のプライバシーや

セキュリティは大切ですが、それ

らを重視しすぎてアパートのよう

な形態の寮だと、自然な対話や

触れあいが生まれず、せっかく

の寮生活の良さが失われてしま

う気もします。

片山　私が住んでいた第二男
子寮は閉寮になってしまったの

で、今は寮生活をしていません。

寮を出てから感じるのは、良い

ことも大変だったことも含めて

大学生活の大半は寮生活だっ

たということ。一人になりたいと

きもあったし、自分が勉強してい

るときに他の寮生が騒ぎ、集中

できないこともありました。寮の

運営について意見のすり合わ

せをするのも大変です。しかし、

あのとき、あのメンバーと一緒に

寮生活を送ることができたこと

は、私にとってかけがえのない

財産になっています。語り尽く

せないほど大きなものを得るこ

とができました。大学の4年間は

高校までとは異なり、自分の責

任で生活を送る訓練、つまり社

会に出るための準備をする期

間だと思います。大学そのもの

は学問の場ですが、寮は先輩

や後輩など上下関係にある人

や、留学生とどうコミュニケー

ションを取ったらよいかを学んだ

場であったと思います。私も自

分の意見を言うときに、どう伝え

たら相手に不愉快な思いをさせ

ないで理解してもらえるのかを

考えて話すようになりました。

デイ　「時には一人になりた
い」と思う気持ちや、みんなが納

得するところを見つけるのが難

しいということはよくわかります。

私は今、2010年に開寮した欅

寮に住んでいるので、新しく寮

ルールを決めることも多いので

すが、熱心に考えてくれる人も

いれば寮のことをあまり重要な

こととは考えていない人もいま

す。こうした温度差がある中で、

どうやって妥協点を見つけてい

くのか、いつも苦労しています。

ICUらしさが生まれる場所
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Topics ICU’s Dormitories

About 600/3,000 Sutudents

Layout of a double-occupancy room

Morimoto: With respect to your comment about preparing yourself to 

become a member of society, dorm life gives you the opportunity to acquire 

the skills to live. For me, my dormitory was a school of democracy. All the 

important policies of the dorm – from management issues to problem-solving 

– are decided at the dormitory meetings attended by all residents. It was 

through these dorm meetings that I mastered the Robert’s Rule of Order: how 

to present resolutions, ask questions, and make a motion. And those skills are 

still extremely useful today when conducting faculty meetings at ICU.

Whitelaw: Many events are held at the ICU dormitories, and sometimes it’s 

important to take part in those activities that may seem irrelevant to our school 

lives.

Morimoto: Yes, we did a “dorm storm” where the men’s dorm residents and 

women’s dorm residents visit each other’s dormitories. Through the dorm 

storm, you learn to be considerate of others and understand socially accept-

able limits of community life, which I think are important lessons for the youth.

Whitelaw: When you’re on your own, you tend to hang out with people with 

similar backgrounds or tastes. But a dormitory is where various types of 

people live together and diversity can be promoted. You are constantly chal-

lenged to look beyond your own interests and needs.

Daye: Living in the same building with students from all over the world, fresh-

men to seniors, who have different values and perspectives on life, and debat-

ing and sharing ideas with them late into the nights, and getting to understand

each other better is something you can’t quite do in the same manner else-

where. Getting to know other dorms has also been a really important part of 

being here. I am glad I could have this experience at ICU. 

Morimoto: The dormitories at ICU have always maintained diversity for over 

60 years since the foundation of the school. Today, most of the rooms are 

double-occupancies, but in the older days they were quadruple rooms and the 

Japanese students lived with exchange students from various countries and 

regions. Naturally there would be disagreements, some due to prejudice or 

preconceptions, but by living in a dorm you come to realize that. I was imagin-

ing that students ask for single rooms these days because many of them are 

used to having their own rooms, but surprisingly, I heard that actually many 

students prefer double rooms.

Whitelaw:  Personally, my roommate during my freshman year at Wesleyan 

University had hearing impairment and at first I wasn’t sure what to do, but 

from him I learned all sorts of things on how to behave when I am with handi-

capped people. At my university, it was quite common to be assigned to be 

roommates with people of different religions or different races. I still remember, 

at the dorm orientation, one Chinese student lecturing us on the importance of 

understanding the different habits that are rooted in religion. By living in a 

dorm, I was able to get a better understanding on internationality as well as 

diversity in a broader sense.

森本　「社会に出るための準

備期間」という点で言えば、寮

生活は「生きていく術」を学ぶ

場でもあります。特に私にとって

寮は民主主義の学校でした。

寮生活の重要な方針を決める

場が、全員参加の寮会。寮の

運営方法や問題の解決などが

すべて諮られます。私は審議や

質問の仕方、動議の出し方と

いった「ロバーツ議事規則」の

ルールを、みなこの寮会で体得

しました。実は、これが今でも

ICUで教授会を進めるときにと

ても役立っています。

ホワイトロウ　ICUの寮ではさ

まざまな行事が行われていま

す。その中には、学生生活を送

る上で、一見すると役に立たな

いと思われることもあるかもしれ

ませんが、そのような体験をする

ことも時には大切です。

森本　男子寮と女子寮との間

で、互いの寮を訪れる「ストーム」

もやりました。こうした行事を通し

て、他者を思いやる気持ちや社

会的に許容される限度を知るの

も寮生活の一部であり、青年期

にはとても大事だと思います。

ホワイトロウ　人は自由に暮

らすと、どうしても似たような環

境・立場の人と接することが多

くなります。一方、さまざまな人が

集う寮ではダイバーシティが確

保されるので、人間関係が偏ら

ないという利点がありますね。

デイ　1年生から4年生まで、そ

して世界中から集まった国籍の

異なる学生など、自分と異なる価

値観や人生観を持つ人と一つ

の建物の中で過ごし、夜遅くまで

議論したり、語りあったりしながら

お互いの理解を深めるというの

は、普通では味わえないこと。寮

内だけではなく、他の寮生との関

わりによってもたくさんの学びが

できた。まさにICUの寮だから体

験できる環境だと感じています。

森本　ICUの教育寮は、献学

以来60年間にわたりダイバー

シティを維持してきました。今は

原則として2人部屋ですが、昔

は4人部屋で、出身の国や地

域が異なる留学生と日本人が

暮らしてきました。当然、衝突す

ることもあります。その原因が偏

見だったり、先入観によるもの

だったりすることがある。それに

気付く体験をするのも寮生活な

らではのことと言えるでしょう。今

は兄弟姉妹が少ないので、「一

人部屋がいい」という声が多い

のではないかと思っていました

が､実際に学生の希望を聞くと

「二人部屋がいい」という声をよ

く聞きます。

ホワイトロウ　私の体験で言

えばウェズリアン大学1年の時

のルームメイトは聴覚障がいが

あり、最初はどう接すべきか戸

惑いましたが、彼から障がいの

ある人との接し方など、さまざま

なことを学ぶことができました。

私の大学では異宗教の人、異

人種の人がルームメートになる

こともよくありました。大学寮主

催のオリエンテーションでも、あ

る中国人の先輩が、宗教による

生活習慣の違いを理解する重

要性について講義をしてくれた

ことを今でも覚えています。国際

性はもちろんのこと、それ以外

のことを含めて多様性への理

解を深めることができました。

大学生活は社会に出るための準備期間。教育寮は真に多様性を理解する場所
University life is the time to prepare yourself to become member of society.
A dormitory is a place to truly understand diversity.
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寮名 Dormitory Names 定員
Cap.1990 2010～19701953献学

1955 Opened

2001 Opened 

2011 Opened 

2011 Opened 

2017 Open 

2009 Closed

1956 Opened

1962 Opened

1957 Opened

1955 Opened

1956 Opened

1958 Opened

1964 Opened

■ 寮の歴史  The history of the dormitories

■ 2人部屋の見取り図

2009 Closed

2015 Closed

ICUの学生寮は教育寮として位置づけられており、キャンパス内には現在9棟ありま

す。全学生約3,000人のうち約600人が暮らし、学生が主体的に運営を行いなが

ら共同生活をしています。基本は２人部屋。入寮前には「２人部屋で過ごせるかどう

か」と不安を示した学生も、１学期が過ぎる頃には２人部屋を楽しむようになります。

The dormitories at ICU are part of the educational programs of ICU. There are nine on-campus 

dormitories in which about 600 of the total 3,000 students live together and take initiative in 

managing the dorms. Most of the dorm rooms are double-occupancy and while some new 

students express their concerns about sharing a room with someone else, by the end of the 

semester they come to enjoy living with roommates.
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Where ICU Identity Is Born ICUらしさが生まれる場所

※寮により異なります。
※Differs in detail according to the dormitory.

※この他、過去には第一、第二、第三大学院男子寮（いずれも定員1名）があり、現在は第四大学院男子寮（カナダハウス隣接・定員1名）があります。

（P.10に続く／Continue to page 10）

※In the past ICU had the First, Second and Third Male Graduate Student Dormitories (all single-single occupancy); 
    currently only the Fourth Dormitory for Male Graduate Students remains (alongside Canada House; single-occupancy).

New

第一男子寮 1st Men,s Dorm

第ニ男子寮 2nd Men,s Dorm

カナダハウス Canada House

第一女子寮 1st Women,s Dorm

第ニ女子寮 2nd Women,s Dorm

第三女子寮 3rd Women,s Dorm

第四女子寮 4th Women,s Dorm

グローバルハウス Global House

欅寮 Zelkova House 

銀杏寮 Ginkgo House

樫寮 Oak House

        2017年 2寮開寮 Two new dorms to be opened in 2017

シブレーハウス  Sibley House 
（大学院生寮）    (Graduate student dorm)

2010 Opened 
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Morimoto: In the late 1950s, John Davison “Jay” Rockefeller IV of the famous 

multimillionaire family came to ICU as exchange student and lived in one of the 

dorms. Japan was still a poor country at that time, but as member of the Rock-

erfeller family, it was really important for him to live the same life as ordinary 

people in Japan. So a dorm was a place where people, wealthy and not, 

gained understanding of each other.

森本　1950年代後半のこと

ですが、アメリカの大富豪として

知られるロックフェラー家の4世

がICUに留学し、寮生活を送り

ました。当時の日本はまだ貧しい

時代でしたが、その日本で「普通

の人と同じ生活を送る」というこ

とは、ロックフェラー家の子弟教

育にとってとても重要なことだっ

たのです。経済的に恵まれた者

も、そうでない者もお互いを理解

する場所であったわけです。

「在学生、卒業生、大学を訪れたゲストにもアピールできるような空間づくりを目指すべき」
“We should aim to create an atmosphere that appeals to students and alumni and also to guests visiting ICU.”

「人と人のふれあいがある。そこが寮の魅力」
“The charm of dormitory life is that on a daily basis, you can encounter and interact 
with people from all different backgrounds intimately, person to person.”

Daye: The university is trying to include student voices and alumni, especially 

of the dorms, into the discussion. Including these different voices and having 

discussions, and trying to actually implement what is understood in these 

discussions to the new dorms is a model of ICU’s ideals. 

Morimoto: Now ICU is constructing two new dormitories, and we are really 

grateful because many alumni have expressed their interest and offer us all 

sorts of advices and comments. Once these dorms are completed, we will 

have greater capacity so we are hoping to eventually accommodate about 

one-third of our total student body.

Whitelaw: Talking about “typical ICU,” it may be good to have not only large 

dormitories but also smaller residential settings for students.Through LLCs,  

we should aim to create an atmosphere  that appeals to students and alumni 

and also to guests visiting ICU.

Daye: It’s important to open up to outsiders so that we can encounter people 

whom we had no way of meeting before. The informal, unplanned encounters 

have been just as if not more inspiring for my everyday life.

Katayama: After the closing of the Second Men’s Dormitory, some of the 

former residents of are living together in share houses. It’s as though they are 

still adhering to the cultures of the dorm even after they left.

Morimoto:  The new dormitories under construction are designed to have 

facilities like public baths that will be made available to residents of other 

dorms, and seminar rooms and common areas that could be used by non-

residents. Our aim is to have each of the dormitories at ICU has its unique 

 cultures, be rich in diversity overall, non-exclusive, and be a community

 equipped with the functions to live and learn.

あまり接触することがない違う世

代の人とコミュニケーションを取

れるのは貴重な機会です。OBの

方 は々寮の伝統や文化を守ろう

という意識が強いと感じました。

デイ　大学側も寮生や卒業生

の意見を聞いてくれるような体

制になっていると感じています。

みんなで議論をした上でそれを

大学に伝えることができる環境

もICUらしいところですね。

森本　今、ICUでは新しい寮を

建設していますが、卒業生の

方々が関心を持って、さまざまな

アドヴァイスやコメントを寄せて

くれます。これは大学にとって大

変ありがたいことです。建設中

の寮が完成すれば、収容人数

が増加します。現在は全学生の

5分の1程度が寮生ですが、こ

れを3分の1程度まで上げてい

きたいと思っています。

ホワイトロウ　「ICUらしさ」と

いうことで言えば、大規模な寮

があってもいいが、そうでない寮

もあった方が良いのではないか

とも思います。それから在学生、

卒業生、大学を訪れたゲストに

もアピールできるLLCのような

空間づくりを目指すべきでしょう。

デイ　今まで出会えなかったよ

うな人と出会えるように「寮の外

にも開かれている」というのは大

事ですね。思いがけない出会い

により、自分も、より大きくなった

と思います。

片山　第二男子寮が閉寮され

た後、元寮生の何人かがシェア

ハウスのような形で一緒に住ん

でいるケースもあります。寮を出

てもなお、寮の文化を受け継い

でいるのかなと感じています。

森本　現在建設中の新しい寮

は、新寮以外の寮生も利用でき

る浴場や、寮生以外の人も利用

できるセミナールームなどの共有

スペースを設ける予定です。ICU

の寮がそれぞれ独自の文化をも

ち、全体として多様性に富み、

排他的ではなく、「生活をしなが

ら学びを深める」機能を持つよう

にしていきたいと考えています。

Whitelaw:   In my experience, a new community is formed when students 

interact in an intimate setting like a dormitory. It would be wonderful to see new 

skills and greater social awareness grow from community-based discussions 

about environmental issues, foreign language learning, or volunteer activity 

organizing? Such environments are called Living & Learning Community (LLC), 

and the entire university could also benefit from these activities. Universities are 

responsible for providing positive experiences for the students,  and dormito-

ries play an important role in this regard. At some universities in Europe and the 

U.S., they invite the alumni to stay in rooms they used to live to generate com-

munication between different generations.

Katayama: Some of ICU’s dormitories also offer the alumni a chance to 

come back and visit. For example, Second Men’s Dormitory used to invite 

graduates to their New Year’s rice cake making party. It’s a special occasion 

when you can talk to different generations that you normally don’t have the 

opportunity to meet. I felt that the alumni were eager to preserve the traditions 

and cultures of their dorms.

