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改革と己からの自由
Message 

平成20年10月に京都大学総長に就任し、平成26年9月で6年

間の任期を終えました。京都大学が法人化されて4年半が経過し

た時点での総長就任でしたが、国立大学では法人化の前後で学長

の役割が大きく変わり、実質的に「経営者」としての手腕も求めら

れるようになりました。私自身は総長就任前から理事として執行部

の仕事をしてきましたが、それでもいろいろと苦労したことを覚え

ています。

また、大学を巡る環境が激しく変化した時期でもありました。

長引く経済停滞の中、特に景気回復という文脈から大学の持つ

教育力・研究力をもっと社会に還元していくべきではないかという

ことで、大学改革を求める声がこれまでになく高まった時期だった

のではないかと思います。

大学全体では、 18歳人口の減少に伴う大学全入時代が到来

し、京都大学のようないわゆる難関大学においても学生の質の変

化が肌で感じられるようになりました。同時に、グローバル化やIT

化といった時代の変化に大学教育はうまく対応できていないので

はないかという指摘が様々なところから聞かれるようになり、文部

科学省もこうした声を受けて、中央教育審議会の学士課程答申

（平成20年12月）や質的転換答申（平成24年8月）、さらには大学

改革実行プランなどにおいて、大学教育の根幹に踏み込む改革

を求める姿勢を強めてきました。

国立大学固有の問題としては、厳しい国の財政状況が続く中、国

立大学予算の基礎となる運営費交付金が毎年1%以上削減され続

け、各大学の外部資金獲得や経営効率化の努力で対応できる限界

を超えて大学の基礎体力を奪いつつありました。また、法人化の際

に非常に限られた時間で様々な制度変更に対応せざるを得なかっ

たことから、法人化前の「慣習」の多くを引き継いでしまい、国立大

学の学長は大学運営の全責任を負う立場に置かれたにもかかわら

ず、その職責を果たせるだけの権限を持たされなかったという構造

的な問題も抱えていました。こうした状況の下、文部科学省は国立

大学改革プラン（平成25年11月）や国立大学のミッションの再定義

といった政策を次々と打ち出してきました。

世界に目を向けると、世界大学ランキングの存在感の高まりによ

る国際的な大学問競争の激化がありました。特に優秀な研究者や

学生の奪い合いは世界的な規模で起こりつつあり、日本の大学は

その潮流に乗り遅れていたと思います。また中国、韓国、シンガ

ポールなどのアジアの大学が台頭し、日本のトップ大学と肩を並べ

るところまで追いつかれてしまいました。

国や社会の求める改革がすべて正しいとは限りませんが、京都

大学を含め日本の大学がこうした情勢の変化に十分に対応できて

いなかったことは事実だったと思います。そして多くの大学がこのこ

とに気付き、改革に舵を切りつつありました。京都大学もこのままな

にもしなければ国際的な評価はもちろん、日本を代表する大学とし

ての地位をも失うかもしれない。そして京都大学の凋落は日本全体

にとっても大きな損失であり、絶対に避けなければならない。そう

いった危機感を持って「魅力・活力・実力」の京都大学とすべく6年

間総長として仕事をしてきました。

幸いなことに私の考えに賛同し、力を貸して頂ける学内外の方々

に恵まれ、考えていたことの多くは在任中に実現できました。教養教

育の在り方を大きく変えることになる「国際高等教育院」の設置、優

秀な若手研究者が存分に力を伸ばせるようにするための「白眉プ

ロジ、エクト」、学位を有するグローバルリーダーを育成するための

「思修館」の設置、高大接続の在り方を抜本的に見直すこととなる

「特色入試」の導入など、挙げればきりがありません。どれも簡単な

改革ではありませんでしたが、執行部・事務本部の努力と学内の理

解、学外からの支援によって実現することができ、各方面からも先進

的な取組として注目を集めるとともに、この6年間で京都大学は

「大学改革で後れを取っていた大学」から、「大学改革をリードする

大学」に大きく生まれ変わったとの評価を頂きました。関係された

皆さんにはこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。

私がこれらの改革を成し遂げられたのは、長年の京大生活で

染み着いた「自由の学風」すなわち既成概念から自由になり、根本

に立ち戻って物事を考えることを実践できたからだと思います。

組織というものは本質的に変化を嫌います。それは京都大学も例外

ではありません。しかし何でもかんでも守るのではなく、守らなけれ

ばならないものと変えるべきものを、既成概念にとらわれることなく

峻別し、柔軟に変化していくことこそ京都大学が世界に冠たる大学

であり続けるために必要なことだと今でも信じています。これからも

山極新総長の下で、京都大学が「自由の学風」を守り、日本、そして

世界で存在感を示す大学であり続けて欲しいと願っています。

Hiroshi Matsumoto 

松 本 株
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国際高等教育院

広い視野と深い教養を備え、

国際的に活躍できる学生を養成

困際高等教育館は、栃広い視野と深

い教義、優れた創造力をもって国際的

にも渚障できる学生を懲出するため、

本学の教養・共通教育の企画及び実施

について責任を負う組織ですa「個々 の

学問領域右越えた幅広い分野に共通

ずる話礎的な知織及び方法を救援す.？，

とともに、学生が高度な学術文化に触

れるととそ過して豊かな人間住者E脊む

ための教育J右目指します．

本学の数獲・共通教育に関して、従来

f＊，置で学ぶ金書~~を遂事時自2014J

の高等殺育研究開発搬送繊織の下で

の会学共遜教育の企画と実絡が、個別

的、分散的、短期的な寄与のになりがち

で、実施責任蕗局と実施協力部局とい

う二元的機成のために両者の意思疎通

や協力関係が十分ではなかったため、

平成25年4月に全学共遜教育の企画、

濁星座及び実施ミ撃を一元的に所継する

国際高等教育院を設澄し、各自事局が教

義・共通教育の企画及び実施に協力す

る全学的な体制高E総集しました。

国際高等教育院発足後は、カリキュ

ラムについては科白書撃の再舗を行うと

ともに、鍵供科目の見直しそ行い、多数

の科目から学生が自由に選択するとい

う方式から、科目名の大怒り化と階層化

そ行って、年次進行や各自の輿線、予備

知識に応じて、より適切な科目選択が

できる方式とし、時間観jについても、学

稼や伊都群どとに時間割上の各コマの

授業のタイプを揃えるという「色分け」

をするととで、履修指導と学生の履修重量

録が容易となるプランを作成していま

す。従来から評価寄与高く、教育効果も潔

められてきた少人数教脊〈ポケット・ゼ

ミ〉は再編鉱大されるとととなり、また、

新しいタイプの科目として「統合科学系

科目J~開設して、環境、エネルギー、気

候変動、災筈対策など現代社会が富商

している図灘な課題について、多様な

観点と解決へのアプローチを知るとと

もに、議縁者E遺して自ら考える機会場E与

え、正解のない稼思考E採究ずる獲”を

裳います。とれらの新たなカリキュラム

と時間制は平成28年度から実施される

こととなり荻した。

平成25年度から採択定れた大学改

革強化推進事業では、外図書事教員1;:5

年間で100名線用する予定で、従来の

「英語~学ぶJととに加えて、「英語震で学

ぶJ機会を確保して日傭の学生生活で

の体験そ過して英語の運用力増E身につ

けさせ、教育の園際化に大きく寄与し去

す。平成26年4月には、語学に関する自

習環績やサポート体制の盤舗と教材開

発を行うため、困際高等教育院に附属

国際学術言語紋脊センターCi-ARRC)

を稜憧し、平成27年度末悩まi－組RC僚

が完成する予定マれ

今後は、更に教義・共辺教育の改1医

者E進め、大学全体の教育改箪と国際化

の起点となることが期待されます。
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博士課程教育リーディングフログラム、大学院総合生存学館（思修館）

グローバルリーダーを育成する

学位プログラムを展開

中心に専門科目と共通基盤科目'l習

得。2年次までは園内外インターンシップ

と「勲議J'l実施。「熟議Jは：、産業界A令官

界などの現役リーダーな符任教員とし、

リーダ・ーとしての考え方や問題解決のた

めの体験的な方法拾を学びます.3~手次

が中心の共進基盤科目「八思」では、八

分野にわたる高度な知識と語学力者E獲

得します.4~手次はフィールドワーク（海

外武者修行〉として国際実践教育そ行

＂＂~5年次はプロジェクトベースリサーチ

〈発展型PBL）として学生自らが企画立察

したプロジェクト'l実施．これらを踏まえ

て、将来機穏や方法論、仮説の検証など

そ行い、学位論文そ完成させます．

博士課程敵背リ・ーディングプログラム

は、優秀な学生者c~府民力と猿飼カを備え

広く産学官にわたりグローパJレに活躍す

るリーダーへと導くため、囲内外の第一級

の教員・学生を結集｛.；，.産・学・貨の参画~

待つつ、専門分野の持者E超えて博士謙程

前期・後期一貫した蛍界に適用する貨の

保証された学位プログラム沿線築・展開

する大学院教育の銭本的改革帯E支車隠し、

最高学府に淘応しい大学院の形成を推

進ずる、支溜科学省の補助穆業でも

平成23～25年度にわたり、会図で62

e干のプログラムが実施され、本学では、平
成23~手皮にオールラウンド型「京銀大学

大学院思修鯨」及び複合領域型〈安全安

心〉「グローパ1レ生存学大学院連携プログ

ラムjが、平成例年度に綾合領繊型住命

健船f充実した健康長寿役会場E築く総合

医療潟発リーダー育成プログラムJ及び

複合鎖成型〈情斡fデザイン学大学院逮

狼プログラムJが、平成25年度に＊ン1)ー

ワユイ塑「鐙長類学・ワイルドライフサイぶン

ス・リ｝ディング大学院jが採叙され、学役

プログラムを実施していiす。事業実施に

係~学肉体制としては、博士第種紋脊リF

ディングプログラム運営会制掛端部

及び開運営委員会｛織長：教育担当理事〉

等を設けてL総長のマ＊ジメントの下で会

学約な遅笥体制そ稿集していま仇

本学では、平成25年4月にグローパJレ

リーダー人材の育成そ目指ずまったく新し

い大学携として「大学院総合生存学鎗〈思

修齢Jぞ設置し1ました．補助‘業によるプ

ログラムは期間が限定された財政支緩マ

すが、大学として永続的な人材脅威そ行う

ために大学院を事務tしたところです．

新しい大学蜘主持ー貨の大学閥土

議駅、地球社会カt抱える機嫌多岐にわ

たる穏題解決に向け、幅広い知機と漂い

専門性、文理娘合能力や傭蛾力、重量い意

志と実行力者E併ゼ待つ次世代型リーダー

の脊成'l目的としてい家ホ

大学院総合生存学館〈思修館）は、グ

ローパルリーダーとして活頒し得る各学

生の専門伎に即して体系的・多面的に育

成することを目指しており、その教育穏

程においては、学生個々 の目援やキャリ

アパスに対応したテーラーメイド型教

育、大学院としては画期的な合宿型研修

施設、メンター・複数指尊殺員体制が締

また、合宿型研修施設「庇奪房」「船哲

房」では、異文化・異分野出身の仲間と

の切磁琢磨やメンターによる日常的なサ

ポートにより、次世代りーダーとしての人

間性を磨〈ととのできる環境を鐙備して

いますL

微です。1～3年次では学位諭文研究を 思修，.海＇＊ィン 9ーンシグ線告会ー海釣武者修行容遊会

幅広い知識と深い専門性を持つ

世界のリーダーを育成する大学院

5 
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国際戦略「2xby 2020」、ジ、ヨン万プログラム

大学の「真の国際化」に向けて

国隠滅目白rzxby2020」は、今日の

社会に3書ける急速なグローバル化そ背

景に、世界に卓起した知の創造そ行う

本学の発展と、世界トップレベル大学

-WPU(World Premier U凶verslty)

ーとしての地位S腹立そ目績に、平成

25年に、本学の新たな挑戦として策

定しました．

戦略の猿進にみたって、3つの革本

目禄として「研究・教育・国際貢献J~

掲げ、その実現に向けた具体的な取り

組みや当面のE重点施策の達成すべき

目標を、主に数告置で具体的に示したと

とろに特徴があり1ます。r2xby 2020J 

曜B

断抽制刷処
叙献踊V...‘・．． ，． 

1v2o2o 
邸都大学明一

回目陸軍2問自r2xby 2020J 

は、「国際化の指標となる数値1£2020

.までに2傍にするJという意味からス

ローガンとして名づけられました。

本学は、ζの峨賂により、とれ1まで取

り組んできた「国際交務の推進Jから、

織固たる数値に義付けられた『真の国

際化」の実現場E目指しています。

中でも、特筆すべき事業として「京

都大学若手人初海外派遣寝業ジョン

万プログラムJがあります．国際線路

「2xby2020Jに掲げる本学の国際化

請を目指して、次世代書E担う若手人材

〈研究者、学生、喰員〉そ対象に海外経

般需撃の援会を支援し、次世代のグロー

パル人材を積極的に議成ずる本学強

自の全学的プログラムです。

「研究者派遣事業」は、海外で中長

期にわたり研究活動そ行う本学若手

研究者を支獲する「研究者派遣プロ

グラムJと、当言葉若手研究者の所属す

る研究室等への支援を行う「研究者

派遣元支緩プログラムJで機st~れて

います。平成24年度の開始以降、56

件の派遣と33件の派遣元支援を鎌

択し、派遣者と派逃先4健闘の双方に

とって貧盤な国際共同研究の援会と

なっています．

「学生派遣事業Jは、平成25年度よ

り開始され去し？と。務外の世界トップ

大学に学生を派遣することによって、

グローバルに活煩するととができる若

手リーダーの育成禄目指しています。

平成26年9月末までに、ケンブリッジ

大学や＊ックスフォード大学、プリンス

トン大学ヘ約140名の学生を派遣し、

今後はハ｝バード大学も含めた世界

トップ大学へ銀模そ拡大し、更に多く

の学生に海外派遣への機会そ提供す

る予定です。

n1員派遣事業」は、同じく平成25

年度に、国際業務のリーダーそ養成ず

る人材育成プログラムとしてスタート

しました．主に若手磯員宅E対象に、事量

外の大学や国際縁関等で国際業務に

従事し、語学のスキルアップやグロー

パルマインドの浦義it目指します。事

務機員のほか、図書系犠員、附属病院

看護師を対象としたプログラムもあ

り、米国・ワシントンD.C.に所をする

USJI(日米研究インスティテュF りへ

の1•問の長期派遣、本学裕外事務所

への2ヶ月から3ヶ月程度の短期派遣

等そ実施しています。
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次世代研究者育成支援事業一白眉プロジ、ェクトー

次
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る

先
見
的
な

若
手
研
究
者
を
支
援

との事業でS援用されました。平成27年自周プロジょEクトは、世界のトップレ

の容には19名が加わり1ます。ベルの研究者として次代を担う優秀な

との修業の縫唱者創設者である松本若手研究者そ支援するために本学が

総長の「側々の専門分野そ切り開く鋭携怒したもので、優秀な若手研究者が

い研究能力だけでなく、幅広い分野の自由な環境のもとで研究に専念し、次

研究者との交泌を通じて互いに越携し1!t代考E担う先見的なリーダーとして

合い、彫讐し合えるような重量かな知伎と脊っていくための支媛事業としてス

高い志唱E縛っ？と研究者が本学から巣タートしました。

立って欲しいoJとの期待に応えるかの本プロジェクトでは、毎年、a礎から

ように、すでに白庖研究者25人が本学応用にわたる、人文学、社会科弘自然

も含む各地の教育研究議腐の続究者と科学の会ての分野そ対象に若手研究

して栄転してい~＇！れ者を困際公募します。外国人を含めて、

白眉研究者の特徴は、平均年総（採博士の学f住専E有する方、あるいは博士

用時）33.4館、男女比75対17、内国外の学位を取得した者と同等以上の学術

国比70対22、文系理森比37対55とい研究能力を有ずる方であれば、議で宅与

うデータからうかがえるように、多様な応募可能でれ

研究者が採用されている点に高島りま採用にらたっては、応募者の専門分

す。医学・生命事事学や理工学の浬系語審野に応じた専門愛員会による書類宅修

分野だけでなく、省学や宗S史学、言語査6第一次審査〉に続いて、学内外の有

学、法弘経済学、人類学といった文系識者により織成される伯楽会昔話が爾後

絡分野の研究者、多敏採用されてい悌二次審査〉そ行い、研究爾のみなら

まず。ず次世代のリーダーとしての資質等書E

総合的に判断して採用候補者そ選考

センターの運営会請において緩終決

に、s•任期で採用しています。

白眉プロジェクトの毎年の応募者は

ほIぎ＇600人で、ζれは募集定員の30倦

定し、本学の特定教員として採用され

らとととなります。毎年、20名'l'上限

し~す。｛自議会議の結果そ受けた白眉

7 

白眉シンポジウム

という激しい餓争です。このs•聞で総

勢92人の研究者が本学の教員として、



Topics-5 

特色入試

とのできない能力・意欲・適性を持っため、平成24年11月に『入鼠改革検酎大学は社会の各界から、「国際展開

学生の入学が見込まれ、一般入試で入本節」を設置、専門的知識を有した人を担えるグローパル人材』の養成を裏

学した学生と剰融し合う乙とによる教育材を採用し、入鼠改草に資する入鼠望されています。そのためには、幅広

の栂乗効果ti明待されます。本学は、特データの調査・分析並びに各地の教い豊かな教釜カ・僻随力、外国語運用

色入討を通じて、総合的な判断力と優育委員会との連携協定蹄結や積極的力、優れた専門力老大学において三

れた専門カを有し、社会の各界で積極な入試広報事業を展開してきました。位一体的に育成する必要があります。

的に活動できるグローパルリーダーの平成25年度には、入学鼠験委員会のその意味で、高等学校と大学との盤

育成に努めていきます。もとに設置した「特色入試実施準備委続・逮携帯E緊密なものとする「高大接

能
力． 
意
欲． 
適
J性

幅
広
い
学
び
や
志
を
評
価
す
る

新
た
な
入
試
制
度
を
導
入

員会」において、特色入闘の詳細な選続」型の入学者選誌は大変重要です。

続方法等について検討、その結果をζれは、大学における教議教育、外国

踏まえ、平成26年3月26日、「平成28語教育並びに専門教育が高校教育の

年度京都大学特色入試選援要項《概積み上げを前提としているととからも

要討を公表したところです。明ら俗であり、研究型大学である本学

ζの「高大接続型特色入試」は、高大が重視している「自ら課題を発見し、

按綬と個々の学部の教育を受ける盆礎チャレンジする」という自発的・能動的

学力を重視し、①高等学校での学修にな学びという点からも.要ですE

おける行動と成果の判定、②個々の学本学では、平成22年度より受験樋

部におけるカリキュラムや教育コース会の複数化やAO入試の実施なども視

への適合力の判定、を行い、①と②を野に入れて、新たな入試制度について

併せて高等学校段階までに育成されて検討を閲始、平成25年3月26目、平成

いる学ぶカ及び個々の学部の教育者E28年度入試から全学部で特色入試を

受けるにふさわしい能力並びに志を総

合的に評価して選抜するものです。また、特色入試導入者E含む本学に

一方、固における大学改革実行プラおける入闘改革の一層の推進のた

ン、教育再生実行会謝、中央教育審繭

会高大接続部会などにお砂る検討で

は、「能力・意欲・適性を多面的・絵合的

が挙げられており、本特色入試はまさに

に評価・判定する入学者選銃への転換j

その方向性に沿うものとなっていまれ

ζの特色入試の実施により、これまで

の知識のみを関う学力試験では測ると

~ 
Z革新と創造の軌跡

・・E目立五~
~CHALLENG…·201' 

i 

~ 

I 
I 

場入するζとを公表しました。

特色入院遺t主要綱『概要」記者発表
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京都大学の持続的発展を支える組織改革の骨子

既存の組織の枠を越えた

教育研究実施体制を目指す

昨今の学問誇分野の発展は従来に 続する見通しとなっていま1九本学では、 ニーズ等に対応した教育研究プログラ

も増して加速し、異分野との統合発展 こうした環境変化に対応し、課題を適切 ムや学際・新学術分野の創出と組織再

の可能性がますます拡大しています。 に解決しうる組織体制の構築を検討し 信等の実現、といった効果が期待でき

一方、学聞が発展することで各分野の た結果、平成26年3月、「京都大学の持 るとともに、既存の教育研究組織の枠

細分化も進み、大学の教育研究組織は 続的発展を支える組織改革の骨子」を を超えて教員同土が相互に交涜すると

硬直化を引き起ζしつつあります。 策定、「学域・学系制（教育研究組織と教 とで、将来教育研究を支える組織の忌

国立大学法人化以降、大学者E支える 員組織の分船」の導入を決定しました。 るべき姿に関する活発な議論がなさ

運営費交付金は毎年定率で削減が続 ζの学域・学系制は、教育研究組織 れ、結果的に本学の教育研究機能が

いており、国立大学の持続的発展に の枠を越えた兼担等を柔軟に安心し 更に強化されることが期待できます。

とっては好ましくない状況が続いてい て行えるようにするための制度で、導 今後は平成28年4月に学域・学系

ます。また、閏内の18歳人口が減少す 入するととで、①広い視野と全学的視 制を導入するととを目標に、具体的な

る中で学生獲得をめぐる国際的な大学 点で優れた教員を確保できる体制の 制度設計を行うワーキング・グループ

問競争の進展、大学教育に対するニー 構築（教員人事の透明性の確保）、② において、学域・学系制の具体的な制

ズの変化など、教育面において対応を 教員の定員削減への対応、③教育研 度設計を進め、新体制への移行準備

迫られる問題も増加しており、今後も継 究の全学実施体制の構築、④社会 を進めます。

9 



跡軌の造畠
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さまざまな取り組み

置溜ヨ 京都大学ジャパンゲートウェイ構想
（スーパーグローバル大学創成支援〉

徹底した『大学改革」と『国際化Jit断

行し、世界的に魅力的なトップレベルの

教育研究を行う大学や我が国社会の国

際化を筆引する大学者＇！重点支援する

スh パh グロF パル大学等帯業（スF

パーグローバル大学創成支齢に「京都

大学ジャパンゲートウェイ機想Jが採択

されました。

本線想は、京都大学インターナショナ

ルカレッジ運営狼構(International

College of Kyoto University, i・CoKU)

it設置し、理学研究科数学・数理解析専

攻、工学研究科化学系6専攻、医学研究

科医学専攻・医科学専攻、経済学研究

科・文学研究科・農学研究科のアジア・

役会科学祭分野等4宮中，bに、世界トップ

レベル大学と大学間協定者E締結して、共

同実録科目そコアカリネュラムとする闘

際共同教脊プログラム『スーパーグロー

パルコースJ、国際共同学位プログラム

「ジョイント／ダブルディグリープログラ

ム」を実施するもので札

国際共同教育・学位プログラムを通じ

て、世界トyプレベル大学の研究者の招

へいや留学生の受入・本学教員や学生

の派迫害事大学問交担任そ活性化し、「ワー

ルドプレミアム高等教育ネットワーク」を

構築するととで、本学の研究・教育カの

更なる強化1l図り、世界で活雌ずる次世

代のトップレベル研究者援質量出します。

. ..似n・~＝，，，........... 事阜旦土2

一一一一一一

京.大型詳ジャパンゲートウェイ4陽線観念図

E盆a学生の生活と様々な活動への支援

松本総長撹任以隊本学の学生の学生生

活~充実＜！iまるため、ハード商、ソフト爾の

双方から様々 な支銀事梁念行いました。

学生支援のための組織として、カウンセ

リングセンター、’聖書学生支援室、キャリア

ザポートセンターそ総合するとともに、健康

科学センタ・ーなどとの逮携をよりいっそう

緊密にし、強化すみたJI)、平成25年S月に

学生総合支援センター~綾置しました．

経済的支書店としては、固から猪寵される授

業終免除枠に加え、本学独自の支援事業とし

て1億円の免除稀の拡大と来日本大震災に

よる範騨生に対する縛宮l牌~秘減した．

福利厚生施設では、中央食鐙、西部食堂、

;It僚会堂について耐震改修ならびに食堂

ホールの拡大など食堂書店能の充実を簡易ζ

とで学生へのサービスを向上させました

加えて、学生療の盤備として、現在、吉田舗展

新寮の建設工事~行っており、約半世紀ぶり

に新しい学生祭カ喰医される予定で't.. 

'f.tと、学生が自主・自立的に行う課外活動

に対する支援も緩語的に行いました．

長年の懸案司区項であった課外活動様（5

緩）を函館機内に整備するとともに、音楽・

ダンス系クラブが使用している学生集会所

の建て替えに着手しました.:It様グラウンド

内では、人工芝化をはじめ、(ti室績の建て

替え、観眼用スタンドの設置などのほか、女

子トイレ・シャワー繊の会面改修を行いま

した．体育館では、書店中症対策として送風

ファン等~設種、防護プールの観機用スタン

ドの耐震改修も行いました．更に、吉田商グ 司t:Jグラウンド『今lilJllボウJI-J閉会式

ラウンドに夜間練習用の照明設織を設置し

たほか、重医学錦織内にあるテニスオムニ

コー与の張り轡えや弓道場への照明設備の

!l置など総合的に鎌宵議後の改聖書が濁ら

れました．

tr，、体育系・文化系を関わず数多くの疎
外活動団体に対して、殻舗の更新や不足す

る物品等に対する要望it羽釜し、領広い支

援そ継続的・1lt画的に行い涼した．



学際融合教育研究推進センター

学際融合教育研究推進センターは、

本学における複数の学問領域を横断

する学際的な教育研究を樋動的かっ

柔軟に推進する実施体制の盤備、及び

学際融合教育研究活動の支撮を行うζ

とを目的に、平成22年3月9日に設置さ

れました。まだ設直後数年程度の新し

い組織ですが、大学をめぐる状況が甑

変する時代において新たな学聞の芽を

見つけ、育み、広く知ってもらう活動を

積極的に推進していますロ設置当初日

だったユニット等の数も平成26年9月

末現在では33にまで増加し、着実に本

学の部局横断型プロジェクトの推進に

必要な場として認知されるとともに重要

な横能の一端を担っているといえます。

また、ユニットの運営業務だけでな

く、「学際研究着恕コンテスト」や「融合

度合いの学内調査』、「ワークショップ支

援事業」、更には企棄との包括協定に

基づいた「学内100人ワールドカフェ」

等の数々 のワークショップ開催など、学

__.  iPS細胞研究所（CiRA)

本学は、物質ー細胞統合システム拠

点（iCeMS：アイセムス）内に設置（平

成20年1月22日）した！PS細胞研究

センターを改組し、平成22年4月1目、

本学の14番目の附置研究所として

「！PS細胞研究所（CIRA：サイラ）」を設

立しました。山中伸弥教授が所長に就

任し、本邦発の技術であるiPS細胞技

術の再生医療応用の推進や創繋応用

の更なる拡大を目指して、基礎研究か

ら前店床研究、晦床研究ヘシームレス

に研究を推進しています。

CiRAは、その開所に当り、iPS細胞

技術を一日も早〈媛病と闘う患者さん

の元へ届砂るために、以下の10年聞

の目榎を掲げました。すなわち、

(l)iPS細胞の基盤枝衡を擁立し、知

的財産在確保するとと、（2）再生医療

用lPS細胞ストックを構築する乙と、

(3）前臨床試験を行い、臨床試験を目

指すとと、及び（4）患者さん由来のiPS

細胞による治療薬の開発に貢献する

ことです固

以来、所長が一丸となり着実に研究

外に対しても本学の革新的な取り組み

のーっとして、多数の新聞やメディアに

取り上げられています。

ミニカフJ:（ダイキンー京大イノベーションプログラム）

を推進し、目僚の確実な達成に励んで

います。平成24年10月には山中所長

がノーベル生理学・医学貨を受賞し、

研究所は大きな喜びに包まれました。

iPS細胞研究所（C旧A)オープンラポ
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さまざまな取り組み

E彊彊 リサーチ・アドミニストレーターの体制整備
一京都大学URAネットワーク及び学術研究支援室（KURA）一

学術研究支後室（KURA）は、高度

な専門知誠司E有したりサーチ・アドミ

エストレ｝タ－（URA）が申心となり、

教育・研究活動に携わる教員・研究員

ととれらの運営に関わる事務職員そ

つな君主大学の学術研究を鍛造してい

ます．

聞きなれない駿種ですが、URAtま

大学の研究推進に欠かぜない、情事援

の収集と提供、研究貨獲得支援、プロ

ジiクト遊撃t、研究の国際化、研究活

動の広報など、放員組織・事務組織と

進携しつつ様々な支援活動そ展開し

てい家す。大学の研究カ若宮司革めるため

の「縁の下のカ縛ちJといった役割増E

担ってい宏す。そのため、URAには、大

学の教脊・研究の現状と毅員・研究者

12 

の情報専E的確に抱復・分析すみ能力

が必要です。＊た、自ら教脊・研究に機

わらなくても、よりよい教育・研究環境

を援策できる能カ＆必要となります。

こうした能力者E持ったURAが専門

業務臓員として本学で採用されるよう

になったのは平成23年度のことでし 京総犬繁アカデミγクデイ

？と。URAそ全国の大学に定着さ奇きょう

とする文部科学省事業の採択校と

なったことが念っかけです。本学は、文

節科学省の補助金と大学の強自財源

そ使って、学術研究支援室（KURA）と

鯵局URA室に針50名規模のURA~

配置した「京都大学URAネットワー

ク」をつくり、大学の研究カ強化に努

めていますa

URA.リトリート



関山m1I学術研究懇談会（RU11) 

