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■１ はるけきむさしの 

 最近は英語歌詞で歌う

人が多い ICU Song。大学

歌 と し て 定 着 し た の は

1950 年代末のようです。ア

ーカイブズには 1957 年に

行われたと思われる第 1 回

ICU SONGS 公募発表楽

譜があります。Ray Baber

先生作の現在の大学歌は

じめ、第 1 期生(現名誉教

授)の金澤正剛先生の作品

ほかが掲載されています。 

 

■２ つまめば分かる！ 

アーカイブズの所蔵品にはときどき何

コレ？っていう珍品があったりします。写

真 は イ ギ リ ス Cambridge Scientific 

Industries 社製の皮下脂厚測定器。クワガ

タのあごみたいな部分でお腹周りなどを

つまめば皮下脂肪の厚さがミリ単位で測

れる道具です。単機能すぎです。保健体育

科で不要になったためアーカイブズへ移

管されました。脂肪以外のものもノギス代

わりにサッと測れることに気づきましたが、なにかの厚さを測りたいと思うことがそもそ

もそんなにないですね（笑）。 
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■３ 写真で見る ICU の歴史 #011 

図書館本館（1960 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/031.jpg 

1960 年、ICU 図書館が完成し、本

館の 2 階西側にあった図書室から

引っ越しました。ん？ なんか小さ

くない？ そうです。当初は現在の

東半分しかなかったのです。1970

年に西側に拡張されて現在の姿に

なりました。図書館の床に金色の金

属ベルトがあるのが接合部分です。

この時点で西側の地面も掘り下げ

てあるので、最初から拡張計画があ

ったことが分かりますね。 

 

◎ 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）。 

 

 大学創立時に食堂はあったか、またどこにあったか 

 ICU 牛乳のビン 

 タイワークキャンプ報告書 2004 以降 

 教職員研修旅行しおり他 1993 年以降 

 『日本語教育研究センター紀要』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 

 前号まで上記「探しています」に掲載していた『ICU 日本語教育研究』第 1 号、第 4 号

～第 7 号、第 10 号と『日本語教育研究センター紀要』第 7 号が寄贈されました。ありがと

うございます。 
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■1 On the Plain of Musashino 

The “ICU Song” had 

been recognized as the 

song of the university by 

the late 1950’s. This 

score, probably from 

1957 was found in the 

songbook titled “ICU 

SONGS.” Beside 

Professor Ray Baber’s 

work that we inherited, 

several other tunes were 

presented including the one by Professor Masakata Kanazawa who was the 

main member of the Glee Club at the time. 

 

■2 Pinch and Ye Shall Find 

One of the strangest items in our 

archival collections is the Lange 

Skinfold Caliper. It is a marvelous 

invention, by Cambridge Scientific 

Industries Co., with which you could 

detect the thickness of your fat in 

millimeters in the most sophisticated 

way. You just pinch it. It could also be 

useful when you want to measure the 

precise thickness of an object, the chance that occurs once or twice in your 

lifetime… 
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■3 Historical Images of ICU #011 

The ICU Library (1960) 

https://lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/031.jpg 

The Library moved from the second floor 

of the Honkan to the present building in 

1960. You notice that it looks smaller than 

we observe it today. You could see the 

gold joint belt on the Library floor that 

detatches the east part and west extension 

took place in 1970, doubling the floor. 

The dug ground shows us the extension 

was in their plan from the first place. 

 

◎ WANTED! 

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

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

 

 Was there a cafeteria (“Gakushoku”) in Honkan, at the birth of the 

university? If so, where? 

 ICU Milk bottle 

 Thai Work camp report, 2004 and after 

 ICU Staff tour pamphlet, 1993 and after 

 ICU Publications: 

 The Research Center for Japanese Language Education Annual 

Bulletin v.12  

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

 Gender & Sexuality v.01 

 

◎ Editor’s Note 

 The “WANTED!” item “ICU Studies in Japanese Language 

Education” v.1, v.4-7, v.10, and “The Research Center for Japanese 

Language Education Annual Bulletin” v.7 were found and sent to 

the Archives. The donation is highly appreciated. 
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