ホワイトロウ　私の経験で言

いますと寮という密接な環境で

学生たちが交流をすると新しい

コミュニティーが形成されます。

このようなコミュニティーで、例

えば、環境問題を話し合ったり、

外国語を一緒に学ぼうという気

運が高まったり、ボランティア活

動に皆で取り組んでみようとい

う動きが生まれてきたら素晴らし

いのではないでしょうか。これを

Living & Learning Community 

（LLC）と呼びますが、このような

活動が活発になれば、ICU全

体に良い影響を与えてゆくと思

います。大学には学生が過ごし

やすい場を提供する義務があり

ますから、寮の存在は大学に

とってもそれを果たす手助けに

なっていると言えるでしょう。欧

米の寮の中には、卒業生が学

生時代に暮らした寮の部屋に

泊まるという行事などもあり、そ

こから世代を超えたコミュニケー

ションが生まれています。

片山　ICUでもOBが訪ねる機

会を設けている寮もあります。例

えば私が過ごした第二男子寮で

は、毎年の年始にOBを招いて

餅つきを行っていました。普段は

寮の外にも開かれたコミュニティーを目指して
Aiming to create an open community

「あの時、あのメンバーと一緒に寮生活を送ることができたことは、私にとってかけがえのない財産。
今後も寮の文化を受け継いでいって欲しい」
“Living in the dorm during that specific period with those specific people has become an invaluable asset for me. 
I hope that those dorm cultures will be handed down in the coming days.”

「他者を思いやる気持ちや社会的に許容される限度を知るのも寮生活の一部であり、青年期にはとても大事だと思います」
As part of dormitory life, you learn to be considerate of others and understand the socially acceptable limits of community life, 
which I think are important lessons for the youth.

Where ICU Identity Is Born ICUらしさが生まれる場所

ホワイトロウ・ギャヴィン H. Gavin H. Whitelaw

森本 あんり Anri Morimoto

片山 斉紀 Yoshinori Katayama

デイ・ラナ Rana Daye
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教育寮は学生が主体的に運営しています。月一回開催され、寮の総意を確認し、
運営方針を決める会議が「寮会」です。大学や管理人からの諸注意をはじめとす
る各種連絡のほか、寮運営に関するさまざまな議題が話し合われます。寮生に
とって重要な場であるため、教育実習や冠婚葬祭、就職活動など、やむを得ない
場合を除き寮生全員に出席が義務付けられ、欠席や遅刻には反省文の提出、清
掃奉仕などが課せられる寮もあります。寮には、外国籍の学生も多数いるため自ら
英語で伝えたり、通訳担当をおき、その学生がひっきりなしに日本語から英語へ、
英語から日本語へと2つの言語を操り、寮会を進行しています。

ICU dormitories are proactively managed by students. Dormitory meetings are 
held once a month to discuss dormitory management policies and to develop 
consensus among residents. Many issues are covered – from announcements 
including reminders from the university and dormitory supervisors to matters on 
dormitory management. Because it is an important occasion for all residents, 
attendance is mandatory unless they have a reasonable excuse such as teaching 
practice, wakes and weddings, and job seeking. Some dormitories impose 
(written apologies, cleaning duties) for absence and tardiness. Students talk in 
English or interpret for the many international students translate the proceedings 
of the meeting, switching back and forth between Japanese and English.

寮長および寮の運営を担う執行部の選出は、立候補制を採用している寮がほと
んどです。立候補者は「私が考える寮の運営について」「私にしかできないこと」な
どを発表し、全員で選考します。部屋替えは、寮によって年1回もしくは年2回行わ
れています。アンケートなどを行い、「朝型か夜型か」「寝るときに電気を消すか」な
ど生活習慣のマッチングを考慮した上で決定されます。、部屋決めは、学年の異な
る者、日本国籍と外国籍など、教育的な交流を促すことを意識して行われます。

Most dormitories elect their dormitory representatives and committee members 
by candidacy system. Candidates are given the opportunity to declare their 
ideas on how they wish to run the dorm or things that only he or she can 
achieve. All residents vote for members to whom they entrust the responsibili-
ties of managing their dormitory. Once or twice a year, the dormitories undergo 
room changes. Room assignments are determined by carefully matching 
students based on lifestyle, by having students answer questions like whether 
you are a morning person or night person, whether you sleep with lights on or 
off. Nationalities and years are also considered to cultivate academic and 
cultural exploration.

受け継がれる文化、創られる文化

ICUのキャンパス内には現在9つの教育寮があり、日本人と外国

籍の学部生・大学院生約600名が居住しています。それぞれの

寮には、以前より受け継がれている文化はもちろん、さまざまな特

色があります。現在の寮について寮長に聞いてみました。

There are nine dormitories across the ICU campus that o�er on-campus 
housing to about 600 undergraduate and graduate student of di�erent 
nationalities. Each dormitory has its own uniqueness and culture that 
have been passed down within the dormitory. We asked the dormitory 
representatives about ICU dormitories today.

教育寮では、寮内および他の寮との交流を図るイベントが数多く行われています。
年2回（6月頃と2月頃）のサッカー大会「岡田杯」、10月の寮祭で開かれる「演芸
会」、クリスマスに他の寮に出向いて歌を披露する「キャロリング」、寮生だけでなく
通学生も参加する「ボール（ダンスパーティー）」、バーベキューなどが挙げられます。
このほか、第三女子寮では、誕生日を迎えた寮生の部屋の前で、その日の午前12
時ぴったりに歌を歌って祝ったり、欅寮ではもちつき大会で新年を迎えるなど、各寮
で独自のイベントを行っています。

Many intra-dormitory and inter-dormitory events are held every year at ICU: the 
Okada Cup football tournament held twice a year (around June and February); the 
Entertainment Show at the Dormitory Festival in October; Caroling, when students 
visit other dorms presenting Christmas carols; the Ball (dance party) ; barbeque; 
and other unique events at each dormitory. Third Women’s Dormitory has a tradi-
tion of singing in front of the birthday girl’s room at exactly 12 o’clock midnight. 
Zelkova House celebrates the dawn of a new year with a rice cake making party.

共同生活を行う上で、寮生に課せられる義務が「デューティー」。浴室、キッチンな
ど共用スペースの清掃、宅配便・郵便物などの荷物の受け取りや夜間の施錠
確認、訪問者への対応などの作業がデューティーとされ、寮生はこれらの作業を
当番制でこなします。デューティーの量や内容は、各寮で異なりますが、多くの寮
では、与えられたデューティーをこなせなかった場合は、新たなデューティーが加算
されます。
As part of the responsibilities of living in a community, dormitory residents are 
required to share several duties including cleaning duties to keep bathrooms, 
kitchen and other common spaces clean, and reception duties in which you 
receive deliveries, check the doors after curfew, and deal with visitors. The types 
and amount of duties vary from dorm to dorm, but because they are considered 
crucial responsibilities skipping dorm duties would likely cost you additional duties.

新入生が寮での生活を始める際に参加するのがイニシエーション。ダンスや歌な
どをキャンパス内で披露します。第二女子寮では、伝統的にパフォーマンスの一部
に昔の流行歌「春一番」のダンスを入れることが決まっています。また、樫寮では、
上級生や卒業生も加わることもできる、寮に伝わる「どんぐりダンス」を毎年披露。
寮ごとに受け継がれているダンスや特色があります。

First year students start off their dormitory life by participating in the welcoming 
event in which they dance and sing around campus with senior dorm students 
and alumni. Each dormitory has its own unique performance that is handed 
down for many years: Second Women’s Dormitory makes it a rule to include 
the moves from an old Japanese popular song, “Haruichiban”; Oak House 
performs the dormitory’s traditional “Acorn Dance” every year.

試験期間中に寮生が集まって勉強をするという寮や独自の勉強会を行う寮もあり
ます。カナダハウスでは寮生だけでなく通学生も参加できる読書会を毎週月曜日
に行い、グローバルハウスでは大学院生が勉強を教える「チューターアワー」を実
施。銀杏寮では自分が教えたいこと、広めたいことを他の寮生に伝える「Living 
Learning Project=LLP」や「英語プロジェクト」を開催しています。

Some dormitories arrange for its residents to work together during periodic 
exams, and many dormitories hold their own unique study sessions. Canada 
House welcomes non-resident students to participate in the dorm’s reading 
club activities every Monday; Global House offers tutoring by graduate students 
during “Tutor Hour”; and Ginkgo House conducts workshops such as the 
English Project and the Living Learning Project (LLP), a session in which people 
teach or share whatever they want to with other students in the dormitory.

各寮とも設立何十年などの節目には大規模な同窓会を開催するほか、第二女子
寮では毎年同窓会を企画し、寮内ツアーと交流会を行います。第三女子寮では2
年に1度、2月に同窓会を開催。第四女子寮では毎年4年生とその3学年上まで
の卒業生が参加する同窓会を実施。カナダハウスでは、OBとのサッカー交流試
合を毎年春に実施し、グローバルハウスでも管理人とともに同窓会が行われてい
ます。新しい寮でも、欅寮では新年のもちつき大会に卒業生が集い、銀杏寮では
卒業生を中心に忘年会兼同窓会、樫寮では在学生と卒業生が参加して旅行す
る樫寮トラベル（樫トラ）が行われており、現寮生と卒寮生の絆をつないでいます。

In addition to milestone anniversary reunions, each dormitory holds its own 
reunion events to strengthen bonds between current and graduated residents. 
Second Women’s Dormitory offers a dormitory tour for its alumni every year, and 
Third Women’s Dorm holds a biyearly reunion in February. Fourth Women’s 
Dorm’s annual reunion is hosted by senior students inviting graduates up to 3 
years out of school. Students and alumni of Canada House get together for a 
spring football game, and Global House celebrates its reunion with dormitory 
managers. Alumni of newer dormitories also return to participate in events – the 
New Year’s rice cake making party at Zelkova House, end-of-the-year party at 
Ginkgo House. Oak House residents and alumni enjoy a reunion trip together.

勉強会Study Sessions

年間イベントAnnual Events

卒業生との交流Alumni Reunion

デューティDuties

寮会Dormitory Meetings

イニシエーションWelcoming Event

寮の役員と部屋決めCommittee Members, Rooming

Culture Passed Down, 
Culture Created
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ICU was founded in 1953 shortly after the end of World War II with a mission to 

nurture individuals who will contribute to world peace. Two years later in 1955, 

First Men’s Dorm and First Women’s Dorm was opened. The “Basic Philosophy 

and Principles Guiding the Operation of the ICU Undergraduate  Dormitories,” 

set forth that “Life in the dormitories  is a part of the educational programs of 

ICU,” and this tradition has been passed down to date.

 

There are currently nine dormitories on campus where about 600 students (or 

20% of the total student body) including international students from abroad live 

together. No other university in Tokyo has such a high percentage of students 

living on campus. Just like overseas universities that accept many foreign 

students, dorm residents live and learn through around-the-clock dialogue 

with friends and faculty.

 

The construction of two new dormitories commenced in December 2015, aiming 

to create a place benefical for all ICU students in corporation with students, 

faculty and alumni. Completion is scheduled in one year for the opening in April 

2017. The two dormitory buildings will be 5 stories and 7 stories to accommo-

date a total of 320 students. This will increase the total capacity of ICU dormito-

ries to 888 people, allowing us to cover over 30% of the entire student body.

The two dormitories will be equipped with 6 seminar rooms, a common living 

& dining on the spacious f irst f loor. These spaces wil l be opened to day 

students and faculty for all sorts of learning and interactive activities such as 

lectures, study sessions, traditional rice cake making party, and international 

cuisine parties. An intellectual learning community that extends beyond the 

borders of affiliation, generation, age and nationality will be created in these 

new dorms.

　本学は、世界平和に貢献す

る人材を育む大学を目指し、第

二次世界大戦後の1953年に

献学されました。その2年後、

1955年には、第一男子寮と第

一女子寮を開寮。「国際基督

教大学教養学部学生寮に関

する基本原理と諸規程」にお

いて、「寮生活は大学における

教育プログラムの一部である」

と定め、この教育寮の伝統を今

日まで引き継いでいます。

　現在、教育寮9棟は全てキャ

ンパス内にあり、海外からの留

学生を含む学生約600名（全

学生の約20%）が暮らしていま

す。これほど多くの学生がキャン

パス内に住む大学は、都内では

例がありません。多くの留学生

を受け入れる海外大学のよう

に、寮生は一日24時間、世界

から集う友人と教員との対話か

ら学びを得ています。

　そして2015年12月、全ての

学生にメリットのある施設を目

指し、本学は、学生・教職員・卒

業生が協働し、2棟の建設に

着手しました。2017年4月開

寮予定で、5階建てと7階建て

の2棟の定員は計320名。こ

れで学内の教育寮定員は888

名（全学生の30%以上）となり

ます。

　この2棟の特徴は、1階部分

に広 と々設けられた「6つのセミ

ナールーム」、「共同リビング＆

ダイニング」。寮生に加え、通学

生、教員が利用可能で、講演

会や勉強会、伝統行事のもち

つきや、世界の料理を作って楽

しむパーティーなど、学びや対話

の場として活用されます。新しい

寮には、所属や世代、年齢や国

籍を越境した知的学修コミュニ

ティーが創出されます。

The second floor and above are the residential zones for dorm residents, 

designed like a series of communities housing 32 residents per floor. The 

capacity of 32 residents – eight residents from each year – was derived from 

past experience of dorm residents and faculty who decided that it was the 

ideal number for residents to manage the dormitory autonomously.

Dormitory units consist of 12 double-occupancy rooms basically for 1st and 

2nd year students, and 8 single rooms for the 3rd and 4th year students who 

will be busy with graduation thesis, job seeking activities and such. Because 

many students say that double rooms make dorm life even better, we have 

planned the floors mainly around double rooms.

The spacious common areas including kitchen and living room, study rooms, 

shower rooms, and laundry rooms are located at the center of each floor to 

encourage natural dialogue among the residents in their daily living environment.

A dormitory is where Japanese and foreign students of different backgrounds, 

personalities, mindsets, language, culture and religion live together. At times 

there may be disagreements, but the experience of debating late into the 

nights, accepting each others’ differences, and cooperating and resolving 

issues will enable students out of high school to mature significantly. By the 

time they graduate and leave the dormitories, they will be equipped with a 

good understanding on diversity, communication skills, high spirit of coopera-

tion, excellent problem-solving capabilities and other sophisticated abilities 

that will prove useful in the global society.