学術研究強敵会（RUllHま、研究及

びこれぞ通じた高度な人材の育成に露

点を置く大学(R，総帥rchU凶ver銅賞y）に

よる国立私立の設置形鍛そ超えたコン

ソーシアムです。平成21~11月に北海

道大学、東北大学、東京大学、早稲田

大学、底思議塗大学、名古屋大学、京

都大学、大阪大学、九州大学の9大学

守発足し、平成22年8月に筑波大学、

東京工業大学が加入し、11大学で携

成されています。

日本'b~縁先端の知~基盤として滋し

い国際競争'tllち銭くとともに、重量かな

学術・文化を通じて世界から尊敬を集

める固として発展していくためには、世

界に冠たる研究大学暴挙そ持つ乙とが不

可欠です。また、トップレベルの研究大

学務の発展そ図るととは、人材供給や

教育研究交滅等唱を通じ、他の大学の振

興にも資する色ので高島り、帯電等教育全

体、ひいては圃カ念体の底上げに繋が

るものです。

RUllはとれまで、各大学の総長・学

長・塾長の強いリーダーシップの下、緩

第重要求・予算編成、羽S業仕分け等に際

し激策鍵言't行い、予算の確保や、科

学研究費補助金の遺書金化等の規制緩

和を実現しました。また、RUll主僚の

共同記者会見やシンポジウム、論宮路義

員等との懸詩集等書E通じ、国の成長発展

の鍵若宮鍾る研究大学の充実強化策に

ついて議論し、学術のE憲章毒性等につい

て理解な促進してきました。とれらの努

力により、RUHは学術政策等に係る囲

内外の多様な関係者の命で広く認知さ

れ、存在感そ高めています。

今後もとうした活動そ積極的に鍍進

していきます。

RU竹シンポジウム

13 
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圃重量 海外拠点

報の提供、同窓会活動等を遇して、積既存の産官学連携欧州事蕗所有E、政州国際戦略の重点施策のーっとして、

極的な情報発信ならびに連携強化に拠点ロンドンオフィスに移行しました。教育研究活動の支援、広報・社会連携・

関する活動を進めています．とれらの務外提点は、それぞれの地域ネットワーク形成、本学教議員・学生の

におけるハプ拠点としての織能を持派遣及び国際貢献等に関する事業展
i 

闘を4つのミッションとして掲げ、全学 ち、学内外の関係機関・部署を有横的

的な務外拠点の設置・聾備を開始して につなぐとと色に、相互協力体制を強

います。 化しています。

平成26年5月には、ドイツ・ハイデル 各拠点には、所長のほか、職員3名

ペルク大学内に欧州拠点ハイデJV'勺レ （リサーチ・アドミニストレーター、事務

ク＊フィスを、同年6月には、タイ・パン 職員、現地職員）を庖置し、研究プロ

コク市内にASEAN拠点を開設、また、 ジェクト研究活動の運営支援、留学情 ASEANIPa点閉所式

IEEヨ 海外の大学等との連携

のほか、平成22年にHeKKSaGOn（日チューリッヒ校・チューリッヒ大学・スイ本学は海外の教育・研究極闘等と積

独6大学学長会議コンソーシアム〉、平ス連邦工科大学ローザンヌ齢、米国・極的な研究・学生交涜を図るため、大学

成24年には阻N胆 I（日英産学連携プハーバード大学、トルコ・コ'Yチ大学と間学術交涜協定を43ヶ国・地域の124

~ 

I 
大学4大学科極閥、大学問学生支涜協 シンポジウムを開催しました。 ログラム〉に重量面して、多援な共同事業

定を25ヶ国・地域の77大学2大学群と 更に、大学聞の相互理解を深め、共 を展開しています。

締結しています〈平成2出向月末現齢。 適する重要な滞問題について教育・研

また、国際戦略に基づき、国際的な共 究の分野から協力・貢献をするために、

同研究者E促進するととを目的として、海 様々な国際大学連合カ噌成されていま

外の大学との共催による国際シンポジ す固本学もAPRU（環太平洋大学協会：

ウム密実施しています。平成25年度は、 寝太平洋地繊の16ヶ国（地域）45大

英国・ブリストル大学、国立台湾大学、 学〉、AEARU（東アジア研究型大学協

スイス3大学（スイス連邦工科大学 会：東アジア地繊4ヶ国（地駒17大学）



•riw~rn~雷雨幸三宮~］弘司 京都大学同窓会

本学同窓会は、会員相互の交涜と

親陸、そして本学の発展に貢献するこ

とを目的として、平成18年11月に設立

され、当初、学部・研究科等同窓会42

組織、地域同窓会9組織〈園内7組織、

海外2組踊）の51組織で発足しまし

た．平成20年10月に就任以来、卒業

生との連携を重視し、特に第二期中期

目榎・中期計画期聞においては全学

同窓会支掻・卒業生連携事業を重点

事業として位置付け、圏内外の地域同

窓会の設立支媛、開催支揮を通じて

同窓会活動を活性化させるとともに、

ホームカミングデイを開催するなど、

卒業生と大学、卒業生相互の交読を

促進し、緊密な相互連携協力者E闘って

きました。その結果、発足時の組織数

と比駿し、ほぽ2倍の101組織（平成

26年9月現在）で構成されるに至り、

飛躍的な拡がりそみせました。

今後、同窓生の安枝心理E閣成し大学

への支援に繋げるために地域同窓会の

圏直凶重量孟J星~· 京都大学鼎会

「京都大学期会〈かなえかい）」は、 視点で総長に対して提言や助言を行

京都大学総長のリーダーシップを支 うほか、京都大学基金内の「総長リー

えるために、本学出身の企業社長、会 ダーシップ基金」への寄付等を通じ

長、副会長らが結集して平成24年2月 で、物，E、両面治、ら総長のリーダーシッ

に融立されました。発起人25名にて プを支聾しています。

スタートしましたが、その後、全国各 総長リーダーシップ基金は主として

地の様々な業種で指B置されている率 総長独自のアイデアによる事業に活

業生の賛同を得て、平成26年9月末 用されており、これまでには、異分野

時点で約170名の方が参加されてい 融合の研究を促進するための「学際

ます。 研究着想コンテスト』（平成25年度、

京都大学照会は、総長のアドパイ 26年度に実施）、学生がいわゆる古

ザリーボードとして大学の外部からの 典と呼ばれる書物に親しむ横会を僧

設立や活性化を支援し連携の強化事E

図り、ネットワークの拡大を目指します。

二iょ…，~；キ古忌方戸棚

ホームカミングヂイ・膏副長会

やすとと固的とした「松本総長が還ぷ

グレートプ＇｝＇クス・ライブラリー」（吉田

南総合図書館等に政置）等を実施し

ました。

累会平成26年.会
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京都大学基金•riw~rn~雷雨幸三宮~］弘司

成34年に迎える京都大学創立125周進ずる体制を整えました。京都大学基金は、大学の自主的で安

年に向けて、更に活性化させていく必また、基金の拡充のため、精力的な定的な財源となるととを目標に、平成

要があります。・トップ外交・を展開し、企業や有力な率

今後も積極的に寄付募集活動を行業生を多数訪問したほか、高額寄付者在任期闘中は基金の拡充に努め、将
i 19年度に設立されました。

来にわたって継続的・安定的に基金活 を大学に招待して開俄した「感謝の集 い、京都大学基金の更なる充実を目指

動を行っていくための基盤を構築する い」では、100名を超える参加者と交涜 します固

ととができました。特に、平成23年4月 を深め、本学への引き続きのご支援を

には渉外部を発足させ、基金専任の職 呼びかけました。

員そ配置し、活動を精力的に推進しま その結果、平成20年10月の就任以

した。具体的には、新入生保護者向け 来、成長に向けて大きく舵そ切るζとが

のキャンペーンなEの募集活動を積極 でき、就任時は約1,350万円でしたが、

退任時にはおよそ110倍の15億円まで

京都大学基金f虚聞の集い」

大きく成長しました。

京都大学基金の活動は、8年後の平

東京オフィス置亘立凶昌E孟圭臼鑑三＿；＿.ヨ・

的に展開したほか、顕彰制度の墜備も

進めました。更に、平成25年には外部

人材を採用し、本格的な渉外活動を推~ 

I 
平成13年度から、東京地区の犯点 区での同窓会なEに幅広く利用されて

として「京都大学東京連絡事務所」を きました。就喰活動中の学生の利用も

開言受・運用してきましたが、本学の将 多〈、また、「東京で学ぶ京大の知」を

来にわたる発展』己資する新たな事業 はじめとする一般向けのセミナーや入

展開を視野に入れ、東京地区におけ 試説明会等を多数開催し、情報発信

る、情報の収集及び発信の拠点とし に努めてきました。利用者数は毎年伸 東京オフィス（ラウンジ1

て、平成21年9月に「京都大学東京オ ぴ続け、平成25年度には2万人を組え

フィス」老品川駅港南口の品川イン ました。今後も、本学の構成員、関係者

ターシティA棟27陪に新たに開設しま が東京地区で活発に活動するための

した。オフィス内には、教職員・学生・ 抱点として利便性の向上に努め、ま

卒業生が使用できるラウンジ、ワーク た、一層の情報収集・発信はもとより

スペース、会議室等を霞け、開腹以 社会との連携、同窓生との交読などを

来、各種研究会やシンポジウム、他樋 通じ本学の首都圏でのプレぜンス向

関研究者等との打合せ、そして東京地 上を図っていきます。 東京オフィスのある晶Illイン9ーシティA棟



置訟法J~llさきむ白星~1ιョ・ 『京都大学byAERA知の大山脈、京大。』の刊行

今＊での大学広報にはなかった新

新なアプロ｝チ？卒業生・受験生そ

はじめとした緒広い厳に本学の継カ

を伝えるため、ムックョドF京都大学by

AERA知の大山脈、京大。』を平成24

年9月に刊行し＊した。

世界をりードずる本学の代表的l;t

研究、人気の授業やギャンパスの最

新事情等書E紹介し、量豊富なビジュアル

と人物に焦点を当てた続み応えのあ

Qインタ~.:i.－寄与の取材記事により穂

高まされ、『京事事大学の今」~広く知ると

とができる内容となっています。この

ムック本は、関西地区のみならず全国

の書店にで販売され、ζれ1去で京都大

学に関心の薄かった層にも本学につ

いて知ってもらう契畿となりました。

また、ムックヨドが好評を博したζと

から、同年11月には山IP~車事館教授の

ノF ベル生理学・医学賞受賞者ま記念

して、英語版fKyotoUniversity -A 

Constellation of Brilliance－』そ作

成しました。Con書tellatlonとは星座

という意味で、タイトルには卓越した

知の鱒きたちという怠が込められて

います。ζの英稲販は、ムック本の記

事会、ら研究者紹介記事そ中心に銭

幹・再編集したもので、大学の広報緩

体として広〈園内外に肉けて本学の

正義喜議した研究活動をアピ｝ルするた

めに活用されています。

京都大学
f" AERA 

,, 

J~ll 

句 史
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E時三：司 京都の未来を考える懇話会
『京都ビジョン2040-30年後の京都の姿』

『京都の未来~考える懇話会」は、京

都の行政官動文儲繍・メディア・大

学のメンパ｝が集まり、未来の京都の

fありたい奈J~語り合い、京都の人々

が一報に目指したいと思える未来像の

策案書量目的に、平成22年4月に立ち上

げられtました。3年間で針12固にわ

？とった議論は、平成25年5月、『京都ピ

ジョン2040-30年後の京都の姿』と

して取りまとめられ、公表~れました。

との提言書では、「世界交機首都・京

事事ヘJをメインテF マに、「世界の文化

首都・京都J、「大学のまち・京都」、『価

値創造都市・京都J、「交旅の好循環を

支える地域基盤Jの4つのテーマについ

て目様が掲げられてい1ます。

とのうち、「大学のまち・京都」では、

「京事官全体がキャンパス化し、世界中か

ら集う学生・研究者・芸術家や地域住民

など、a>らゆる人々 が活発に交語慢し、主士

会課題な解決するとともに、新たな知見

芝生み出す大学のまちJが未来像とし

て提言されています。

ヨド学は、治｛知）の抱点墜備事業

rKYOTO未来創造拠点盤術事業J、縛

士宮原程教育リーディングプログラム、

『国際高等教育院J、国際機略「2xby

202旬、 COiSTREAM「活力ある生涯

のためのL畠st5Xイノベーション」、『京

都大学－・畿財団合同京都..シンポジ

ウムJなどの実施を通じて、「大学のま

ち・京事事Jのみならず全てのテーマにお

いて、その実現に祭がる活動場E緩極的

に展開しています。

高沼三ν主刷

－~~ 叫窪田.，.，..，.・ ’ 悶さ怒ら一一－
.z沼＝嵩，，，，..... 串＂＂＇－－－－＝ －＝＝＝ー－
=:.ES==＝－出品宮耳目官軍国 ・定書ユ一一・ーーーー岨
.rー”・・ ・畑町・・・ー・・ー．、 句2主主＝－句回申・＿＿＿.／

一一
町 警富昆畠置臨時

＝ ・一一一－一一一ノ
関芯品Z山＝：.r-
明君~‘－
田 町田

＝－－一一て＝＝－＇

可γ

ll'~幅ピジョン2040C••>

E民沼 地〈矢口）の拠点整備事業「coc：センター寸ブ・コミュニティ」

2幹事業は、大学が自治体：£＇中品、とした

地減社会と漣織し、全学的に池誠~志向

した教育・研究・社会貢献な進めQもの

で、課題解決に資ずる織々な人材や情

鞍倒防喰まる、地域コミュニティの申

織的存在としての繊能そ強化するととを

目的とし丸文郷科学省の補助事業です。

本4惨からは平成25年度にほYσm未

来線r倉総点豊信事業一社会変革期そ担

う人材育成（COCO以減量3」消縄問れ＊

した。ζれは「世界~滅首都・京都Jの実

現場Eねらいとし、金士会変革期~狙う「グ

ローカルトップリーダー人材Jの脅威の

18 

ために、教員・学生と地械が協織しつつ

地媛課題の解決そ目指し、協働の成果

そ学生の数育に還元する取り組みです。

本犠業では、京事官の現実の諜BUζ闘

する議議設符う「まなびよし」、フィールド

で実際の開店と向き合う九、きよしJとし

て、科目~提供する教員そ学内公募し、

平成26年度に険金沼4科目1i:'提供してい

ます。なお、一定単位数唱E取得し、基準ぞ

滋たした学生には履修証明書fグローカ

ルトッコ仰向ダー人材Jカ犠与されS除。

また、地緩のワンストップ鍍口や地

峨遥携事業~担う「つなぎよし」として、

ヨド事業ウェプサイト~Facebook、

Twitt・哲Z害事者E活用した情報発信や情報

収集の成果を生かし、各関係団体と協

力してイベント等の各種取り組みそ

行っています。

jjl0学インターンシップ・プログラム



•ll宗ヨ皿 京都大学－稲盛財団合同京都賞シンポジウム

京都大学一稲盛財間合同京都賞シン

ポジウムは、公益財団法人稲盛財団が

主催する、日本が世界に誇る国際貨で

ある京都賞の分野老対象に、最先壊ま

たは現在注目される研究者や芸術家を

迎えて開催するものです．講演なe~遺

じて、様々 な出会いが生まれ、各分野の

新たな発展へと鳴がる場を提供すると

ともに、次世代の研究者の育成や、最先

惜の学術・芸術の動向や魅力を広く社

会に発信する乙とを目的としています。

本シンポジウムは、当該分野の専門

家はもちろんのこと、研究者の卵である

大学院生や一般の方にも参加いただけ

るととが重要であると考えています。ま

た、京都貨は芸術も対象としており、分

野が多岐にわたるととろが特徴であると

とから、本シンポジウムも京都貨が対象

とする様々な分野の専門家が出会い、

お互いにとれまで知るととのなかった異

分野の先端的な取り組みに触れるζと

でそれぞれが創淑し合い、更には乙とか

ら新たな革新的発展が起とる切っ揚け

となるととを期待するものです。

平成26年7月に開催した驚1回は、情

報科学、生命科学、思想・倫理の3分野

を対象に、約700名の参加者を得て開

催しました。第2回以降は、平成27年に

エレクトロニクス、生物科学、音灘、平成

28年にバイオテクノロジー及びメディカ

ルテクノロジー、数理科学、美術、平成

29年に材料科学、地球科学・宇宙科学、

映画・演劇を対象として順次閑備してい

く予定です。

第1圃京書官大学一稲盛財団合同京徳賞シンポジウム
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i 
・~司~＇，＇ll~自民司 臨床研究中核病院

~ 

I 
I 

臨床研究総合センター

平成24年6月、医学部附属病院は厚 ように、平成25年4月、既容の探索医

生労働省より基礎研究、開発段階の臨 療センターと治験管理センター、EBM

床研究から市販後の晦床研究までのー 研究センター、医療開発管理部を統合

速の読れと、ぞとから新たな基礎研究 し、臨床研究露合センターを創設しま

に繋がるというイノベーションの循環の した。

中で、医薬品、医療横綴等の研究開発 臨床研究中核病院整備事業は平成

を推進し、医療の質の向上に繋げてい 28年度までの5年聞の事業であり、3年

くための極点、「臨床研究中核病院」と 日となる平成26年度は、プロジェクトマ

して選定されました。 ネジメント体制、臨床研究受入・相談体

との置定と、難病治療、医療産業の 制、データマネジメント体制等、各種体

発展、研究分野における競争力強化 制整備を推進中です。

などの社会的要請を背景に、治験を含 なお、平成26年3月26日には晦床

む臨床研究が効率的かっ円滑に進む 研究中核病院盤備事業の一環で、

·~~1:1・（君主目晶司 iPS細胞臨床開発部

平成19年、本学山中伸弥教授らに めに、iPS細胞臨床開発部を平成23年

より、ヒトiPS細胞が樹立され、以来、 12月1日に開践しました。

iPS細胞研究は大きく展開し、医療・医 lPS細胞臨床開発部は、1)疾患iPS

学への応用に対する期待が高まって 細胞研究の円滑な遂行、2）将来のiPS

おり、ζれを受け、医学部附属病院で 細胞等を使った再生医療を立ち上げ

は、iPS細胞研究所（ClRA）と共同し、 るための基盤盤備を目的とし、iPS細胞

疾患特異的iPS細胞研究を円滑に実 研究への協力者への説明・同意取得

施し、将来の！PS細胞を周いた再生医 や組編採取等の場となるr1ps細胞外

擦を実現するための基盤盤備を行うた 来jと、！PS細胞の樹立・検査技術の確

全国の病院に先駆けて、国際規格の

IS015189 2012 （臨床検査室一品質

と能カに闘する特定要求事項）の認定

を取得しました。

京都大学にお付る薗床研究中核病院概念図

立とその実施そ行う「品質管理器術開

発室」の2部門から構成されています。

現在、iPS細胞作製のための手順書

などの改正を行うなど、社会に還元で

きる再生医学、再生医療の実現に向け

ての基盤盛舗を行っており、平成27年

度にはiPS細胞研究所と共同しiPS細

胞を用いた臨床研究の開始を目指し

ています。



E君事用哲酒 積貞棟ーがんの集学的診療体制の充実一

績貞棟は、当時、医学務附属病院に

おいて病棟の考初化や診療科の分散

配値の問題そ解消すべく新病棟携想

を検討していたところ、任天堂縁式会

社山内務相議後から「縁先織の医療

そ行うのにふさわしい病棟を建ててほ

しい。」と多大などを寄付~Illるとととな

り建般を進めることとなりました。

建設にあたっては設計段階から幾

度ら京都市と銭磁~！重ね、景観審査会

から務さ制限の特例務可そ得て、平成

22年3月に地下1階、地上8階建て、病

床ll294J;択の事持病棟が完成しました。

積貞糠堕備の基本方針の中心は、

がんの克服に向けて後数の鯵療科－

.門から多数の医療スタッフが重量蘭

し、有織的に逮携する訴門横断的な

「がんの集学的診療の推進」です。主

にがん治療~目的とした診療事導者E中

心に砲醤し、内科・外科・放射線科が

合同したユニット外来も実施していま

す。更に、外来化学療法る充実してお

り、嫌々 ながんに対して手衡によらな

い化学療法が可能となっています．

~1ヒ食事面では、がん治療などで抵

抗力の低下した患者さんにも有用とな

る高度な衛生管理と美味しさの両立

テムJを国立大学病院で初めて場入し

ました。安全かっ衛生的、適時・適温で

治療食が提供できるようになり、使用

食材やメニ.:i.－の暢込充実、特別食も

用2まするなど、患者さんには好評そ得

ています。

を可能とする「二ユ｝・クックチルシス 積良徳

Zl 
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共通事務部

業務の多様化、高度化、複雑化が進

む一方で、外部資金や続争的資金の増

加などによる事務量の増加ヘ対応する

ため、事務の効率化・集約化の推進をZ 

E霊安軍司

基礎』こした業務処理と事務組織の見

直しについて、平成24年度から具体的

に検討を進め、平成25年4月に本部構

内〈文系）、本部構内〈理系）、吉田商標

内、医学・病院構内、南西地区、北部構

Topics-7 

さまざまな取り組み

内、宇治地区、桂地区の8つの共通事

務部を設置し、集約的に業務を行う効

率的・効果的な組臓体制を整備しまし

た。その後、各共通事務部において事

務処理体制の整備や事務窒の移転・改

修に係る調整等を進めるとともに、関

係部局の教職員・学生等に対して、具

体的な事務処理体制・移行時期につい

て周知・説明を行ったうえで、7月から

E留 酒 運営組織の改革

法人化以降、国立大学にも「経営」 成20年10月）。

の視点が求められるようになったとと また、執行部の役割が大きくなるに

つれて、執行部内での情報共有・意見に対応するため、本学でも様々な運

交換を密にする必要が高まりました。

このため、法定されている役員会に加本学は理事を7名置いています

え、副学長や機構長等も加えた役員が、本学のような大きく多様な組織に

戦略会議、更に理事補や本部事務部おいてはそれぞれの積責が非常に重

長を加えた拡大役員懇談会を設けまいものとなります。このため、理事を適

した。切に補佐する体制整備として理事補

事務組織の見直しとしては、社会との職を新設しました（平成20年 11

併

三

営組織改革に取り組みました。

月）。同様に、総長老補佐するための の連携を強力に推進し、本学の更な

組践として総長室を新設しました（平 るプレゼンスの向上と大学支援者の

共通事務部・部局事務部・事務本部で

本格的に事務処理を行う体制を整えま

した。以降は、共通事務部の安定的運

営による効率性・専門性の向上等の集

約化効果の創出に向けて、組織体制や

業務フローを更に精査するとともに、各

共通事務部のホームページを立ち上

げ事務手続を体系的に整理するなど、

取り組みを強化しています。

拡大を図るため、平成23年4月に渉

外部を新設しました。その主な活動に

は、「京都大学らしさ」をより鮮明にア

ピールするための戦略的な情報発

信、ホームカミングデイをはじめ様々

なイベントを通しての卒業生との緊

密な交涜、国内外の同窓会設立支援

と京都大学同窓会への入会促進、京

都大学基金募集の活性化、大学広報

活動の充実、各種公開講座等の企

画・実施などがあります。



E露宝酒 「重点事業アクションプラン2006～2009」（第一期〉、

「第二期重点事業実施計画」

本学には、我が国の人材養成の。 施してまいりました。松本総授は、第 するための鐙備や、字治キャンパスの

核を担い、地域の教育・文化・箆煮の ー期では財務担当理事として「京都 更な.Q発展のため「京都大学宇治おう

基聖護唱E支えるなど、国民の様々 な貨店待 大学室点事業アクションプラン2006～ ぼくプラザJの.備等を実施しました。

に適切に応えていくことが強〈求めら 2009J、第二期では総長として「京事事 第二期では、次世代を担？先見的な研

れてい~"t.。 大学第二期盤点事業実施計画Jにお 究者脅威のための「白眉プロジェクトJ

ζうしたなか、同fl・長期的及び会学的 いで、それぞれリーダーシップを遺骨8 や、グローバル化に向けて若手研究者・

君主観点から大学者E運営するため、本学 なく発事事し、策定＊でに歪りました。 機長・学生沿海外に派遣する「ジョン万

が概略的・箪点的に実施すべき事業に 主主主取り組みとして、第一期では、附 プログラムJ等そ実施しました．

ついて毎年度役員簡で俊樹を重ね、3健 属図書館のー織を24時間利用可能と

［ 京都大学第二期重点諜実闘画 ｜ 
［平成22～25年度着手決定事業］ ｜ 

オープンコースウ工ア＜OCW）支銀事業

教育環燐改書事業

小中高大連徐j在進窃草壁

～サイエンス・コミュニケーター・プロジ工クト～

キザ））＇支緩充実化事業

経済的学生支援強化事業

身体録選学生支援強化修業

青田間織内再生重量備事業 ～学生寄宿禽の~備～

東口本大震災に伴う彼災学生に対する経済的支l~事業

新大字院f思修鑓J81§設E軍備事笈

～1専士課程教育リーディングプログラム～

学生寄宿舎箆備事!Z（熊野望書｝

研究m進戦路活性化事業

若手研究者支媛事業

女性研究者質成事業

シヱア・コア研究者フォローアップ母霊祭

京都入学次世代研究者白目立支援事業

～白眉プロジェクト～

世界トップレベル研究拠点訟合研究加速支t軍事業

研究支援体制強化プロジェクト

教育園際化f在進事業

留'T生受入拠点盤備事業

国際化戦略縫進事業

戦略的国際学術研究推進プログラム｛ジョン万プログラム）

学生の包際交流総選事業

国際交流環焼整備推進事紫

舛国人留学生・研究者のためのワンストップサービ、ス実路事業

淘外会学処点設置事業

.ニ調n・5証明陣織－~‘’tiii

全学同窓会支It・卒業生連機事業

京都大学のプレゼンス陶上のための戦治的情報発信のヲF，実

戦磁的広報事業（ホームページによる情報発信の鉱充事業）

草豊富善的情報発信の航大・展開事業

名勝清j司王王庭園の保存・活用E軍備事業

主主醤3大学~傘の広報・活動支媛au量

理置務E史革；在進寝業

男女共同参画縫進事業

楽友会館等丙生事業

理費員宿倉笠i常事業（第2次｝

E震後マネジメントシステム情策事業

従キャンパス~備事業

旧演習林事務室全学宍用化笠i絡事業

吉田南構内湾生~備事業

～国際5主流拠点施設の盤備～

時計台周辺環場~備事業

危織管理体制の整備｝差遂事業

農学研究料附属農場移~等鐙i諸事業

教湾研究玄療等3電設－設備環i亮改善事業

全学共用施設E霊鴻事業

会学の計算綬資源が集約可能な高性能、

高壱綴データセンターWi設の実現

地震による生命の安会健保のための耐/ill$笑

電5~~漁協設備墜備事築

（宇治地区・熊取地区・犬山地区・病院地区）

23 
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Topics-7 

さまざまな取り組み

Z 

－~時同「冒 戦略的な施設の整備

との6年間、施設整備に関しても学 22年2月に建設されました。生体内

内外からの様々なニーズに対して多 での細胞の働きや効果を検証する動

様な資金者世活用しながら戦略的に進 物実験施設や、品質保証された細胞

めてきました。 を作製、培養するための細胞爾製施

例えば、「物質一細胞統合システム 設等が設けられています。また仕切り

拠点」は、文部科学省施設整備費補 のないオープンラボの採用により、研

助事業により、平成21年3月に本館、 究に閲する情報や成果の共有、意見

平成22年10月に研究棟が整備され 交換が行いやすく、効率的に研究を

ました。世界から第一線の研究者が 進めることができます。

集まる、優れた研究環境と高い研究 「北部総合教育研究棟」は、最先端

水準を誇る「目に見える拠点」の形成 教育と基礎科学教育のシームレスな

を目指す「世界トップレベル国際研 融合センターを目指し、全学共用ス

究拠点形成促進プログラム（WPIプ ペースとして、文部科学省施設整備

ログラム）」の施設として、共同研究ス 補助事業により平成23年3月に建設

ベース以外に大型セミナー室や研究 されました。益川敏英名誉教授の

者の交滅が可能なラウンジ等を有す ノーベル物理学賞受賞者E記念した益

川ホールを有するほか、利用形態のるとともに、学際融合研究を推進する

変化にフレキシブルに対応できる機ための開放的なオープンオフィスを

能も有していますロまた、外断熱など

環境負荷に配慮した取り組みも行っr1ps細胞研究所研究棟」は、iPS細

ています。

「国際科学イノベーション棟」は、

胞研究の世界的拠点として、文部科

学省施設整備費補助事業により平成

併

三

備えています。

文部科学省が進める「革新的イノ

ベーション創出プログラム」の拠点の

1つで、平成27年3月の完成予定で

す。この施設には、最先端研究を行う

ラボとともに、他大学や企業との連

携、起業家による研究開発成果の事

業化を推進するオフィスが入居、学

内外の関係者が集い、交擁するイノ

ベーション創出拠点を構築する予定

です。また、一般の学生も集える交涜

の場者E提供します。環境面において

は、太陽光発電や雨水の便所説浄水

利用なEの取り組みを行っています。

「宇治おうばくプラザ」は「京都大

学重点事業アクションプラン2006～

2009J における学生支援事業として

平成21年8月に建設されました。大

学院学生・留学生等が集い、また閏

際会議等を常時開催できる施設とし

て、300人収容の「きはだホール」の

ほか交涜スペースやレストラン、コン

ピニエンスストアなども備えていま



す。宇治市の協力も得て、宇治キャン 事長〉の寄付により平成20年10月に 寄付により平成26年6月に建設され

パスとして地域住民や社会との活発 建敵されました。「杉浦地婿医療研究 ました。

な交涜fJ~可能な、親しみゃすい開放 センター」は、地域医療の教育及び研

的な環境が実現しました。 究の発展に寄与するようにと、杉浦広

本学のシンボルである百周年時計 一氏、杉浦昭子氏の寄付により平成

台記念館周辺を、安全かっ本学の 21年6月に建設されました。「積貞棟』

シンボル的なスペースにふさわしい は、当時の任天堂株式会社相議役山

明るくオープンな憩いの場とするため、 内縛氏の寄付により、患者アメニティ

「第二期重点事業実施計画」事業とし を重視した高度先進医療・最先ill医

て平成22年11月から平成23年5月 療を実践するための環境を提供し、

にかけて環境整備を行いました。 地域社会に貢賦する病棟として平成

LED外灯なEの照明設備については 22年3月に建設されました。「先増医

環境省「省エネ・照明デザインアワー 療横器開発・臨床研究センター」は、

ド2012」優秀事例を受賞しました。 医療横揺開発のボトルネックである
物質ー細胞鋭合システム鎚点研究鎗

本学では学外からの温かい支援に 臨床研究に重点的に取り組む産学連

よる施設整備も進めています。例え 携拠点として、経済産業省の補助金と

ぼ、『稲盛財団配念館Jは、「京都大学 キヤノン株式会社からの寄付金によ

が我ti-園を代表する学問の府として、 り平成23年3月に建設されました。恩

地峨社会はもとより国際社会に対し 修館・合宿型研修施設（D期〉「船哲

21世紀の更なる学術・文化の発展に 房（せんてっぽう）Jは、教育研究環境

貢献していくとと」を共通の理念とし の充実に寄与するようにと船井電機

て、財団法人稲盛財団〈稲盛和夫理 榛式会社取締役会長船井哲良氏の 百周年時野台毘念館周辺環埠盤錨

25 
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｜京都大学における大学改革 主な取り組み

1敏育
.. 11!11・・〈軍量沼E幸痔J也Jj:~－－・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

