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■１ 館内照明の LED 化 

■２ 大正時代の世界地図が寄贈されました 

■３ ICUカラーの変遷 

■４ 写真で見る ICU の歴史 #007 

◎  探しています 

◎  編集後記 

 

――― 

 

■１ 館内照明の LED 化 

 この夏、図書館本館では照明の LED化と空調設備の刷新、2つの工事が行われました。LED

化はすでに終了し、資料室内も明るく清潔感のあるスペースに変身しました。想定外の良い

こともありました。前号でお伝えした階段室に掛けられた住谷磐根画伯『山は嘆く』も LED

化でよく見えるようになったのです。以前は目立たなかった最上部の青空が思いのほか綺

麗な色であることが分かりました。 
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■２ 大正時代の世界地図が寄贈されました 

自然科学館事務室から珍しい資料の寄贈

を受けました。1925（大正 14）年に作られ

た壁掛け世界地図です。世界全図・アジ

ア・ヨーロッパほか地域別の全 8 帳がセ

ットになったものです。折り畳み式です

が、麻布で裏打ちされているため 100 年

近くたった今も紙がバラバラにならずに

開閉できるほどの状態が保存されている

ものです。写真は国別地図ですが、当時の

植民地の宗主国が色別に確認できます。

日本も朝鮮（記載ママ）・台湾を占領統治していますが、現在のカナダ・オーストラリア・

ニュージーランド・インド・マレーシア・シンガポール・ビルマ(記載ママ)の他、アフリカ

ではエジプトから南アフリカまで続く国々地域を統治していたイギリス帝国の覇権に改め

て驚かされました。 

 

■３ ICUカラーの変遷 

ICUのスクールカラーは青であることは、大学のウェブページやパフレットなどで分かり

ますが、アーカイブズ資料を詳しく調べた結果、変遷の記録が明らかになりました。開学し

た 1953年度末に出版された学生会発行の『The ICU』には「青色系に決まりかけている」と

の記事が掲載されています。また、1960年から発行された学内ニューズレター『ICU Gazette』

のタイトル部分は（印刷時のブレ・経年変化による退色ではっきりしない部分もあります

が、）青緑色から濃い空色に染め抜かれています。 

色とバナーが正式に決定されたのは

1975 年 2 月 24 日に開かれた理事会で、

ICUのスクールカラーは国連旗の色であ

るセルリアンブルー、校章（バナー）は、

ICUが斜体でデザインされた第 1期卒業

生渡辺昭雄氏のデザインしたものと決

められました。 

1999年、創立 50周年にあわせ、それ

までのロゴマークをベースに、新ロゴマ

ーク「ICUアイデンティティ」を制定し

ましたが、当時の広報センタースタッフが「国連ブルー」について関係者に問い合わせたと

ころでは「国連のバナーの色は、ヨーロッパの夏の晴れ間に見えるグレーがかった水色の空

の色である」という回答があったそうです。その時に 1975年 2月理事会決定が検討された

のかは不明ですが、残念ながら国連ブルーは踏襲されずネイビーブルーに決まったそうで

す。その後、創立 60周年とともに新たにミッションブルーの名称で新しいカラーが定めら
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れて今に至っています。ICU は恒久平和に資する

人材の育成をモットーに掲げ、第 3 回国連総会で

採択された世界人権宣言の精神の継承を宣誓して

います。そういった意味深い国連ブルーこそ ICU

カラーに相応しいように思うのですが、どうでし

ょう。 

 

 

 

 

 

■４ 写真で見る ICU の歴史 #007 

正門大学名看板（1960年頃～1970年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/019.jpg 

この缶詰めみたいな看板が正門前の植え込みに

建っていたのは 1960 年代のことです。1950 年

代以降銀座をはじめ各地で見られた立体看板・

広告塔ですが、FRP（繊維強化プラスチック）製

のリアルなフィギュア系が主流となった現在か

らみると、こういった単純な造形が却って新鮮

に見えますね。1970年、この看板は植物の植え

込みで作った ICU の 3 文字に変わりましたが思

っているほど目立たないようで「大学の入口が

分かりづらい」という話をよく聞きます。いつ

かこのタイプの看板を復活させたいものです。 

 

 

 

 

◎ 探しています 

 以下の情報・資料を探しています。ご存じの方、資料をお手元にお持ちの方がいらっしゃ

いましたら、資料室にご連絡ください（icuarchives@icu.ac.jp）。 

 

 インドの風景を描いた絵画（住谷磐根/画） 

 ピート・シーガーが来学したときのエピソード 

 ICU牛乳のビン（湯浅記念館所蔵以外） 

 DESIDERATA（イヤーブック） 1984年 

 タイワークキャンプ報告書 2004以降 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/019.jpg
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 ICU入学案内 2007年 2013年 