　2階以上は、寮生の居住空

間。各フロア定員32名の「自

律恊働コミュニティー」が連な

ります。この「32名」とは、寮生

と教職員がこれまでの経験か

ら「学生が自主的に運営する

のに最適」とした数。その内訳

は、1年生から4年生までの各

学年8名です。

　居室は、主に1～2年生が住

む2人部屋12室と、卒業論文

作成や就職活動等で多忙な3

～4年生が住む1人部屋8室。

「2人部屋こそ、教育寮の本当

の楽しさ」という寮生の声を映

し、2人部屋が中心です。

　各フロアの中心には、32名

が一同に集まるキッチンとリビ

ング、スタディールーム、シャワー

ルーム、ランドリーなど、ゆった

りとした共同空間があります。

これは、暮らしの中で、寮生同

士の対話を自然と促す仕組み

です。

　育った環境、性格や考え方、

さらには言語、文化、宗教も異

なる留学生と日本人学生が、共

に暮らす教育寮。時に衝突しな

がらも、夜遅くまで議論し、お互

いの違いを認め合い、協力して

解決を試みる経験は、高校を卒

業したばかりの学生を大きく成

長させます。寮を卒業する頃に

は、多様性への理解とコミュニ

ケーション能力、さらには高い協

調性と問題解決能力など、世

界で必要とされる素養が身に

付くのです。

全ての学生にメリットのある施設を目指して
Aiming to create a place beneficial for all ICU students

寮生、通学生、教員の学びと対話を生む知的学修コミュニティーの創出
Creation of an intellectual learning community that reaches out to residents, day students, and faculty

学生が主体的に運営する1フロア32名の自律恊働コミュニティー　
A proactive community of 32 residents per floor

Construction of two new dormitories begins, scheduled for opening in April 2017

Two New 
Dormitories

TOPICS

いよいよ工事着工。2017年4月開寮の新2寮

Where ICU Identity Is Born ICUらしさが生まれる場所

セミナールーム Seminar room（1F） 共同リビング＆ダイニング Common Living & dining（1F）セミナールーム Seminar room（1F） 共同リビング＆ダイニング Common Living & dining（1F）

上記はイメージです。今後の協議により変更になる可能性があります。 The perspectives above may change subject to further discussions.

上記はイメージです。今後の協議により変更になる可能性があります。 The perspectives above may change subject to further discussions.
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本学の教育寮で青春時代を過ごした寮長・フロア長のみなさんに、寮生活で得たものや思い出、

そして寮に期待することを尋ねました。

Former dormitory and �oor representatives shared their memories, what they gained 
from dorm life and what they expect in dorms.

Expectations for the Dorms

　育った環境や考え方が異なる寮生たちが少しでも住みやすくなるように
夜な夜な語り合ったことを覚えています。今でも寮の仲間との交流は続いて
いますが、もし教室で出会っていたら、自分から話しかけることのなかったタイ
プの人も多いです。先入観のために関わらなかったかもしれない人と出会う
きっかけとなった寮に感謝していますし、新しい寮もそんな出会いのある場
所であってほしいと思います。

I remember spending many nights discussing with residents of different back-
grounds and mindsets how we could make the dorm a better place to live. 
We still keep in touch, but many of them are those types of people whom I 
would not have approached in the classroom. Living in the dorm gave me the 
opportunity to meet those that I may never have considered becoming 
involved with, so I am grateful and I hope the new dorm will also be a place for 
such encounters.

一生関わらなかったかもしれない人と出会うことができる場所
A place where I met people I may never have become involved with Masakuni Tsuji   CLA51, 2005 Dorm Representative of First Men’s Dormitory

新寮生を迎え入れる時には、上級生が日用品の買い物や食事をともにしたり、上下関係を意
識させないようにあだ名で呼び合ったり、履修のアドバイスをしたりと、寮や大学生活に慣れる
ための手厚いサポートがありました。国内外からICUにやってきて新生活を始める人にとって寮
は心強い存在。新しい寮にも寮生同士が交流できるスペースを確保してほしいですね。
Senior residents offered generous support for the new students – they took us shopping and 
eating, called each other by nicknames to reduce the discomfort of age differences, gave us 
advice on what classes to take – to help us fit in with the dorm and school. For new students 
coming to ICU from other cities or countries, the dormitory gives you the reassurance to start your 
new life. Hopefully the new dorm will have a good common area for residents to interact.

ICUで新生活を送る人にとって心強い存在であり続けてほしい
I hope dorms will continue to provide moral support to those starting a new life at ICU

　寮に住む学生が多様性を重んじながら自律的に運営を行うとともに、教職員も寮が
ICUコミュニティにとって重要なものであることを認識し続けてほしいと思います。熱中し
たもの、興味のあるものに対して、とことん突き詰めようとする第二男子寮の精神、よい
意味で「バカ」になれる気持ちを引き継いでもらえるとうれしいです。
I hope that dorm students will continue to respect the diversity among themselves, and also 
continue to cherish their autonomy in running the dorms. I also hope that the faculty at ICU will 
continue to recognize that the dorms are an important part of the ICU community. Baka, or 
being foolish in pursuing one’s interest has long been the spirit of 2MD, since long before Steve 
Jobs’ famous speech. I earnestly wish that this baka spirit will continue to be passed down.2015第二男子寮閉寮記念パーティー 2015 Second Men’s Dorm Closing Ceremony

第一男子寮  辻 将邦　2005年寮長　51期

　私が在籍していた頃のカナダハウスは他の寮にはない自由さが誇りでし
た。キルトの仮装、サッカー岡田杯・ラグビー細木杯、演芸会など、各種イベ
ントを続けてほしいですね。人とのつながりは、生きていく上で大きな財産に
なります。寮での生活を通してたくさんの人とつながり、刺激を受け、貴重な
学生生活を楽しんでください。

Canada House prided itself on its incomparable freedom back when I lived 
there. I hope they continue the dorm events – kilt costumes, Okada Cup 
football tournament, Hosoki Cup rugby tournament, talent show and so on. 
The association you establish with others will be a huge asset in your life 
ahead, so be associated with people, get stimulated and really enjoy the 
precious experience of living in a dorm.

人とのつながりは「人生の財産」。お互いに刺激しあってほしい
The experience of stimulating and associating with each other is an “asset in life” Tadashi Watanabe   CLA39, 1994 Dorm Representative of Canada House

カナダハウス  渡辺 直志  1994年寮長　39期

　寮の運営においては、些細なことから重要なことまで全員参加の寮会
で、議論をしながら進めました。異なる意見をまとめあげ、全員が納得できる
結論を出すプロセスは、まさに問題解決能力を開発する素晴らしいワーク
ショップ。これから寮生活をする人は、相手を理解することの難しさと面白さ、
異なる価値観を受け入れ自分の世界が広がる体験をしてください。

From trivial affairs to important issues, matters on dormitory management are 
discussed at the dormitory meetings attended by all residents. The process of 
coordinating different ideas to reach an unanimous decision is a wonderful work-
shop to develop your problem-solving skills. For those of you who are going to start 
your dorm life, please embrace the difficulties and joy of achieving mutual under-
standing, learn to accept different values, and witness your own world expand.

寮の運営は問題解決能力を開発する生きた「ワークショップ」
Running a dorm is like participating in “a problem-solving workshop” Midori Kawamukai   CLA42, 1995 Dorm Representative of First Women’s Dormitory

第一女子寮  川向 緑　1995年寮長　42期

　ICUの学生寮が他の下宿先と違うのは、寮費（家賃）が安いことだけでな
く、他の寮生との交流や各種イベントを通して新たな発見や学びがあるこ
と。自然豊かなICUのキャンパス内で暮らせることも、大きなポイント。寮で暮
らした友人たちは家族のようなもの。学生生活の思い出の大半は寮の生活
です。新しい寮のみなさんも仲間とともによい思い出を作ってください。

The difference between ICU dormitories and other off-campus boarding is not 
just the cheaper dorm fees (rent). It comes with many new discoveries and 
learning experience that you gain through various dorm events and interaction 
with other residents. Being able to live in the natural riches of the ICU campus is 
also a big bonus. Friends you live with will be like family and dorm life will take up 
most of your college memories, so do have a great time with your dormmates.

学生時代の思い出の大半は寮で過ごした日々
Most of my college memories are the days in the dormitory Maimi Kuniyosi   CLA57, 2011 Dorm Representative of Second Women’s Dormitory

第二女子寮  国吉 舞美　2011年寮長　57期

Ai (Yoshida) Sano
CLA47, 2001 Dorm Representative of Third Women’s Dormitory

第三女子寮  佐野 愛（旧姓：吉田）　2001年寮長　47期

　寮は日々の生活の場であると同時に、さまざまなイベントを形にする「活動
の場」。また、「同じ寮で過ごした」ことが、世代を超えたつながりになります。
昨年5月に在学生が主催した第4女子寮の50周年記念パーティーが開か
れました。「寮で生活する」ということは、「縦のつながり」ができるということ
も、もっと意識されてもよい点だと思います。

A dormitory is a place to live your daily life, but at the same time, it is a place 
for activity to give shape to various events. The experience of “living together 
in the same dorm” creates a bond beyond generations. Last May, the 
students living in Fourth Women’s Dormitory hosted the dorm’s 50th anniver-
sary party. I think people should be more aware that “living in a dormitory” also 
creates “vertical connections.”

横のつながりはもちろんのこと、世代を超えて交流できる
You can interact with people beyond generations Fumiko (Higashi) Minowa   CLA44, 1998 Dorm Representative of Fourth Women’s Dormitory

第四女子寮  箕輪 芙美子（旧姓：東）　1998年寮長　44期

　アジアや欧米からの留学生、4月入学者、9月入学者、そして男子学生、
女子学生と、4年間を通じて多様性の中で過ごせるのがグローバルハウス
の大きな特長です。さまざまな違いがある学生とともに、互いに刺激を受けな
がら濃厚な時間を過ごしたことによって、幅広い価値観の存在を学ぶことが
できました。新学生寮にもこの環境を引き継いでほしいと思います。

One of the major features of Global House is that you can immerse yourselves 
for 4 years in the diversity of exchange students, April students, September 
students, boys and girls. From the experience of spending time with students 
from different backgrounds and influencing each other, I discovered that there 
is a wide spectrum of values. I hope that the same atmosphere is passed 
down to the new dormitory.

さまざまなバックグラウンドの学生と過ごす濃密な4年間
Rich 4 years spent with students of diverse backgrounds Naoki Seki   CLA48, 2001 Dorm Representative of Global House

グローバルハウス  関 直紀　2001年寮長　48期

　ICUの寮では、留学生が１人しかいなくても寮会や諸連絡をバイリンガル
で行います。在寮期間、日本語・英語の能力に関わらず、主体的に大学生
活を過ごしてほしいです。寮は一緒に育った仲間がいる「ホーム」であり、人
生にとってかけがえのないもの。世界地図を広げたとき、「ここが私のホーム
だ」と胸をはって指させる場になるはずです。

The dormitories at ICU offers an environment that allows each resident to live proac-
tively, regardless of how long you lived there or of your Japanese/English proficiency. 
Don’ t worry if you are the only exchange student in house – all dormitory meetings 
and announcements are conducted in both Japanese and English. The dorm is a 
home where we grow up with friends; it is an invaluable treasure in life. Wherever 
I’d be, I can proudly point at the atlas and declare, “This is my home.”

一緒に育った仲間がいる「ホーム」。そこで暮らした日々を誇りにしてほしい
It’s a “home” where we grow up with friends – be proud of the days you spend there Reina Kikkawa   CLA59, 2013-2014 Community Assistant of Zelkova House

欅寮  橘川 玲奈　2013・2014年コミュニティーアシスタント（CA）　59期

　同じ場所で起居を共にすることになったという「偶然」を、ただ住むだけの
アパートにしていたらもったいない。寮は、自分を丸裸に、謙虚にしてくれる場
所です。新しい寮に住むみなさんが、みなさん自身でそこを自分たちの家と
し、自分たちのコミュニティにしてほしいです。「おもしろき こともなき世を おも
しろく すみなしものは 心なりけり」。

The “coincidence” of coming to live together under the same roof is too good 
to call it a simple boarding. A dormitory is where you can totally expose your-
self and be modest. Those of you who are going to live in the new dormitory 
should really work to make the place your true home and community. As an 
old saying goes, “what makes interesting an otherwise boring world and lets 
you live accordingly is nothing but your own mind.”

「偶然」を、おもしろがる
Enjoy the “coincidence” Rikiya Ukai   CLA58, 2013 Dorm Representative of Ginkgo House

銀杏寮  鵜飼 力也　2013年寮長　58期

　入寮直後に課せられるイニシエーションは、決して受け入れやすいもので
はありませんでしたが（笑）、それによって名前を覚えてもらったり、一体感が
生まれたりしたのは、良い思い出です。寮生活は楽しいことばかりではありま
せん。しかし親友と呼べる人に出会えるなど、今の私を形づくるものだったと
思います。異なる価値観がぶつかりあう環境の中で、他者を認め、尊重する
姿勢を学んでください。

It took me a while to come to terms with the “initiation” right after arriving at 
the dorm, but through it we learned each other’s names and developed a 
sense of togetherness, so those memories I am fond of. Living in a dorm was 
not always a pleasant experience, but I met some of my closest friends there 
and I think it was what made me who I am today. In an environment where 
many diverse mindsets clash, you will learn to accept and respect others.

入寮直後のイニシエーションから新たな絆が生まれた
New bonds created through freshmen’s “initiation” Yuka Fujii   CLA58, 2013 Third Floor Representative of Oak House

樫寮  藤井 佑香　2013年3階フロア長　58期

よい意味で「バカ」になれるほど物事に向き合ってほしい
Stay foolish in pursuing your interests Nobuo Sayanagi   CLA37, 1991 President (Dorm Representative) of Second Men’s Dormitory

第二男子寮  佐柳 信男　1991年大統領（寮長）　37期

教育寮への期待

Where ICU Identity Is Born ICUらしさが生まれる場所
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2年前から始まった献学60周年記念事業であるホームカミング。今回のテーマは

「Drama as Dialogue　対話としての演劇」。ドラマ、オーケストラなどの言葉が

古代ギリシャ演劇にその起源があるように、古今東西を問わず演劇は生活に溶け

込んでいます。演劇が人間の生活にいかに密接に関わっているかを探るために

「対話」に着目、模擬講義とパネルディスカッションを行いました。

The �rst ICU Homecoming Symposia was held two years ago in celebration of 

the university’s 60th anniversary. This year’s theme was “Drama as Dialogue,” and 

the presenters discussed how drama can be a form of dialogue, and at how – 

whether in ancient times or the modern day, in the East or West – theater has 

always been an integral part of our lives.

In kabuki, there is a type of dialogue that takes place between the actors in the 
fictional world on-stage and the audience in the real world in the form of call-
out phrases.

The call-outs made by the actors to the audience – made in the persona 
of the actors themselves rather than the characters they play – are known as 
“kojo.” Apparently in a performance of modern kabuki, one may witness a 
number of instances of kojo. There are even examples in which the play will 
stop mid-performance for kojo to be uttered.

Kabuki performances present a concept known as “three-level fiction.” 
Actors have their birth names, their stage names, and while on stage, they also 
take on their character’s names. When speaking kojo, the actors take on their 
stage personas, and when they finish, they return to the persona of the role 
they are playing. In modern plays, actors tend to remain in character, but in 
kabuki, it is almost as if a series of translucent veils lie between reality and 
fantasy, separating the triple persona each actor maintains but leaving each 
somewhat visible.