(1）初年次数育の充実

①入学式に引き続く総長の鵡演

②新入生ガイダンス時の履修指噂等の充実

③学習意欲の向上並びに大学生活への適応をサポートするため新入生特別セ

ミナーを実施

(2）全学共通教育の改輩

①高等敏育研究開発推進梅構における一連の共通事k育改革

－科目の盤理と科目群の見直し

－非常勤講師の段階的削減

・ポケット・ゼミの後期開講による受講者増加

－言語教育の改革：プレゼンテーション科目の設置、初修外国語科目のCALL・授業

・京都大学英語学術語集データベースの開発ならびに「京大・学術語禽デー

タベース基本英単語1110Jの刊行

②高節歓育研究開発推進機構から国際高等教育院へ（平成25年度）

・fl養・共通教育に関して、これまでの構造を改め、企画と実施の両面に対し

て貴佳を負う組織を殴置

－外国人教員の増員

．国際高等教育院に国際学術冒館教育センター{i-ARRC）設置（平成26年度）

・TOEFL ITPの受験豊義務化

(3）入学定員の改訂

・医学部（平成21・22年度）

(4）キャンパス・ミーティングの活用

・全学共通事堂育をはじめとする教育改革に係る全学（教員・学生）の意見を聴

取し、以降の検肘に反映

(5）芙陪による授業の実施

①KU. Pro官le英語による捜索コースの設定．エ学部地理工学科

②KUINEP科目の充実

(6）学事贋の整備

.. ~...，・・uを';3：守あ官三l•>I~~－~

(1）入学定員の改訂

①博士後期課程から修士課程へ定員振替増

－エネルギー科学研究科

－情報学研究科

・地理環境学舎

②修士隷程（専門職学位ill程合む）の定員増

・医学研究科（社会健康医学系専攻、人間健康科学系専攻）

．工学研究科

・経営管理数育部

③槽士後期課程の定員増

－医学研究科（人間健康医学系尊重）

．薬学研究科

・7シ7・アフリカ地織研究研究科

＠修士語種・博士後期課程の定員減

－文学研究科

・法学研究科（法曹養成専攻）

．理学研究科

・藤学研究科

(2）博土課程教育リーテ・イングプログラムの実施

①平成23～25年度：オールラウンド型1件、複合領域型3件、オンリーワン型1件

の採択

②博士課程教育リーデイングプログラム運営会議友ぴ運営委員会を整備（学位

規程停の改正）

③旧京都市左京区役所跡地在取得し、教育研修施設「京都大学東一条館jを情工

＠「総合生存学館・恩修館」

－オールラウンド型

・グローバルリーダー人材育成を目的とする新しいタイプの大学院

・平成24年度設置申請、平成25年度設置

・合宿型研修施設の整備

⑤「グローバル生存学大学院連携プログラム』

⑥「充実した健康長寿社会を築〈総合医療開発リーダー育成プログラム」

①「デザイン学大学院連携プログラム」

⑥「霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーデイング大学院』

(3）研究科横断型教育プログラムの実施

①異分野との遭遇によるブνfクスルー、平成21年度からスタート

②Aタイプ：研究料開講型｛修了単位への編入可）

Bタイプ：特別開講型（修了単位への缶入木可）

(4）ダブルディグリー・ジョイントデイタリープログラムの検討開始

(5）特別研究学生交流協定を新たに圏内12大学と締結

(6）単位互換協定を新たに圏内2大学と締結

(7）「京都大学大学院案内』発事l
匝~・a,'f~•lllf前回目ldl,.....____

(1）国際化操点整備事業（グロー均レ30）壷推進

(2）スーパーグローパル大学倉u成；支援タイプA（トyプ重量）に「京都大学ジャパンゲート

ウェイ構想Jが採択

(3）米国オーリン工科大学等との連指

(4）留学先で取得した単位の認定に関する通則改正や還周の申し合わせ

(5）海外サマープログラムへの参加や中長期の留学を可能とする挙事暦の検討

(6）大学の世界展開力強化事業（平成23年度1件、平成24年度2件）

(7)外園人教員・研究者の増員【再掲】

(8）全学共通事k育における言語数育改革【再掲1
(9）英語綬業の充実［再掲】

(10）博士隈程敏育リーデイングプログラムの実施［再掲】

(11）ダブルデイタリー・ジョイントディグリープログラムの検討開始【再掲】

(12）「胎i釦 FutureLe.!拙描ScholarshipProeramJ実施櫨定締結

(13）全学共通事t育国際学生シンポ；；ウム開催
園陸圃~:a~~.＇ii苦＇－！I.砂E薩唱圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

(1）図書館の利便性拡大

①『学習宣24J整備による自習室経日利用

②全館改修工事により閲覧スペース大幅拡大

③ラーニング・コモンズ整備

＠サイレントエリア整備
·~司・・1:3:まヨ：：＇－'i'：尋 ＇fl>'li事坦圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）学寮の改修

①吉田新寮の建設着工

②簡野寮の耐震改修友ぴ電気設備様器改修

(2）経済支援の拡充

①IA$j制 Fu札reL民Ide時 Schol白隠hipPr咽ram等による奨学金の整備

＠漉業料免除の独自枠の設定

③東日本大震災被災者への独自支援策

(3）学生総合支援センターの整備

・カウンセリングセンター、キャリアサポートセンター、障害学隼支援室の統合に

よる一体的置曽？サービスを充実

(4）課外活動支援

①学生集会所着工

②西陣課外活動施設整備

③北白/IIスポーツ会館改修

＠体育館改修

⑤北部グラウント盟強（人工芝化）

⑥北部クラブボックス整備

⑦北部トイレ・シャワ一棟女子更衣室改修

⑥吉田南グラウンド盤備

⑨志賀高原ヒュッテ移管受入

⑩ポート榔合宿所霊傭

⑪アーチェリー練習場建替

⑫プールスタンド、脱衣室等改修

⑬テヱスオムヱコート張管え

⑪体育系団体、文化系団体の活動に必要な物品．支援

(5）福利厚生の充実

①京都大学生活箇同組合との相互箇カ関係に関する協定書締結

②中央食堂、西部食堂、北郡食堂（北部学生支援センター）の全面改修（耐震

改修含む）、南部食堂の一部改修

③吉田商構内共北ショップ（生也）設置

＠カフェ（タリーズ）設置

⑤駐愉場の整備と自転車シzアサービスの導入
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(1）入院改革検討本蔀設置

(2）特色入院の導入（平成28年度入院から）

・入試検討タスクフォースの検討（平成24年度）を踏まえ、入学試験委員会等

で継続的に検討

・平成26年3月に記者発表
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(1）高大連t軍事業の実施

①主要都道府県友ぴ関係市の教育委員会との連携憧定締結

②学びコーディネーターによる出前授業・オープン授業

③東京都教育凄員会と共催で「京都大学高校生フォーラムinTokyoJ開催

(2）オープンキャンIf.ス、ジュヱアキャンパスの充実

(3）「京都大学サマースクール2014J、『京都賞高校フォーラムJなどの開催
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(1）教育制度委員会の復活

－実質的な審司障を平成20年度後半から再開し、教育改革を推進するよで重裏

な役割を担う。

(2)3つのポリシー

・7ドミッション、カリキュラム、ディプロマの3つのポリシーを確立

(3）新任教員教育セミナーの実路

(4）大規模公開オンライン隠塵edXヨンソーシアムに日本から初めて多加し、平成26年

4月より授業配信開始

Z研究
畢型盟国凶！：；＞S':t主!JP~』.

(1）年間位8億円に湖加（平成25年度）

－科学研究費補助金等137•億円

．受託研究・補助金書事4強億円

．寄附金田億円

(2）主な外部資金

①グローバルCOEプログラム（平成20年度6件、平成21年度1件）

②科学技術システム改革事業（旧科学技術援興調整費等平成20年度5件、平

成21年度4件、平成22年度4件、平成23年度1件）

③最先錨研究開発支援プログラム・FIRST（平成22年度含件）

③最先錨研究基盤事業（平成22年度4件）

⑤臨床研究中樹宵院整備事業（平成24年度）

⑥元素戦略プロジェクト（平成24年度2件）

①再生医療実現駆点ネットワークプログラム（iPS翻胞研究中核虫点｝（平成25年度）

⑥研究大学強化促進事業（平成25年度）

(3）京都大学外郎賞金公募情報サイト「鎗j開設

t>~』・·~io!~.＝証言明ii百五E剖[f}l;J：＇＂＂＇・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）物質ー細胞綜合システム拠点(ICeMS）設置

(2)iPS細胞研究所（CiRA）設置

(3）白眉プロジェクトの実施ならびに白眉センターの設置

(4）学際融合敏育研究推進センター設置｛現在、31ユニット・1拠点・1システムを支

援 29頁参照）

(5）グローバルCOEプログラム【再掲】

(6）元素戦略プロジェクトI再掲】
(7）研究大学強化促進事業【再掲】

’宮司置司jl;廿i'·'i•'fi日IE.＇；：；盟国＇＇;I＂~・E・言，主正？i事通園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1)URA（リサーチ・アドミニストレーター）の採用、学術研究支掻室（URA室）を設置

(2）名誉教授中心にシニアアカデミーを設立

(3）京都大学たちばな賞（優秀女性研究者賞）創段

(4）京都大学若手研究者スタートアップ研究費創霞

(5）京都大学若手研究者ステップアップ研究費創設

(6）京都大学コアステージパックアッヌ研究費創設

(7）京都大学若手研究者キャリアパス多様化促進事業の実施

(8）学術情報リポジトリ「KURENAIJIJI'世界リポ河、リランキング包011年7月版）にお

いて、世界第8位、圏内第1位となる。

ー恒国置訂正対岡市制~I寸·－－－
(1）「ジョン万プログラム」による若手研究者、職員、学生の海外留学促進

(2）外国人教員・研究者の増員I再掲】
(3）世界をリードする研究体制の構築【再掲】

(4）国際大学連合(AEARU、APRU、IAU）との連携

(5）海外の大挙と連携した国際シンポジウムの実施

(6）早稲田大学他7大学炉連携して米国NPO「日米研究インスティテュートJ設立

院副・E当事長ま王il'J~議司圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）共同研究件数が増加、民間企震からの共同研究安入額が全国1位〔平成24-25年度）

(2）特許移転による収入が増加（平成23、24年度全国1位、平成25年度全国2位）

(3）産官学連携本留と産官学連携センターの統合

(4）共同研究爾座・共同研究部門制度場入

(5）虫学術指場制度導入

平成20年10丹一平成26年9月

開以下には、一部、訟本総長が信長首任以前t乙研究・財務担当理事としτ実施した現目fl吉宮れτいます．

(6）国策による共同研突への取り組み

①文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム（COiSTREAM）」拠点と

して「清カある生涯のための凶st5Xイノベーション』採択

※COi右enterOf Innovation 

＠渥済産.省「中長期研究人材交流システム構築事業」による企業との共同

研究型長期インターンシップの全国組織I産学協働イノベーション人材育成

協副会」の牽~r

(7）大規模な共同研史の推進

①1AKプロジェクト｛アステラス製薬株式会社）

②CK~プロジェクト（キヤノン株式会社）

③DKプ口ジェクト（ダイキン工業株式会社）

＠革新型書電池免措科学基礎研究事業（12大学、4研究僧閥、13企業）

＠凋的クラスタ－fl！成事業『京都ナノテククラスターJ
⑥先端医療開発特区（スーパー特区）採択

⑦メディカJトイノベーションセンター（TK、DSK,TMK,SK各プロジzクト）
③包括的連携契約

－シャープ株式会社

．橡式会社国際電気通信基礎技術研究所

．大阪ガス株式会社

・船井電極株式会社

．株式会社カネカ

・サノフィ・アベンティス株式会社

．住友ベークライト株式会社

(8）地域と連携した研究の推進

①『京毎大学大学院農学研究科附属鹿場の移転等に係る基本協定書J締結

②関西イノベーション国隠厳略総合特区参画

③けいはんなオープンイノベーション楓点（｜日・私のしごと館）整備箇働パネル参画

(9)i量挙共同の研究開発による実用化促進（大学に対する出資事業）「京都大学

イノベーションキャピタルJ設立計画認定

(10）学外にペンチャーファンドを設立（1号、2号）

(11)iPSアカデミアジャパン株式会社設立

(12）関西ティー・ヱル・オ一株式会社と業務委託契約を提携ならびに株式取得

(13）産業歳争力忽般会（COCN）入会

(14）独立行政法人や大学共同利用様開法人等（産業総合技術研究所、高エネルギー

加速器研究梅構、総創血琢環境学研究所）との連携也カの推進に関する也定締結

(15）関西経済連合会入会

畢到E措置；；~~~は：~（•JJ:t＂仁両E•U;ti圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）「京都大学研究者経覧データベースj、「京都大学教育研覧活動データベースj開設

(2）「KyotoUni咽 rsityR鍋艇富由ActivitiesJ発刊

(3) rLAUREATES Awcwd-Winni『唱Scholarsat Kyoto UniVE罰 ityJ発明j

t'.6jl・E占有＝•m：伝通＇ ＇ li>ltl阿菖：；；，調l:・事雪tokFU町：；；，：－

(1）京都大学雌争的資金等不正防止酎画策定

(2）乱調mi喝研修「研究費等の適正な使用について」実施

(3）研究費使用ハンドブック（日本語版、英語版）刊行

(4）権内検収所の設置と機能強化

(5）安全保障愉出管理体制整備
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(1）ノーベル賞授賞式出席

－平成20年益川敏英名督教授

・平成24年山中伸弥1PS細胞研究所長・教授

包）全学寄附研究部門の新設

3.社会貢献・社会連鶴・情報完備
・＇ !Ii圃al.L＇￥~11.t't-t'1ι(!JJτ屯l:fll定通園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）京都大学東京オフィスの新設（利用者数は7万名超）

(2）東京オフィスでの連続講演会「東京で学ぶ京大の知J実施

(3）「東京フォーラムJを平成22年度からリニューアル開催

(4）本学卒業生の財界トップによって鎗長応援団「京都大学鼎会」が設立さ札総長の

リーダーシップを物心両面で支援

(5）京都大学の未来を語り合うra長と新社長との溜量産会』を京都と東京で毎年開催

(6）「京都大学 byAERA～知の大山服、京大Jを刊行し、全国の書店等で

20,300部販売

(7）京大生がつくるキャンパスマップrweicome！：京大」を刊行

(8）「京都大学ファンブック」を刊行

(9）朝日新聞『大学カj、リクルート『大学の豹東jの出版に協力

(10）工フエム京都rKyotoUniversity Academic Talk」を放送開始

27 
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｜京都大学における大学改革 主な取り組み

＂’却E 司Fもi1'1計量虐司L11読もーーーーーーーーーーーーーー
(1）京都大学基金の募集活動を多樹に展開｛平成部年9月末現在13，叩4件、15.0億円）

(2）基金運営委員会の殴置

(3）「本d創募金』の開始

(4）「京都大学カードJの発行

(5）「京都大学基金寄付者銘板jの設置

(6）寄付者に対する「感謝の集いJの開催

(7）京都大学基金戦略の策定

(8)77"ンドレイザーを雇用レ、積極的な寄付募集活動を展開
民!!C－是三~－茸r'f'l:aリFE仁E 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）「京都大学同窓会Jの充実 101組織（学部・研究科等同窓会47、圏内地縮同窓会

27（連絡会1を含む）、海外地鳩同窓会＇23、クラブ・サークル系同窓会4)

(2）「京都大学アラムナイ・ネットワークシステムJの開設

(3）「京都大学同窓会｛京大7ラムナイ）Fiぉebook.J運用開始

(4）「京都大学ホームカミングデイ』の開催

I'！！！＇；四・時引先主＂·Ii>~；事司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1）総長と京都大学記者クラブとの思議会、総長と東京における報道関係者との想

歯車会の開催

(2）京都大学広報戦略の策定

(3）京都大学公式Faceboo駄の運用開始

(4）京都大学ホームページのリニューアル

(5）タッチパネル式及び＇30センサーを周いたモーションサイネージ式映像コンテンツtこ

よる広報発信の構築（冒周年時計台記念館・学士会館・東京オフィス）

民~－－－~再；J:li司悶·：·.1；；；；！訂正活~~同l!Jj";i普通園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）探索医療センターとEBM研究センター、治験管理センター、医療開発管理部の

発展的佐合により「臨床研究総合センター」を世置。厚生労働省より「臨床研究

中核病院jとして指定【再掲】。

(2）厚生労働省より、「がん診徳弘長病院J、「小児がん鎚点、病院Jとして指定
(3）寄付による病棟I積貞棟J整備

(4）東日本大震災に関レて、DMAT隊員、ことろのケアチームを派遣

(5）病院内に『iPS細胞臨床開発部」設置

(6）先端医療磁器開発・臨床研究センター霞置

(7）ブータンへの医療団の派遣

(8）総合高度先端医療病棟着工

(9）次世代ハイブリッド手術室の霊備・稼働

(10）隼活習慣病予防研究センターハイメディック棟寄付決定
"!ii・E’店主亡抗馬海軍主置圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）京都の未来を考える密話会「京都ビジョン・2040J発表

(2）地｛知）の拠点整備事業（大学COC（センター・オブ・コミュニティ）事業lrKYOTO

未来創造抱点盤備事業一社会変革期を担う人材育成j採択

(3）陣地施設と地域を繋ぐ『京大ウィークスJ開始

(4）「東日本大震災」被災地の復興支援に係る京都府との包括連携箇定締結

＂~jl・－－~1：＂－・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）京都大挙柑盛財団合同京都賞シンポジウム開催

(2）京都賞高校フォーラム開催【再褐】

(3）名誉フエロー称号を制定、これまで4人に称号を授与

－平成25年度アウン・サン・スー・チ一氏、稲盛和夫氏、山内渇氏

．平成26年度船井哲良氏

(4）大学評価シンポ·~ウム実施

(5）京都大学シンポジウムシリーズ「大震災後を考えるj開催

(6）科学掻術と人類の未来に閲する国際フォーラム（STSフォーラム）参加

4大学運営
ir;!!i-'-'3'1.t司:!i~li~l!Jj";i長・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）鉱大役員留陵会および役員臓崎会憾の実施

(2）理事補制度創設

(3）総長室設置

(4）渉外部設置

E’喝・.；.＇Iii主f•Uii伺固］ljJJ:!~玉石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1）部局執行部との意見交換

－平成型～・23年度にかけて、部局執行部と大学運営について意見交換を相，＼

今後の経営戦略立案の参考とした。

(2）未来事定時検討チームによる提言

①京都大学の国際化

②リベラルアーツ・教義教育

③大学入試制度の将来像

＠キャンパスの将来像

＠凋究者・職員の人材育成

⑥外郁載略

(3）「機能強化プラン包011・2014）」策定

G港礎的学聞の強化と新たな課題に対応した柔軟な教育研究体制の構築

＠激員の教育研究環境の改善

③若手研究者の脅威強化

③人材の育成体制の強化

⑤留学生・外国人研究者の安け入れと日本入学生・研究者の留学の促進

＠湘•·経営基盤の強化
ir;~圃m:,'f_:'l；：量五ゆ1J;；~~同面1§1~主吉：ii1i;i,~Llc·圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）学際融合教育研究推進センターの設立とユニットの集約【再掲】

(2）「10年後の京都大学の発展を支える教育研究組鎗改革に向付てJ策定

(3）「京都大挙の持続的発展を支える組織改革の骨子」策定

If;！！；－巳1.三師団司lii~i1•UI':r,~・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）国際交涜センターを国際交涜推進機構に統合

(2）外国人教員の増員I再掲】
(3）総長主催「外国人研究者との交歓会」開催

(4）国際戦略「2xby2020」策定・実施

(5）海外事務所の設置

①産官学連携欧州事務所（英国・ロンドン）

②京都大学欧州提点ハイデルペルクオフィス（ドイツ）

③京都大学ASEAN拠点（タイ・バンコク）

＠今後、米圏西海摩、米国東海岸にも順次開所の予定

(6）連携事業の実施等

①第1固英国ヲJストル大学．京都大学シンポジウムの開催（英国・ブリストル）

②第1固スイス・京都シンポジウムをスイス連邦工科大学との共催で開催（スイス・

チューリッヒ｝

③第1回目立台湾大学ー京都大学シンポジウムの開催（台湾・台北）

＠第1固仏園ボルドー大学ー京都大学シンポジウムの開催（仏国・ボルドー）

⑤IAUTM勾包却13剛志淵催(AUTM:A暗記．剖io-1of lklivl:潤 HyT底打田町V

Managers) （京都）

⑥IAPRU(As蹴 i剖ionof Pac而cRimUn岬宮ities 環太平洋大学協会）理事就任

①第9固AEARUWm  Tec:hr叫匂ya咽corrc:x.』断SC副官eWot同司法開催

(AEARU：官官A舗ociationof East Asi釦陪滋姐刷、Universiti笛束アジア

研究型大挙協会）（京毎）

⑥第16固京都大学園際シンポジウムをトルコ・コッチ大学との共催で開催（トルコ・

イスタンプ－Jレ）
⑨第17回京都大学国際シンポ·~ウムをAEA RUとの共催で開催（京都）

⑩鱒18回京都大学国際シンポジウムをタイ・チュラ口ンコ〉〈大学及びAUN(ASEAN

Univer冨ityNetwo耐の箇カにより開催（タイ・バンコク）

⑪第19固京都大学国際シンポジウムを米国ハーバード大学との共催で開催（京都｝

⑫第却固京都大学国際メ〆杭Fウムを米国ハーバード大学との共催で開催｛米国・

ボストン）

⑬ユネスヨとのイン書ーンシップ箇定館結式忍び斗ネスヨ事務局長鱒演会開催（京都）

⑬第1固京都大学・サウジアラビア共催ワークショップを開催（京都）

⑮鱒2固京都大学・台湾大学シンポジウムを開催（京都｝

⑮第21回京都大学園際シンポジウムをインドネシア・ポゴール康科大学と共催で開催

⑫スウェーテ’ン・京都シンポジウムを開催｛スウzーデン・ストックホルム）

(7）大学問学術交流櫨定急がほぼ倍増、60機関と締結

(8)Tlmes H切官官Ed出atlon-Wald陣取.rtatlonRankings 2013年23位→2014年19位

ir;~－－－；司a＿臨司二＇＂'h!ll；寸：；嗣kー・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）第一期・第二期中期目樽期聞における人件費・定員管理の在り方に関する基本

方針に基づく人員管理

(2）流用定員の解消、『重点施策定員」の整理・統合による「峨略定員j創設

(3）物件費や外部資金費財源とする特定有期雇用教員等制度創設

(4汀再配置定員」創設

(5）教員の定年延長

(6）総合専門業務室（専門業務臓員｝設置

(7)年俸制教員制度の導入に向げた基本方針策定

(8）人件費削減、運曽費交付金削減への対応と梅能強化に向けた取組の方策策定

I[;！！，；.・＇：！：！ :I計三a;;J:1;AM1>J1;'fa'-l:曹面白，.，：nmj：，.：－・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）「京大中期目棚・中期計画ハンドブック」刊行

IE!!FAi.E-rl•. !l ~J-:'~I冒\Oil[1帽Eゆ毘干H・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(l)IC鴫員E、IC学生証によるセキュリティ強化と利便性の向よ

(2)1T鞍略委員会の設置とICT基本戦略の策定



(3）情報環境様構にIT企画室、情報環境支援センター設置

(4）全学メール教蔵員周rKUMail」、学生用rKUMOIJ運用開始

(5）情報セキュリティ強化のための脆弱性診断システム運用開始

(6）学習支援システム「PandAJ運用開始

(7）大規模公開オンライン瞬盛岡Xに日本で初めて参加し、授集配信開始【再掲1
(8）無様LANネットワークの全学展開
E里ζ圃•＇.！ i:t.守 {l>J;荷主唱圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）共通事務部体制を根幹とする事務改輩に着手

ir;~－＇－＇~.Ll:JJd'~置fl恒i;w~翫厄！＞J[jil置伺田［'iii五E:jJi届舟•＇.t：：圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）中央府省庁との人事交法

－総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省

(2）中央府省庁との意見交換会の実施

・総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

E!H・E・ W:i:著書白J".－司直圃圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃圃圃圃圃圃・

(1）資金運用の拡充

(2）「ファイナンシャルレポートJの充実

(3）「重点事業ア佑匂ンプラン笥溺～・2009J（第一期）、「第二期量点事業実施計画j

の策定・実施

(4）戦略的経費としての『全学経費Jの確保、「部局運営活性化経費」の新設

(5）新たな予算配分制度の構築（所要額による人件費予算の確保など）

(6）第1期の法人評価を反映した運営費交付金の獲得（プラス配当）

(7）経費削減情報Neviの策定

(8）京都工芸織維大学との共同調達の実施

ir;!Hi圃・le ~i.沼田~ ~J'•'.Ur:r-：－・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）担当副学長創設

(2）男女共同参画雄進本留の設置（男女共同参画雄進室と女性研究者支援セン9ーの紙合）

(3）男女共同容画アクション・プラン、男女共同参画推進重点プラン策定
!f;!li院a・ ... ~辺自民主；－圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

(1）掌術研究想談会（RU11）の立ち上げならびに共同声明、提言等の発信

(2）大阪大学、神戸大学、京都大学3大学連携の取り組み

①関酉経済連合会と3大学学長憲議会実施

②相互の協力に関する協定締結

③3大学学長シンポジウム開催（大阪、中国・蘇州、ベトナム・ハノイ）

(3）国立大学協会会長就任

(4）大規模災害等発生時における近a陸地区国立大学法人聞の連携・櫨力に関する

協定鱒結
ir;!liK・.，両ヨ....... ヨ0\-WON尻竜，•r1<3';~司:t~－・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）京都大学におけるハラスメントの防止と対応についての冊子刊行（外国人向け英

文冊子岡崎刊行）

(2）ハラスメント相懐員マニュアル作成

(3）リスクマネジメントおよびコンブライアンス専門の郁署の設置

(4）コンブライアンスの手引リーフレット刊行（英文版岡崎刊行）

畳!!if,－三正二j~.'I己ミ~MAiゆ'JJ:l,)11>1 ,,t活1ゴ位置圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）京都大挙たちばな賞（優秀女性研究者賞）創設【再掲】

(2）京都大学孜孜賞創設

5.施殴整備、環境対鏑
.. ~圃・E弓正当凶i{i>]j亘圃ヨ圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

(1）東日本大震災を受付た本学施設耐震化の取り組みの取りまとめ

(2）学内施設の耐震化率の向上（平成25年度末93%)

(3）本部構内に入構カーゲートを設置・運用開始
.. ~」・E司有l：玉三軍司王1",lllf.i:I'，』.~'t(.l'>l elf: .. 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）物質細胞統合システム倶点施設整備｛中央）［再掲】