 大学紀要欠号 

 『ICU日本語教育研究』第 1号、第 4号～第 7号、第 10号 

 『日本語教育研究センター紀要』第 7号、第 12号 

 『ICU夏期日本語教育論集』第 11号、第 12号、第 14号 

 『ジェンダー＆セクシュアリティ』第 01号 

 

◎ 編集後記 

 今号から下の奥付の発行者名称が大学史料室から ICU アーカイブズに変わりました。

アーカイブズとは歴史的価値のある資料だけではなく、将来的に重要な情報源となる資

料を日々作成される書類などから収集し、整理・保存・提供することを通じて大学組織

の運営・意思決定・献学精神の敷衍・在学生卒業生の交流などを支援する部署です。大

学自身に関する情報センターとして何でもお尋ねください。 

 

2020年 9月 2日発行 

ICUアーカイブズ（ICU図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 
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■1 LED lighting Exchange  

The lightings in the Main Library building have been replaced by LED. The Archives 

office, too, has changed into a cleaner and brighter room. Unexpected was the 

drawing in the staircase that we mentioned in our last issue’s article. The blue sky 

on the top of the picture now gives us an image of hope over the devastated land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2 1925 World Maps 
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The valuable items from 1920’s 

came from the NS Office to the 

Archives. The eight wall-hanging 

World maps published in 1925 

includes various information such as 

the world’s hegemony in the colonial 

era. Taiwan, Korea, and the southern 

part of Sakhalin are under the 

Japanese occupation. I recognized 

how powerful the Great Britain was 

at the time with Canada, Australia, New Zealand, India, Malaysia, Singapore, 

Burma (Myanmar), and across the African continent from Egypt to South Africa 

under their empire. 

 

■3 ICU School Color History 

You would probably know that the ICU School color is blue as you see them in the 

University webpage and various ICU publications. Here is some details about the 

history of the color from the Archive’s documents. There was an article in “The ICU,” 

a publication by the Student’s Union in 1953 that says “The official school color 

would be some kind of blue.” The former newsletter “ICU Gazette” also used some 

variations of blue for their Head logo.  

 

The color, together with the 

university logo, was officially 

approved in the Board of Trustees 

meeting on February 24th, 1975. The 

color would go with the United 

Nations color namely Cerulean blue. 

For the logo, the one designed by 

Mr. Akio Watanabe (a 1957 

graduate) was adopted. 

 

In 1999, a new logo based on the former design was adopted as “ICU Identity” as 

one of the commemorating events of the 50th Anniversary. The Public Relations 

office staff checked with the United Nations about the UN color had the answer that 

it represents the sky seen in Europe in summer season. I have no idea how new navy 

blue was approved and UN color was turned down. The color was then changed 
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again in the 60th Anniversary to “Mission blue,” which is still present. ICU holds a 

banner for the world peace in concordance 

with the Universal Declaration of Human Rights 

adopted in the third United Nations General 

Assembly. Wouldn’t it be nice for us to have a 

school color with such a profound meaning? 

 

 

 

 

 

 

■4 Historical Images of ICU #007 

ICU Sign Pole (ca.1960- 1970) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/019.jpg 

The sign pole in front of the main gate is 

assumed to be there from mid 1960’s to 

1970. The main streets in Ginza became 

famous for its 3-D signs since 1950’s. These 

geometrical type of signs however are rare 

now, since FRP made it possible to create 

much more complex figures. The pole was 

replaced by the “ICU” letter-shape hedge as 

we see now. I would like to call for the revival 

of this pole or alike, since the hedge is not 

so appealing that many people walking or 

driving down the street overlook our 

campus. 

 

 

 

◎ WANTED! 

 We are looking for the following documents and information. Those who know 

or own them, please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp) 

 

 Pictures of Indian landscape and scenery by Iwane Sumiya 

 Pete Seeger’s visit to ICU 

 ICU Milk bottle (other than those kept in Yuasa Memorial Museum) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/019.jpg
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 DESIDERATA 1984 

 Thai Work camp report, 2004 and after 

 ICU Official University Guide 2007, 2013 

 ICU Publications: 

 ICU Studies in Japanese Language Education v.1, v.4-7, v.10  

 The Research Center for Japanese Language Education Annual Bulletin 

v.7, v.12  

 Bulletin of the ICU Summer Courses in Japanesev.11, v.12, v.14 

 Gender & Sexuality v.01 

 

◎ Editor’s Note 

 The ICU Archives Regulations has been amended as of September 1. It was 

stipulated that the Archives collects administration records to support the 

management of ICU (university and high school.) besides the historical documents. 

The Archives will work as information center of ICU. We are happy to support the 

activities in all areas. Please ask us. 

 

September 2, 2020 

ICU Archives (ICU Library) 

icuarchives@icu.ac.jp 