On the audience’s part, we have the traditional “kake-goe” calls that are 
still heard in modern performances, but in the past there was also a custom of 
calling out “home-kotoba.” Literally translated the term means “words of 
praise,” and they involved a representative from the audience climbing up to 
the “hanamichi” portion of the stage and praising an actor. These phrases 
began to be written in a diverse array of beautiful verse using poetic meter, and 
theaters thought that amateurs would be unable to say them correctly, so 
actors eventually took over for the audience. Pamphlets containing transcrip-
tions of home-kotoba even began to be published. The pamphlets also 
described when the phrases should be called out, and people began to think 
that it would be better to go watch a show on days when the home-kotoba 
could be heard. In 1872, at a performance of Kokusenya Sugatano Utsushie at 
the Murayama-za, seven geisha from Asakusa performed home-kotoba for an 
actor named Sawamura Tanosuke the 3rd. The event became so well-known 
that it the appeared in woodblock prints, which shows that home-kotoba were 
seen as one part of the enjoyment of kabuki performances.

The end of a performance of Sukeroku Yukari no Edozakura at the 
Kabuki-za in 1896 is the last recorded instance of home-kotoba being heard 
during a play. With the end of the Meiji emperor’s reign and the beginning of the 
Taisho era, western theatrical influences began seep into the kabuki world. A 
clear separation between actors and audience became the norm, and theaters 
wanted performances finish in the advertised time rather than change in length 
at the whim of the performers as they had in the past. Even the kabuki world 
had become modernized, and the characteristic dialogue between the audi-
ence and the actors in kabuki disappeared.

矢内　歌舞伎では、虚構の世

界である舞台にいる役者と現

実の世界である客席にいる観

客との間で言葉を投げ掛け合う

ことが起こります。

　役者から観客に呼び掛ける

ものは、役者が本人としてあいさ

つをする「口上」です。現在は演

目の一つに「口上」が入れられ

ていることが多いようです。上演

中に芝居が突然中断され、いき

なり「口上」が始まるケースもあ

ります。

　芝居の上演中には、本名と

芸名がある役者に劇中での役

名がつくという「三段かさねの虚

構」が存在しています。そして

「口上」のときには役名から芸

名に戻り、「口上」が終われば

再び芸名から役名に戻ります。

近代的な演劇では「100％役

になりきる」のが基本的な考え

方ですが、歌舞伎では「本名・

芸名・役名」が透けて見える「半

透明の薄いベール」を重ねてい

る状態であると言えるでしょう。

　一方、観客から役者に呼び

かけるものとして、現代も行われ

ている「かけ声」の他に「ほめ言

葉」という慣習がありました。こ

れは芝居の途中に観客の代表

が舞台の花道に上がり、役者を

ほめるというもの。この「ほめ言

葉」は七五調で「ものづくし」な

どの趣向を凝らした美文で綴ら

れられます。そうなると素人では

できないので、プロのスタッフが

考え、役者が観客の代わりに述

べるようになりました。さらにほめ

言葉を掲載した冊子も出版され

るようになります。そこには「いつ

『ほめ言葉』を述べるか」も記載

されており、それを見た観客は

「せっかくなら『ほめ言葉』がある

日の芝居を観にいこう」と思うよ

うになります。明治5年に村山

座で行われた「国性爺姿写真

鏡」という芝居では、三代目沢

村田之助という役者に対して7

人の浅草の芸者が「ほめ言葉」

を述べましたが、その様子が錦

絵に描かれているほどで、「芝

居のもう一つの楽しみ」になっ

ていた様子がうかがえます。

　なお、明治29年の「助六由

縁江戸桜」（歌舞伎座）を最後

に、「ほめ言葉」が行われたとい

う記録は残っていません。明治

末期から大正にかけて「舞台と

客席を明確に分ける」「上演時

間が役者の都合に左右される

のではなく、事前に発表された

時間通りに上演される」など、歌

舞伎の世界にも西洋演劇の影

響が及んできました。観客と役

者が虚構の世界を行き来すると

いう歌舞伎の特徴も、次第に近

代演劇と同じようになっていっ

たと言えるでしょう。
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fascism through a story in which all of the characters except the main protago-
nist turn into rhinoceroses. The performance presented during this lecture 
included a monologue that wasn’t in the original play, composed of lines of an 
lonesco’s prose work. In this way, the director of the play was able to present 
his audience with a philosophical statement.

The attendees were shown a scene from the Albert Camus play Caligula, 
in which the eponymous dictator gives a monologue, whereupon a noble 
named Cherea appears and the two speak to each other. Dialogue is normally 
seen as a way for two people to share differing opinions and find common 
ground, but in Caligula, we see dialogue used to achieve two different ends. 
The first has Caligula gaining increased awareness of how others view him and 
brings Cherea’s morality (or lack thereof) to light, while the second has the two 
characters become conscious of their fated conflict.

The final work presented was The Lark, a play by Jean Anouilh. The 
scene showed Joan of Arc confined to her cell as the audience watches her 
speak to herself. The Earl of Warwick enters and engages her in conversation. 
Then Joan begins to speak again, this time in a sort of monologue in which she 
calls out to God and to the saints. Joan is answered by neither God nor the 
saints, but through that presumed dialogue, we see Joan re-discover her true 
self. The one-sided interaction differs from the typical understanding of the term 
“dialogue,” but it is certainly one form of dialogue that appears in dramatic art.

Question 1:
The theme for this year was dialogue in drama, but I feel that Japa-

nese people are starting to lose their ability to engage in dialogue. What do 
you think?
Iwakiri:

When engaging in dialogue, it is necessary to think about how we view 
the other person and how the other person views us, but perhaps the problem 
is that now many people are only able to consider their own form of logic. I 
think maybe people are losing the ability to listen to others who think differently.  
Yanai:

Dialogue is built from language, naturally, so perhaps people’s reduced 
ability to engage in dialogue is due to their having a weaker understanding of 
linguistic structure. This is why I always tell my students that they should be 
reading older works.
Sano:

I absolutely agree. There is so much value in reading something that has 
been passed down to us – something that people have enjoyed for many gen-
erations. I hope that people will become more aware of the differences they 
have with other people, and improve their linguistic abilities at the same time.
Question 2:

Dialogue is traditionally thought of as something that is generated 
through language, but could you talk a little bit about those forms of dialogue 
that require no words, such as classical ballet and pantomime?

し、冒頭に元々はないモノローグ

をいれています。これは哲学的な

メッセージを観客へ投げかける

演出家の意図によるものです。

　次に対話の例としてあげるの

はアルベール・カミュの『カリギュ

ラ』です。暴君カリギュラのモノ

ローグの後、貴族ケレアが登場

して対話するシーンです。対話と

いえば「異なる意見の人が話し

合いをしながら一致点を見出

す」のが普通ですが、ここでは

dia-logue、ふたつの論理の戦

いを通して「他者にとってのカリ

ギュラ像」をカリギュラ自身が認

識していく作業、そしてケレアの

モラルを明確にしながら、両者

が決定的な対立を意識化する

作業になっています。

　最後に紹介するのがジャン・

アヌイの『ひばり』。独房に入れ

られたジャンヌ・ダルクが一人語

りを行い、そこに貴族ウォーリッ

クが登場して彼女と対話、その

後にモノローグに近い形で大天

使や神へ語りかける、というもの

です。大天使や神と対話をした

ところで、返事は返ってきませ

ん。しかし、ジャンヌはその対話を

通して「生きるべき自分の姿」を

見出していくのです。この「対

話」も一般的な「議論を通して

互いの一致点を見出す」ものと

は異なるものですが、演劇にお

ける「対話」の一つの形である

と言えるでしょう。

岩切　演劇の基本は「対話」

であると思われがちですが、「一

人語り（モノローグ）」「対話（ダ

イアローグ）」があり、「対話」の

ようでありながら、その場では応

答のない神のような相手へ語っ

ているものもあります。私が翻訳

したフランス語戯曲を通して、こ

れらを見ていきましょう。

　まずルーマニア出身の作家、

ウジェーヌ・イヨネスコの『犀』。

これは主人公以外の全ての人

間が犀に変身する物語で、ファ

シズムへの寓意作品です。お見

せする演出では、イヨネスコの

他の散文作品から文章を引用

質問1　今回は演劇における

「対話」がテーマでしたが、そも

そも日本人には今「対話力」が

低下していると思います。先生

方はその点についてどう思われ

ますか？

岩切　対話を行うときには、「自

分は他者をどう思うのか」「他者

から自分はどう思われているの

か」を考える必要があるのです

が、現代では「自分が話すロジッ

クしかない」場合が多いのでは

ないでしょうか。「自分とはロジッ

クが違う相手の話を聞く能力」

が下がっていると感じることはあ

りますね。

矢内　対話が何からできている

かを考えると、それはやはり「言

葉」です。「対話力」の低下に

は、言葉を使うときの足腰の弱

さも影響しているでしょう。そこで

私は学生のみなさんにはよく

「古いものを読んでください」と

言っています。

佐野　それには心から大賛成

ですね。昔から面白いと思われ、

今も読み継がれているものには

それだけの価値があります。「相

手との違い」を認識するととも

に、言葉の力も身に付けてほし

いですね。

質問2　対話とは「言葉を発す

るもの」だと思いますが、クラ
シックバレエやパントマイムの
ように、言葉に依らない「対話」

が成立する表現方法について

60th
Anniversary 
Project
献 学 60 周 年 記 念 事 業

言葉に依らない「対話」の表現方法とは
Expressing dialogue without words

パネルディスカッション Panel Discussion

Senior Associate Professor Simons was unable to attend the symposium due 
to having to present at a conference, so in his stead, a video message from 
Simons and clips from films produced by his students were played. Simons’ 
students analyze and review dramatic works from a historical and literary 
perspective, then perform and film the plays.

The first two clips the audience were shown were from different perfor-
mances of Shakespeare’s King Lear. The clips showed portions of Act one, 
Scene one, in which Lear tells his three daughters of his plans to abdicate his 
throne and split his realm between them. When he informs them of his plan, his 
two elder daughters ply their father with sweet words, pleasing him greatly. 
However, his youngest daughter, Cordelia, gives him her true opinion, and he 
becomes angry. The first of the clips seems to have been filmed in an izakaya. 
The second opens with the figure of the king after his betrayal at the hands of 
his two elder daughter, then the credits are presented, and the audience sees 
the scene in which Lear speaks with his daughters. We see how each group 
aimed to create their own interpretation of Shakespeare’s famous play.

The next clip showed a scene from Copenhagen, a work by the English 
playwright Michael Frayn. The play is based upon an actual meeting that took 
place between German physicist Werner Heisenberg and his mentor, the Dan-
ish physicist Niels Bohr, after they found themselves on opposite sides during 
World War II, each engaged in research aimed at developing the atomic bomb. 
One day in 1941, Heisenberg visited Bohr and his wife in Copenhagen, which 
was then under Nazi rule, and this play is a fictional look at what they may have 
talked about that day. It was interesting to see how the ICU students inter-
preted the imagined conversation of the two men.

ICU students in the drama classes taught by Simons engage in dialogue 
by discussing how to perform and interpret each work, and the clips the audi-
ence were shown 
provided a glimpse 
into the process of 
producing dramatic 
works.

People tend to think that dialogue – i.e. conversational exchanges between 
characters – is the heart of drama, but lines in dramatic works actually come in 
three forms. Drama includes monologues in which a character speaks with 
himself, and dialogues, through which two or more characters communicate. 
However, there is yet another form of speech through which a character 
speaks with someone outside the world on stage, for example, with God or 
some other such figure who does not answer. These three forms of communi-
cation can be seen through the works that Professor Iwakiri has translated into 
Japanese from French.

First is Rhinoceros, a play by  Eugène Ionesco. The drama alegorizes 

演劇制作における学生の対話
Student dialogue in drama production
クリストファー・サイモンズ｜上級准教授　Christopher E.J. Simons｜Senior Associate Professor

講義 2 Lecture 2

対話としての演劇－フランス語戯曲の翻訳を通じて－
Drama as dialogue through translation of French theatrical works
岩切 正一郎｜教授　Shoichiro Iwakiri｜Professor

講義 3 Lecture 3

佐野　サイモンズ先生は学会

発表のため、この模擬講義に

参加できませんが、ビデオによる

メッセージと、学生たちが制作し

たフィルムを提供してくださいま

した。サイモンズ先生の授業で

は学生が戯曲を歴史的・文学

的に分析・検討するとともに、自

分たちで戯曲を演じ、それをビデ

オクリップに撮影することを行っ

ています。

　最初に見ていただいた2本の

作品はシェークスピアの「リア

王」。リア王が退位に伴い領土

を3人の娘に分割して与えようと

した際に、上の娘は言葉巧みに

父親を喜ばせたのに対し、末娘

のコーディリアは率直に意見を

述べて父親を怒らせるという

シーンです。1本目は居酒屋で

このシーンを撮っているようです

ね。2本目のグループは、オープ

ニングに長女・次女に裏切られ

てさまよう王の姿を冒頭に持っ

てきて、その後にタイトルロール

を入れて、リア王と３人の娘との

話し合いのシーンを入れるという

演出にしています。このように各

グループが工夫をして制作して

いることがわかります。

　その次に見ていただいたのは

20世紀のイギリスの作家、マイ

ケル・フレインの「コペンハーゲ

ン」。史実に基づいた作品です。

ドイツの物理学者ハイゼンベル

クは、師であり、親同然に思って

いたボーアと原爆開発を巡って

敵国人になってしまいました。こ

の作品では、1941年、ナチス占

領下のコペンハーゲンで、ハイゼ

ルベルクがボーア夫妻を訪ね、

どのような話をしたのかがテーマ

になっています。この二人の間で

は何が語られたのかをICUの学

生がどのように表現するかが大

きなポイントになっています。

　このように学生たちが作品を

作るという作業の中で、どのよう

な演出にするか、作品をどう解

釈するかなどの「対話」が行わ

れています。演劇をつくる過程を

授業に取り入れているサイモン

ズ先生の授業の一端をみなさ

んに紹介させていただきました。

サイモンズ上級准教授が欠席のため佐野教授が説明

クリストファー・サイモンズ
上級准教授　英文学

Christopher E.J. Simons
Senior Associate Professor
English Literature
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Attendee Responses from the 2015 Homecoming Questionnaire

I deeply thank ICU for giving me the opportunity 
to study at the university as a Peace Bell Scholar. 
At ICU, I hope to enhance my writing and read-
ing ski l ls in Japanese as well as discover my 
academic passions with the bilingual and liberal 
arts education at ICU. I am eager to meet people 
f rom al l over the wor ld and engage in a l l the 
enriching experiences ICU has to offer. Again, 
thank you for giving me the financial aid as well 
as the encouragement and confidence to help 
me improve and discover myself more at ICU.