(2)iPS細胞研究所研覧棟整備（南部）

(3）国際科学イノベーション棟猶工（中央｝

(4)i-ARRC：国際人材総合教育棟｛園陵高等教育院棟）婚エ｛中央）

.. ~－：ヨ6l:モヨ憎み'1'cli;\.'l「E・E・－・E・－・E・－・E・－－

(1）稲盛財団記念館整備（南部｝

(2）病院・積貞棟整備（南部川再掲】

(3）医学・杉浦地減医療研究センター整備（南部）

(4）病院・先端医療機器開発・臨床研究センター整備（南部川固からの補助金と寄付

金により建霞）【再掲】

(5）恩修館・合宿型研修施霞（ll期）『船哲房」盤備（商曹）

(6）病院・生活習慣病予防研究センターハイメディック棟寄付決定【再掲1
l.~－－1U·；市匂~.:1［園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

(1）おうぱ〈プラザ整備（宇治）

平成20年10丹一平成26年9月
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総長就任挨拶

伝統を基礎とし革新と

釘造の魅力・活力・実力

ある京都大学を目指して

平成20年10月2目

平成20年10月1日をもって第25代京

都大学総長に任命されました。その重責

を果たすべく、意義ある大きな仕事に挑戦

し、京都大学のために身を捧げるつもりで

います。

本日は、就任にあたって、日頃考えてい

ることをもとに、これからの京都大学の進

むべき方向について私の基本的な考えを

皆さんにお示ししたいと思います。

京都大学は創立以来、自由の学風のも

と閥逮な対話を重視し、京都の地におい

て自主独立の精神老酒養し、高等教育と

先端的学術研究者E推進し、111年が過ぎ

ました。京都大学は平成16年4月1日から

困立大学法人京都大学が設置され、その

法人が京都大学を設置するという形態に

変わりました。法人化後は、中期目標設定

および評価基輩の導入など、国立大学時

代とは異なる新たな制度・環境変化への

対応が求められています。

激動の変革期といえる現在、京都大学

には、自由の学風を継承発展させつつ多

元的な課題の解決に果敢に挑戦し、地球

社会の調和ある共存に貢献するζとが期

待されています。

教育基本法第七条に「大学は、学術の

中心として、高い教養と専門知識を培うと

ともに、深く真理を探究して新たな知見を

創造し、その成果を広く社会に提供すると

とによって、社会の発展に寄与するものと

するIと明記されています。との基本法の

精神において、第一の使命である教育は

「知の伝承」を湿して広く人材を育成する

とと、第二の使命である研究は、最先端の

研究活動を行い「知の創造」、「知的体系

の構築」のため深〈真理を探究するという

ζとです。また、大学における創造的な研

究活動には、その過程に学生たちを積極

的に掛目させ、次世代を担う優秀な人材者E

育成するという重要な機能があります。こ

のよラに、大学における教育と研究は車の

両輸をなすものであり、不即不離でなけれ

ばなりません。第三の使命である社会貢献

にはいろいろな形態があり、知の社会発

信、産官学連携、政策提言、附属病院の高

度医療など多様な展開が可能です。

とのような多様性を特徴とする大学の

使命者E果たすべく、時涜に滅されることな

く、濠とした気械を持ち、学術の府としてそ

の存在を園内外に示し、同時に京都という

誇りと文化に満ちた環境下で、教養入、閏

際人、世界的研究者を軍出し続けるととが

できるよう、京都大学を確固たる戦略のも

とで運営していくととが求められています。

大学とそが知の源泉であり、街沃（えん

よく〉な大地のごとく、我が困および人類

の将来にとって人材と研究成果を生み出

す欠くべからざる存在と考えま1九

言うまでもなく、大学の根本は教育と研

究です。それらをさらに充実するために

は、教員、職員が誇りを持って仕事に取り

組むζとができ、その中で優れた学生が

育成され、その学術環境が持続可能であ

ることが必要です。人材ζそが大学の最も

大きな資産であります。それを活かすため

には、教職員を今以上に大切にする雰囲

気を醸成するととが肝要です。すなわち、

教員が教育や研究に専念できる銭本的な

体制作りが喫緊の課題です。また、教育・

研究・医療を支える職員が誇りと向上心を

持てる体制を確立するととも重要です。そ

のため、教育支援、学生支援に加えて、確

閏とした財務基盤、研究支援、国際交涜支

援、環境施設整備老強化する大学全体と

しての戦略がなければなりません。

大学には語るべき多くの項目があります

が、今回は以下の、教育、研究、人材活用、

国際化、アウトリーチ、基盤整備について

考えを述べてみたいと思います。

1）教育について

教育は大学の根幹をなす活動です。国

際社会においてリーダーとなりうる優れた

人材を輩出する教育システムとその実績

がますます重要な大学の評価基準となり

ます。とくに、閏際舞台では、高度な専門性

を基盤とする発言力、研究成果の発信力、

コミュニケーション能力などが必須とされ

ます。さらに、世界のリーダーに広く見られ

るように、深い教養と高い識見も求められ

ます。私は“学聞は真理をめぐる人間関係”

と考えており、この資質を大学において酒

養するととは大変重要と考えます。そのた

めには、理系、文系を分かたず主として学

部1、2回生の時期に、全人教育が十分行

えるシステムが必要です。そζでは、専門

基礎は最小限にとどめ、リベラルアーツの

科目を中心にして人間力酒養をはかると

とが重要と思います。若い時代に多くの人

に出会い、異分野にまたがる友人ネット

ワークを築くことは生涯の宝となります。

学部・大学院時代の専門教育は、学生

に対して専門家としての基盤を築かせる

重要な大学の活動です。大学全体の教育

理念や教育制度のあり方についても十分

な議論を尽くすとともに、教育の理想と時

代の要請に応えることができるよう、必要

であれば改革についても積極的な取り組
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みを進めてゆきたいと考えています。 には、学会、園内・国際共同研究、産官学 員会の陪席だけでは職員は十分に自ら

ただし、全人教育や全学的な専門教育 共同研究なEに対して聞かれた研究体制 の意見を述べるととができなかったの

の制度改革は短期聞にできるものではあり のもとで、教員個々人が切礎琢磨すること で、私が所掌する委員会なEでは職員も

ませんロ10年先の京都大学の教育目榎を が求められます。そのためには、教員が可 委員として参画するように進めてきまし

定めて、全部局が協力して教員配置・役割 能な限り研究に専念できるように、全学的 た。今後は全学的に教員と職員が共に議

分担も含めてじっくりと議論する必要があ な支援体制を考えねばなりません。さら 論し、新しいととにチャレンジできる体制

りま曹三また、教育環境整備も計画的に全学 』こ、・白眉”と呼びうる優秀な若手研究者を 作りを進めていきます。その中でルー

で推進すべき課題で主諸外国の大学環境 確保し、次世代研究者として育成すること ティンワークだけでなく、専門的な業務

に比し、現在の京都大学の教育環境整備 が、今後の研究大学、高等教育機関として のできる職員を申間職（アカデミックス

にはさらに改善すべき余地があります。 の最優先事項です。 タッフ）として位置づける制度を創設し、

対話を根幹とした自学自習・自得自発と グローバルCOEプログラム、科学振興調 積極的に学内に配置していきたいと思

いう思念を実現する上でも、履修支援、進 盤費、受託研究等の申請段階からの支援 います。専門化した中間職種の職員を増

路指導、キャリアサポート等を全学的に検 に加えて、これらが採択された場合の各種 やして、教員が本来の教育・研究に専念

討し、学生支援をさらに充実してゆく必要 支援を全学で組続的に行うζとも今後は できる環境の構築を目指します。

がありまれ 必要不可欠です。また山中伸弥教授のiPS 京都大学における女性研究者、女性職

細胞研究など、傑出した研究成果を出した 員の数はまだまだ男女共同参画からほど

2）研究について 研究グループへの積極的な全学支援がで 速い状態にあると考えますロとれを改善

研究は教育とともに重要な大学の使命 きる体制作りも、今後の画期的な成果を目 するためには、キャリア・パスの各段階で

です。研究大学として京都大学はこれまで 指す教員にとって大きな励みになると思 女性が不利になる条件を一つ一つ取り

多くの実績を上げてきました。本学は、世 います。すなわち、申請書作成、報告書作 除いていく必要があります。また、教育や

界をリードする自然科学、人文学、社会科 成、経理処理、科学コミュニケーション等 研究の現場を外国人に聞かれた環境に

学の基礎から応用までの幅広い研究分野 の全学的な人的・物的支援は、個別支援よ するζとも京都大学の国際的プレゼンス

において大きな足跡を残し、伝統を築いて りも、より効果的と考えられるからです。 の向上、グローバルスタンダードへの大

きました。しかし、国内外の大学のグロー また、社会や学術の情勢変化に柔軟に 学の対応の道筋と考えます。もちろん無

パル戦略が進行する中、安聞としていられ 対応できるよう、全学の部局組織を超えた 理な数値目標を定め、教員・職員の質を

る状況にはありません。総合大学の長所を 人事交涜や研究グループ形成を円滑に進 犠牲にはできません。言語・生活環境の

生かすためには、競争的資金になじまな めることができる制度を構築する必要が 地道な整備によって状況を改善していく

い基礎分野、長期の研究期聞を必要とす あります。 必要があります。

る研究分野なEをしっかりと支援する財政

的仕組みを構築する必要があります。 3）人材の活用 4）国際化について

これまでに基礎学術分野を学内的に支 中間職種の創設と多様な人材（女性・ 世界中の主要大学は国際連携を積極

援する全学協力経費に競争的資金等の 外国人等）の活用は本学にとって重要な 的に進めています。京都大学にも海外か

間接経費と寄附金の一部を充当してきま 課題です。 ら多くの連携の打診があります。京都大学

した。このような学内制度を効果的に機能 国立大学時代には、教員・職員聞の意 はアジア、特に東南アジアで活発なフィー

させるととで、競争的資金を獲得できる研 思疎通が十分とは言えない部分もありま ルド研究活動を展関しており、強固なネッ

究分野の推進のみならず、大学全体の学 した。法人化後は教員と職員とが協力し トワークを構築しています。東アジア、アフ

術研究の健全な発展そ支えるととが可能 て問題解決にあたらなければならない リカにも研究教育拠点、連携拠点の展開

となります。 難聞が山積し、教職協働の意識と行動が が進んでいます。しかし、先進欧米諸園の

世界レベルの研究競争を勝ち按くため 一層重要になってきています。従来の委 大学との学術連携は個々の研究者問、あ
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るいは部局聞にとどまっており、大学全体

としての本格的な連携や協力関係のため

の拠点作りは遅れています。すなわち、南

北だけでなく、東西（欧米）にも拠点ネット

ワークを構築し、京都大学の国際的プレ

ゼンスを高め、優秀な留学生、研究者の確

保を図ることが急務です。その実現のため

には、欧州での拠点設置、米国でのネット

ワーク活用などの措置を迅速に講じる必

要があります。

また、さらに国際化を進めるためには、

留学生寮、外閏人研究者の生活環境整備

などを計画的に推進するとともに、外国人

教員の増員も必要です。

5）アウトリーチについて

大学のアウトリーチ活動は多様化し、す

でにかなりの実績を京都大学は挙げてき

ました。広報、産官学連携、共同研究、地域

連携等をとおして京都大学の現状と将来

構想、教育・研究の考え方などを社会に発

信していますが、今後その機能をさらに強

化する必要があります。同時に、国際社会

に対して学術誌、マスメディアなどを通し

た発信のみならず、教職員が積極的に間

際舞台で活躍することが必要であると思

います。

アウトリーチ活動の一環として、博士学

位取得者を、キャリアサポートセンターや

教育研究現場でのf分な研修の後に、企

業、官庁、地方公共団体などに派遣する制

度なども、広い知識を身につけさせる機

会として有効であると思います。

6）基撞整備について

国立大学時代には、大学のキャンパス

整備、施設整備、大型研究設備整備等の

各種インフラ整備は文部科学省など聞

の所掌事項でした。しかし、法人化後は、

ζれらの整備は基本的には各大学法人

が進めるべき事項となりました。このイン

フラ整備財源確保は今後の大学運営に

とって難問ですが、目的積立金や寄附

金、基金利益などの活用によって計画的

に進める必要があります。とくに早急に

行わなければならない対象は、遅れてい

る桂キャンパスの整備の他、学生寮、職

員宿舎、学生課外活動拠点、図書館、駐

輪場などの整備です。施設整備のみなら

ず、キャンパス間交通網、環境安全リスク

管理システム、共通情報システムの構

築、研究者総覧データベースの充実など

多くのインフラ整備が必要であり、ζれら

の課題に積極的に取り組んでいきたいと

思います。

私は人とそ大学の礎と考えていますロす

なわち、教員・職員ともに能力を発揮する

ことができる職場として大学の制度・仕

組・意識なEを改革し、魅力・活力・実力あ

る大学にしてゆきたいと思います。

総長就任に際し、長尾真元総長から「楽

天知命」と揮嘉された害者をいただきまし

た。とれは、易学からとられたもので、「天

を楽しみて命を知る」と読み、天命を受け

入れて、自分の使命を全うせよ、とも解釈

できるようです。大学を取り巻く社会状況

はますます厳しくなってきておりますが、

なによりも学術の府として、京都大学の伝

統である対話を重ね、構成員全員が誇り

を持って京都大学の明るい未来に向けて

前進し、社会の期待に応えていかねばな

りません。そのために粉骨砕身努力する

所存です。皆さんのご協力を心よりお願い

申し上げます。

大きな可能性に瞳を輝かせ、この場に

晦まれた3,006名の皆さん、京都大学にど

入学おめでとうございます。ど来賓の井村

裕夫元総長、尾池和夫前総長、名誉教授、

列席の副学長、各学部長とともに、今日の

佳き日をお祝いしたいと思います。京都大

学に入学するまでに、皆さんは、さまざま

の長く厳しい受験の道を辿ってとられたと

とと思います。敬意を表したいと思います。

また、これまで皆さんを支えて乙られたご

家族や関係者の皆様にも心よりお祝いを

申し上げます。

私は、昨年10月1日、京都大学第25代

総長に就任いたしましたが、皆さんは、私

が総長となって初めてお迎えする学部入

学生ですロ今年は、入学式会場を、ζれま

での吉田キャンパス内の総合体育館か

ら、こと平安神宮前の「みやζめっせIに

移して、今回がここでの初めての入学式

となります。

さて、入学された皆さんに第一に申し上

げたいことは、本学の教育と研究の理念

です。本学を受験されるにあたり、大学が

定めている理念をすでに読まれていると

恩いますが、本学の理念は、次のように

なっていま1九

「京都大学は、創立以来築いてきた自由

の学風を継承し、発展させつつ、多元的な

課題の解決に挑戦し、地球社会の調和あ

る共存に貢献するため、自由と調和を基
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礎に、ζζに基本理念を定める。Iとありま いるすべての人に個性があって、自己を ださい。

す。この理念の根底にあるものの一つは、 確立していて、すぼらしい人たちの集団に 教授陣をはじめとする教員は未知のも

「自主自立」の精神であり、ぞれは、本学の いるという自覚をすること、このことはとて のを学ぽうとする者に対して、同じ遣を歩

学生諸君には、一人の成人として、自らに も大事なととです。己の中にある自らに特 む先達として真剣に向き合い、必要なそし

責任を持ち、自ら主体的に勉強と研究老 むことができるよう、自らを鍛えるという て多様なカリキュラムを用意しています。

行ってほしいということです。本学は、「自 「自鍍白侍」という基本的な考え方も身に ζれとそが京都大学の伝統的な教育と

曲の学風を持つ」と社会から言われるとと つけてほしいと思います。 研究のやり方で吹ーその成果として、1949

が多いのですが、そのきっかけの一つは これから、大学での学びが始まります 年、日本で初めてのノーベル賞を受賞さ

木下康次初代総長の言葉にありますロ が、それは高校までのものとは大きく異な れた湯川秀樹先生や朝永振一郎先生を

今から遡ること112年前の1897年9月 り、それに戸惑うこともあるかと恩います。 初め、昨年物理学賞者世受賞された益川敏

13日、本学初の入学式にあたる、入学宣誓 とれまでの学びには、常に答えがありまし 英先生・小林誠先生や、一昨年iPS細胞を

式において、木下先生は、「諸君は既に後 た。しかし、大学で学ぶ学問には、答えは1 世界に先駆け作り出した山中伸弥先生の

見を脱したる者として否人は諸君を過す つではありません。答えがわからない乙と 研究などが結実することになったのです。

る也。困て平素の事は細大注入の主義に が多く、それをどのように解いてゆくか、そ これらのよく知られた研究成果以外に

依らず自得自発を誘導することを務めんと の方法論を学ぶことが必要です。そのた も、とても数え切れないほど多数存在する

欲す」との教育方針を示されました。 めには、受け身の姿勢のままでは、京都大 本学の世界最高水準の研究は、既成概念

京都大学では学生を独立した一人前の 学での学聞は成り立たないととをまず申 にとらわれない自由活逮な議論、そして真

大人として扱い、学生諸君は自主的に責 し上げなければなりません。皆さんは、い 撃な学問追求の姿勢から生まれました。

任を持ち、自ら発し、主体的に学習や研究 ずれ日本社会のみならず世界のリーダー 本学は10の学部、質の高い17の大学院

を行ってほしいと希望したのです。やが として様々な分野で活躍してゆくことにな 研究科と専門職大学院、加えて全国でも

て、この自由尊重の精神が京都大学の伝 ると恩います。そのためには、自らが専攻 最も数と多様性を誇る13の研究所も擁す

統となりました。 する学問分野の基礎と応用知識や技術を る日：本最大般の総合大学であり、自ら望め

言うまでもないことかもしれませんが、 身につけるだけではなく、一見関係のな ぽ他分野の知識獲得を容易に行いうる環

皆さんにはくれぐれもとの「自由」を誤解し いように見える他の幅広い素養や周辺知 境にあります。

ないようにしてほしいと思います。自由は、 識をどん欲に獲得し、それをもとに多元的 さらに、全学共通教育では1回生を対象

勝手気ままで無責任な態度や行動を意味 に判断し、物事の本質を見抜く力量を備 としたポケットゼミナール（通称ポケゼミ）

するのではありません。私の理解する自由 えてほしいと願います。 と呼ばれるユニークな少人数クラスなどを

というのは、自分自身がいろいろな発想を チャレンジする対象をどのようにとらえ、 通じて、とれら世界の最先端を走る研究者

して、自分で自分を大切にして、個人が光 定式化し、解いてゆくかという、真の思考 に直接に接する機会にも恵まれています。

るということです。 が求められるのですロ手がかりとしては、さ 最近の社会問題には、グローバルな金

また個人が組臓に縛られずに自由な発 まざまな学問分野で組み曲されてきた方 融危機に端を発する経済不況、資本主義

想で行動しつつも、常に社会や周辺の 法論を学ぶととが有効な手段となりまt の在り方、所得格差などが顕著化していま

人々を思いやり、責任ある態度を貫くとと 京都大学における学びの機会は、真理 す。人権の保護や多様な視点による共同参

です。 探求の道を自らすすむ者には、あまねく開 商社会の実現なども最重要課題として取り

京都大学の特色は、そうした諸先軍が かれていますロしかし、そとには、ときとし 組んでいく必要がありますロまた、地球環境

数多くいて、それらの諮先輩が、学術界・ て、濃密で激しい考え方のやりとりが必要 問題では、生命の起源の探求、安全な医学

経済界・政界・文化界など多方面で活躍 となるとともありますb 的応用、新物質や材料の探査、新エネル

し、独創的で大きな仕事や業績を残され 決してあきらめず、閥遣な対話と相手 ギー開発、地球環境の機能保全から宇宙

てきたことにほかなりません。京都大学に を尊重し、自らを重んじるよう心がけてく 開発まで、難問、課題が山積していまホム
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今、まさに人類にとって地蹴哨阪に見

える段捕になり、人間自身の生存が関われ

る時代に皆さんは直面するととになります．

＊＇！に学際的かつ備軍量的に物事者 t考える

「生存学Jが関わればじめています。私は国

際会議君主ど-rJ.、海外の研究者と長年交加し

てきましたが、世界的な夢晩成果をあげて

いる研究者の多くが、自らの研究とは全く

異なる分野の学織も量豊かで、人聞としてと

ても賂カ的なととに鴛かされてきまし丸

理系の人でも省学や法学や文学、歴史

と言った文系分野にも明Qく、文系の人で

色、工学や医学や理学·•学と言った理系

の学問に強い輿埋まを持っています。

皆さんにも、そういう国際的知歳入とし

ての教義な身につけると同時に、専門家と

しての知識にのみとらわれ吠一段高い視

点から今後の省界そ見る能力者量得てほし

いと，患います。そのためにも、脅さんが経

験するとれからの大学生活では、議書にも

多〈の時間~1事げることを総長として誇S避

します．ぞれも多読によって、視野そ広げ、

結競によって深く思案し、自らな磨き、後車産

で多元的な問題に対処できるようになって

ほしいのです。インターネットで安易に情

報にアクセスす.Qのではなく、理系3従来に

とらわれるととなく、説書によって頭そ務

し時空右越えてほしいと思いまれ読書に

よって、いにしえの賢者に相~みえ、世界

中の先達者E友としてください．そのために

は、語学もまた大事で講的、との機会に是

非さまざまな外国語の轡得に色努力して

ほしいと思います。実の国際人にはどうし

ても国際請は必要とされます。若いときに

チャレンジした外国請はたとえ忘れるとと

があっても、再度必要なときにその語学の

勉強を再開する上では非常に役立ちます。

現在、大学には~よそ3,000名の教員

とおよそ2,500名の議員、およそ22,000

名の学生がいます。3宗務大学在学中に出

会い、そこで生まれる人間関係は将来

きっと皆さんの人生を彩りS濃いものにす

るととでしょう。

勉強や研究で出会う人のみならず、クラ

ブ活動やその他の出会いを大切にして、自

ら進んで人間関係の緩を織りなしてほしい

と思います。我々 教職員は、伝統を基礎と

し革新と創造の継カ・活カ・実力ある京都

大学者E目指して、大学の教育・研究環境そ

充実させていきま1丸本日ご磁B容のご家族

や関係者の皆様には、引き続き、本学への

支緩や応滋.~切にお願い申し上げます。

最後になり1ましたが、告さんには、何より

も自らの健康そ大切にし、f*とととろそ鍛

え、学業に励んでいただきたいと思い家

ず。そして、新たな友人と尚会い、語らい、

疎外活動やボランティア活動等様々な可

能性に目を肉＋久力一杯活癒されんことを

願いたいと思いますミ

「初め有らざるなし、よ〈終わり有る鮮し

（すくなし〉」という言葉があります。

告さんが入学に際し、それぞれの思いで

2主役新たにしておられると思い去すが、ど

うかそのフレyシュな怠気込みを忘れると

となしぜひ有償の美を飾ってくださみとと

そ祈念し、私の入学式の式辞とさせてい

た？をきます．

京事事大学へのど入弘おめでとうござい

ます。

本目、学士の学位~授与されるゑ752

名のみなさん、ごZ修業おめでとうごぎいま

す。ど来貨の沢田敏男元総長、3幸村裕夫

元総長、名谷教授、列席の副学長、学館

長、都局長をはじめとする教織員ー同とと

もに、みなさんのご率業~心から~·祝いい

たします。あわせてど家族、ど友人、聞係者

の皆様にもお慶び申し上b践す。

京都大学の113¢の軌跡において、み

なさんそ含めて本学の卒業生の累計は、

18万ゑ365名となりました。みなさんの前

には18万人そ越える先噂が存在するとと

になります。

みなさんは今後社会のリーダーとして

京都大学で場われた人間カを基礎に、人

類全体の生存基盤がおびやかされつつあ

るとの図鯵な時代に、世界そ舞台に未来

週E切り拓く使命を巣？とさねばなりません．

その使命を果たすためには、とれまで習

得した知識だけでは十分でないことはみ

なさんも盤々 承知されているととと思いま

す。知識はゑットワーク化され、一つの体

系をなぎないと臨機応変に使える電与のと

はいえ家宅金んo!J:た、ゑ•yトワークをなすの

は傭別の知識にとどまら吠その周辺にみ

る人間関係も自然にその練馬主要素となり

~1-:。人間関係の米yトワークは敵遜無碍

なものです。同館代のネットワークに加え

て、先頭E後級友人や教師とのネットワー

ク、更に書物などを通じ時間給や国境~

35 



36 

館えたネットワーク、例えば、過去の巨星も

あなたのネットワークのー員になっている

かもしれません．「学問とは真実を遺る人

関関係であるJと私が信ずる所以でありま

す．大学生活そ週じて築かれた、時空·~超

えた知織の＊ットワークがみなさんの霊

穫です。今後はまずまずネットワークを広

げ、世界が直面する多元的な課題の解決

に挑戦していただきたいと思います．

かつて本学の叡授を務めた哲学者・和

辻哲郎先生は「成長を欲するものは、まず

視を確かにおろさなくてはならない．上に

伸ぴる事をのみを欲するな．まず下に食

い入るととを努めよ。」という言葉を残され

ています．ネットワークはとの援に通じま

す．根を伸ばし、綴を大きく盛り、様々 のよ

きものを自らの栄aーとして食欲に吸い上

げ、常に120%の自認を持ち続け自らを

大衡となしてほしいと思います。

みなさんはとれから社会において多〈

の試練に寵爾するととになると恩います

が、苦蜂の時にζそ、大学を思い出してく

ださい。大学というものは、学生の自学自

習を綾舞し、広い視野と深い敏穫を身に

つけるにふさわしい街沃な土峰です．学

生にとって大学は、それぞれが社会で自

立できるよう自らを鰻え、強い気迫と意

志人の気持ちがわかる情の豊かさ、深〈

広い知畿、即ち、知、情、意の充実をはか

り、体力を強化し、人間力:e腹き上げる堀

所でなければならないと私は考えていま

す。みなさんは大学を率重量して初めて、い

かに才能にあふれ、ヨ長時らしい人々 に囲

まれていたかがわかるととでしょう．社会

人として旅立つにせよ、進学するにせよ、

乙の卒業式で一つの区切りをつけ、新しい

スタートラインに立つみなさんを、京書官大

学はこれからも応援していきます。卒業す

るみなさんがときには母校在訪ね、語ら

い、また同窓会活動の場として、また生涯

の学習の場として京都大学を人生の還”

として積極的に活用していただけるよう

踊っています。

これからも世界は大きく変貌していくζ

とでしょう。その滋動の原動力と対応力は

すべて人にかかっています．とのととを受

け、世界の先進国は人づ〈りの最終段階

ともいうべき高等教育にカを入れて、更

なる発展の道場E高等教育が生み出す技

術革新にかけようとしています．一方、畿

が園の高等敏育に対する財政支出の水

草はOECD加盟国中最下位であり、母近5

年間の高等教育費の伸びはOl!CD加盟国

で唯一マイナスになっています．その鎗

果、不況にあえぐ家計が高等教育を支え

つづけなければならないという現実があ

ります。ご家族の厚い支援に大学として御

礼申し上げるとともに、卒案生のみなさん

には、とれまでのど家援の負担や支優に

対し、今日の良き自にぜひ感謝の気持ち

そ伝えてください。

本目、みなさんの率濃の記念に鳳呂般

を用意し1ました．嵐呂取は「包む」、「結

ぶj、「広げるjといった使い方から、「幸せ

を包む」、「人を結ぶJ、「つきあいや見織を

広げる」という意味に通じるといわれてい

ます。京都大学を卒業されるみなさんが、

人との結びつきを大切にし、更に見.唱を

広げ、それぞれの幸せに包みこまれます

ように駆って、本記念品を贈ります。

最後になりましたが率業して、社会で漏

隠されるみなさんには、様々 な場所で、京

都大学で身につけた自学自習の精神そ活

かして話題しつつ、みなさんの母校である

京都大学で研究紋育を続ける研究者の

応援もお願いしますーまた、約e’jを占めa;

みなさんは、修士課程に進学され、大学院

で学び、研究を続けるととになりますが、

私は京書官大学が優秀な人材者E活かせる

大学であるように、学内外で必要となる改

革を進めていきたいと考えてい宏す。

今後も絶えず自らを省みて、身体を償

え、乙乙ろそ膚き、体とζζろのバランス左

大切にして、ご沼周されるζとを鳳い、学

士の学位を授与されたみなさんへの私の

お祝いの言葉といたします。

ご卒業おめでとうございます。

本目、疎水の水面に緩映ゆるとの「み

やこめっせ」にご参集の3,031名のみな

さん、京都大学に入学おめでとうございま

す．ど来賓の尾地和夫前総長、名轡教授、

列席の膏j学長、各学部長、吉野局長、および

殺班員とともに、みなさんの入学ぞお祝い

したいと思いま1九~ti::、みなさんの長〈厳

しい勉学が見事に実そ結びましたととに

敬怠を愛しま1九そして、とれまでみなさん

を支えてとられましたご家族や関係者の

皆様に心よりお祝い肺し上燃す。



さで、みなさんは今回量産ともいうべき匡 今回の来日本大震災~契績にすとし綴 らかの新しいものを付加するという貢献、

大地Z慮、大津波、ぞれに緩く原子カ発電所 野そ広げて考えてみたいと思います．ー見 ぞれが研究の蛍みです．やがて小さな貢

事殺の渦J1:rでとの入学式に臨んでいま 安定しているように見える大婚は、突は変 献カ鳴約、壮麗な学術体3長崎策される

す。この空前絶後とるいえる巨大地震と大 動を続けており、本質的に不安定であり、 わけです。換言すると、これこそが学備な

湾波可？多くのかけがえのない命が失われ その上に私たちは営々 と文明書E築いてき 形作ってきたのです占みなさんもその歴史

ました。ζの東日本大震災とそれに伴って ました”さらに販られた資源そ無線である 的君主営みに、学士穏程の仕上げとなる本

起とった原子カ発電所事故により被曾に かのように錯覚し、経済成長そ遜じて生活 業研究望撃で、ささやかながらも針目してい

あわれている方々および被災地にど家 の安楽さと利便伎のみそ追求していると くととになるでしょう。ただし、専門家は噂

銀、ど頼感、ご友人・知人がおられる方々 、 次世代にとられかねない日々そ送ってい 門に専心するあまり、都分に埋設し、全体

ならびに被災各県出身の入学生のみな ます。総量求が人類文明'l'支えきれなくなり 像唱E見失う危険があります。その弊に陥ら

さんに心からお見舞い申し上げます。 つつあるζとな様々 な徴候が示していると ないためにも、自らが専攻する学問分野の

国~挙げて救援、復旧活動お潜められ、 どに鑑みQと、我々 はそろそろ文明の泌り 基礎と応用にかかる知識や技術をSきにつ

復興色検討され始めたとの時期に大学に 方~再考す.；，障害期に来ているのではない けるだけではなく、一見関係のないように

入学するというととは、生涯忘れるととの かとも思います。そのためにみなさんは歴 見える他の織広い素養や周辺知機毒機幾

ない記憶として残るととでしょう。そして、今 史から過去唱E学び、それに現代の知書提唱E として食欲に吸収し、それをもとに多元的

後災地~＂炉心に日本人が互いに助け合 組み合わせるととによって、将来の長期的 に判断し、物事の本質•.t:見抜くカ量増旨備え

い、鐙然と秩序a;.g行動ぞとり続け、日常 などジョン~a;るべき婆というものな書事態 てほしいと厳います。そして、過去に鱒られ

そ取り戻そうと努力している裂は、日本人 できる人聞にならなければなりません． るζとなく、可能な限り早い段階に自分自

が線量産してきた「和」の精神を世界に肉け 今の日本には、地球社会のリーダーに 身の思想や人生哲学の骨·.f'a~作り、ぞれ

て示すものとなっています．そこで示され 必望書とされる、将来事Eはるかに見通すカそ に肉付けし、4年後には今の自分と違う自

る自助~共助は日本人の鰐りです。後災地 もつ人間はそう多くないように思います。 分をそむこ見いだしてほしいと患いまも

から穆れた京都においても、被災地の苦 例えば、みなさんの多くはこれからまだ50 京都大学における学びの織会は、真理

襲撃そ分かちあい、長く心象寄せ、復旧と復 年以上生きていくととになるでしょうが、そ 探究の道.t:自ら進む者にあまねく聞かれ

興に積極的に支援していきたいものでホ の半世紀先まで見通せる人聞というのは てい~す．しかし、そこには、ときとして、濃

東日本大震災において、現代の先機斜 ぞう多くありません。京都大学に入学のみ 密で激しい考え方のやりとりが必要とえま忍

学技術の持者E集めた各種施穫が大自然 なさんには、遠い将来そ見通し、未来そ創j ととも≪＞ります一決してあきらめ吹、f活遥な

の威力の前でもろくも崩れ去り、大きな後 遣できる人閉そぜひ目指してほしいと思 対話Jと相手の立場、考え方も毒事E宣すると

容につながりました．これを短絡的に科学 い＊す。将来を見通すためには学術が積 とな忘れず、あわせて自らも重んじるようと

の限界ととらえ、みなさんは虚無主義に提 み盤ねてきたデータの普積場E岨鳴する総 とろがけてください。ζの自らを盛んじると

われではなりま宅金ん。今回の大震災に関し 力が必重要です。その上に立って、何そすれ いう「自重自敬1の考えは明治·3~の本学

ていえば、科学者は地震や大量挙波につい ば、自分が理想とする、あるいは世界が理 の第1回入学ffjえに由来し去す。その心

で科学的知見ぞとれまで書積してきまし 想としうる祉会·~維持発展させるととがで 得~税かれた木下康次初代総長は奮とし

た．そのうえで、その知見そもとに、行政や きるかというととを考えることができます。 てその言葉を本学に残してください＊し

各種寝業者がリスクやハザ】ドそどこまで その際に、あるべき未来の幾そ機怨するた ？と。その替は現在総長応援室を飾ってい

経済的に貯容するかという水惨を怒定l;,. めには、撤回たる世界観や轡学が必要で ます。＊た、木下総長は『自盤自敬Jの£帽

社会は運営されてきたの？す．そのような ず．さらに、現代金士会は高度に分譲化活れ に続けて、「設に諸君は、既に後見書~a隠し

枠組みで本当に良かったのか、今後の社 た専門家主士会です．大学のーつの機能は たる者として奇人は、諸君主著E遜'tl>君主りJと

会のらり方そみなさんにもぜひ真剣に考 その専門家宅E型車成するととにあります... 述べて、「自立独立Jそ学生に勧めておら

えていただきたいと思います。 門分野に深く切り込んで、既存の知畿に何 れます．ど家族や関係者の皆様には大学
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生活のために一定の銚助をお願いすると ととそ願います．そして、健康に留怠し、 での数々の厚いご支援に対し、大学とし

とにはなりますが、私たち教司農民同様、入 様々な自分の可能性に目を向け、カ一杯 て御礼申し上4対抗そして、卒業生の皆

学生ぞ強立し？と側人として処遇されるとと 活隠され、誇りある京大生となられんとと さんには、とれまでのど家猿の負担や支援

をお鼠い殺しま札 埋ま祈念し、私の入学式の式務と1させてい を肝に銘じ、との織会に感謝の気持ちそ

現在、京都大学にはおよそ3,000名の ？とifきます． ど家擦に$直に伝えるよう希望します．

教員と2,500名の猿員、22,000名の学生 京事事大学への入学、おめでとうござい 霊祭が国は、昨年の3月11日に未曾有の

がいます．京都大学在学中に出会い、ぞと ます。 来日本大震災に見舞われ、復興へのカ強

で生まれる人間関係は、将来きっとみな い鍵音〈っちおと〉は聞かれる色のの、まだ

さんの人生を重量織なものにするととでしょ 道は半ばという状況にあります。このA憶し

う。学業において出会う人のみならずL謙 い時代に皆さんは一市民として、また今後

外活動やその他の幽会いそ大切に、生涯 社会のリーダーとして京都大学で猪われ

の知己、友人を得、多くの人々 と考えを交 た人間カ4安基礎｝ζ、持てるカ4量発揮し、世

織し、自ら進んで人間関係の緩~織りなし 界~舞台に我が固と人類社会の未来を切

てほしいと思います。我々 教機員は、伝統 り拓いてほしいと思います。

ぞ基礎とし革新と創造の魅力・活力・実力 そのために、大学院進学の皆さんは、Z撃

ある京都大学を目指して、大学の教育・Sf 門ごとに分かれてこれからさらに学術に

究環境そ充実させていきます。本目ご臨 際さぞかけるととに力者E注いでください。

腐のご家族や関係者の皆織には、引き続 ー方、主士会に羽ばたく管さんは、職場では

i壁、本学への支援や応援を切にお願い申 社会の様々な問題とこれから日々格闘し

し上げます。 でいかねばなりません。いずれの遣にす

最後に、みなさんに江戸時代に高い粉 すむにせよ、とれから歩む長い人生にお

度·~~つ「大目本沿海奥地金図」と呼ばれ いで、大学生活において身につけた知識

る実測地問者量作製した、伊能忠敏の心意 や休織ではまだ＊だ十分とはいえ吠途方

気とその言葉そ紹介したいと患い去す。 に暮れるような斌績に直面することでしょ

伊能忠敏は50歳可？隠居し、心機一転し、 う．その際には、大学での学びを基獲に常

19鎌も年下の禽織歪時〈よしとき〉の門 に梁微かつ強靭に患いそめぐら命、道を

下に入り、西洋天文学、数学、西洋暦学高E 本目、ど来賓の尾池和夫前総長、列席 切り拓いていってほしいと思います。

学び、正副廃な測量技衡を確立し、55畿の の理事・劇学長、学怒袋、怒局長者をはじめ 芸術の世界においては、芸が緩客の心

1800年から71餓の1816年まで17年間 とする級職員一聞とと寄与に、2,818~の皆 に染み入るには、作りどとと実際のどちら

会国各地君主測量し、日本国の実測地図の さんに学士の学伎を授与する運びとなり と怠いいがたいような微妙な兼ね合いが

データそ集め＊し1じそして、自にした沓 tました．学士隷程そ無事修了され、学位~ 大切であ~といわれてい去す。E援のみなら

物によると伊能忠敬は「事務紳の注ぎ候の 得られたととに君事く敬意を表するとともに ず、突のみならず、その境界でa>る皮勝に

ところより自然と妙墳に入り、歪密の土の .fiJI隆ぴを申し上げます。京都大学の115 とそ芸の妙があるとする、との虚実皮膜諭

歪~f毎週Eも尽くし候」という言葉を残したそ 年の歩みの中で、皆さんそ含めて本学の は江戸時代の劇作家近総門左衛門が

うです．その大意は、ー点に綴神若宮集中 率業生の録音れま、191,105名となり、普 諮ったものと1されています．

すれば、勉強や仕穫に自然と興味が湧 さんの前に約19万人もの先裁が歩んでい 私は、この虚実皮臓論は芸のみならず、

き、最上の結果に至ることができ~という るととになりますL 人生そのものにも通じると思います。我々

ことです。みなさんら自らの集中すべきー 併せて、ど家族ならびに関係者の皆様 は日々 の思考において、日後Jと「実Jの双

点~見つけ出し、司？とで刻苦綴励される よりいただいた、今日の$業式~迎えるま 方そめぐらしています。「怠」には、『実Jで
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ないとととして、今現実のものとはなって 実皮8棄に~りといえるのか色しれまを＇A,,, 体そ鍛え、ところそ飽き、人の痛みやを士会

いないけれど、「こうしたい、とうらりたい」 この虚実皮臆で拍象化1されているとと の開店そ敏感に感じ取れるよう、バランス

という内容を含めることができます。とれ は一鍾の思念と現実の絡聞とみなして色 感覚そ大切にし、知［Jj兼備の人としてど活

は当然まだできておらず、実現していない いいからしれませんa志によってデザイン －~されるとと埋ま自民い、 r~極集jの閉そ良〈考

ものです。例えば、理想や夢といったもの されたこの虚実皮厳にとそ人生の醍翻味 え生きて行かれるととそ錫待し、学士の学

~「虚Jに数えて寄与いいでしょう．一方で、 と真実がありまもそして、虚実皮膜の厚み 佐々授与された告さんへの私の餓〈はな

r~旬、すなわち現実は我々の周りに確か や皇室かさを決めるのが、惨さんのこれまで むけ〉の言葉といたします。

に存在します．現実から厳れすぎると何色 治ってき、今後ますます奮唱貸しZ生ければな 本日は誠におめでとうござbぜホ

具体化することはでさ1ません．我々 は、こ らない、教義なのです。これからも教幾を

の「虚Jと「釦~行き来しながら、そのどち 深めるととそ怠ってはならない所以でホ

らかに埋設す.f>のではなく、その虚実の皮 本日の.重量式で一つの区切りそっけ、

肢で起こるせめぎあいそ通じて、心にある 新しいスタートラインに立つをきさんを、E友

怠志そこの世の＊で笑現させていく存在 書巨大学はとれからをh応後していきます.21総

なのではないでしょうか。 .する惨さんがときには母校そ訪ね、宮署ら

学問の世界にも虚実が~るとされます． い、ま？と阿愈会活動の場として、ま？と生涯

学聞の鹿実は虚学と築学で代表されま の学習の織として京都大学在人生の釜納

す。実学は平たくいえば、実際に役に立つ として積極的に活用していただけるよう

学測であり、虚学はそうではない学問、ず 願っていまれ

なわち直後tまたは今すぐ何かの役には立 本目、京都大学大学院に進学される修

たない学聞です。皆さんの学んできた学 士議程ゑ234名、専門膿学位謙程329名、

間分野がどちらに分類されるか令書簡論し 博士後期療程884名のみなさん、おめで

でもあまり意味はありません。その境界は とうございます。ど来3貨の長尾奥元総長、

かなりあいまいだからです。 列席の観j学長、研究科長、学舎長、教育線

ぞれよりむしろ学聞における「虚Jと 主義、研究所長、および教務員とと唱与にみな

『笑Jの役割高E考えるζとの方が重要です。 さんの進学をお祝いしたいと思います.~

ぞ宅与そも研究は、理性のカで「実」そ見な ft、これまでみなさんそ支えてこられたど

がらra」そ追求するという形ですすめられ 家族や関係者の皆様に心よりお祝いを申

ます．いいかえ.f>と、研究者の務ぎ澄1まさ 卒業して、社会で活S認される皆さんに し上げます．

れた感性？実の綬語隠そ採りながら、頭の中 は、様々 な場所で、京都大学で身につけた 我が国は、昨年3月11日に東日本大民

で「慮」の世界者滑策し、「笑Jの根源~－ 自学自習の総持者旨溶かして活擁されるζ 災に見舞われ、との困難からの復旧や復

明していとうとします。このように、学問は、 とと患いますが、一方で惨さんの緑綬であ 輿のさなかにあります。園者E挙げての復旧

実体をもとに、実体から怒れた鏑象論·~積 るE友銀大学で研究教育そ続ける研究者の や復興が道半ばにも至っていないとの時

みE重ね、作り上げられていくものなのです。 応援、ぜひお願いします。sr.tc、修士銀綾 期に進学することぞみなさんは片時も忘

事実そ集積するだけでは学問とはいえ吹 に進学され、大学院で研究者E続ける人も れではなりま宅金ん．そして、議々 は後災地

ぞれらそ抽象化して、原理原S切な打ち立て 多いと思いますが、私は京都大祭が優秀 から綴れた京都においても、被災地に長く

るととに学問の糞骨頂が諸島り、ぞれがひい な人持者E活かせQ大学で≪iるように、学内 心者E寄せ、その苦’·~我がζととし、大学

では幅広い「笑Jにつながっていくものな 外で必要となる改2駆者世進ぬでいきたいと 人として、ま？と個人として、復興に協力する

のです。その意味で、学問もその本質はと 考えています． 決意書旨ととに新たにすべきです。

の虚実のせめぎ·~It＇，それが行われるII 黄島後に、今後も総えず自らそ省みて、身 震災を契機に、今後被災地にさのよう
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な手助けをしようか、Eういう貢献が大学 ちできるよう体系的な教育が行われます戸 れを知ると為し、知らざるを知らずと為せロ

院生としてできるだろうか、さらには安寧 専門職学位課程では、高度の専門性を必 是れ知るなり」という言葉があります。要す

の世界をつくるにはどうしたらいいか、専 要とする職業なE~こ従事する人材を育て るに、わかったことの認識のみではまだ足

門を極めるととだけでいいのだろうか等、 るために、理論と実務との橋渡しを行う新 りず、わからないととをわからないと正しく

様々に悩み、考え始めていることと思いま たな教育課程の中で学修が進められ、国 認識することによって、真の理解に到達す

す。災害からの復興にはあらゆる専門知 際的に活隠しうる人材の善成が行われま るということですb無知の知ならぬ、不知の

識が必要とされま吹ーすなわち、非常時、復 す。博士後期課程では、修士課程までに修 知といえましょう。ことまでくれば後は簡単

旧時、復興時といった異なる段階におい 得した知識や技術を基礎に、自ら研究計 です。「よし、私が、誰も気がついていない

て、日本や世界といった異なる場所におい 画を構想し、独創的な研究者E遂行し、学術 とれをやってみよう」とか、「まあ他人が

て、それぞれ緊急性の高い活動を機動的 誌などにより研究成果を国際的に発信し やっているかもしれないけれど、私もその

に成し遂げるための広範囲に及ぶ専門知 ていくよう指導が行われます。とれら大学 ととについてわかりたい」と独創への船出

識が必要です。しかし、みなさんは不幸な 院において、みなさんは専門分野におい が自然に行われますロこのように研究室に

大災害の全体構造を常に心に置きながら て世界の最先端に躍り出ることを目指し おける共同生活を通じて、はじめはおぽ

も、まず自分の専門分野を通じた貢献を てください。その努力は遠からず実を結ぶ つかない足取りだったものが、研究を続け

考えてください。さらに、みなさんが生き按 ものと私は確信していま1九 るうちに、「あれ、誰よりも私のほうが良く

いていかねばならない今後50年のあるべ これから大学院において、みなさんは研 知っている」ということに気がつき、ぞれが

き姿を見通し、地球社会のリーダーのひと 究の真の面白さを体験することになるで 自信に繋がって、研究に遁進ずる原動力と

りとして活躍できるような研績も積んでく しょう。私の体験者Eお話しすると、研究室に なります。これは私の体験にすぎません

ださい。みなさんの多くは自分自身の素材 入ることがその始まりでした。多くのみな が、みなさんにはみなさんの機会が用意

としての価値を十分には認識できていま さんは、体育会やクラブを除けば、少人数 されています。これからの大学院での時間

せん。私も大学院修士課程に進学したほ での共同作業共同生活をあまり経験して を生かし、みなさんのみずみずしい感性

ぽ45年前にはあまり自信が持てず、人生 となかったと思いますロ大学院で研究室に で研究の真の面白さを味わい尽くされる

に・ついてはっきりした見通しを持つてはい 入ると、杏が応でも共同生活を送ることに ことを期待しています。

ませんでした。周りの人々も同様であった なります。身近にライバルがいて、日々指 本学には大学院を中心にして1,800名

と思います。しかし、現在多くの友人は臼 導教員と密なやりとりができ、これまでと を越える留学生や、海外からの研究者が

本あるいは世界のリーダーとして活躍を は違った生活を送ることになります。その 在籍しています。海外の大学との学生交

しています。みなさんは確実に社会のリー うえで、所属する研究室や研究グループが 涜協定も数多く締結し、海外での武者修

ダーとなる人材です。社会において中心的 取り組んでいるテーマについてその舞台 行の多様な機会を提供しています。また、

役割を担い始める十年先をひとまずの目 裏を垣間見ることになります。また、京都 多くの京都大学の研究者が国際舞台で活

処にリーダーに必要な知識体系を準備し 大学は物事の根海を尋ねるとと、すなわち 躍をしています。本学のとの学術資源を有

ておいてください。さらに、リーダーとして 「務本」を志向する大学であり、本質は何 効に活用して、大学院時代に活動の場を

世界で活躍するには語学力、説得力、企画 であり、ぞれは何故かといラととが常に議 世界に拡げて、ぜひ積極的に海外に雄飛

力、発信力、感化力などの人間カも併せ酒 論されます。その探求過程において、知議 してほしいと思います。ぞれは何事にも代

養されている必要があります。 獲得のために漠然と勉強していた時には え難い有意義なものとなるでしょう。私も

さて、みなさんが進学する修士課程で 気がつかなかったこと、とりわけ自分はい 初めて海外に出た若い時代の心の高揚を

は、学士課程で身につけた知識や教養の かにわかっていないかということ、一方で 今でも忘れることはありません。

蓄積の上に、さらに基礎的な知識を補い 自分のみならず、世の中にはとんなにわ 未曾有の大震災に見舞われた日本社会

つつ、研究のために必要な専門知識と技 かっていないことが多いのかということが は、広い視野、柔軟な思考、難問を前にひる

術を身につけるなど、専門家として独り立 わかってきます。論議に「これを知るをこ まない気概を持ったリーダーを必要として
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います。我が国あるいは人類の未来は我々 2011年3月11日に起こった東日本大量 業は頭が柔軟なうちが効果的で、その果

自らの手で拓かねばなりません。みなさん 災による困難は今なお続いています。国 実は時闘をかけて徐々に熟成していくも

が、京都大学の大学院生として、さらなる高 を挙げての復旧や復興はまだ途上にある のなのですーみなさんの人生の基礎を築く

みを目指し、既成概念にとらわれず、常に といわざるを得ません。被災地から離れた 時聞は、今を除いては、実はそんなにあり

「闘い」老自らに発しながら、課題解決への 京都においても、長く心を寄せ、被災地の ません。京都大学としては、この4月から国

道1i:切り拓いていくと同時に、自鍛白侍の 苦難を我がこととし、復旧と復興を積極的 際高等教育院を設置し、教養教育の改善

精神で自らの心身を磨いていかれるζとを に支援し続けていかなければなりません。 に着手します。試行錯誤しながら、最善の

願い、私のお祝いのことばといたしまホ 今、大学に入学するみなさんはこのことを 教育をめざし、大学はこれからも変わって

みなさんの活躍を期待していますロ大学 肝に銘じ、自ら行いうる貢献を主体的に いきます。その過渡期に入学したみなさん

院進学、おめでとうございま1九 行ってください。 は、易きに涜れずに、しっかりと勉学に動

さて、みなさんは、入学後の様々な可能 しんでほしいと思います。

性に心躍らせ、今日を迎えていることで 大学生になって、今日からみなさんは新

しよう。これまで十分にできなかったス たな経験を様々にしていくことでしょう。し

ポーツや趣味、社会活動の機会や新しい かし、クラプ活動であれ、授素であれ、書

友との出会いがみなさんを待っていま1九 物を通じた経験であれ、経験というのはい

選択肢は無限です。みなさんはもしかする くら積んでも、そのままではその人を変え

と、いわゆる「楽臆科目」で単位をそろえ、 るものではありません。経験を自分で岨噌

残りの時聞は学生時代にしか出来ないこ し、消化し、同化する能力をつけないと自

とをやろうと考えてはいませんか。確かに 分のものとほならないのです。同じことを

大学生活で勉学以外のζとに時闘を費や 経験しても、ある人はそれを糧に伸びる場

本日、例年よりも優しい薄緑の柳の新 すことは一つの選択です。しかし、勉学は 合もありますし、全然変わらないこともあり

芽が厩にそよぎ、桜舞うζの「みやζめっ それにもまして重要なのです。「港南子」に ます。知らず知らずのうちに半可過になっ

せ」に参集の3,025名のみなさん、京都大 「時は得難くして、失い易し」とあります。世 て、むしろ退歩する人さえいます。やはりそ

学に入学おめでとうございます。都大路Iこ 界で活躍している本学の卒業生と話をす とには、自分場E向上させたいと思い、自分

はすでに鵬腐の花もところととろ見受けら ると、みなが異口同音に言うととがありま を鍛え、他人に頼るととなく、自分自身に

れ、厳しく長い冬を経て、雪解け後に様々 す。「大学でもっと勉強しておけばよかっ 侍む、自鍛自侍の気概がないと経験はわ

な草花が一斉に開花を迎える北国の花畑 たん勉強なんでいつでもできると今のみ がものにはならないと思います。

を努跨とさせる状況に、身のまわりの気象 なさんは思っているかもしれません。先輩 現在、京都大学にはおよそ3,000名の

の変化を強く感じました。自然現象と同じ 方もそう思ったのでしょう。現代社会にお 教員と2,500名の職員、22,000名の学生

く、人聞社会も疾風怒諸のごとく変化して いては一生学び続けなければ、冒頭でふ がいます。京都大学で出会い、ぞとで育ま

います。 れた疾風怒湾のように涜れる社会の動き れる人閑関係は、きっとみなさんのこれか

ご来賓の長尾真元総長、尾池和夫前総 についていくことはできません。大学で学 らの人生を豊かなもの｝こするととでしょ

長、列席の副学長、各学部長、部局長、およ ぶととは将来を通じて学ぶ基礎となるも う。学業のみならず、謀外活動やその他の

ぴ教職員とともに、みなさんの入学をお祝 のです。例えるならば、人闘の歩みととも 出会いを大切に、生涯の知己を得、多くの

いしたいと思います。また、みなさんの日々 に蓄積されてきた知識の宝庫を開く鍵を 人々と自ら進んで人間関係の綾を織りな

の研績が見事に実を結びましたことに敬 手に入れることが、これまで受けてきた教 してほしいと思います。人聞は己が考える

意を表します。そして、とれまでみなさんを 育以上Iこ、大学での学び、とりわけみな ほどには、一人では何もできないもので

支えてとられましたど家族や関係者のみ さんの直ちに受ける教養教育によって可 すロ取り巻く周りの環境によって大きく左

なさまに心よりお祝いを申し上げま1九 能となるのです。そして、そのような基礎作 右されるのです。それゆえ、親友に巡り合
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う、あるいは良い書物に遣り合うための努 を恥ずかしがらずにいえる積極性や自主 くあれoJという言葉を贈ります．

カを積極的にする必要があります．また、 性を備えるととIL:ほかなりません．そのた

ひとりで努力して色解決できないととはた めには練習や経険も必裏です。ぜひ大学

くさんあります．患不濯もるりまれ人から 時代に、十分に錬られた計画と箪舗のも

間違ヲた方向に感化されてしまうととさえ と、紛摘学を経厳してほしいと患いまホ

あるかもしれ去せん。そのようなとき、常に 大学として体制を盤値いみなさんの鯵飛

人関関係も含め、自分の置かれている環 そできる限り支援したいと患いますー

境や自らを省みるととが量援で1れそして、 Adversity makes a man wise. 

その中から自分で確信の持てるものだけ 多〈のみなさんはとの英織のζとわざを

を還り該き、可憾な限り早い段階に自分自 ご存知かと思います．日本語では、「娘雛

身の思想や人生省学の骨織を形づくり、 汝~玉にすJと訳されて人口に胸策してい

それに肉付けし、今と遣う自分を擁立して ます．私は、みなさんが乙れまで十分に銀 最後に、伝統を基礎とし革新と創造の

ほしいと思います．「年年銭宙開似たり、 難~経験する繊会に恵まれなかったので 魅力・精力・実力ある京都大学を目指し

歳歳年年人同じからず」．後寧もすぐあな はないかと真面目に心配しています．「と て、今後大学の教育・研究環境を充実させ

た方につづきます。時の移ろいはみなさん れまで困難な目に遭わなくて幸せで、ぞれ ていきます．本日ど臨席のご家族や関係

が考える以上に早いものです． に遭う積会に恵まれないJと聞いて、不思 者のみなさまには、引き続き、本学への支

また、知畿は危ないという乙とを忘れな 識なζとそいうものだと首をかしげている .や応.. を切にお願い申し上ほす。入

いでください．今の祉会4量生きるためには 人もいるかもしれません．みなさんの同級 学生のみなさんは、大学における様々な

知識は確かに必要ですが、知織をそのま 生に色失恋したり、勉強がついていけない ．会を生かし、溌刺と輝く京大生となら

ま金科玉条の釦く信じてしまうととは危険 と思って、やめたり、鐙けたりした人もいた れんととを祈念し、私の入学式の式辞とさ

です。特に私はインターネット時代の今そ と恩います．親の経済的困鏑で進学を断 ぜていただきます．

れを強〈感じています．レポートそ識すと、 念した人だっていたはずです．世の中は自 京都大学への入学、おめでとうどざい

インターネット上の情報などをいわゆる 分が引き起ζした簸難ばかりではなく、不 ます。

「コピペ」をして、全隊問じレポートが出て 可抗力的に彼らざるを得ない忠雄に満ち

来るといった笑えない状況が日本各地で 溢れています．嬢鍵はあらゆる場所で口事E

起とっているそうです。そして、考えない。 聞けて人を待ち構えているものなのですー

知書．や情報が増えれば婚えるほE、人間 銀繋~乗り超える力は、過去に顛.そ乗り

は考えないようになってきているのではな 越えた経験によってのみ鍛えられます．多

いかと思います。ぞれゆえ、習量れ出る情報 分ととにいるほとんEのみなさんは、大き

を取鎗選択するカ、ζれをつけるのが大 な躯難にこれまで遭遇できなかったととで

学において忌初に学ぶべき事舗ではない しよう．思援に遭遇し、乗り越えた人は強く

かと恩います．還択のうえ、自分の頭で常 なります。イギリスの詩人オリバー・ゴール

に考えてほしいと思います。 ドスミスは「私の媛大の光栄は、失敗しな

併せて、みなさんは時代が要請する国 いととではなく、失敗するたびに起きあが 本目、ど来賓の沢田敏男元総長、名誉

際性を義ラ必要があります。ぞれは単に外 るととである」といっています．確かに多く 教授、列席の理事、副学長、学部長、部

国請ができるというととではなし歴史に の人は起きあがれま性ん．再挑戦できな 局長をはじめとする敏職員一岡ととも

学び、自国の文化をしっかり背景に持ちな いのです。乗り越え、何度でも再起する給 に、2,831名の皆さんに学士の学伎を

がら、自分の考えを国際社会で主張できる り強~~みなさんに持って欲しいと思いま 授与する運びとなりました。学士課程を

議理的な思考箆カ、発信能力、自分の意見 す。 f聾~穫の木より、しなやかな柳のごと 無事修了され、学位を得られたととに深
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く敏怠1t表するとともに、篤くお腹ぴ1t 野の知畿を食欲に吸収するように心が で、脳の中ではそのパラレル処理が