　ICU Peace Bell スカラーに選んで頂き
誠にありがとうございました。
　ICUのバイリンガルとリベラルアーツの
教育の中で、私は日本語力を高め、自分の
メジャーを探したいと思います。沢山の人と
出会い、色々な経験もしたいです。奨学金
を頂いた事で、私はICUでもっと自分と向き
合い成長したいと思います。
　本当にありがとうございました。

The ICU Peace Bell Scholarship is a scholarship program started in April 2008 

in response to calls from alumni. With funding from the contributions of sup-

porters, students are selected to receive one million yen per person per year 

over a four year period every year. To date, pledges totaling about 490 million 

yen have been received from over 1,200 contributors. In AY2015 we welcomed 

13 new scholarship students, making the cumulative total to 100. Donations 

from new contributors are serving to “pass the torch” of this program across 

generations.

　ICU Peace Bell 奨学金は、卒業生の呼びかけで募金活動が始
まり、2008年4月に給付が開始された奨学金制度です。賛同者から
のご寄付によって、毎年1人あたり年間100万円が4年間にわたって
給付されます。これまでに累計で1,200名を超える寄付者から4億
9,000万円の寄付申込みをいただき2015年度にもあらたに13名
の奨学生を迎えて、これまでの総数は100名になりました。あらたな
賛同者のご寄付により、世代を超えた支援が、トーチ・リレーのように
引き継がれています。

New ICU 
Peace Bell Scholar

60th
Anniversary 
Project

September 2015

　ICUでは、同窓生のイニシアチブにより、世界に羽ばたく高
い志を持った優秀かつ経済的支援を必要とする学部生に対す
る「ICU Peace Bell 奨学金」を設置し、2008年度より給付を
開始しました。本奨学金は、ICU独自の画期的な奨学金であ
り、本奨学金の理念にご賛同いただいた方々のご寄付により、
学部生を4年間にわたり支援するものです。

Through an alumni initiative, ICU started its "Peace Bell 
Scholarship"for students who demonstrate financial 
need and superlative talent. Since it started in 2008, the 
scholarship has allowed individuals who believe in 
ICU's unique philosophy to support students over their 
four years of undergraduate university education.

2015年9月新入生

WARREN TOWNSHIP HS  （Chicago IL, U.S.A.）YAMAZAKI, RENA山崎 玲奈

一人を支える、ひとりひとり。奨学生を支え続ける、寄付のトーチ・リレー。

献 学 60 周 年 記 念 事 業

Each one of us supporting one – 
a torch relay of donations to provide continuous support to scholarship students

教えてください。
佐野　「科白が身体の中に入
る」という表現があるように、練
習を重ねて単なる言葉だった科
白が演者の肉体と結合したとき
に、身体の動きも含め「対話」
の表現方法になっていると考え
られます。
矢内　さらに言えば「言葉にな
らないから身体で表現する」とい
うこともあるでしょう。例えば悲し
みをこらえる様子を身体全体で
表現するなど、動作や言葉を抑
えて役柄の心理や感情を表現
する演技は、歌舞伎などにおい
て「肚芸」と呼ばれています。明
治以降、歌舞伎でも肚芸が重
視されるようになりました。

岩切　間やト書きなども「言葉
に依らない」対話の表現方法
の一つかもしれません。伝統的
に決まっている動きもあります
が、身体表現については原作に
書かれていないことが多く、役
者や演出家が話し合って決まっ
ていきます。どういう仕草をすれ
ば作品のメッセージを伝えられる
か。その点からも動きは必要だと
思います。
佐野　まだ話し足りないとは思
いますが、時間になりました。パ
ネルディスカッションは終わらせ
ていただき、引き続きみなさんで

「対話」をしていただければと思
います。今日はありがとうござい
ました。

Sano:
There’s a saying that states, “lines become a part of you.” Practicing 

lines over and over again takes those lines – lines that were once mere words – 
and merges them with the actor’s body, such that every time the actor moves, 
dialogue is expressed in a physical sense as well.
Yanai:

We could also say that things that cannot be expressed in words must 
be expressed with the body. Through words and movements, performers can 
express a character’s psychological or emotional state through, for example, 
using their entire bodies to show something like sadness. In kabuki and other 
traditional arts, this technique is called “haragei.” (Liberally translated, the term 
would be similar in meaning to “acting from the gut.”) The technique has been 
considered an important part of kabuki since the Meiji period.
Iwakiri:

Perhaps intervals and stage directions are another form of expressing 
dialogue without words. Some movements are traditional and therefore set, 
but there are a great many forms of physical expression that do not appear in 
the script. The question is how one should perform to communicate the mes-
sage of a work, and that is another reason why movement is necessary.
Sano:

There is still much to say on these subjects, but unfortunately, we have run 
out of time. The panel discussion is now over, but hopefully everyone will continue 
to engage in dialogue in the future. Thank you very much for taking part today.

参加者の声 ～ホームカミング2015アンケートから～

　岩切先生のお話の中で「他

者が自分をどう見ているかを知る

ことによって、自分を知る」という

言葉が心に残りました。メールや

LINEなどテキスト文化になって

いる世の中で、「口に出す」「声

にする」ことが大切なのだと感じ

ました。 ＜50代＞

One thing Professor Iwakiri said 
was that we learn more about 
ourselves by learning how others 
see us, and that lef t  a great 
impression on me. The world is 
becoming more of a text-based 
culture through things like email 
and LINE, and what he said made 
me rea l ize the importance of 
speaking up and giving voice to 
one’s ideas. (50s)

　最後のディスカッションは、自

分の思考を深めてくれるようなヒ

ントがたくさんあったと思います。

本日のお話を聞きながら考えて

いたことは、神との対話の仕方

について。まだ、答えはわかりませ

んが、これからもっと深く考えてみ

たいと思います。 ＜20代＞

 

I heard a lot of things in the discus-
sion at the end that made me think 
more deeply about my own ideas. 
One thing I thought as I was listen-
ing today was about how to engage 
in dialogue with God. I don’t have 
the answer yet, but I want to think 
about it more carefully in the future. 
(20s)

　演劇における「対話」のお話

でしたが、これを機会に日常の私

の生活においても「対話」を意

識してみたいと思いました。対話

の成り立ち、経過、着地点など、

探究すると新たな発見がありそう

です。 ＜40代＞

Today was about dialogue as it 
appears in drama, but what I 
realized was that I would like to 
be more conscious of how I use 
dialogue in my own life. I think 
that exploring this myself will lead 
me to discover more about what 
dialogue is, about the process, 
a n d a b o u t f i n d i n g c o m m o n 
ground. (40s)

　現在、ロータリークラブの仲間

とシェークスピアのドラマの朗読

演習をしています。本日はその指

導者と一緒に参加しました。パネ

ルディスカッションにおける「科白

が身体に入る」「観客はどういう

気持ちで見ているか」など、ハッと

させられるお話を聞くことができま

した。 ＜80代＞

I’m rehearsing Shakespearean 
dramas with some friends in the 
Rotary Club, and I actually came 
to the symposium with our direc-
tor today. I heard a lot of things 
during the panel discussion that 
made me th ink, for example 
about making “lines become a 
part of you” and thinking about 
how the audience feels as they 
watch the actors. (80s)



石井 啓太
教育学部3年
メジャー：言語学、
言語教育学（マイナー）　

守屋 靖代 教授
メジャー：言語教育

Professor Yasuyo Moriya
Major: Language Education 

石井　私は高校の英語教師になりたくて入学後すぐに英語教職課程を

履修しました。守屋先生のことは先輩から聞いていたのですが、私が1年

生の時には特別研究期間でいらしたので、初めてお目にかかったのは2

年生の「言語教育のための英語学」でした。

守屋　その授業で何か印象深いトピックはありましたか。

石井　やはり「be動詞を用いた付加疑問文」について学んだことでしょう

か。例えば日本の中学生の中には「私は幸せですよね」を”I am happy，

amn’t I？”と訳す生徒が少なからず存在します。しかしネイティブスピー

カーは”amn’t I”とはまず言わない。ほとんどが”I am happy，aren’t I？”と

答えるということを実際に使われている文例から知ることができました。

守屋　それはオンラインのコーパス*で検索した結果でした。コーパスに

はメディアの記事やフィクション、会話、学術論文など、多様なものから用

例が集められています。私の授業ではCorpus of Contemporary 

American English (COCA) とThe British National Corpus (BNC) 

の二つを駆使して、ネイティブスピーカーが実際に書き言葉、話し言葉を

どのように使っているのかを検証します。ICUにはこの二つのコーパスを

学生が費用を負担することなく思う存分使える環境が整っています。私

が言語学の研究を始めたころは、本や文献から情報カードに単語や文

章を書き写し、それを用法や特徴ごとに整理して研究していましたが、今

ではデジタル化されているので、様々なソフトウェアを併用すれば、英語の

文法や言葉の使われ方に関して膨大な数の統計を高い精度で取ること

ができます。言語研究・言語教育において大きな効果を発揮するデジタ

ル環境を整えることが、今の大学には求められていると思います。

*コーパス：実際に使用されている書き言葉や話し言葉を集めてデータベース化
した言語資料

Ishii　 I had always wanted to become a high school English teacher, so I 
enrolled in the Teacher Certification Program immediately after being ad-
mitted to ICU. I had heard of you (Professor Moriya) from some of the se-
nior students, but since you were on your sabbatical leave during my first 
year, our first meeting was in my second year in your course titled, “English 
Linguistics for Language Teaching”.
Moriya　 Do you remember any topic that left a lasting impression on you?
Ishii　That would be the sessions on tag questions using “be” verbs. You 
told us that, for example, quite a few Japanese junior high school students 
would make a sentence like, “I am happy，amn’t I?” whereas an English na-
tive speaker would naturally say, “I am happy, aren’t I?” We discovered 
this by examining samples of real life speeches. 
Moriya　That must have been the search results we got from the online 
corpus*. A corpus contains sample sentences collected from a wide range 
of sources such as media articles, fictional writing, conversations and aca-
demic prose. In my classes, we use the Corpus of Contemporary American 
English (COCA) and the British National Corpus (BNC) to verify how English 
native speakers actually write and speak their language. ICU students are 
given free access to these two corpora. At the time I began studying lin-
guistics, we searched for words and sentences in books and reference ma-
terials, and wrote them down on a deck of index cards which we sorted out 
manually by usage or by attribute for our studies, but today everything is 
digitalized, so by using the corpora in combination with other software 
tools, users can extract an enormous amount of highly precise statistics on 
the usage of English grammar and its use. I think universities today are ex-
pected to provide a powerful digital platform that can provide sound evi-
dence for linguistic research and language education.

*A corpus is a linguistic database  consisting of a collection of written and 
spoken language samples that are actually used in real contexts.

石井　授業の内容はもちろん守屋先生の英語や英語教育に対する姿

勢に大きな感銘を受けました。中でも一番心に残っているのは「語学を

教える者として『I as a teacher，I as a learner, I as a researcher, and 

I as an entertainer 』であり続けることが必要だ」という言葉です。教員

を目指す私にとって、目標となる言葉だと感じています。

守屋　言葉を教える人は “teacher”であるだけでは充分ではないと私は

思っています。学習者の気持ちにならなくてはいけないし、言葉は時代と

ともに変わっていくものですから、常にアンテナを張って今の言葉がどの

ように成り立っていてどの方向に向かっているかに敏感でなくてはならな

い。言葉を学ぶということは異なる価値体系で世界を見ることになり、そ

れは大変だけれどだからこそ楽しいということも知っていなくてはならない、

その上で学習者に達成感を持ってもらえるエンターテナーの役割も果た

Ishii　Your classes were of course eye-opening, but your positive attitude 
toward the English language and English education was most inspiring. 
You told us that, as a language trainer one must maintain the mindset: I as 
a teacher，I as a learner, I as a researcher, and I as an entertainer. For me, 
those words became my goal as I aim to be an educator.
Moriya　To teach a language, merely being a “teacher” is not enough. 
You must walk in the learners’ shoes; you must always keep your antenna 
up for the changes that are happening to the language you teach; and you 
must be sensitive to where the languages that are used today came from 
and which direction they are heading in. Learning a new language means 
to be able to view the world in a different value system, and as a teacher 
you must know that the task is challenging but all the more rewarding, and 
with that in mind, you must also act as entertainer to offer the learners that 
sense of achievement.

教師であれ、学習者であれ、研究者であれ。そしてエンターテナーであれ。
I as a teacher，I as a learner, I as a researcher, and I as an entertainer.

Words 
to Live by
人生を変えた師からの言葉

14世紀の英語を研究し、英語史や英文法の授
業を受け持つ守屋靖代先生と、英語教員を目
指して教職課程で勉強に励む石井啓太さんに
お話を伺いました。

We sat down with Professor Yasuyo Moriya, a 14th 
century English specialist teaching English history and 
English grammar classes at ICU, and Keita Ishii who 
enrolls in the Teacher Certification Program to become 
an English teacher.

Keita Ishii
3rd year, College of Liberal Arts
Major: Linguistic
Minor: Language Education 

Meeting Professor Moriya守屋先生との出会い

Words that Inspired Me印象に残っている先生の言葉
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　ICUの学部生だった時、英語が得意ではありませんでした。今でも覚え

ているのは、1年生の時に受けた発音の面談テスト。課題の4分の1ほど

発音したところで、「もういい、帰りなさい」と言われてしまいました。その挫

折感が私を英語学へ導いたのだと思います。また、在学中に井上和子

先生の授業で変形生成文法と出会ったことが言語学にのめり込むきっ

かけでした。

　ICUで学部と大学院を修了後、中高一貫校で英語を教えた後、研究

者である夫に同行してアメリカに渡った私は、現地の大学院で学ぶ機会

を得ました。英語を母語とするアメリカ人大学院生と競争する厳しい日々

でした。ある時、Old Irishの授業で、ある学生が「外国人がいるから授業

進度が遅い」というクレームを付けました。即時に、教授が「彼女はとても

よい学生だ。しっかり勉強して講義に臨んでいる」と言ったので驚きました。

その外国人が私のことだとは思いませんでしたし、突然皆の前で評価さ

れたからです。授業の後半では東洋人の私がクラスメートから授業の中

でわからなかったことを聞かれるまでになりました。

　今の私を作ったのは、ICUでの6年間の学びと出会い、さらにアメリカ

での留学経験だと感じています。そこで英語を学ぶこと、言語学を教える

ことの楽しさを実感することができました。学生たちの中には「自分は語

彙力がないから」「発音が下手だから」と後ろ向きな人がいます。でもまだ

若いのだし語彙力がなければ単語や熟語を増やす努力をすればいいし、

発音も声に出すことから始めればいい。母語ではない言葉を学ぶのは決

して容易いことではありません。しかし、必ず視野が広がり、新たな発見が

ある。今後も学生に「学ぶことは楽しい、教えることは楽しい」ということを

実感してもらう授業や卒論指導を続けたいと思います。

English was not my favorite subject when I was an undergraduate student 
at ICU. I still remember the incident at an oral pronunciation examination in 
my freshman year. When I got through pronouncing about one-forth of the 
assignment, my instructor declared, “That’s enough. Your are dismissed.” 
Now that I look back, that bitter memory triggered me to study English lin-
guistics. Another motivator into the academic field of linguistics was my 
encounter with transformational generative grammar in Professor Kazuko 
Inoue’s class.