申し上げます。併ぜて、今日の卒業式そ けてください。 ニューロンtニaーロンの繋がりという

迎えるまでど家族および関係者の皆様 さで、現在、我々はインターネットに容 ととで行われています。ぞれゆえ、色々

よりいただいた数々の厚いご支援に対 易にアクセスできる環境にどっぷりつ なζとを休厳し、経厳し、知強者旨替え、ぞ

し、大学として御礼申し上げます。117 かっています。ぞとでは単純な問題につ れそ柔軟に組み合わせ、組みを事え新し

年にわたる京都大学の歴史において、 いては、答え援しが、大きな努力も必要要 いものそ創造す忍訓練そ積む必要があ

脅さんを含めた本学の卒業生の累計は とされず、検察という形で容易にでき家 るわけです。

196,900名となりました。 す。いいかえると貌々は安易な答え探し 本日のZ修業式で一つの区切りをつ

~て、惨さんが入学された時にはひと が可能な世の中に生きているといえま ，.，、考える賀債をつけ新しい夢な胸にス

りひとりが夢そ抱いていたととと思いま す。一方、答え録しが容易にできない悶 タ｝トラインに立つ皆さんを、京事事大学

1にその夢は人に拠って、大願威厳念日 題に遭面する場合も多々あり＊1れさで はこれからも応援していきますol5解禁す

指す極めて野心的なものから、具体的 どうすればいいのでしょうか。本当に る皆さんには、ときには母校そ訪ね、~

現実的なものまでさまざまであったかと 議々を悩ます闘いは本来そのようなも た同窓会活動の婦として、また生涯の学

思い＊す。ぞれを胸に本学のr＇をくぐり のです。その時には私たちは自分の頭で 習の場として、京都大学を人生の墓輸と

1年、2年経つにつれ、やがてその夢が 考えるしか~りません。考えるとは一体 してとれからも積極的に活用していただ

段々と緩んだり、変形してきたことも~っ どういうととでしょうか。私は、考えるとい ，.，~ように願っていまサ。

？とでしょう。そしてそれぞれの夢は、新た うことは、様々な事柄の可能性やつなが 卒業して、社会で活服される皆さん

君主義いなまとったり、新しく生まれたりし りな新たに組み直し自分の頭の中で聾 は、機会後与えられた嫌々な緩所で、ヨ伝

て、入学時とは大きく変わっていること 理するということではないかと怒ってい 学で身につけた自学自留の精神を活か

でしょう。私は告さんの夢の変容に対し まず。すなわち、問題~前に、頭のJftにと し、活隠されるととと思いますが、一方で

て、普言な呈するつもりは易りまぜん。をま れまで蓄積してきた知機や縫厳縁組み 母校の京稼大学で更なる教育者監受け、

しろそれとそが皆さんの成長そのをーの 替えるとととそが、考えることの本買で 銀究~続ける友人のR>t緩急ぜひお願い

で~り、その成長~大いに言祝ぐるので はないかと患います．とのプロセスはー し＊1れまた、修士緩怠に進学され、大学

す。ぞれと同時に、入学時の皆さんの夢 積パラレルな処理です。一方、インター 院で研究者旨続ける人も多いと患い＊す

というものをζζでもう一度思い返して、 ネットから入手できる情報は販に発見 が、京都大学は、優秀な人材者E溶かし、

己を見世し、自分自身で今の毒事に向け できるシりアルなものです．との遣いが、 グローバルに3¥偏される大学でありつ

でcommence、すなわち始動する目が、 いくらインタ－＊ットに向かっても、考え づけるように必褒となる環境改善に尽

今日の卒業式commencementでa>ると ているととにならない最大の理由では カしてまいりますので、一心不乱に研究

いうととそ心してほしいと患い＊，九 ないでしょうか。インターネットのように に打ち込んでくださるように願います。

皆さんは京都大学において一定の学 シリアルにひとつずつ情報が出でき、ぞ 最後に、今後も絶えず自らを省みて、

業者E修められ、今日の卒業式に臨んで れが片付いたら、次、そして次という形 学祭場E積み、身体；；：鍛え、ところ~－~官、

います．高浜虚子に 王まは物事1t調べ.？＞時には非常に役立ち 人の痛みや社会の間短1t敏患に感じと

r－~量知ってこそ知らぬなり卒業す」 ます．ある特定の事柄についての知織を り、閣逮な対絡を大切にし、ご活.され

という俳句があります。皆さんには「一週E 得？といときにはとりわけそうです。一つ るζとそ願います。学士の学位を授与さ

知りで二を知らずJというととそE隠し、~ ずつ知－~積み上げていくというととは れた皆さんへの私の餓として、自らを十

らに無知の知に目覚め、これからも止む ぞれ自身大変重裂ですが、何か全〈新 分に鍛え、自ら責任そ持って、自身の中

ことなく学び続けてほしいと患います。 しいととそ考えようとすると、本来ぱらぱ にあるものに頼るという「自鍛自侍」とい

そのためには多彩なジャンルのヨ与を殻 らに分類されていた異なる分野の知織 う言葉をおくります。

み、自分の専門分野のみならず、広い分 ~組み合わせるパラレルな処理が必夜 本日は誠におめでとうございます。
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たいと恩います． 続けて。

ただし、誤解しないでください。称えられ 「梅のfl'（お〉とるは、作（お〉こるの日に作

るべきは学位論文そのものだけではあり 〈意書〉とらず。亦（~tと〉必ず自〈よ）って兆す

ません。学位鎗文の成果は月日と共に隙 所有弘J

腐化していくかもしれませんが、ぞれは侮 一方、橋も突然起乙るのではなく、注意し

やむべきζとでは怠りません．盤聖書~ζと ていればその兆しがみえるものだという

はここにき重る遜穫です。つまり、銀短そ見つ のです。

け、目穏を定めて、研究を遂行し、その目 車車狗の言葉からは、他人のhtlj]'2:善良~

標まで到達したその遜濃こそが、かけがえ ず、成功者がそれまで積み上げてきた努

本目、博士の学役場E授与される229名 のない経験だったのです。まさにフロン カに敬意唱E払い、ともに祝う余裕そ持つぺ

の皆さん、おめでとうございます．その中 ティアの腐拓に皆さんは第一歩を踏み出 しというζとが厳み取れます。また、著書が身

には65tlの女性と70名の留学生1併合~ したといえるでしょう。般かれたレールの に縫いては、自分の窓そ布く持ち、目穣~

れています。京事事大学の博士号取得者は 上司~jをるのではなく、レールなさ知のフ 定めて、必ずやるという信念で進み、成功

累計41,145名になりました。列席の副学 ロンティアを開拓しながら進む過程々、~ に向けての傾注が必要であることを敬え

袋、研究科長、教育費事長そはじめとする教 てる才能そフルに発搬し、皆さんは見事経 られます。一方、これからの長い人生、うま

.員一閥、をきさんの学位取得恋心よりお てきたのです．さで、とれからどうすべきで くいかない時もあります．あるいは世の中

緩い申し上げ~~れ しようか。自らが敷さえたレールをそのま がうまくいっていないととそ痛切に感じる

学伎な授与される轡さんのご家族、ど ま延長するにとどまらず、その過程で身に 時もあるでしょう。その時、織が突然降りか

友人、関係者の皆織には、秋の蒼空〈ぞう 付けた開拓カこそが学位の本当の意味す かったと嘆いたり、起こってしまってから後

くう〉のようなずがすがしい気持ちでとの るものですミ新しいととにぶつかって、悪戦 知取で批評するのではなく、必ず兆しがど

学位授与式にご晦篤いただいているもの 奮闘しながら、障害を次々 と乗り越え、成 とかにあったはずなのに見つけられな

と存じます。学伎を授かる皆さんが今日を •1J:得る、その能力者E対象者E限定せずに かったと反省ずることが重裂ですーさらに、

迎えられたのは長年にわたって支えてくだ とれからの人生で広く応用していただき 社会にとっての大きな織の兆し凌敏感に

さった皆様のおかげです。私たち教職員 たいと思います。ぞれは、これから研究磯 見つけることとそが、とれからのリーダー

一同も、ととに至るまでの皆様方のさまざ に続く人も研究織を隠れて社会のりー の備えるべき資貨の一つであろうかとも

まなど苦労やご支援に対して篤く御礼を ダーとして活信しようと思っている人につ 思います。

申し上げ、今日の喜びぞともに分かち合わ いても同じです。あなた方が得た学伎はそ 今後、世界は3ますます小さくなります。

せていただきます。 のフロンティア開拓の遜穫を見事にやり 鋒1さんのなかには、日本が総屈に感じ~

学f立場E授与される皆さんは、日々 の研 道げた才背信と努力の1JiEしとなるものです。 人もいるでしょう．狭い日本に閉じ嫡色ら

績な通じ鍛え上げてきた自らそ信じ、機 脅さんに今日ぜひ心に留めておいてほ ないで、世界に緩飛してほしいと思いま

多の普’·~旨乗り越え、大学院において専 しい言葉があります。唐＊八犬家の一入、 す。その際に注意してaくべきととがあり

円'i'修め、その専門に~いて自樹自立で 滋淘（ぞじゅん〉の「管仲治Jに出でくみ言 ます。文明や文化の勲度にfiSじ、人々 の交

きるカを京都大学博士の学位の授与と 業です． 際は洗練され、他人への配慮も細やかな

いう形で世にまgゐられるとととなりまし f夫（そ）れ功の成るは、成るの目に成るに 色のとなり、深の東西1J:関わずL閥按表現

た．皆1さんのうちでるとりわけ留学生の務 非抗議〈けだ〉し必ず由（よ〉って起こる所 は盛かになっていき家す．例えば、日本書置

君4志、言語やu恨の異なる異国で窓先場 有り。J では、嫉妬の感情は、恨み、学み、街〈ね

の学請を修めるというととは並大録の努力 つまり、成功は、その日ー日で成し遂げら た〉み、やっかみ、嫌煙量、嫉み、続きもちな

ででさることではなかったでしょう．私は れたわけではなしそれまでの積み重ね ど多数表現し分けるととが可能です占英語

皆さんの長年にわたる研鍍そ大いに称え があってとそはじめて実現し~す。さらに に也、jealousy、envy、cov母tousness、
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resentment、discontent.splt，章、grudge、 く仕事ができました．とりわけ高い志そ胸 始者のスティープ・ジgプズ氏が写ってい

green-eyedなどさまざ＊な表現がありま に社会に飛び出す皆さんに今日のように 1ま"t.，最近亡くなられましたけれど也、後

ず。一方、インターネットの世界では、「い 餓〈はなむけ〉の言葉を贈れるととは私の はテクノロジーとリベラルアーツの交差

いねりが~らゆる場所そ草食雇〈ばっζ〉 震もIJびとするととろでした．京都大学は 点で仕事をしてきたと言っていました。技

し、単純~旨とする割り切りが大いにカそ 紫野育らしい大学で語らったと誇らしく思って 術的には.百誌のらので也、現代文明や社

得ている状況にも出会います。とのような います。諸君の今後の鍵擬唱を祈ります． 会のニーズ~直感的に考えなければ、

両舗織にも見える状況に~いてもみなさん 本日は＂に絡めでとうござい宏乱 マーケットに受け入れられない、そのた

は、しなる木のように柔軟に人と緩し、他 めにはリベラルアーツの知識が必要で、

人の気持ちそ汲んで、花を咲かせるすべ E携に枝術展だけではいい製品はつくれ

~身に付けてほしいと願います。とのー ないのだということそ言っていました．日

種のデリカシーもとれからのリーダーの 本の技術者も最近、ようやくその鳩絡を

望書併です。 示すようになったと怒っておりますが、そ

皆さんと京都大学との縁〈えにし〉は、同 のために我々 は教育で、とういった観点

懲会や生涯の学びそ遜じてとれからも続 を学生誇君に伝えなければならないと恩

きます．京都大学は皆さん一人一人の人 うところです。

生君主支える磁かな盆輸となるべきで~る 社会情勢の変化につきましでは、皆さん

と私は考えてきました。一方で、皆さんも母 ひしひしと感じて~られると思いますが、

校増旨温かく見守り、さまざまなご支鐙そお 皆さん、おはようございます．昨年に引 日本社会だけではなく、世界市が非鯵に

願いし＊す。とりわけ、留学生の告さんに さ続き、後半ャンパスで全学紋脊シンポ 大きく変動してS寄ります。当然ながらこれ

は、母国に婦られ、務タ~＇ζ23ある地紙同 ジウム~開催い？とします。以前は淡路島 からの若者は少なくとも30年、憂い人で

銀会組織を通じて、京都大学や日本と母 で行ったこと宅hあり、関係者のご努カで第 60年生さなければなりません。また、生

園理E結ぶ「人の架け織」として活慢されて 16図そ迎えるととになりました。昨年、毎 きま長か4生ければなりま宅金ん。つまり生存し

いる先頭障の後に緩いでくだ1さい．そして、 ~幽されるレポートの内容を実行に移し ていかなくてはなりません。その間さまざ

京事巨大学、ひいては目：本との鮮そ一層太 て、全学共通放脊おるいは学士課程の教 ＊なことが起とるでしょう。弘、70年近〈

くかっ強くしてくださるζとそ大いに期待 育者旨改替する方向に踏み出し1ましようと 何とか生きながらえてとζまでやってまい

しています。 申し上げました。ぞれそ受けて、関係各位 りましたが、その問、社会情，~~ま大きく変

に大変な努力そしていただき、かなり前 化したと思っています。とれからの変化率

もこ進んだと感じてS寄ります． はもっと滋しいと思います．後鯵君主銀短

今日は、「家事巨大学の殺事儀教育」という が次々と滞かぴ上がっており、その課題

組で皆さんに.t.s爺そしたいと思っており 解決がそう簡単にー人一人の研究者ち

*T。ふだん先生方は殺1ぎの現場で、学 るいは技術者だけではできないという状

生と対縛しながら、どうやって入念育てよ 視になっております．

うかということに心者控除いておられると思 日本学術会績が、とれからはサイエン

います。そういったととは十分承知してお ス・フオ｝・ソサエティだというととを声高

り＊すが、私は今、少し綴れた立織におり に叫び＊した。しかし、専門家は、専門分

最後に、今日は私の総長としての忌後 ますので、その観点から考えていみことを 援Fで餓い合うには、ぞれを細分化しなけ

の学位授与式になります。6年聞にわたり ご緬介したいと思います． ればならないジレンマがあり、専門化が

一心不乱に織務に打ち込んできたつもり ＊ず、とちらをど覧ください。これはよく 進めば進むほど、社会の大きな問題に対

です。その問、多〈の方々 にお会いし、楽し 使われるスライドマ、tr.下にアップルのtJ して答えを出しにくい梅治になっている
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こと色指摘されておりますし、私もそう感 せばいいのかというととを常に考えてお 経済成長を目指すと言います。つまり、ど

じます。ですから、今世紀を支える若者を かなければなりません。端的に言います の国も経済を成長させればいいという単

育てる立場にある私たちが何を考えれば と、地球全体で、人類という生き物だけが 純な豊かさの追求に走っております。ぞう

いいか、どう考えればいいかというととを 猛烈に種の中で数を増やしております。 するとどういうととが起とるかというとと

少し考えてみたいと思います。 現在人口は70偉人で、50年後にはおそ は、普通に考えればすぐにわかります。ど

今お話ししましたような、世の中の変化 らく90偉人、あるいは100億人になると うしょうもなくなる。Eうしょうもなくなると

が激しくなった理由は単純です。それは 言われております。 とをどう解決するかということを考える人

昔、例えば紀元前1000年、紀元0年、紀元 このスライドは私がまだ現役だったζ 材をつくらなければいけない。したがっ

500年のときには、人聞は1億人ぐらいし ろにつくったものですが、ζの時は先進国 て、リベラルアーツを考えるときには教

かいませんでした。世界中でl億人ですか が10億人、途上国が50億人だったのが、 育、日本、そして地球全体、つまり人類全

ら、今の70分のlです。ですから、物事が 50年たつととれが90偉人になります。生 体の現代文明を取り囲む状況をよく考え

ゆっくり進み、自然破様というものがほとん 活水準は、我々先進聞が途上国の10倍 て、多様な問題に取り組めるようにすると

どなく、自然からの恵みを使いながら技術 ぐらい良い生活をしてきたわけですが、 とが必要です。もちろん技量や知識がな

を発達させ、本当に緩やかに物事が変化 今後おそらく彼らの生活水準もよくなっ ければなりませんが、それだけではやっ

していったのです。ところが、産業革命の てくるでしょう。地球全体で必要なマクロ ていけないというととです。

後、人聞はいろんなものを自分でつくり出 なバランスを考えると、消費生活物資の 学問は、学会に行けばよくおわかりの

すというととに目覚めました。そのために、 総量が50年たつと、必要量が2.5倍にな ように、次々と新しいテーマが出てきて、

人口は指数関数的に伸びております。つ ります。2.5倍という生活物資を、我々は、 その都度、専門家が現れ、新しい研究室

まり、物が豊かになって、文明が進むと、ま いろんな問題を克服しながら増していけ が生まれます。かといって古い研究室は

すます変化率が上がっていくということで るでしょうか。そのために専門を究めてい なくなりません。したがって、どんどん細分

す。21世紀に入って、20世紀よりもはるか ただいているわけです。 化が進みます。学問の細分化に関しての

に速い変化が起こるというととを我々は とζろが、専門家は専門ばかりに目を 高校生の意識は、私は物理をやりたい、

強〈認識しなければなりません。 やりますから、マクロなことは忘れがち 私は生物をやりたい、私は歴史をやって

とのような状況の中で、石油は、生産が で、環境問題や、資源枯渇や、感染、パン みたい、という程度の意識しか持ってい

消費に追いつか京生産しようと思っても デミックに対して発言が部分的にあるだ ません。しかし、現実に大学に入りますと、

簡単に掘れると乙ろに石油はなくなり、 けで、部分オプティマムを図ってやっても 京大は総合大学ですから研究窒は非常

2006年が石油の産出量のピークで、今 全体のオプティマムにはならないという に多くあって、工学という大枠の中にも非

や生産量は大きく下降線をたどっており 大きな課題があります。 常に多くの分野があって、研究室が山の

ます。また石油以外の資源についても、 そこで、我々の後を継ぐ若い人たち、 ようにある。それぞれが先端で論文を発

100年以内に銀、金、石油、鉛、鋼、亜鉛、 30年、40年の時代を生き抜く人たちに 表し、新しい知見を積み上げる。とれが研

天然ガス、ウラン、モリブデン、タングステン とってどういう教育をすればいいかという 究という営み、本質的な部分ではありま

といったいずれも身近にある生活者E支え ことが大きな問題になります。日本の人 す。しかし、学生がすべての専門に知識を

る必要な資源が枯渇すると予想されてい 口は減っておりますけれEも、先進国でも 持つというζとはできません。学関全体を

ます。このために代替物質あるいは新しく まだアメリカは移民等を入れて増えてお 知の樹に例えると、どこかの専門の枝葉

創り出す技術が必要ですが、その技術開 りますし、ヨーロッパも増えている国が多 のてっぺんにとまって、新しい知識を掘り

発のスピードと悪化スピードとを比べる いです。世界全体としては爆発的に槽え 出す、っくり出すという作業をおこないな

と、明らかに悪化スピードのほうが速いの ております。ζのような状況の中で、資源 がら、全体を傭Illするものを学ぽせるに

が21世紀です。 の枯渇の問題があって、各国が資源の囲 はどうやって教育するか、とれが大変重

その申で我々は、どういう人材を送り出 い込みをスタートしております。どの国も 要な問題になろうかと思います。

46 



夏目激石の「素人と黒人Iという随筆が のは芸術論なのです。しかし、科学や学 リゼーションのζとが頭に浮かびますが、

あります。「黒人」と書いて「くろうと」と競 閑にも当てはまると思いませんか。 そうではないと私は思います。

ませています。「玄人」とは書いてありま だから我々はどうすればいいかという したがって、知識の全領域的地図が必

せん。その中で、あるものを観察する場合 ととを考える必要があって、そのためには 要で、そのためには一般的な知識をいか

に、第一に我が目に入るのはその輪郭で リベラルアーツ論が重要となってくるの に集積するか、逆に高度な知識を理解す

あると言っています。仏像なら仏像を見た です。とれは皆さんが共有している話を る上で一般的な知識はEう役に立っか、

輪郭です。次にその一部、手なら手、眼な 私が繰り返しているにすぎないかもしれ との両方の視点が必要です。一般的知識

ら眠、鼻なら鼻というところに目が行ふさ ません。ますます複雑化する社会問題、 ばかりで、Eの専門にも深く入り込んだと

らに鼻を見ますと島の穴が気になる。高 例えば、領土問題一つにしても、原子力 とがない人は浅薄と言われてしまうと思

さが気になってくるのです。激石はまた、 エネルギーの問題についても、誰も決定 います。両方のバランスについてどのよう

観察や研究の時間が長ければ長いほE、 的なととは言えない。さまざまな要因が に興味を持たせるかというととが教育の

だんだんと細かいととが自に入って来る、 絡むからですロ学闘がますます専門化し 上で大変重要ではないかと思います。

ますます小さい点に気がつくと言ってい ているので、専門家は例えぽ原子力発電 また、社会や学問、そして世界における

ます。小鼻の中の穴の数は幾つあるか。 所の事故であっても、例えば、私は炉工学 自己の位置づけ、自分をどう確立するか

なぜ左右が違うか。好奇心はどんどん尽 の専門家ですので反応はわかりません。 というととに、教育という言葉は余り適当

きるところがありません。いわゆる黒人と 反応はわかりますが、廃炉についてはわ ではないかもしれませんが、人を育てる

いう色のは、との道を素人よりも先ヘ遜り かりません。私は原子核専門を学びまし という意味で「育人」という立場から言い

越した者である。ぞればかりやっているわ たけれども、核融合をやっていますから ますと、自己の位置づけをどのように自覚

けですから当然です。そして、そこに彼ら 原子力発電のことはわかりません。私は をしてもらうかというζとが最も重要では

の自負が潜んでいるらしいと、少し激石 理学を研究しているので、工学的観点か ないでしょうか。そζがグローバル化の原

は嫌味を言っています。彼らの素人に対 らいう原子力のことはわかりません。乙の 点だろうと思います。知識だけではなく、

する軽蔑の念もそとから沸いてくるらし ようになってしまっていて、全体的に原子 対話カも当然必要ですし、課題をどう解

い。けれども、プロですね。彼らは彼らの 力の必要性、あるいは問題点を大きく論 決するか。これはEのように達成するの

経路を誤解して評価づけた結果にすぎ じるととから、ある意味では逃げようとし か、それぞれの先生の思いがすべて違ラ

ない。自分たちは偉いというのは、それを ている姿勢が見えてきませんか。つまり、 と思います。私の経験から申しますと、す

誤解して自分たちが偉いと思ったにすぎ 先ほどの激石の言葉で言いますと、輪郭 ばらしいアイデアを次々出してこられる方

ない。彼らの経路は単に大から小に進ん を見ょうとしなくなるということです。 のお話を伺うと、その背景には専門だけ

だだけである。浅いところから深いところ 一方、グローバル化が進んでおり、それ ではなくて実にさまざまな知識、経験を

に遣しつつあるものでもなければ、上部 こそ複雑系の問題と同じで、ニュ｝ヨーク お持ちです。家の問題、人間関係、あるい

から内部に突っ込んでいったものでもな で起とった小さな出来事がたちまち日本 は経済的な事情等々、その経験数や様々

いというふうに切り捨てています。観察が の経済に彫響を及ぼします。北京で蝶が な場面に遭遇した人ほど創造力は高いよ

輪郭に始まって、全体像を見て、一部に 羽ばたくと、ニューヨークで嵐が起こると うに思います。芸術から音楽、体育、職業

移っていくという意味を別の言葉であら いう比喰があったと思いますが、つまり複 課程といったものの知識は普通、受験勉

わすと、観察が輪郭を離れてしまうという 雄系の本当にちょっとした事柄が、結果 強に余り重きを置きませんが、そういうこ

ことに帰します。つまり全体像が見えなく 的に、違うカタストロフィにつながるとと とにも興味を持って勉強してきた子が数

なる。醸れるのは忘れる方向へと一歩近 があるわけです。これはいろんな意味で 学の分野ですぼらしい実績を上げた例

寄るのと同然である。しかも一部に注ぐ の文化、文明、経済、あるいは人の生き様 があります。音楽そゃったがゆえに数学

熱心が強ければ強いほど輪郭の概念は がグローバル化したといえます。グローパ でひらめきがあったというととを言われる

頭を既に眠れてしまう。彼が言っている ル化というとすぐにビジネスのグローパ 大数学者もおられるようですが、興味を
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持っているあらゆる学問の数、経験の数、 を教えてくださる先生方の背景にあると 学生が回を輝かせて、あの先生に会って

知識の数というものが創造力に必要な組 強〈認議しております。 よかった、目から鱗が落ちたという人がた

み合わせを決定するのではないかと恩 最近は、外国ヘ行かない日本人と言わ くさん、教員の中でも学生時代の経験を

います。n個の組み合わせは全部足し算 れておりまして、外国ヘ行っている日本人 語られる方がおられます。教える先生の

すると2のn乗（べき乗）になるのです。知 は大きく減り、学生をどうやって留学に行 熱意。例えばこのスライドにはポケゼミの

識のべき乗で変化しますから、創造力を かせるかということも問題として言われま 絵が下Iこかいでありますけれども、ポケ

めざす人はいろんなことにチャレンジし す。しかし、私も誤解しておりましたが、実 ゼミというのはその効果が大いにあるだ

てほしい。チャレンジしておく必要がある はあまり減っていないそうです。西洋から ろうと思います。研究の最前線で、なぜ先

と思っています。 東洋ヘ関心が移って、アメリカやヨーロツ 生がその問題に着目し、どういう方法でど

次の課題ですが、カリキュラムは様々 パの大学に行く学生は減りましたが、中 のように毎日取り組んでいるのかという

なととを教えなくてはならないという一方 国をはじめアジアに出向いている学生は 背中を見せる、あるいは語るというととが

で、単に教科を増やすだけで身につくか かなり増えました。トータルとしてあまり いかに重要かというととがわかります。

といえばそのようなことはありません。先 減っていないということ老最近本学のあ 教養課程については、今、カリキュラム

ほど言ったように全体像が見えるというこ る人から教えていただきました。そういう の見直しを進めていただいております。一

とが大変重要です。これに関して私は「務 意味で、学生は留学に行く気はあるので 方、組織については、現在、全学で一致協

本の学」という言葉を使っているのです すが、そのような変化について、我々年配 力して学部教育をおこなうとなっていま

が、ものの本（本質）を務むるの学。とれ の者が少し違う視点でその現象を見てい すが、外から見ると非常にわかりにくいと

は論語にある、儒教的な発想で使われた ないかということです。留学に行かせると ころがあります。東大にあるような専門の

言葉ですが、ζの漢字だけを眺めますと、 いうのは、単に学聞をよその大学で経験 教蓑学部ではなくて、全学で学生をしっ

ものの本質を追求する。全体を見てもの するだけではありません。そんなととは京 かり教えるという国際高等教育院をつく

の本質を追求する。務本の学こそ大変重 大でできるでしょう。関東圏の高校生に話 ろうという取組みを行うことになりました。

要なととだろうと私は感じています。 を聞きますと、関東にはあらゆる種類の 昨日もその委員会がありましたが、いず

そして、グローバル化といいますと英 大学がありますから、関東から出て、京大 れ私から現在どのようなディスカッション

語です。当然、英語のTOEFLやTOEIC何 ヘ来る必要はないと多くの学生が感じて が行われているか、現状について、全学

点以上ということを言いますが、ぞれだ いるように思います。教育担当理事の淡 メ」ルで発信をしたいと思っております。

けでいいかというと、そうではないという 路先生を筆頭に、私も含めて、関東の高 現在、人間・環境学研究科及び理学研

ことは本学の先生方は皆さん強く認識し 校に行って、高校あるいは大学教育とい 究科が教養教育の実施責任部局とする

ておられますし、私もそう思います。多言 うのは関東圃だけで閉じてしまうもので 体制になっておりますが、それを改革し、

語との並習で哲学の多様性、つまり言語 はない。外国にいきなり行くのは大変か 国際高等教育院が企画と実施責任をー

を学ぶというととは言語の背景にある多 もしれないが、少なくとも日本には関西も 元的に負う体制に移行する方向で検討し

文化を理解することにつながります。だか あるし、九州もあれば、北海道也ある。い ております。現在は、高等教育研究開発

ら、たくさんの言語を勉強してみようとい ずれ関東に戻るというのは構わないけれ 推進機構で機構長のもとに、執行協議

うことは多文化に按しようというととにも ども、そういうところで遭う文化を学びな 会、全学共通教育システム委員会、専門

なりますし、もちろん多文化に接する能力 さいと言っております。留学についても経 委員会科目部会を構成して、実施責任

を増やしていくζとにもつながりますロそ 験知のレベルを高める必要があります。 部局として人間・環境学研究科と理学研

の意味で、外国語はビジネスのために話 魅力ある人問、実力ある人聞は、質の 究科に教育の多くを行っていただいて

せればいい、読めればいい、書ければい 高いコミュニティから生まれますo私は胸 おります。

い、あるいは研究のために論文が書けれ を張っていいと思いますが、京都大学は 閏際とつけたのは国際化時代に対応

ばいいという問題ではないことは、言語 質の高いコミュニティだと思っています。 できるような幅広い知識、日本文化ももち
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ろん、語学も含めて、幅広い国際的な視 フェイクで、学長などの大学のトップだけ の後ろには、光の輸に入られなくて暗い