After completing my undergraduate and graduate studies at ICU, I 
started teaching English at a combined junior and senior high school. Then 
I moved to the US with my husband where I was blessed with the opportu-
nity to enroll in an overseas graduate school. It was tough studying among 
native English-speaking Americans and having to compete with them. One 
day, in Old Irish class, one student complained that “the class was being 
held up because of a foreigner.” I was surprised when the professor an-
swered immediately, “She is an excellent student. She studies hard and 
comes to classes well prepared.” At first, it didn’t occur to me that I was 
the foreigner in question and that I was suddenly criticized in front of the 
class. Towards the end of the semester, many classmates came to me, an 
Asian foreigner, to ask about things they didn’t understand in class.

So what made me who I am today was the six years of learning and 
encounters at ICU and my study abroad in the US. There I really came to 
know the joy of learning English and teaching linguistics. I notice some stu-
dents being very hesitant because they feel that they do not have enough 
vocabulary or have bad pronunciation, but they shouldn’t be. They are still 
very young and have plenty of time, so if their vocabulary is poor they could 
always work harder to learn more words and phrases, and improve their 
pronunciation by starting to utter thing out loud. Learning a foreign lan-
guage is never easy, but there is always a time you reach a new horizon 
and make new discoveries. I hope to continue giving lectures and thesis 
guidance in which students realize that learning is a pleasure and teaching 
is also a pleasure.

さなくてはいけないと感じています。

石井　守屋先生は、単に英語や英語教育の専門家として教えるだけで

なく、学生とともに英語という言語について考え、学び、研究し、日本の英

語教育について悩むとともに、私たちが先生の勧めで始めた勉強会でも、

学生とともに議論に加わってくださいます。ICUに入学する前は、「どこの

大学に入って学ぶか」が重要だと思っていましたが、守屋先生に出会っ

て「誰に学ぶのか、何を学ぶのか」が重要なのだと実感しました。

守屋　人間は誰もが言葉を使いますが、言葉の仕組みや使い方を専門

用語を使って理解、説明できる人は少数です。言語を教える側には、この

仕組みを理解する能力と教わる側の言葉に対する興味や関心に応えら

れる知識が必要です。授業のディスカッションやアクティビティを通じてそ

のことを一緒に考える工夫をしています。

Ishii　 You not only teach as a specialist in English and English education, you 
also contemplate, learn and study the English language with your students 
and debate about the English education schemes in Japan. You come to 
the workshop we launched on your advice and take part in heated discus-
sions with students. Before coming to ICU, I had thought that the important 
question was “at which university I learn,” but after meeting you I realized 
that “from whom to learn and what to learn” are more important. 
Moriya　As human beings we all use languages, but only a few of us can 
understand and explain in technical terms the structure and use of lan-
guages. Those who teach need to possess both the ability to comprehend 
this structure and the knowledge to respond to the learners’ interest in lan-
guage. I try to address this point through discussions and class activities.

Ishii　 Meeting you and watching you face up to English with devotion, I 
learned what “working with English” as researcher and as educator would 
involve. After completing my undergraduate studies, I wish to enroll in a 
graduate school abroad to master practical English and to someday take 
on a job in teaching English and language-related subjects.
Moriya　 Then, your upcoming challenge is to participate in the  your 
teaching practicum successfully. Students start to think seriously about 
becoming a teacher once they experience their teaching practicum. I hear 
that instructors at other universities usually receive appreciative remarks 
from their students at graduation, such as “I will become a teacher like 
you.” But not ICU students – they come to me head on saying, “Someday, I 
will be a greater teacher than you, Professor Moriya.” It’s like,  I love taking 
up their challenges. Once they graduate and become teachers, they are 
my colleagues and my rivals in English teaching. I slways wish to always be 
in a positional rivalry with them.

石井　私は英語と真摯に向き合う先生と出会い、研究者・教育者として

「英語で生きていく」姿を理解しました。卒業後は海外の大学院に進んで

生きた英語に触れたいと思っています。そしていずれは英語や言語に関

わることを教える仕事に就きたいと考えています。

守屋　そのためにもまず教育実習を乗り切らないといけませんね。実習

を体験すると、みなさん「教員になる」ことを現実と感じ始めるようです。他

大学の教員は卒業式で教え子達に「先生のような教員になります」と感

謝されるそうですが、ICUの学生は「守屋先生を超える教員になります」と

正面から挑戦して来ます。「負けないわ」と思う瞬間です。ICUを卒業して

教員になった彼らは、私にとって「英語を教える」同僚であり、ライバルで

す。いつまでもお互いを高めあう存在でありたいと願っています。

同僚として、ライバルとして。お互いを高めあっていきたい
We as colleagues, we as rivals – to enhance one another.

今後の目標について Future Goals 

ICUとアメリカでの苦しい日々が
教育者・研究者としての私の原点
�e challenging environments at ICU and 
the United States were my starting point 
as educator and researcher

To the Professors: 
What is Liberal Arts?

教員のリベラルアーツ
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クリスマス年末年始休暇

第３学期授業再開

教養学部一般入学試験／休講

第３学期期末試験

第３学期授業終了

春季卒業式

オープンキャンパス

春季入学式

新入生オリエンテーション

第１学期履修登録

第１学期授業開始

ICU献学記念日

新入生リトリート／休講

キリスト教週間

Christmas & New Year’s Holidays

Classes Resume

CLA General Admissions Examination/No Classes

Winter Term Examinations

Last day of Winter Term Classes and Examinations

Spring Commencement

Open Campus

Spring Matriculation

Orientation for New Students

Registration for Spring Term

Classes Begin

ICU Dedication Day

New Student Retreat / No Classes

Christianity Week

創立記念礼拝
Founders Day Chapel Hour

ICU創立記念日
ICU Founders' Day

詳細は、大学ホームページをご覧下さい。
For details please consult the ICU official website.

http://www.icu.ac.jp/about/calendar.html

大学暦 Academic Calendar

2015 Dec 25 – 
2016 Jan 5

Jan 6

Feb 6

Feb 24-26
Feb 29-Mar 1

Mar 1

Mar 19

Mar 23

Apr 1

Apr 1, 4-7

Apr 8

Apr 9

Apr 29

May 13-14

May 16-21

Jun 14

Jun 15

News from the University

米国ウースター大学と
学生交換留学協定を締結

6月卒業式、
9月入学式を挙行

　5月21日、アメリカのリベラルアー

ツ・カレッジ、ウースター大学からキャロ

リン・ニュートン統括副学長が来学さ

れ、本学との間で学生交換留学協

定を締結しました。

　9月17日、A.サージ U. メンティス

駐日スリランカ臨時代理大使が大森

佐和上級准教授の開発学入門の

授業で、10月22日にはハンス・カー

献学60周年記念礼拝を挙行

　9月1日、秋季入学式を挙行し、

海外の高校や国内外のインターナ

ショナルスクールを卒業した新入生

をはじめ、交換留学協定大学からの

留学生など、学部・大学院合わせ

て243名が出席し、本学の一員とし

ての新たな一歩を踏み出しました。

　5月23日に無国籍研究会と本学の

共催（後援：国連難民高等弁務官

（UNHCR）駐日事務所）で、国際シン

ポジウム「無国籍者とノン・シティズン：

ラトヴィアとの対話」が開催されました。

　本学とカーネギー倫理国際関係

協議会（Carnegie Council for 

Ethics in International Affairs：ア

メリカ）、そして日本国際基督教大学

財団（Japan ICU Foundation）は、

早稲田大学および法政大学と協力

して、6 月4日から12日まで、東京や

福島でイベント「グローバル倫理ダイ

アログ」を開催しました。

　9月8日、新垣修教授の国際法の

授業で、国連難民高等弁務官

（UNHCR）駐日事務所代表マイケ

ル・リンデンバウアー氏が、公開講演

会を行いました。

　雑誌『Forbes』の「Top 10 

Asian Liberal Arts Colleges」に

本学が選ばれました。

　7月1日、本学が東京農工大学、

早稲田大学、産業技術総合研究

所と共同の「未来価値創造実践人

材育成コンソーシアム」が、文部科

学省2015（平成27）年度科学技

術人材育成費補助事業「科学技

術人材育成のコンソーシアムの構

築事業」に採択されました。

　情報処理学会第77回全国大会

の論文審査結果が公表され、全

1400件の発表の中から、尾崎敬二

教授が大会優秀賞、大木吉健さん

（2015年6月大学院博士前期課程

修了）が大会奨励賞に選ばれました。

　本学の那須キャンパス（栃木県那

須郡那須町）の一部を活用した那須

キャンパス太陽光発電所の建設が

完了し、東京電力への電力供給を6

月30日に開始しました。収益は学生

の奨学金等に充てられます。

　11月7日、星野命本学名誉教授

（人格・社会心理学）が逝去されまし

た。享年88歳。

「無国籍者とノン・シティズン：
ラトヴィアとの対話」開催

「グローバル倫理ダイアログ」を開催

教員と同窓生が、情報処理学会
第77回全国大会にて
大会優秀賞と大会奨励賞を受賞

「那須キャンパス太陽光
発電所」が事業を開始

国連難民高等弁務官（UNHCR）
駐日事務所代表マイケル・リンデン
バウアー氏が講演

文部科学省 「科学技術
人材育成のコンソーシアムの
構築事業」に採択

Forbesの「Top 10 Asian
Liberal Arts Colleges」に選出

ル・フォン・ヴェアテルン駐日ドイツ大

使が植田隆子教授の国際関係史

の授業で講演を行いました。

　6月2日、本学礼拝堂にて献学60

周年記念礼拝が執り行われました。

礼拝説教では、アメリカのリベラル

アーツ・カレッジの一つ、ホープ大学

のジョン C. ナップ学長が、「あらゆる

場所で神に仕える」と題したメッセー

ジを贈りました。

　6月29日、夏季卒業式が挙行さ

れ、学部生112名と大学院生40

名、総勢152名に、学位記が授与

されました。

O n  M a y  2 1 ,  C a ro l y n  N e w t o n ,  
Provost of the College of Wooster 
( U S A )  v i s i t e d  I C U  t o  s i g n  a n  
agreement for a student exchange 
program between the two schools.

On September 17, Charge d’Affaires 
ad interim of Sri Lanka Mr. Sajeewa 
Agampodi Umanga Mendis, delivered 
a lecture in Senior Associate Professor 
Sawa Omori’s Introduction to 
Development Studies class.

and graduate students from overseas 
high schools and international schools in 
Japan, and exchange students from 
partner universities, welcoming their first 
step as members of the ICU community. 

International Symposium “Stateless 
Persons and Non-citizens: Dialogue 
with Latvia” was cosponsored by the 
Study Group on Statelessness in 
Japan and ICU (and supported by 
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  
Commissioner for Refugees (UNHCR) 
Office in Japan) on May 23.

ICU, the Carnegie Council for Ethics 
in International Affairs (NY, USA), and 

the Japan ICU Foundation held an 
event “Global Ethics Dialogue” in 
Tokyo and Fukushima from June 4 to 
12 with the cooperation of Waseda 
University and Hosei University.

On September 8, United Nations 
High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) Representative in Japan 
Michael Lindenbauer gave an open 
lecture in an International Law class 
taught by Professor Osamu Arakaki. 

ICU was selected as one of the Top 
10 Asian Liberal Arts Colleges by 
Forbes, and was introduced as one 
of the most selective liberal arts 
colleges in Japan. 

On July 1, the Future Value Creators 
Training Consortium – a project launched 
jointly by ICU, the Tokyo University of 
Agriculture and Technology, Waseda 
University and the National Institute of 
Advanced Industrial Science and 
Technology – was selected to receive 
subsidies from the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) in the context of FY2015 Project 
for the Development of Consortiums for 
the Fostering of Science and Technology 
Personnel.

The Information Processing Society of 
Japan (IPSJ) announced the winners 

of the best paper awards of the 77th 
National Convention of IPSJ, and ICU 
Professor Keiji Osaki and Yoshitake Oki 
(completed Master’s course in June 2015) 
won the Best Paper Award and Best 
Paper Award for Young Researcher of 
IPSJ National Convention, respectively, 
from among the 1,400 papers submitted. 

The Nasu Campus Photovoltaic Power 
Station, located within ICU’s Nasu 
Campus (Nasu, Tochigi) was successfully 
constructed, and began supplying power 
to Tokyo Electric Power Company on 
June 30.The revenues will be devoted to 
scholarships.

Akira Hoshino Professor emeritus 
passed away on November 7. He 
was 88.

On October 22, Dr. Hans Carl von 
Werthern, German Ambassador to 
Japan, delivered a lecture in Professor 
Takako Ueta’s International History 
class.  

The 60th Anniversary Service was held 
at the ICU Chapel on June 2, during 
which Hope College President John C. 
Knapp delivered a sermon titled 
“Serving God in Every Place.”

ICU held its Summer Commencement 
Ceremony on June 29, and 112 
undergraduate and 40 graduate 
students received their diplomas. 
    The Autumn Matriculation Ceremony 
was held on September 1 with the 
attendance of 243 new undergraduate 

●A.サージ U. メンディス
　駐日スリランカ臨時代理
　大使（写真左）が講演

●フォン・ヴェアテルン駐日
　ドイツ大使（写真右）が講演

大学のニュース
News from the University

大学のニュース

2015年5月から11月までの大学ニュースを掲載しています。その他の大学ニュースは、大学WEBサイト（www.icu.ac.jp）でご覧いただけます。
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大使の講演
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Notices
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ICU High School was designated a 
Super Global High School (SGH) 
last year, and almost 150 students 
participated in 13 programs this 
summer including study tours to 
Vietnam and Stanford University, 
exchange with students from 
Middle Eastern nations, and volun-
teer activities at disaster-stricken 
areas.  These programs were 
supported by ICU alumni and 
provided students with firsthand 
experience and awareness. Other 
SGH programs include special 
lectures by ICU President Junko 
Hibiya and Professor John C. 
Maher, and themed research cours-
es lead by Professors Shin Chiba 
and Takashi Nishio and Associate 
Professor Stephen R. Nagy. (Kaori 
Hara, Assistant Headmaster)

SGH Activities

School Festival &
Sports Day

On-campus School
Orientation Sessions

During Christianity Week (June 1 to 
6), twenty-four multi-events were 
held including Pentecost services, 
Christianity lectures, and open 
house at ICU Church Kindergarten.