野を持つ国際教義人を本学から出した だろうと思っていました。つまり、アメリカ 中でずっと後ろに並んで、ちょっとの光で

いという意味でこの名前が提案されてい からたくさんの優秀な中国人研究者老中 言葉の勉強をしている人もいたのです。

ます。教育院長のもとに、学部長で構成さ 閏の大学のヘッドに戻します。ぞうすると とんな熱心な学生と、しかも優秀な人を

れ、重要事項を決定する教養教育の協議 当然アメリカで研究していたわけですか 集めていると思いますが、京大生を比べ

会、それから企画評価委員会、評価専門 ら共同研究者はアメリカ人が多くなり、 たら、とれは太万打ちできないと、そのと

委員会を設置します。とれらは大変重要 ランキングの上での国際的な配点は高く きですら思いました。日本の学生は外国

でして、実施科目やクラス、教育内容、成 なります。当然そういった方々は英語をよ に比べて勉強する時闘が極端に少ない

績評価等を行うのですが、各学部から責 く話します。語学も当然、英語という意味で というととを指摘されて久しいですが、学

任のある人が、しっかりした意識でここに はよくできる人たちが戻ってきています。 生の聞はしっかりと勉強して、課外活動も

集まってもらわないといけません。高等教 そんなものだろうと思っていましたが、実 積極的に参加をして、力強い日本を引っ

育院の組織については現在議論をして はそうではないというζとを最近痛感す 張るリ」ダーとなっていただきたいと強〈

いただいておりますが、教義教育部、基 るようになりました。私も立場上多くの大 願っているところです。これは学問の分野

礎教育部、外国語教育部で構成されま 学をめぐります。中国の大学にも行ってま だけではありません。様々な分野でリー

す。これは名前が最終的にはどう変わる いりました。先週、蘇州で中国南部の五つ ダーとなって卒業生そ輩出する必要があ

かわかりませんが、基本構想はこのよう の大学の学長とディスカッションをしてま ると思っております。

になっておりま1れぞれぞれに部会があっ いりました。各大学はすぼらしい取り組み 日本の停滞は20年、30年続くのでは

て、先生方に参加していただく予定です。 そしています。全球化時代、グローバル化 ないかと部議されておりますが、そのた

国際高等教育院には専任教員そ構成員 時代に一涜の人材をEう育成するか、い めには次の次の議論を今からやり、新し

として置きます。他部局を兼担する専任 ろんな角度からの取り組みを真剣にやっ い時代に追いつく必要があります。自分

教員もいるかと思います。ぞれで、単に兼 ています。特に上海交通大学の学長はす の専門を継ぐ専門家をつくるということも

担で、乙とには専任的にいろいろなととに ぼらしいアイデアの持ち主でした。一度行 部分的には必要ですが、もっと重要なと

直接タッチしませんが、教育にタッチする かれる機会があれば、ぜひ見てきていた とは、これまでにも社会の中に次の時代

という兼担教員もいる。とのようなイメー だきたいと思いますけれども、優秀な学 を背負う多くの人材を輩出していかなけ

ジで恐らく構成されていくと思っておりま 生をちゃんと表彰して、トップ13人に対し ればならないというととです。京都大学と

す。このような構想を実施できる体制を ては破格の処遇をしています。それに向 いう伝統ある大学が、今後も世界のリー

各部局の教授会で集中的に議論してい かつて多くの学生は努力をしております。 ダーを私たちがつくるのだという強い意

ただくよう、お願いしたところです。繰り返 私は30年ほど前に世界銀行から、武漢 志です。会社や官僚のトップの方を見ま

しになりますが、構成員は、関係部局の推 大学で何か教えてこいと言われまして、 すと、京都大学の卒業生が減っています。

薦を受けて記置する専任教員、ぞれから 行ってきたととがあります。その帰りに北 少し寂しい気がしますロ会社のトップにな

教育院独自の人事で配置する専任教員、 京大学ヘ寄りました。 11月ごろだったと ることがリーダーとは限りません。コミュ

それから兼担教員、ぞれから非常勤講 思いますが、寒いさなかです。朝の5時半 ニティのリーダーも必要です。教員もそう

師、となっていくだろうと思っております。 ごろ、日が覚めたので、薄暗かったです です。研究者もそうです。トップを出すの

2枚ほどスライドをお示ししています が、私は構内の池の周りの散歩をしまし だという強い意志を私Eもは考える必要

が、今、仮に中国の学生と京都大学の学 た。そうすると、多くの学生が既に歩いて があるのではないでしょうか。

生を比較してみたら、京都大学の学生が いるのです。図書館の前ヘ行きますと、当 以上で私の講演を終わります。どうも

ずっと勝っていると胸を張って言えるで 時30年前ですから電気事情もよくありま ありがとうございました。

しようかロ中聞の大学は世界ランキング等 せん。しかし暗い電灯に数人が集まって、

で日本の上に入ってまいりました。あれは 本を聞けて英語を読んでいるのです。そ

松本拡第25代総長の式辞ならびに挨拶等は ｜ 
I http:t twww岬oto-u.ac.jp/ja/aboutfpr，田ident/s.』α泡ssive/1防田iden包5/sp鹿児h

右記のURL・QRコードよりご覧いただけます。 ｜ 
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松本紘京都大学総長御退任に寄せて

文部科学大臣

下村博文し も む ら は く ぶ ん

もに、京都大学におかれては、これまで

の伝統と実舗を礎に、松本先生が進め

てとられた諸改革の成果を確かなもの

とし、さらなる発展を遂げられるととを

期待いたします。

貧受賞の栄誉に輝いたiPS細胞研究の

中核研究極関や新学術領域を創出す

る学際融合教育研究推進センターの

設立など卓越した研究体制の構築

等々 、その鋼業績はここに尽くすζとは

できませんe松本先生が世界の学術研

究をリードする京都大学をさらなる高

みへと押し上げるべく、リーダーシップ

を発揮されたζとに深甚なる敬意を表

します。

また、松本先生には、国立大学協会

会長として、我が国の国立大学全体の

発展のためにも並々ならぬ御尽力を庖

りました。乙ζに、心より感謝申し上げ

ます。

松本先生の今後益々の御健島と御

活B置を心よりお祈り申し上げますとと

松本紘先生が京都大学総長を務め

られた6年聞は、まさに、国立大学法

人制度が始動期から定着期へ移行し、

さらに改革の加速を通じて、より個性

豊かで魅力ある国立大学の実現に向

けた発展期へと移行する、国立大学の

極めて重要な転換期にも重なります。

この間、松本先生が、常に先頭に立

たれ積極的かっ大胆な大学改革を

種々進めてとられたととは衆目の一致

するととろです。

学域・学系制に向けた取組などの全

学的組織改革、目隠高等教育院、総合

生存学僧（恩修館）の設置や白眉プロ

ジェクトなE国際的に活踊できる慣れ

た人材や研究者を育てるグローバル

化戦略の実行、ノーベル生理学・医学

各
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

原点を大切にした松本総長の時代

衆語院瞳員（前衆輔院薗長）

伊吹文明い尉ぷんめい

松
本
総
長
老
ご
支
援
い
た
だ
い
た
方
々

を充分理解され、分厚い教養を身につ

ける体制剖りにも窟を以いられたのに

は、我が意を強くしたものです。国際化

に対応する体制の整備や現実老忘れ

ぬ政府との折衝等、本当にご苦労様で

した。

我が母校・京都大学が学聞の自由

~譲りつつ、学聞の自由と管理機の自

由とを混同するζとなく、松本先生の

育てられた苗を大きく育てて頂くζと

を願っています固

しかし、問題はむしろその具体的執

行にあります。学聞の研究をどう企業

化するのか。その目利きの能力のある

人材をEラ見つけるのか。松本先生や

知事、市長、経済界の方々と朝食会で

意見交換し、文郎科学省に松本先生は

何度も足をはζぼれた御苦労は大変

なものがあったと思います。

私個人の意見を述べれば、大学は

バランスのとれた知識人、持持ある教

蓋人の供給基地であって欲しいと恩い

ます。如何に専門分野のみに秀でてい

ても、大学外の社会システムに対し、

フィージピリティの低い人材はなかな

か適応が舞しいのではないかと恩うか

らです。

松本先生はリベラルアーツの大切さ

松本紘先生の緯長時代の短い由

は、京都大学の諸々の予算確保につい

てご一緒に努力したととでしょう。分け

ても新しい研究開発を進め、その技術

を実際にビジネス化する大学発ベン

チャーの基金（官民イノベーションプ

ログラム千億円のうち京都大学二百九

十二億円）の護得でした。

この予算については、当初京都府・

市も充分な情報がなく、大学が独自で

動いておられたような印象でした固京

大の経営協譜会委員であられた堀場

雅夫さんがとの状況に危樋感そ抱か

れ、何度もど連絡を受け、文部科学省

とも話合い、回大学全体で千億円の由

貿枠を決めたときの松本総長のお簡

を今でも想い出します。
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科学技術イノベーションと宇宙政策の進展に向けて

参議院議員
（元内閣府特命担当大臣：科学技術政策担当，宇宙政策担当）

山本一太やまもといちた

松本前総長は、長年に渡り世界をリード 月、大臣と若い研究者との意見交換の場で

する大学づくりに遁進されました。その偉大 ある「ふるさと車座トーク」を京都で行った

な功績に心から敬意を表し、日本国民の→ 時のことです。松本前総長と学術研究の商

人として心からの感謝を申し上げたいと恩 木である若手研究者「育成の重要性」につ

います。 いて議論を交わす場面がありました。

前総長には、私が第二次安倍内閣の内閣 研究者聞の激しい競争と自由な研究環境

府特命大臣として科学技術イノベーション の双方を盛り込んだ画期的な「白眉プロジェ

や宇宙政策を担当していた約2年間、様々 な クト」について熱い思いを諮っておられた前

分野で多大なお力添えをいただきました。 総長の姿が忘れられません。さらに、CSTIが

たとえば、科学技術担当大臣として、総合 科学技術政策を傭眼した「司令格」機能を発

科学技術・イノベ」ション会議（白TI)のもと 揮するためには、各省の提案に対する調整

で、安倍総理の目指す「最もイノベーシヨン ではなく、一段高い立場から調査審議を行う

に適した国」の実現に取り組んでいた際lこ べきだという貴重な御示唆もいただきまし

は、松本前総長から、イノベーシヨンの源と た。前総長は、教育者かつ研究者であると同

なる人材育成、大学改革、CSTIの機能強化 時に、あらゆるものに挑戦し乗り越えていく

等に閲して多くのアドバイスをいただきまし イノベーターであると強く感じたものです。

た。最も印象に残っているのは、平成25年3 加えて、前総長は、宇宙エネルギ」工学、

地域に聞かれた京都大学

弘一啓
附駄回

一一一明山

醐一一

ーじ

員いr
委m

A京ぜ
議巴「

松本先生が総長に在任された6年間 して地域貢献・地域の課題解決に向き

は、時代や環境が大きく変化した激動 合う大学の使命を明確なピジョンとし

の時代でありましたが、松本先生は卓 て提示いただきました。京都大学そは

越したリーダーシツプを発揮され、京 じめとする大学の将来は地域とともに

都大学を未来指向の大学にすべく、新 あるという姿勢を打ち出され、「世界交

たな試みに次々と挑戦し、実現されま 涜首都・京都」に向けて大きな一歩を

した。 踏み出すζとができました。

私にとって特に印象深いのは、京都 実際、京都大学と本府との連携も格

の行政・産業・大学・文化芸術・メディ 段に充実いたしました。COi拠点として

アの代表らで構成する「京都の未来を の先端的な研究開発の推進、けいはん

考える懇話会」において、松本先生とご なオープンイノベーション拠点活用に

一緒し、30年後に目指すべき京都の 向けた協働パネルの設置、実践的な地

姿を3年聞にわたり議論し、「京都ピ 域課題解決力を学生が習得する

ジョン2040」としてとりまとめたことで CO COLO域教育プログラムの展開、大

す。ζの中で、松本先生は「大学のま 学・本府ら5者による国家戦略特区ヘ

ち・京都」を重要な柱として提示され、 の提案など、京都において先進的な産

センター・オブ・コミュニティ（CDC）と 学公連携の取組が展開しております。

宇宙電波工学、宇宙プラズマ物理学の様威

であり、その広い識見を宇宙政策委員会の

議論でも存分に発揮していただきました。

資源やエネルギー問題に対する宇宙太陽

光発電の利用可能性、宇宙を利用した防

災・災害対応など、人類が直面する地球規

模課題に対する取組の必要性を繰り返し

説かれていました。同時に、人材育成など

の国家として長期的に取り組むべき宇宙戦

略についても、様々 な御指摘をいただきま

した。宇宙政策委員会の宇宙産業部会長と

して、我が国宇宙産業基盤の維持・強化と

いった幅広い観点からの意見のとりまとめ

にも尽力いただきました。今後とも、宇宙政

策委員として引き続きその識見を我が国の

宇宙政策の企画・立案に生かしていただき

たいと思います。

この他、日本の将来を見据え、「心」

の問題やサパイパル技術実習、さらに

は教養科目のあり方まで、真理の探求

を行う学問の府として、次世代をリード

する大学のあり方を追究されるなど、

ノーベル賞受賞者を輩出されてきた京

都大学の新たな挑戦が地域貢献に結

び付き、京都の発展にもつながるだけ

に、地元自治体の長として誇りに感じ

ているところであります。

輝かしい功績を生み出された松本

先生に心から感謝申し上げるととも

に、今後も京都大学が閲かれた大学と

して、世界や地域との連携を一層深め

ていただくよう心からお願い申し上げ

ます。
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松本紘先生の高い志と改革力に感謝を込めて

京都市長

（京都大学経営協語会委員）

門川大作かEかわだいさく

松本紘先生、京大総長としての6年

間、世界に冠たる京大のピジョンを明

確に示し、様々な課題に志高〈扱鞍さ

れての偉大な御功績に心から敬意を

表します。

私暗先生の総長就任は、私の京都市

長就任と同じ平成20年であり、借越な

がら、立場は遣えど、京都の、そして日本

の未来を共に切り拓いていく同志のよ

うな気持ちで私も挑戦してきました。

『京書官の未来を考える懇話会Jをはじ

め、様々 な場で御一緒させていただく度

に、卓越した議見と高潔なお人柄、信念

を貫く姿勢に触れ、深い感銘'i'受けま

した。特に、若い頃の御苦労とそこから

生まれる人間的な深み、社会的弱者へ

た。松本先生と言葉を交わす一瞬一瞬

が、大いなる学びの槍会でありました。

人口減少や国際的な大学問競争の

滋化、日本の国際的な地位等々 、環境が

種変する申、松本先生は類穏なるリー

ダーシップを発揮され、人物本位の入

試改革、教蓋教育の改革、そして社会の

先頭に立つ「人財」の育成を目指す大

学院改革なE、大胆な大学改革を、議論

を尽くして断行されました。また、「学問

は社会に貢献する、イノベートしていく

ものでなければならない」との思舎に基

づき、産学1..':i盤肱地学公連携帯E一層促

進され、様々な形で京都の活性化や地

域の課題解決に貢献いただきました。

京都市成長産業創造センター説立に当

の優しいまなざしに強〈心惹かれまし たって、経済産業省でのプレぜンテー

Science 2.0時代と大学の革新

園立大掌法人政策研究大学院大学教授．

ションで、松本先生と私が諭陣を強った

ととも大変印象深いです。

世界トップ水車の大学でありなが

ら，これまで以上に地域に貢献する大

学を目指す固このような松本先生と京

大の理念を共有し、未来のためにあら

ゆる分野で京都市左京大との連携を深

め、日本と世界に貢献したいと念じて

い去す。

自らを儀え、自らを侍みとする「自鍛

自縛』在日々実践されている松本先

生。益々の御活躍を祈念いたしますと

と色に、世界から京都を情.していた

だき、引き続きの御指導をお願い申し

上げます。

独立行政法人科学技術振興樺構研究開発戦略センター副センター長
（前京都大学経営協首会委員）

有本建男ありもとたてお

2014年10.月京都で、日•EU科学技術 orperlsh文化の変革、policymakerの 松本総長はその6年で、京都大学が

政策フォーラムが開催された。科学按術 新しい役割であった。 世界トップクラスの大学としてグロー

政策、大学、研究横聞の幹部が集まる京J 来年公表予定のOECDの新イノペー パルな激変に対応するために多くの

滋的な議論の場となった。テーマは、EU ション戦略では、socialInnovation, 布石そ打たれた。一時代そ画したので

の強い希望でJScience 2.0 : Science 組elusive,people, s山組組ableなEが ある。『纏承と革新」は組織の基本であ

in Transition”であった。との概念はわ 柱になりそうである。また、Inter- る。大転換の湖読の申で、京都という

が固ではまだ聞きなれない。ディジタル A白 血myCouncilも近々 、大きな反響 強倉j的な地から世界に向けて、深い

華街の発達、グローバル化、地球規模闇 を呼んだ"Reヰ泊n.sible白 nductin血e 恩索と歴史観、世界観をもち傭服的観

題への対応等を巡って、過去数百年つ Globalized Sci即位fieEnterprise・の改 庫から、世界と時代に切り結び、次の

づいてきた近代科学の方法、大学体制 町販を出す予定である。世界の科学界 世代のために新しい大学像を形成し

などが、教育研究の上減から下統まで、 は猛刺なスピードで動いている。 実践して行くのは京都大学と大学人

今大きな変革を迫られているという設 わが国は、2011年の東北大毘箆・棒 の責務であろう。

定である。ζの過渡期にEう対応する 被・福島原発事故を畳砂て、科学と社 「京都大学はよほ芭意識しておかな

か。何者E残し何者E革新するのか。日・EU 会、科学と人閥、大学と科学者の役割・ いと、一地方大学になってしまう」。元総

の双方で知設と経験を共有し、新しい 責任について、議論が深まる兆しが 長岡本道雄先生の遺言である。京都大

科学のデザイン、将来の共同研究に発 あったが、残念ながら今やその空間は 学は、日本の大学制度全体の浮誌を

展させたいという企酉で、鶴首のポイン ほとんE閉じてし家った固多くの大学人 担っているのである。松本総長の後継

トは、moresharing, more actors, は、再びivorytowerの専門の穫の中に 者たちは強い意志と覚悟をもって、次

皿oredata.そしてivory旬W町，publish 入ってしまったのか。 の厳しい時代に対侍して欲しい。



感謝を込めて

独立行政法人日本学術振興会理事長．学校法人慶鷹議塾学事顧問
｛前京都大学経営協融会委員，前京都大学総長顧問）

安 西 祐 一郎あんざいゆ刈ろう

松本紘先生が京都大学総長になら 活動の先頭に立ちながら、組織、教 Z旗'l'多〈の協力者の方々 とともに次々

れた頃に目優勝義豊島の塾長そしていた 育、人事労務など、忌も大切で媛も困 と進めながら、国立大学法人化後の

関係、t>って、多くの級会にど指4惨な 費量な内競改有~Ii'進めるととは、至難の 時代の曲がり角そ大学改革の先頭に

いただいてきた。 業である。殺磯員にとっては、囲内局 立ってきた松本総先生に、t>らためで

将来週E見過す合ま望的な思考と意思 f留と信じて疑わない現在の研究毅脊 感謝の拍手そ送りたい。そして、とれま

決定の的看護さ、総繍さと気遣い、芯の 環縫君主変える必廷がなぜa>るのか、考 での経験~活かし、我が国の将来の

強ざと－・盤、つまり知と僚と意のす える動織すらない．学内から抵抗の出 ためにさらにど尽カいただ〈ことを念

べてをトップレベルで発揚？きる人は にくい範囲で多少の改畿や淘盤そす じたい。

穏だが、松本総授はそのごく穏な例に るととが、ふつうの学長の言う『改革J

a>tとる。 であった。そういう時代が長く緩いた。

だからとそ、歴史ある京大の内部改 しかし、とのやり方では、日々 努力Ii'続

2葬場E揺らぐととなく断行し、その一方 げている世界忌潟水懸の大学君事と実

で、岐路に'YI.つ我が国の大学の道筋 に肩'l'並べるととは不可能である。

~示すまとめ役として、八面六”の溶 こうした図厳司E乗り越えて、学内に

癒をS設けるととができたのだと思弘 よる自治li.'ftqりとする京大会理解い、学

伝統大学の学長ほど割に合わない 部教脊、大学院教育、若手研究人材の

仕事はない。とくに、園内外の多〈の 養成、入学者選銭、組織再編などの改

「行動する」国立大学協会会長、松本先生

一般社団法人国立大学協会専務理事

一井員比 古いちい対抗

松本先生は、会長蹴任当初から日本 「J釧 UJを国会議員の方々に持参した

の高等教育の鰻E陸軍要保~担っている国 折に、その表紙'l'見て「とれ、なにむと

宣大学の価値~今まで以上に高めなけ 聞かれたととがありました．型住民会で検

ればならないという強い意志と使命感 射した結果、広報穏のタイトルは2013

を私たちに感じさせました。そのひとつ 益事10月から「国立大学Jになり、国立大

は会長誠任~いさつです。「行動J、「先 学協会の広報誌マあるととが一目でわ

導J、「協働」の3つのモットーぞかかげら かるようになりました。とれは、「行動す

れ、多様性重量かな国立大学の教育研究 る」松本先生のひとつの現れですが、

機能強化そ宣言され、学長の方々に今 文線科学大臣や与党斡怒とととあ.Qご

＊可？にない前向きな印象そ与えました。 とに面会され、国立大学の媛望等1i'直

国立大学の発信カにも松本先生は 接に伝えられたのは、まさに「行動する

大ぎな関心を持っておられ、国立大学 松本先生Jそのものでした。

協会の広報誌のひとつであった 総本先生の著書r1災者匹から大学~饗

「J釧 U」のタイトルの検討を副会長・広 える」の中で、武道でよく知られている

報3委員長の羽入先生〈お茶の水女子大 言業「守破損陸〈しゅはり〉」に触れておら

学長〉に指示されました。私、学長だっ れます。師から学び、師の織な滋り、IJlj

た頃、自大学の現状報告資料に添えて から自立する~での段階そ鋭いたもの

です．西欧社会後モデルにしてきた私

たちにとって、「際Jのむつかしさそ実感

しでかなりの年月を緩でいますが、ぞ

れを乗り越えられるのは、高度の専門

知カだけではなく、漂い教穫と綴広い

蓮司際学カそそなえた人材です。そのよ

うな人たちが新しい価値そ創造してく

れるのです。若いころに武道を楽しん

だ私は..u、地Jにも、共嶋者繍じました。

国家にとって人材が最大かつ鰻強の

資源です。高等教育への高い見識と日

本社会の将来に大きな期待と展望を

持っておられ.Q松本先生は、国立大学

関係者にとってかけがえのない人？

-t.r行動する」国立大学が新しい価値

の創造と明日の日本の社会を拓〈と私

も信じています。

5：：主
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松本前総長ご退任にあたって

公益財団法人稲盛財団理事長
｛京都大学総長顧問，京都大学名誉フエロー）

稲盛和夫ぃ捌かずお

松本前総長には、どをE任中、興財団 の開催に、大学の施設を拝借したり後 にいただいたど縁に感謝し、今後色京

の運営に大所高所よりどお湧いただき 緩いただく等、ど協力~回議してまい 書官大学様との鉾唱を深めてまいりたいと

ましたことに心より御礼申し上げます． りました.~さらには京移賞の認知向上 強く感じた次第でございます。

私共が初めて松本先生にど協力い にも配慮いただき、受賞分野々対象に 京都大学の自由の気風を自ら体現

？とだきましたのは、財団設立20周年の 圏内外の研究者そ招賭して実施する し、学内外で積極的に発言・行動され

記念フョrーラムでした。当日は京都貧 『京都大学一稲盛財団合同京都貧シン ながら、日本猿代表する教育・研究扱

.代受賞者による.銅線機に加え、 請をジウム』をご提案いただきました．多 聞として大学を大きく発展してとられ

「科学と人頬の未来Jそテ』マに、多様 くの方々が京都貧への期待と関心者E ？とど功績に心より敬意そ表し去す。lf.:

l;t分野から日本竜E代表する研究者を 高め、世界中の研究者が本質を目指し ？と、私共財団に対して、予言に思いやりそ

迎えてパ＊＇レ討論者旨実施いたしまし て精進されるようになれば、人類社会 もってど怠見やご鍵3震をいただきまし

tc。その際、生存図研究所長であられ の学術・芸術の緩典之地球社会の鏑絢 たととにも、心より感謝と御礼4宮市し上

た松本先生にもど＇＃加いただき、関逮 ある共存に更に貢献できるのではない げ~ず。今後共健康に留意され、益々

なご発言と的器産などお鍋で討議場E盛り かとのご発想は、私共に対ずる深いご のど活臓を祈念申し上げますと共に、

上げていただき去した。 理解があってのことと、力強い応S後援 引き絞きご鎗週J~限りますよう:131買い

京都大学総長ご舷任後は、弊財団 本当に婚しく思いました。平成26.7 申し上げます。

が小・中・高校生対象に実施いたし~ 月には第1回目1炉実施され去したが、

ず教育イベントや市民対象のイベント その禦鳴らしい運営と共に、松本先生

明るい未来に向かつて進め！京都大学

西日本電信電話線式会社取締役相設設
｛前京都大学経営協議会委員）

大竹伸一総紛しんい

京都の衡を訪れると、ふと学生時代 が必要である．松本総長Z主総長総任以

~思い出す。当時は目本中に大学紛争 来、今後の大学の進むべき方向性そ明

が起とって~り、大学の自治や産学協 器産に打ち出し、実行に移してきた．学生

同研究の是非など良ぎにつけ援しさに が幅広い教義そ身につけ.｛＞ためのf園

つけ大学のらり方~·鎗し、'S.tと社会 際高等教育院Jの設置や.秀な若手

に一石そ投じようとする活気が学内外 研究者を揺勝するための「白眉プロ

に満ちていたように懇える。 ジェクト」更には次位代のグローバル

ぞれから四十数年経ち、経済のグ リーダー育成のための「総合生存学館

ローパル化とともに大学の泉たす役剣 〈思修館）Jの設立を始めとして機造改

は主主々 E陸軍要になっている。英国抜1等専 穏を推進し、学内外に一石~授じるそ

門誌の発表では、今年の大学世界ラン の戦略伎にはただ脱絹で~る。

dドングで京都大学は59位だった。教育 絵本総長は大学の現状に危機感そ

水態は国カを測る強要な指様である。 持ち宮崎論者E重ねるとともに、議論だけ

大学は優秀な学生そ集め、グローバル で実践の先送りは大学習主筆者E遅らせる

に活闘できる人材の育成が大切に だけとの信念のもと機略的な構造改革

なってきている。こうした人材な育成す を決断されており、その強いリーダー

るためには大学の幅広い改掌の推進 シップに敬意書E表したい。今後とれら

の施策が全学ー丸となって9陸送され、
一層の成果が得られるととそ期待して

いる．

松本総長は幾つになってる好奇心、

向上心そもっておられ、息被告Eにゴル

フにtol薄いした折でも、時間そ見つけ

で練習してプレイに臨まれる波”はな

かなか小生には真似の由来ないζと

である。総長在任中は激務の逮鍛であ

り、自由な時問者Eとるとともままならな

かったと思いますが、今後とも健康に

t留意され、京都大学の明9い来来のた

め引き続きど尽力者~.t尊厳いします。六

年間本当にありがとうございました．



松本総長と「鼎会」の創設

株式会粧三井住友フィナンシヤルグループ取締設会長
（京都大学監事（非常勤），京都大学鼎会会長）

奥正之おくまさゆき

払が松本総長に初めてお目にかかっ ちょっとした工夫や仕掛けを実現する ダーシップ支援差金」に個人拠出して

たのは2009年3月、京都大学の銀行取 ための物心両面にわたる支援体制治噛 頂き、総長の「思い」の実現を側面支援

引の主力銀行の頭取として、新総長ヘ めないだろうかとの闘い掛けを受けた固 することになった固大学から「鼎会」と命

のど挨拶に大学本節にお伺いした時で 京大生は群れないととを誇りにしてい 名頂き、集航した名簿作りも人が入者E

あった。力のある限光と大きな構想力 るとの見方もあるが、こζはOBの一人と 呼んで会員約150名になったところで、

そして鋭い洞宗カが印象に残った。 して一肌脱ごうと思い、早速数人の先輩 2012年1月、初代会長に和田NTI・会長

20日年に私が銀行頭取から現蔵に 財界人に相談してみた固反応は、松本認 （当時）が選出され、晴れてスタートに

高tき、経団連副会長として対外活動に 長は母校を世界ト•yプクラスの「知」と 漕ぎ着けた。

軸足.~シフトするなかで、総長とは東京 「学」のCen也rof田 cell回目とするぺ 2015年2月より私が会長を引継ぐζ

で産・学関係者が意見を交わす「日本 くリーダーシップを発揮し革新的なプロ とになり、松本館長にはど退任後も本

産学フォーラム』或は「重量・学・政・官」の ジェクトを具体化する等、実に良くやっ 会名替顧問として運営上のアドバイス

各層が集う勉強会等の場でお会いする ておられるとの醇で一致し、是非協力し をお願いしているが、山極新総長にも

様会が増えた。 ょうというととになった。 強いリーダーシップの下、卿会会員との

そζでの種目歯を通じて大学教育の現 協闘の末、まずは卒業生で現在現役 「対話」とその「滞財」を母校の「継続的

状と課題の認識を深める中で、ある時 の企業トップ（社長・会長・副会長）を な進化」のために役立てて頂〈ょうお願

総長より、やる気のある学生或は研究 メンバーとして、毎年ポケットマネー程 いする。

員のモチベーションを高めるための 度の金額を京大基金内の「総長リー

松本紘総長の功績

学校法入場西大学理事・大学院センター所長
（元文部科学事務次官，元京都大学経営協語会書員）

小野元之おのもとゆき

松本紘総長は、第25f掠都大学艦長 された狭い分野の専門的知積や技術し 委員を「伯楽」と名付けて伯業会舗を

として、京都大学の発展に全力で取り組 か身につけていない博士が多〈、企業 発足させ、松本総長自身も全員に最

まれ、また平成25年からは国大協の会 や官庁の求めに応じ切れていない。恩 終函擦を英援で実施するほEのカの

長として国立大学改革に尽力された。 修館は少数精鋭の全寮制大学院であ 入れようである。研究者は終了後それ

総長は工学部出身者でありながら、 り、専門分野の深い知議・技術だけでな ぞれの能力を生かして、京大だけでな

中聞の古典や漢文に詳しい。総長時代 く、関連する幅即，、分野の見識を持ち、 く世界に羽ばたいて行くととが期待さ

の主な功績として、私は2つの画期的 さらに幅広い教養を身につけた高い れている。

な若手育成プログラムをあげたい。そ 「志」そ持つ人材の育成そ目指してい 松本総長の3つめの功績は、東大と

の一つが「恩修館」であり、もう一つが る。私も少しだけ恩修館で教える構会を は遣った形で京大の伝統を生かし、ガ

『白眉プロジェクト」である。いずれも命 頂いているが、そ乙ではチャレンジ精神 パナンスを明確にして大学の進むべ

名は松本総長である。 豊かなii秀な学生が活発な議酋を き方向を示したことだ固学部の自治に

「思修館」は文部科学省の博士宮原程 行っており、とても面白い。 守られた消極的な大学運営でなく、全

教育リーディングプログラムとして掻初 『白眉プロジェクト」は、次世代~担 学的f:発想のもとに京大の未来を臓

のオールラウンド型に選ぼれているが、 ラ先験的なリーダーの育成を目指し、 略的に考え、京都大学を世界に冠た

そのねらいはグローバルリーダーの育 優秀な若手研究者が自由な環境のも る寂育研究大学にするため、全力で

成である。わが国では、ともすれぽ細分 とで5年間継続的・安定的に研究に専 大学改革に努力されてきた。心から敏

化した学問領域の申で、教授から指示 念できるよう支援を行うものだ。審査 意~表したい．
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松本紘総長の思い出