Christianity Week

2015年度9月編入学試験結果
志願者

20
18

受験者
19
17

合格者
6
5

入学者
2
3

第1学年
第2学年

■キリスト教週間
　6月1～6日、キリスト教週間では、ペ

ンテコステ礼拝、学年別キリスト教講

演会、ICU教会幼児園訪問など24の

マルチイベントなど様々なイベントが行

われました。

■学校祭・体育祭
　9月18日（金）・19日（土）、学校祭が

開催されました。本年のテーマは「ICU

港」。4,500名を超える方が来校し、各

クラブ・クラス・団体は、日頃の成果を

存分に発揮しました。

　9月28日（月）、体育館とグランドを

会場に体育祭が開催され、300名を

超えるご父母観覧のもと3学年合同1

～6組の組別対抗で熱戦が繰り広げ

られました。

■スーパーグローバル
　ハイスクール（SGH）活動
　指定から2年目を迎え、今年度から始まった

ベトナムやスタンフォードのスタディツアー、中

東との交流会、被災地国際ボランティア等、

この夏は国内外13のプログラムに約150名

の生徒が参加して、本物に触れる豊かな学び

を体験しました。これらのプログラムはICU出身

者を含むHS卒業生によって紹介されたものも

多く、卒業生との間にグローバルなネットワーク

を創れたことでも大きな意義がありました。この

ような環境が生徒達の問題意識をさらに刺激

し、自ら学び、考え、行動していく力と勇気を生

み出して欲しいと思います。またSGH特別講

演では、大学の日比谷学長やマーハ教授、

SGH課題研究講座では千葉、西尾両教授や

ナギ准教授のご指導を頂いており、今後はさ

らに生徒学生間や、SGUとの連携も深めて行

けたらと願っています。（教頭 原かおり）

■校内学校説明会
　7月14日（火）、8月8日（土）、8月22

日（土）のいずれも10時より帰国生対

象の入学ガイダンスを、8月8日（土）、8

月22日（土）のいずれも2時半より一

般生対象の学校見学会を、10月10日

（土）、11月7日（土）のいずれも2時半

12月16日（水）
12月22日（火）

1月25日（月）
2月10日（水）
3月15日（火）

帰国生徒推薦入試
クリスマス集会

帰国生徒書類入試
一般・帰国生徒学力入試

卒業式

行事予定

東南アジア バンコク、ハノイ、ヤンゴン、ジャカルタ5月18～24日
ヨーロッパ ロンドン、イスタンブール、ブリュッセル、デュッセルドルフ、ジュネーブ5月29日～6月8日
東アジア 上海、台北、ソウル6月4～11日

北米 ロサンゼルス、メキシコシティ、ヒューストン、アトランタ9月19～29日

東南アジア シンガポール、マニラ4月25～30日

海外学校説明会
本年度も下記の地域で海外学校説明会を開催しました。

合 計
¥466,000（＋寮費）
¥485,000（＋寮費）
¥463,000（＋寮費）
¥451,000（＋寮費）
¥413,000（＋寮費）
¥251,000（＋寮費）

※寮費は寮毎・学期毎に異なります。寮費については、ハウジングオフィスにお問合せ下さい。
TEL: 0422-33-3069　E-MAIL: housing-office@icu.ac.jp

TEL: 0422-33-3028　E-MAIL: accounting-office@icu.ac.jp
※授業料については、経理グループまでお問合せ下さい。

募集人員は、一般入学試験の他に4月入学帰国生特別入学試験、社会人特別入学試験、ＩＣＵ特別入学選考、指定校推薦入学試験、9月入学書類選考を合わせ計620名。
2016年度より一般入学試験（転編入学制度含む）はWeb出願になります。紙媒体での願書の頒布はありません。詳細は大学ホームページ掲載の入学試験要項でご確認ください。
問い合わせはアドミッションズ・センター（ＴＥＬ： 0422-33-3038）まで。

2016年度

2008年度以降入学者

2007年度以前入学者

博士前期課程

博士後期課程

納付金額（各学期）

2016年度1学期 （Spring）

授業料等納付について
授業料等大学納付金の期限は次の通りです。期限までのご入金/お振込をお願い申し上げます。

施 設 費
¥114,000
¥133,000
¥111,000
¥149,000
¥111,000
¥111,000

授 業 料
¥352,000
¥352,000
¥352,000
¥302,000
¥302,000
¥140,000

理学科（NS）

理学科以外（other）

理学専攻（GSNS）

理学専攻以外（other）

161701～161799
162701～162750
166701～166750
169701～169750
171001～194710

0 9 X X X X 以 前
101001～161699
162001～162050
166001～166050
169001～169050

教養学部
(CLA)

大学院
(GS)

学生番号（ID No.）
自動引き落としの場合

自動引き落とし日

2016年3月28日（月）予定

4月26日（火）

振込の場合

納付期限

4月8日（金）

引き落とし通知/振込依頼書

3月16日（水）に引き落とし通知/振込
依頼書を発送します（予定）

4月15日（金）に引き落とし通知/
振込依頼書を発送します（予定）4月26日（火）予定

2014年4月以前入学
転入本科生および

卒業延期者

募 集 人 員 選考方法／試験科目 出 願 期 間
第一次選考

試 験 日 合格発表日 試 験 日 合格発表日
第二次選考

一般入学試験

［Web出願期間］
2016年

1月6日（水）～
1月20日（水）

［出願書類提出期限］
1月21日（木）
当日消印有効

2月6日（土） 2月12日（金）

2月20日（土） 2月26日（金）

募集要項（願書）を無料で配布中です。ご希望の方は高等学校ホームページ（http://www.icu-h.ed.jp/inquiry/index.html)よりお申し込みください。

募集人員

入試方法

入学試験

合格発表

2月10日（水）

2月12日（金）

普通科80名（男女）

一般入試
（含 外国籍者）

2016年1月26日（火）～29日（金）
郵送・必着

2016年1月6日（水）～9日（土）
郵送・必着

2016年1月26日（火）～29日（金）
郵送・必着

学力試験（英語・国語・数学）・調査書

12月16日（水）

12月17日（木）

推薦入試（終了）

普通科60名（男女）

2015年11月26日（木）～30日（月）
郵送・必着

書類審査・面接 書類審査・面接 学力試験（英語・国語・数学）
調査書・成績証明書

1月25日（月）

1月26日（火）

書類選考入試

普通科90名（男女）

帰国生徒入試

2月10日（水）

2月12日（金）

学力試験入試

普通科10名（男女）

・ 国際基督教大学高等学校　2016年度 4月入試概要

願書受付期間

お知らせ―入試概要
・ 国際基督教大学　教養学部2016年度一般入学試験概要

News from the University
大学のニュース

News from the ICU High School
高等学校のニュース

より一般生帰国生合同の学校説明

会を本校体育館にて開催しました。帰

国生入学ガイダンスでは計1,263名、

一般生学校見学会では計1,395名、

合同学校説明会では計1,259名の

受験生とそのご家族が参加しました。

Admission guidance sessions for 
returning students (1,263 attendees) 
were held on July 14, August 8 and 
August 22. School tours for general 

September 2015 Entrance Examination Results 
Applicants

20
18

Examinees

19
17

Successful
candidates

6
5

Enrollees

2
3

1st Year
2nd Year

Wed. Dec 16
Tue. Dec 22
Mon. Jan 25
Wed. Feb 10
Tue. Mar 15

Returnee students entrance by commendation
Christmas assembly
Returnee student entrance by application screening
General/returnee student scholastic exam 
Commencement ceremony

Tentative Calendar

SE Asia Bangkok, Hanoi, Yangon, JakartaMay 18-24
Europe London, Istanbul, Brussels, Dusseldorf, GenevaMay 29 - Jun 8

East Asia Shanghai, Taipei, SeoulJun 4-11
NA Los Angeles, Mexico City, Houston, AtlantaSep 19-29

SE Asia Singapore, ManilaApr 25-30

Overseas School Orientation Sessions
Overseas orientation sessions were held in the following regions:

applicants (1,395 attendees) were 
held on August 8 and 22, and 
guidance sessions for both returning 
and genera l  students (1,259 
attendees) were held in the school 
gymnasium on October 10 and 
November 7. 

The School Festival was held on 
September 18 and 19, welcoming 
over 4,500 visitors. Clubs, classes 
and groups displayed their works 
under the theme, “ICU Port.”
  S p o r t s  D a y  w a s  h e l d  o n  
September 28 in the gym and on 
the fields. Students teamed up in 6 
groups and competed passionately 
against each other as more than 
300 parents cheered.

A方式
290名

B方式
10名

◇人文・社会科学または自然科学
　（いずれか1科目を出願時に選択）
◇総合教養（リスニング含む）
◇英語（リスニング含む）

・一次選考
　◇総合教養（リスニング含む）
　◇英語（外部試験を利用）

・二次選考
　◇面接
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ベトナムスタディツアー
Study tour in Vietnam
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475 Riverside Drive, Suite 439 New York, NY 10115 USA　TEL: 212-870-3386　E-MAIL: information@jicuf.org
The Japan ICU Foundation, Inc. 日本国際基督教大学財団

Global Link summer program 2015
2015年度夏期インターンシッププログラム「グローバルリンク」

JICUF staff and Global Link students- JICUF Executive Director Paul Hastings on the left
グローバルリンク参加学生とJICUFのスタッフ、ポール・ヘイスティングス氏（写真左）

The JICUF staff and Global Link students
at the Brooklyn Grange Rooftop Farm

ブルックリングランジ農場にて

JICUFの新しい代表

　2015年8月31日付で13年間

代表を務めた日本国際基督教大

学財団（JICUF）を退任したデイ

ヴィッド・ヴィクナー氏の後を引き継

ぎ、9月1日、ポール・ヘイスティング

ス氏がJICUFの代表に就任しまし

た。ヘイスティングス氏はJICUFに

て過去9年間に渡りアドヴァンスメ

ント部門のアソシエート、ディレク

ター、並びに財団副代表を務め、

今後もJICUFとICUの長期に渡る

絆を深めていくことを心より期待し

ています。

　新しい門出に際し、JICUFは

ICUの学生と教職員を助成金・奨

学金、また各種プログラムを通して

支援し続けていくことを目標に掲げ

ます。助成金・奨学金に関しては

情報公開、財政責任、簡潔性を一

層強化し、さらにJICUFのウェブサ

イトからのオンライン応募システム

を近々導入する計画です。また夏

期プログラムのグローバルリンクや

「平和研究再考」プログラムといっ

た取り組みを例としたキャンパス内

外での各種プログラムの展開と進

展、イニシアティブの創設を基に、

引き続きより有効なICUとの連携

を図っていく決意です。

デイヴィド・ヴィクナー
社会貢献基金

　ヴィクナー氏のJICUFでの功績

を記念して、学生団体・学生個人

を対象とするデイヴィッド・ヴィク

ナー社会貢献基金が創設されまし

た。社会貢献を目標に掲げるプロ

ジェクトに授与されるこの基金への

寄付はwww. jicuf.orgにて受け付

けています。

On September 1, 2015 Paul Hastings 
began his tenure as Executive Director 
and CEO of the Japan ICU Foundation, 
succeeding David W. Vikner, who retired 
on August 31 after serving for 13 years 
as JICUF’ s President. Paul has worked 
for the Foundation for nine years, 
previously serving as Development 
Associate, Director of Development and, 
most recently, Vice President. He very 
much looks forward to building on the 
longstanding relationship between the 
Foundation and ICU.

With this new beginning, the Japan ICU 
Foundation looks forward to continuing 
its work supporting ICU students and 
faculty through providing grants, 
scholarships and programmatic 
opportunities. We will increasingly aim 
for transparency, accountability and 
simplicity in our awarding of grants and 

scholarships to ICU faculty and students. 
With this in mind, we will soon be 
launching an online application system 
for some of the grants and scholarships 
via our JICUF website. We will also 
continue developing programs and 
creating initiatives aimed to serve ICU in 
useful and innovative ways both on and 
off campus. This includes, but is not 
limited to, the continuation of various 
JICUF-ICU collaborations, such as the 
Global Link summer program and 
Rethinking Peace Studies.

As a way of honoring David’s leadership 
of the Foundation, we have established 
the David W. Vikner Social Service Fund, 
which is awarded to a group of students, 
or an individual student, at ICU who 
propose a worthy project that has a 
strong social service component. 
Donations are accepted online at 
www.jicuf.org.

2015年度
「グローバルリンク」

　今年7月、夏期インターンシップ

プログラム、「グローバルリンク」を

実施し、6名のICU生をニューヨー

ク市に迎えました。「社会奉仕と持

続可能性」をテーマに、参加学生

は週ごとの課題図書、グループ

ワーク等、対話を通した様々な活

動に取り組み、国連本部では吉川

元偉・特命全権大使国際連合日

本政府常任代表（18期、ID74）と

の昼食会の機会も設けられました。

学生たちは、4週間に渡るプログラ

ムを通して奉仕の重要性を体感し、

経済・環境・社会的側面から持続

可能性について学びました。

日本語訳：大沢泉（48期、ID04）
Translation by: Izumi Osawa-Minevich
（CLA48,ID04）

This past July the JICUF launched a new 
version of its Global Link summer 
program in New York City, welcoming 
six ICU undergraduate students. The 
theme was "Service & Sustainability” 
and the students were challenged with 
weekly readings, a group project and 
interactive activities, such as a site visit to 

the United Nations where they had lunch 
with Japanese Ambassador to the UN 
Motohide Yoshikawa, Permanent 
Representative of Japan to the UN 
(CLA18,ID74). The four-week long 
program exposed the students to some 
of the key factors concerning economic, 
environmental and social sustainability, 
as well as the importance of service.

「ドリコン2015」金賞に丹波小桃さんと中西彩花さん

The Dream Competition – organized 
annually by the Alumni Association to 
support students realize their dreams – 
marked its 11th year, and the Alumni 
Association and students jointly 
polished the “uncut gems”

   On September 12 and 13, 2015, 
Komomo Niwa and Ayaka Nakanishi 
(ID17) won the gold prize at the Dream 
Competit ion Camp 2015 held in 
Karuizawa. Their award-winning proposal 
is to use fair trade-certified cotton in the 
Alumni Association’s original products. 
The Dream Competition is an event 
sponsored by the ICU Alumni Association 
to provide students with prize money and 
other aids to help them realize their 
dreams. In marking the 11th year, this 
year’s competition was organized as a 
retreat. Five groups and individuals 

Let’s Implement Fair Trade

selected from among 13 applicants 
through pre-screening in  June 
participated in an intensive overnight 
session to hone their inherent abilities. 
This year, the alumni selection committee 
welcomed ICU Dean of Sutudent Tatsuo 
Nunoshiba on the panel, and judged the 
works based on criteria such as passion 
for the project, feasibility, and potential 
contributions to ICU and the Alumni 
Association.
   Gold prize winners Niwa and Nakanishi 
aim to make ICU students not just 
“vaguely aware of” what fair trade is, but 
rather to make them “practice fair trade 
proactively.” To do so, they proposed to 
adopt fair trade-certified cotton for 
original products in collaboration with the 
Alumni Association’s business division. 
“This camp gave us the opportunity to 
really discussed what we wanted to 
achieve. Now, realizing this project has 
become our common dream,” they 

commented.
   Sonoko Morikawa (CLA44,ID00), leader 
of the Alumni Association’ s operation 
team stated, “Each proposal was vastly 
improved through this intensive camp. 
Students made dramatic progress 
overnight, and that was the greatest 
benefit.”

Gold Prize: 300,000 yen
•Implementation of Fair Trade-certified 
Products in Alumni Association’s Original 
Goods / Komomo Niwa, Ayaka Nakanishi 
(ID17) – Adopt fair trade-certified products 
to make ICU students practice fair trade 
in a proactive manner

Silver Prizes: Up to 200,000 yen
•ICU Book “Mitaka-no-mori Dining” / 
Kohei Koyama, Chigusa Ikeda (ID18) – 
Publish a guidebook of restaurants in 

Mitaka to encourage ICU students to 
connect with the local community
•Friend’s Bookshelf / Yasuki Takano, 
Soichiro Tanemoto (ID18) – Develop an 
SNS site where ICU students, faculty and 
alumni can encounter new books through 
people

JICUF Award: US$2,000
•ICU Identity Project / ICU Brothers and 
Sisters (IBS) – Organize an event for 
students, alumni and faculty to revisit the 
origins of ICU’s identity

Kigoshi Independence Award (special 
award established by Alumni president 
Jun Kigoshi): 50,000 yen
•↑↔Network (Horizontal & Vertical 
Networking) / Haruka Suzuki (ID16) – 
Maximize the effects of the Dream 
Competition by redefining its objectives 
and enhancing the network among past 
and future award winners

国際基督教大学同窓会　TEL/FAX: 0422-33-3320　 E-MAIL: aaoffice@icualumni.com

　ICU生の大きな夢の実現を同窓会
が支援する「ドリコン2015」は11年目を
迎え、学生と同窓生が一緒になって「夢
の原石」を磨きました。《伊藤航（49期
ID05）学生担当副会長》

　2015年9月12～13日、軽井沢で行
われたICU同窓会主催「ドリコン・キャン
プ2015」で、同窓会オリジナルグッズに

「フェアトレード認証コットン製品」を導
入する企画で応募した丹波小桃さんと
中西彩花さん（ともにID17）が金賞に
輝きました。
　「学生の夢をカタチにする」ドリコン（ド
リームコンペティションの意）は、同窓会
が賞金や各種支援を提供するイベントで
す。11回目となる今年は、夢を実現する
ための「成長の支援」を目指し、初の合
宿形式。6月の１次審査に応募した13組
から選ばれた５つの団体・個人が、1泊2
日の合宿を通じて各々の「夢の原石」を
磨き上げます。同窓会役員で構成される
審査委員団に今年は大学から布柴達
男学生部長も加わりました。「企画への
情熱」「ICUや同窓会への貢献」「実現
性」などが審査ポイントになりました。
　金賞を受賞した丹波さんと中西さん
は、ICU生がフェアトレードを「なんとなく

知っている」状態から「主体的に実践す
る」状態にするため、同窓会事業部と
連携し、同窓会グッズに「フェアトレード
認証コットン製品」を導入することを目
指します。「本当に何をやりたいのか、
キャンプを通じて見つめ直しました。企
画の実現が『2人の共通の夢』になって
うれしいと抱負を述べました。
　同窓会運営チームでリーダーを務め
た森川園子さん（44期、ID00）は「合宿
を通じて各企画が大幅にブラッシュアッ
プされました。泊まりがけのキャンプは内
容が濃くて大変だったと思いますが、学
生たちが見違えるほど成長しました。こ
れが一番の収穫です」と話しました。

金賞：30万円
同窓会オリジナルグッズにおけるフェア
トレード認証製品の導入 / 丹波小桃、
中西彩花（ID17）
　ICU生がフェアトレードを知識として

「知っている」だけの状態から、主体的
に「している」状態にするため、同窓会オ
リジナルグッズにフェアトレード認証コッ
トン製品を導入する

銀賞：上限20万円（プロトタイプに10
万円、実現の目処が立ったら追加で上

News from the Alumni Association
同窓会のニュース

～フェアトレードを実践したい～

Gold prize winners Ayaka Nakanishi (left) and Komomo Niwa (right), with Alumni president Jun Kigoshi.

金賞を受賞した中西彩花さん（左）と丹波小桃さん（右）。木越純同窓会長と。

を構築する
JICUF賞：$2,000
ICU Identity Project / ICU Brothers 
and Sisters (IBS)
　ICUの歴史をひも解きながら、学生、
同窓生、教職員とともに、建学当初から
共通しているICUのアイデンティティ・
原点を見つめ直すイベントを開催する

木越独歩賞：5万円（木越純同窓会長
による特別賞）
↑↔Network（縦横ネットワーク）/ 鈴
木遥(ID16)
　ドリコンの効果を最大化するため、進
化を続けるドリコンを再定義し、歴代受
賞者とこれからの受賞者の縦と横の
ネットワークを深めていく。

限10万円）
三鷹の森ごはん～ICU本～ / 小山耕
平、池田千草（ID18）
　ICU生と地元地域を繋げて地元から
愛される大学にするため、キャンパスか
ら一歩外に出るきっかけを与えられる
“三鷹の飲食店をICU生目線で取材し
たグルメ本”を作成する

銀賞：上限20万円（プロトタイプに10
万円、実現の目処が立ったら追加で上
限10万円）
Friend’s Bookshelf / 髙野泰樹、種
本宗一郎 (ID18)
　まるで友達の本棚を覗くかのように、
ICUの学生・教職員・同窓生が「ひと」
を通じて新しい本と出合えるSNSサイト

News from JICUF
JICUFのニュース

Dream Competition 2015 Gold Prize Awarded to Komomo Niwa and Ayaka Nakanishi (ID17)

New Leadership at the 
Japan ICU Foundation

David W. Vikner
Social Service Fund

Global Link 2015

■ドリコン2015入賞者一覧

■本当に何をやりたいのか

■Dream Competition
　2015 Award Winners

■What we really
　wanted to achieve
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　“桜並木再生プロジェクト”を推進するために、2014年4月から募集期間を2

年間と定めて開始した「ICU桜募金」には、10月30日現在、1,823件、

36,112,000円のご寄付をいただいております。これは目標額4,000万円に対

して90％の達成率であり、あの桜並木への深い思いの表れと、心より感謝申し

上げます。来年の桜を希望をもって眺めることができるように目標達成に向けて

募金活動を促進いたしたく、皆様のさらなるご支援をよろしくお願いいたします。

「ICU 桜募金」の募金期間終了後に、記念のプレートが設置されます。その際、団体による50万円以上のご寄付は、ご希望により団体名を記載して顕彰します。

有志やクラブ、サークルで…募金目標達成に向けた団体としての新たなご支援をお願いいたします。

To promote the "Sakura Rep lant ing Pro ject" , the ICU Sakura Fund" was 
launched in April 2014 with a two-year period for soliciting funds.  Thanks to 
your warm support, the fund has received 1,823 donations, reaching 90% of 
target amount 40,000,000 JPY.  The fact is an expression of deep feel ing 
toward the cherry boulevard.  Three more months left, and the goal is very close.  
Your participation is vital to the success of the project.

Sentiments toward cherry boulevard result in reaching 90% of target amount.
Join “ICU Sakura Fund” so that next year’s cherry blossoms can be viewed with hope!

「ICU古本募金」は、あなたの本への愛着と思い出を、母校への寄付

に変える仕組み。 読み終えた古本を送るだけで、あなたの本は査定さ

れ、その買取り額が、あなたからの寄付としてICU図書館に贈られます。

“ICU Used Booksale Donations” is a system for transforming affection 
for books you have read into monetary donations for your alma mater. 
Books you send to Value Books (free shipping for five or more books) 
will be appraised, and the purchase amount will be presented to ICU 
Library as a donation from you. 

桜並木への思いが結集して、
目標額の90％を達成。
来年の桜を希望をもって眺められるよう
「ICU桜募金」へさらなるご支援を。

「ICU 桜募金」の2年目、新たに団体向けの顕彰を開始しました。
有志やクラブ、サークルで、募金目標達成に向けた新たなご支援を。

目標金額 Target Amount

Period

4,000万円

達成率

90%

寄付件数

1,823件
寄付金額

36,112,000円

期間

2014.4～2016.3

Percentage of goal

as of Oct 30, 2015

Donation Amount

Number of donations

（2015年10月30日現在）

＊個人名による顕彰は、ホームページ上の「ご芳名一覧」への掲載となりますので、ご了承ください。

※定期的樹木診断等

植え替え費用伐採搬出費 苗木育成植樹費 1本あたり 目標金額

4,000万円
予備費

400万円3,600万円 ++ = =× =35万円 15万円 50万円 72本

桜の植え替えにかかる費用は、メンテナンスも含めて1本あたり50万円。

ICU古本募金

桜一本の植え替えにかかる費用は、伐採・搬出費35万円に苗木の育成費15万円を加えた50万円。72本すべてを植え替えるために3,600万円が必要です。

それに定期的樹木診断などの費用を予備費として400万円加え、目標額4,000万円を算出しています。

http://books-icu.jp/

目標金額の内訳

献学60周年記念事業募金は2016年3月まで。
最終年度にあたり、あらためて皆様のご支援をお願い致します。

お問い合わせ・資料請求先

国際基督教大学
アドヴァンスメント・オフィス Friends of ICU事務局
TEL : 0422-33-3041  FAX : 0422-33-3763  E-MAIL : foi@icu.ac.jp
ホームページ ：  http://subsite.icu.ac.jp/fundraising/

学校法人国際基督教大学（ICU）への寄付金は、所得税、法人税、相続税の税制
上の優遇措置が受けられます。特に、平成23年度の税制改正に伴い、 個人が
ICUへ寄付をした場合、当該寄付金について、寄付金額の40%を所得税から税額
控除できるようになりました。この税額控除制度は、一般的に既存の 所得控除より
減税効果が大きく見込めます。（高等学校教育充実資金を除く）

遺贈によりICUへご寄付いただいた財産には、原則として相続税が課税されませ
ん。また、ご相続人から申告期間内にご寄付いただいた場合も相続税の非課税対
象財産となります。ICUは信託銀行3行と業務提携を結んでおりますので、ご不明
の点はお気軽に事務局へご相談ください。

ご寄付の方法について

寄付控除について 遺贈について

献学60周年を迎えたICUは、新たな60年を見据えてリベラルアーツ教育を展開するために、「キャンパス・教育環境の

改善」「給付奨学金制度の充実」 「アカデミック・プログラムの充実」を三つの柱に記念募金活動を展開しています。

キャンパス・
教育環境の改善

給付奨学金制度の
充実

アカデミック・
プログラムの充実

将来にわたるキャンパスの自然環境の保
全と教学上のニーズとの調和に努めなが
ら、教育環境の整備・拡充を推進します。

国籍、人種、経済状況を超えて、世界中の
優秀な学生にICUで学ぶ機会を提供するた
め、独自の奨学金制度の充実を図ります。

献学60周年記念教授の招聘、国際交流
プログラムの充実などにより、リベラルアー
ツ教育のさらなる深化を図ります。

クレジットカードで寄付する（24時間対応）
オンライン決済で、今すぐご寄付いただけます。毎月・毎年定期的にご寄付い
ただける方にも便利です。

口座振替で寄付する
ご指定の預金口座から、1回の手続きで、毎月は1,000円から、毎年は
10,000円から定期的にご寄付いただけます。必要書類をご請求ください。

ATM / インターネットバンキングで寄付する
銀行やコンビニのATM、インターネットバンキングをご利用いただけます。事前
連絡をいただければ、折返し詳細をご案内いたします。

金融機関の窓口で寄付する
ICU所定の振込用紙でご寄付いただきますと、ゆうちょ銀行・三菱東京UFJ銀
行・みずほ銀行の本支店から、手数料無料でお振込みいただけます。

アメリカ・カナダ・メキシコから寄付する
＜Japan ICU Foundation (JICUF)を通じてのご寄付＞ 米国・カナダ・メキシ
コ在住の皆様には、Japan ICU Foundation (JICUF)経由のご寄付をおすす
めいたします。米国在住者の場合、米国内の税制上の優遇措置を受けること
ができます。詳しくはJICUFにお問い合わせください。

Japan ICU Foundation ▶ http://jicuf.org
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湯浅八郎記念館から From the Yuasa Museum

　葡萄（ぶどう）の蔓に栗鼠（りす）が戯れる画題は中国に起源を持ち、絵画のみならず陶磁や漆芸、金
工などの意匠にもしばしば登場する。たわわに実をつけることから「成り物」と呼ばれて豊穣を意味する葡
萄に、多産な鼠に似た姿から子孫繁栄のモチーフとされた栗鼠を配する図柄は、縁起が良いとして日本
では桃山時代から江戸初期にかけて流行した。さらに武家ではこの組み合わせを「武道を律する」（「武
道に利す」とする説もある）と武士の志になぞらえ、好んで用いたという。
　文様は単に装飾としてあるだけでなく、しばしば背後に人々の思いや願いが託される。新春からはじま
る特別展では、自然風物の見立て文様から、遊び心あふれる語呂合わせや判じ物まで、さまざまなイメー
ジの背景にある意味を紹介する。

　The theme of squirrels playing in grapevines 
has its roots in China, often appearing in 
paintings as well as in designs on ceramics, 
lacquerware and metalwork.  Since the image of 
grapes weighing heavy on the vines and the 
resemblance of squirrels to mice are both 
associated with fertility, motifs that combined 
these two elements were very popular as 
auspicious signs from the Momoyama to the 
early Edo period in Japan.  One can also see a 
word play here, very much favored by the 
feudal lords; in Japanese, grape is budō 葡萄, or 
if written in different kanji 武道, martial arts; 
and squirrel is risu 栗鼠, but if written as 律す 
the design can mean “to excel in the martial 
arts.” 
　Designs are not only used for decoration but 
also allow people to convey their thoughts and 
hopes. Our next special exhibition will feature 
items ranging from textiles with designs of 
landscapes and scenes representing stories and 
symbols, to ukiyo-e prints with humorous 
images and word plays.

「日本の文様 10 意匠を読む」

Japanese Design 10 — Patterns and Meanings

Japanese Design 10 — Patterns and Meanings
会期： 2016年1月12日（火）～3月11日（金）

開館 : 午前10時～午後5時（土曜は午後4時30分まで）　入館 : 無料
休館 : 日曜・月曜・祝祭日・展示準備期間・年末年始・2月5日～8日（入試実施のため）

HOURS : 10:00 a.m. - 5:00 p.m. ( closes at 4:30 p.m. on Saturday )     ADMISSION : Free
CLOSED : Sunday, Monday, national holidays and on special days when the University offices are closed 

国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館
ICU HACHIRO YUASA MEMORIAL MUSEUM

ht tp : / / subs i t e . i cu .ac . j p / yuasa_museum/

日本の文様 10 意匠を読む

January 12 ( Tue ) - March 11 ( Fri ), 2016
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Black Lacquered Portable Food Box: Design of Grape Vines and Squirrels in Makie
葡萄栗鼠文蒔絵提重
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