神戸市立医療センター中央市民病院長
（前京都大学経営協議会委員）

北 徹 き たとおる

尾池総長蔵任4年目から3年間、理

事・副学長として、松本先生とごー絡さ

信ていただきました。当時、施設、病院、

国際交涜を担当させていただいており

ましたが、特に大学全体の耐震化の仕

組みを作る必要に迫られた際に、ご助言

を頂き、当時防災研究所長の河困惑昭

教鐙をど粗介いただき、多〈の教授の先

生方のご協力を得て「京大式耐震診断、

その対応（補強）策」を作成して頂いた

のが、思い出の一つであります。との京

大の耐震化に対する提案書は、当時の

文部劇学省に取り上げられ、翌年から予

算が付き、全国で耐震化が開始された

わけです。無論、京都大学の耐震化が促

進したのは、ど記慢のとおりであります。

また、良くお話しさせていただく機会も

ありまして、特に時代に対応した、国際的

に適用する、将来のリーダーとなるべき

人材の発掘、その教育について譜諭し

たのを覚えております。その頃から、この

方は近い将来京都大学を背負って行か

れるに相応しい人物であると確信してお

りました。第25代総長にご就任後、経営

協議会のメンバーとして6年お手伝いさ

せて頂きました。時代に合った組織の見

直し、将来の人材差成の仕組み作りを、

勇気を持ったご英断で次々と成し遂げ

られる手続に拍手を送っておりました．

白眉プロジェクト、恩修館、国際高等教

育院、IPS細胞発見時、殊に国際特許取

得のための対応、iPS細胞研究所の仕組

み作りなど素早く対応され、見事に一つ

一つ成し遂げられました。

2年前の11月30日頃塁・皇后両陛下

と御所で食事に誘われたので、ぜひ来て

ほしい」というお電話を頂きました。12

月3日19時に御所の応援窒で両陛下に

新たな知のランドマークヘ

武田アンド・アソシェイツ代表，
文部科学省参与，京都大学特任教授

武 田 修 三郎たけだしゅうねろう

世界のグローパル化は待ったなし。

それどころかウオールストリート紙が

「過去50年に起ζったより今後5年

で起乙る変革の方がさらに大きい」

(2014年8月）と報じる通り、新時代へ

の動きは間違いなく加速される。この

ためにはそのかじ取りや骨格作りを行

える人たちを作る「育人jが必要。幕末

や明治にあれほど育人先進国であった

日本が今回はこれができるどころか、ア

ジアの園々にも遅れをとりだした。な

お、前回の育人は松下村塾や適塾が

担ったが、今回は大学がとれを担う。事

実、世界ではこれらに取り組む大学が

続出しだした。彼らは、先端研究体制づ

くりだけでなく、新時代への育人体制

づくりにとりかかった。つまり、過去の

栄光のノーベル賞受賞者づくりでなく、

未来を導く多くのイノベーターづくりに

かじ取りをきったのである。また、過去

の象牙の塔の殻を捻て未来ヘ導き、変

化に戸惑う政府、国民を照らす知のラ

ンドマークへの変革を遂げだした。

これら命題に真正面に取り組み、京

大だけでなく日本の大学変革の旗振り

役を担い、文字どおり粉骨砕身された

松本先生には感謝と敬意の念を表す

る。この難しさをマキアヴェリはI・・変

革推進者は変革で損害を受けるもの

からは非難されるし、一方、利益を得る

ものからも感謝されない」（P血 ce）とし

た。事実、学内では、松本先生は非難さ

れ、一方、積極的な支援者はでなかっ

た。しかし、京大は新体制のもと、岡違

お会いしました。総長が、大学ノートを

出され、総長のお母さんが、近所の開業

医の応援聞にあった「ひょ乙物語」の本

を借りてζられ、大学ノートに写し、それ

を総長のご兄弟に読んで聞かせておら

れたと両陛下に説明されておられまし

た。一字一字間違いが無く、一挙に写さ

れたのではと思いましたが、錦絵も素晴

らしかったのを覚えています。さすが、と

の母にしてと思った次第です。その後食

事、さらに食後のお茶と進みましたが、

総長のお話が面白く、両陛下のど質問も

鋭〈、約束の時聞を30分過ぎました。最

後は玄関までお見送りを頂くという事に

なりました。何という機会を与えて頂い

たかと今でも感謝に堪えません。総長と

お仕事をさせて頂いたことを良き思い

出にさせて頂きたく思っております。長

い問、本当にご苦労様でした。

いなく変革を遂げる、と私は確信して

いる。これについては先のマキアヴェリ

も「変革というものは、ひとつ起ζると、

必ずや次の変革を呼ぶようにできてい

る』とした。

松本先生が取り組まれた変革の中、

特に私は新大学院「思修館』、そして海

外大学との連携に期待している。前者

は、混迷の世界を照らす人づくりを真

正面に据えた育人大学院。また、後者

は大学に不得手なペンチマーキングを

可能にさせ、トラストとオープンネスを

もたらす場。いずれも京大を確実に世

界のトップランナーにする道と考えて

いる。最後に、松本先生には、今後尚一

層、日本を照らすランドマークの役を

担ってもらうととを希っている。



未来を創造する力強いビジ、ヨンと改革

京都商工会議所会頭，オムロン練式会社名誉会長
｛前京都大学総長顧問）

立 石 義 雄たでいしよし総

京都大学の総長として、強い信念の 「世界交続首務・京都Jを目指すとの 業も縫迭されました。地域に賞献する大

もとで大学改革にど尽力され、とのた ピジgンをもとに、京事普大学者Eはじめ、 学として、京都大学の存在感は一層大

び6~事聞の草食貨当量果たされましたとと 行政、経済界等が具体的な絡策を推 きくなったのではないかと思います。

に、心より敏意会議し~す。 迭しております。人目減少によって、地 京都産業の纂織は、伝統・先増産業

松本織は、京都大学の国際餓争カ 方後退への危機般が強まっております の高度なものづくり技術と、大学や研究

Ii'高めるためのビジョンそ.げ、グ が、人と入、知や鱒神、文化や産業の大 織闘の.先織の知.の銀績で温的、産

ローパルに活路ずる人材の育成そ目 交語毎週E創り出すことによって、活気と 学公の遥携を円滑にする「知恵インフ

鎗した教義・共通殺事管改革や大学院毅 en進色あふれる京都そ実現できると緩 ラJが強みといえます。その中心理旨狙う

育改1緊な~－々の改革を遂行されると 信しており家す。 京都大学には、とれまでの改革そ継承

t宅与に、京書官のまちにも多大な貢献会 私除、「高い文化と学術者旨有する創 し、グローバルとローカルの2つの世界

い？と？芝きました． 造的都市は、その時代の産業に掌新そ で活関Eする人材の育成を推進されあと

本所では顧問に就任いただき、さら 起とすJと考えて凝り去すが、長いll'l.5起 ともに、世界をリードする大学としてさら

に京都の各界代表b~30年後の京都の の11:1で2隣新司E繰り返し、新たな伝統を に発展されるととを納得しておりますミ

ありたい獲を灘諭ずる「京事官の未来を 創造しできた京都は、まさにそういった 結びに、松本様におかれましでは、今

考える織話会」に、学術界若宮代表して 都市であり＊1-.。 後とも京都の発展にど支援、ど協力い

告書画いただきました。共に織鎗~l重ね 松本織は、京者容における大学の役割 ただきますとともに、ますますご健勝に

た結果は、「京都ビジョン2040Jとして について着目され、京都大学の知恵そ て、~aど活厩周りますよう心よりお祈

どり1まとめることができ忘し？と。 活かして地携の課題そ解決するcoc事 り申し上げまず。

「京都学プログラム」成功の立役者、松本総長

おしなが育英会会長

玉井義臣 た家いよしおみ

平成初年2月7目、私が「本会の『京 うものです。 松本総長は閉会主主に急出席され、学

線学プログラム』にど協力ください。Jと ζの「E友銀学プログラムJ~き決して 生遣に「京事容での学寝耳！：＇~優しみ、自信

お願いすると、松本総長はど快諾くだ 単なる観光にせず、，Eの意味での「日 事E事事ち、必＇（やってくる大変なジレン

ざい去した。驚くくらいの郎Sたでした． 本理解Jにつなげるため、アドバイス マに打ち惨で.？.リーダーになってくだ

私共「あしなが育英会H志、約50年 を得ょうとI究者事大学の問そたたいた ざいoJとエール1i'送り＊した。京都か

閥、務者E亡くした遺児の救育支援を物 わけです．絵本総長は即座に我々の ら世界のリーダーそ脊てようとする松

心両面に縫って続けて移っ？と団体で 意図を獲解し、名だ？とる教授障に呼び 本総長とそが、志蒔く、弱者に温かく、

す．平成初年夏、世界のトップ100大 かけ、素晴らしいカリキュラムそ提供 しか色日本の心者旨終った3誌のリーダー

学から200人のインターン生を招いて してくれました。 であると思い＊す．

3か月に渡るインタF ンシップ・プログ 結果は大成功でした。「京総学プロ このたび、松本総長は本会の「アフリ

ラム~行い、そのー混として「京都学プ グラムJの多加インターン生らが提出 カ遺児教育支援百年務懇」を支えるサ

ログラムJそ開催しました． したレポートには、z：ちらが鍛縛してい ボーターである「資人逮人Jへの銑任

その目的は、昨今＊す1ます格差が広 た以上の深い日本理解と感謝と賃貸 もど快諾くださいました．今後、松本総

がり厳しくなる一方の遺児を取り巻く の言葉があふれでい:t1れとの中から、 援と共に、ζの活動場E遜じて世界の貧

環境を根本から変えるために、「弱者 十年・二十年後に、世界そ良い方向に 図削減に貢献していくととそ、心から楽

~労わ忍心」と「日本の心Jの蔚方を 変えて行〈リーダーが生まれるζとな しみにしております．

持った世界のリーダーを育てようとい 心から願ってい1ます．
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幅広い教養や経験を総動員する

イノベーション創出の取組み

文部科学審議官

土屋定之っちゃさだゆき

2年前、常識や既存の枠組みにとら

われない、真に革新的なイノベーション

の実現を目的とする新たなプログラム

を創設するため、松本総長にど意見を

おうかがいしました。先生が重要とさ

れた要素は、ビジョンとアイデアです。

イノベーションには、「先端」も大事だ

が、「ローテク」＋「ビジョンJ＋「アイデ

ア」で起きると、スティーブ・ジョブスの

成功例をあげつつ、ご指摘されました。

関連して、お話されたのが、1901年1

月に報知新聞に掲載された「三十世紀

の識言」です。100年以上前の日本人

は、クレジットカードやFA X等将来

の夢が描けているが、現代の日本人に

は描けないのではないかとの閑題意

誠でした。松本総長は、‘以前は「必要

は発明の母」と言っていたが、最近は

「発明は必要の母」の感がある。技術が

あるから誰か使って下さい、ではなく、

幅広い教養や経験を総動員して、何が

必要かをまず考えるべき”と仰り、その

上で将来に向けた大きなビジョンを持

つ入、ビジョンを強く持った人の構想

や情熱が十分に発揮できる場の設定

の重要性を指摘されました。

幅広い知識と深い専門性、柔軟な

思考力と実行力を重視した「恩修館」

設立をはじめ数多くの改革を実行さ

れたこと等に基づく先生のお考えは、

極めて明確であり、検討中の新規プロ

グラムの柱をしっかりさせることが出

来ました。

文部科学省では、平成25年度新規

稚気愛すべし、松本紘前総長

立命館大学教授
（前京都大学経営協議会委員）

土岐憲三ときけんぞう

松本紘先生が総長として京都大学

に多大の貢献をされたことは、大学内

外の多くの人が語るところである。これ

には鋭い先見性と強いリーダーシップ

が必要なのは言うまでもない。こうした

ととは他の人々に穣り、乙とでは、別の

視点からの松本先生のお人柄を紹介

しましょう。

松本先生とは長いお付合いではあ

るが、頻繁に出会うことが多くなったの

は、先生が宇治のセンター長、研究所

長の頃であり、自分も各種の役職に携

わっていたので、学内の委員会などで

ご一緒する機会が増えた。その頃には

二人は共に鞄、カメラ、携帯電話等の

小物フェチであって、新しいものを次々

に手に入れる績争をしていた。学内の

会議で研究室を離れている時に、松本

先生が工学部の研究室に訪ねてとら

れ、秘書に何か小物を見せて、「土岐

先生はこれを持っていたか？」と尋ね、

秘書が「お持ちでないと思います」と答

えると、「そうか、勝ったな」と婚しそう

に帰って行かれました、と報告された

のも一度ならずであった。

ある時は秋葉原の店で面白そうな鞄

を見つけて買おうとしたけど、少し難点

があって買わずに帰った。数日後に学

内の委員会の際に、改築前の時計台の

大会議室の鞄置きの机の上に件の鞄

を見つけた。ζんなものに眼をつける

のは競争相手しか腐ないから、会議が

終わってから「買ったんですね、私は止

めたものを」と冷やかしたζともあっ

施策として、幅広い教養を土台として、

護も考えつかなかった「人や社会に関

するビジョン」を構想し、その実現を目

指して果敢に挑戦する新たな試みを

開始しました。可能性は低いが、目標

を達成した場合、より大きな価値や利

益を得る研究活動を促すもので、活発

化する世界の活動の中で低下傾向に

ある我が国の研究開発の取り組み方

を改革することに繋がると確信してお

りますが、簡単には、状況を改革できる

ものではありません。松本先生には、日

本が再び輝くため、今後とも、より革新

的に、より高いレベルで、挑戦的な取り

組みを強力にリードしていただくよう、

お願いいたします。

た。まるで子供のように、新しく手に入

れたものを互いに自慢しあっていた。

また、15、6年も前のことであるが、

その頃に海外に出張された後の学内

の会議の際に、長さがlm余の軽い棒

状のものを土産として波された。何か

と開いてみると、プラスティックの靴ヘ

ラであった。「先生は背が高いから、こ

れならあまり屈まなくても良いでしょ

う」とのととであった。そういう心遣いを

する人なのである。

総長就任後は、学内のいくつかの委

員会に学外委員として就任したが、そ

こでの会議等では仕事を厳れたときと

は違った面を見ること色屡々であり、総

長職の重買を窺い知った次第である。



松本紘先生の総長ご退任にあたって

国立大学法人名古屋大学総長

演口道成はまぐちみちなり

私が松本先生に初めてお目にか

かったのは、2009年の春、国大協の総

会であったと記憶するロ先生の第一印

象は、正に強直にして触れれば切れる

日本万の名万のようであった。しかし、

面識を深めるにつれ、先生が深い愛情

と冷静な視点を持つ方であることが、

私に染み被るように伝わってくるように

なった。以来5年余、私にとって、先生

は様々な局面で最も影響を受け、示唆

に富む指導を頂いた方であるロ

先生は、乙の5年間、大胆な改革に

よって京都大学者E引っ張ってこられた。

先生の発案された「白眉プロジェクト」

や「思修館」は、日本の大学・現代の高

等教育が持つ課題に対し、「若いリー

ダーを知何に育成するかJという明確

なメッセージを持つ対策として提示さ

れている。多くの大学長がこれらの構

想に、啓示を得たに違いない。私も、

先生の構想のお話を聞きつつ、名古

屋大学なりの改革を探り、 「YLC」や

リーディング大学院プログラム「登諮

問」や「ウエルピーイング・アジア」を

立ち上げるととができた。

2013年6月より、先生が国立大学協

会会長に就任され、私も筆頭副会長と

して、お仕えするとととなった。まじかに

接する先生は、以前にもまして深い戦

略と行動力を持つ方であることを実感

することとなった。先生は、多様性に富

む園立大学協会を、1人1人の発言そ

十分引き出しながら、第3期中期計画

に向けての課題をまとめられた。また

松本紘先生の熱き思いに

国立大学法人東京大学総長

演田純ーはまだじ

松本紘先生におかれては、6年間の

京都大学総長職という大任を見事に

果たされたことを、まずはお祝い申し

上げます。との6年の聞は、東日本大震

災や政権交代、さらには急速なグロー

パル化など社会の大きな動きもあり、

その中で国立大学の財務環境はさら

に厳しくなる一方、国立大学に対する

期待は高まり、こうした状況に対応す

べく大学改革ということがつねに大き

な課題となってきました。この激動の

時期に、その卓抜したリーダーシップ

を持って向き合ってこられた松本先生

に敬意を表すると同時に、先生とさま

ざまな機会に率直に語り合い、ともに

課題に立ち向かうことが出来たことを、

感謝申し上げたいと思います。

とくに国立大学協会の活動において

は、松本先生には、平成25年6月から

会長職を引き受けていただきました。

私の会長時代にも副会長として活聞を

いただき、とくに、国立大学が責任を

もって果たすべき役割jや機能の強化

のあり方を主体的に打ち出した「国立

大学の機能強化Jの考え方の展開にあ

たって、大きな役割を果たしていただ

きました。また、会長ご就任後は、大学

のガパナンス改革の議論や厳しさをま

すー方の財務環境などの課題をめぐ

り、先頭に立って精力的に要望活動な

Eを展開されたととは記憶に新しいと

ころです。

国立大学の中でも、とくに京都大学

と東京大学の勤きは、社会からの注目

2013年末には、率先して行動され、科

研費の大幅減額の危機を未然に防が

れた。

先生と知己を得たととは、私にとって

かけがえのない体験である。ネルソン・

マンデラの言葉に、円 learnedthat 

courage was not the absence of 

fear, but the triumph over it. The 

brave man is not he who does not 

feel afraid, but he who conquers 

出atfear.」とある。様々な苦難、体験を

通して勇者となった人の姿を、私は先

生の中に見る。

変革期にある日本社会は、先生を必

要としています。松本先生が、引き続き

ご活駿されるととを、心より祈念いたし

ます。

度も高〈、日本社会の活力の強化を学

術の面から担いながら、国際社会の中

で存在感を示していくべき役割は大き

いものがあります。そうした役割への期

待がとれまで以上に高まってくる中で、

同じ危機感をもって大学運営に取り組

む松本先生との時折の懇談は、大きな

励ましとなるものでした。そうした時に

いつも感じていたのは、日本の未来、

そしてそれを支えるべき国立大学の使

命についての、松本先生の熱い思いと

責任感でした。

松本先生の今後のさらなるご活限、

そしてど健康を、心より祈念申し上げ

たいと思います。
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松本前総長のご退任に寄せて

～魅力あふれる改革のリーダー

消費者庁長官｛前文部科学審蔵官）

板東久美子ばんどうくみと

松本前総長には、高等教育局長、文 創設による教養教育の強化、思韓基館創

海科学審議官時代理官通じ、大変お蛍穏 裁をはじめとする大学院教育の質的

になりました。私の毒事屡に宅』しばしばお 転換、白眉プロジェクト等による若手

いでになり、京大の改穆の取組や課題 研究人材の脅威、特色入試導入による

について、あるいは政策へのご提言を 大学入誠・高大接続攻掌など、革新約

然く語られました。そのアイディアの霊童 で多鎌な取組理官猿進されました．京大

かさは飛ぴ銭けており、お会いする皮 において研究に比べると影の簿かった

毎に大きな剰語院と新たな観点、前進の 教脊唱昔、全ての基線として監視された

エネルギーをいただきました。積極巣 ことは画期的だといえましよう。

殺に説破されてきた様々 な取組は、＊ また、大学のグローバル化の推進に

さに大学改革全体を車引するものとし も積極的に取り組＊れました。その集

で、各界から大きな期待が害毒性られて 約であ.g国際戦略〈・2xby2020・〉は、

います。 世界のJ1:rでJil•起し？とスーパー・グロー

総長として取り組まれたζとは、極め パル大学としての発展そ支える急ので

て多綬にわたり＊すが、終に、数務・人 す。研究カの強化も理事時代から強力

材育成繊能強化に大きなカそ注がれ に推進され、山中教授のノ・ーベル2賞受

たのが注目されます。国際高等教育院 賞ぞはじめ、国際的にも評価される多

我が敬愛する松本紘先生ヘ

国立大学法人大阪大学総長

平野俊夫ひらのとしお

松本紘先生、との皮は6年聞の総長 注意すべき点等、細やかなど指導事いた

織を無事終えられたこと、おめでとうご だきました。改めて御礼申し上げます。

ざいます。心よりお喜び申し上げます． 絵本先生は「京都から大学者量変え

~岡本当にご苦労様でした。 る」と、京都大学総長として、また国立

先生に初めてお会いしたのは2011 大学協会会長として、ひたすら著書が園

~の9月で~りま't.大阪大学総長就任 の大学の発展のために大学改革に港

のど銭穆念ずるために、京都大学総長 迭されました．まさに「行動の人」です。

~に先生~鵡ねました。初めてお会い なかなか簡単にはまねを出来るもので

し？と時は、天下の京都大学の総長とし は~りません。

で大変威厳のある近寄り鍵い＊ーラ~ 先生の講演者Eお聞きしていると、

嫁じました。しかし先生は大変気さくな 様々 な言葉が飛び出して来ます。「先霊祭

方で新米の私に総長臓の大変さそ諮ら 国J、「脊人」、「異・自・言そ鍛えるJ、

れ、かつ励ましてくださいました。その 「知・庖カを鍛えあJなど．そして先生は

後、園内はt.>とより、ドイツ、イギリス、 「KyotoUniversity機能強化プランJや

中園、ベトナムなど海外でも幾度となく 「2xbyZOZOの提言」などそ発表され

ご一緒~ぜていただきましたお先生の るとともに、教養部改緩や入試改革、若

お人柄に直敏ふれる事が幽来た一生 手育成のための「ジョン万プログラムJ

忘れる事のない貧重な思い出です。ま や「白眉プロジェクトJなど、様々 な大学

た色々 な機会に総長としての心構えや 改革~実行してとられました．

くの突を総びつつ~ります。

総長としてのご業績そ支えたのは、

類~れな先見性と剣道盤、発信カと鋭

得力、経やかなフットワークに加え、号機

神的なタフさや徹底した積極j官、考では

ないかと思います。それぞれの取組に

は様々なハードルがあったようです

が、相当の図鍵や反対にもめげないご

様子には、いつもE感服しておりました．

ー区切りを付けられた後も、今まで

のど経験を活かし、イノベーターとして

新たなど活癒をいただきたい。松本前

総長という比類なき強力的なリーダー

にS穫するととができた一人として、ぞれ

を切に願っております。

今、日本は大きな曲がり角にさしか

かっています。このような時だからとそ、

わたしたちは、未来な包う人材そしっか

りと育成して行かなければなり家ぜん。

固な支え－？.のは人であり、人材育成が

会てであると言つでも過言では~りま

宅全ん。先生の『脊人Jは..く大学人に響

きます。そして「知」そ織える.裂さと共

に、「胆力Jの霊薬伎は今も私の脳議に

焼き付いています。「胆カJζそが、リー

ダーの資質？あり、未来そ開く大きな

カになりうるという確信は、先生ど自身

のf回カJが故、さらに大きな鋭得カ埋ま

宅与ってわたしたちに錆りかけて来ます。

健康にはくれぐれるf留意され、我が

国の将来のために、引き続きど指獄、

ご助言、ご級事患者をいただきますよう:13

目隠い申し上げます。



松本編す総長御退任に当たって

東京都教育養員会教育長

比留間英人ひるまひでと

京事大学総本紘総長の傷退任にあたり、

東京都教育祭員会理E代表して、京事巨大学並
びに松本総長がとれまで推進してとられた

織々 な取組に対し、心より敬意を去しまれ

松本総長は在任中、新たな価値創造が

できる人材の育成のために、次々 と改.

案者E打ち出され~した．「入試司t•」では
従来の入試とは異なl>r高大後続型京大

方式特色入試J~導入され、『専攻養教育改
怠」では教養毅育者E一元化し？と「国際高

等放1普段」そ設置され去した．そして、「大
学院改慾Jではリ｝ダ｝の脊成~目的と

した新しいタイプの大学院「思修鎗Jを開

設されました．とれらの入試改慾から大

学院改2喜志での一貫した取組は、日本の

署員背の仕組みそ大きく変えていく先駆け

となるものと思われます。

とりわけ『入誠改琢Jにおいては、『高校

生には幅広い知識と教穫の土台をしっかり

と身附悦欲し川」との松本総長の秘、

思いから、f高校と大学の銭点者E広S夕、より

織穫に連携するととで、互いの生後・学生の

学習意欲~向上させる。Jととそ目指し、高

校教育に対して積領的に’噴きかけそされま

した．ぞれが見穫に続突したのが、平成23

年度から京a膨大学と東京都教育望書長会で
共催している、「京事事大学高校生フ方』ラム

也叩KYO」であると思っていまれ

との「京駄輔校生フトヲム鈴武双ぬj

では、平成25年度には松本総長から、f人

類の100年後.~考えよう！～西暦2100年
r太陽系文明』の夜明け～」と廻して御講

演をいただきました．松本総長の研究分

野のみならず、r人聞が本来持っているカ

を十分に発擁するにはr学カ・績カ・領カ・
自民力』のr4ガク』が必要である．」等、数々

の興味深いお言語に、会場者E温め尽くす高

校生は熱心に聞き入ってい去しtt.会場

の生徒から「研究者になるためには、高等

学校ではどのような勉強そすればいいの

ですか.Jどの質問に対して、絵本総長は、

f高等学校においては、文科系科目も獲斜

系草寺目も綴広く学習するととが大切であ

る．」と強く訴えられました．御鶏波後、f松

本総長のような研究者となって、新たな発

見をしたい。Jとの志そ縫い？と生後も多く

いました．高校生がお等教脊とはどういう

ものかそ実型車し、進路目観念明確にする

取組は大変素晴らしいと感じていま・れ

更に、平成26年7月に、明日の目本~狙
う人材そ育てるととを願い、「1訳者巨大学と東
京総教育祭員会との連機協定」そ締結b、

たし1ました．東京郵教育望書員会は、松本総
長が推進してとられた、「高等学校と大学

が互いの現状を理解しながら、共に協力

し、高枝被脊における幅広い学び·~保証し
ていくような潟大連携J~今後とも継続、発

展させていく所存で~ります．
M'CIになりますが、総本総長のとれまで

の飾労苦に心より感謝申し上燃すととも

に、今後の主主々 の街活.そ祈念して、私の

感謝の言幾とさせて演を1まれ

松本紘京都大学前総長へのメッセージ、

株式会社堀場製作所最高顧問
｛京都大学総長顧問，前京都大学経営協議会委員）

堀場雅夫ほ問

緩初会、ら弘泰司旨申し上げて失礼かと

は思いますが、私4ま京事事大学の一般の

OBとは少し違っていると思っています。

まず、弘の父は京都大学者を卒業して

京都大学にg，隠し、終戦時まで理学議事

化学教室の救援者き務めて凝りました。

その関係で、京都大学は幼少期より自

分の身近にあり、.い先生方に可愛

がってI震を、父の教室の学生さんは着色

の家庭教師であり、夏休みの宿題竜ーい

っ込半分くらいはして色らっていました。

そして、私も当然の様に京都大学の

理学部埋ま選び、特』ζ弘の毒事敬している

物理学の荒際教授のもとに入学出来た

ととは大変ラッキーでした。

しかし、敗戦により私の将来の務望

であった研究者としての拶をぶち犠さ

れ1ました。逮合国は日本の犠物患の研

究者E禁止すると同時に、大学の核研究

施設を磁調慢するとの情報そ受け、大学

としてはそれに対抗する手段はなく、弘

は卒論の実般用に~憶した音容易者~閑人

で新設したF場場銀総研究所』に移し、

$論専E学外で作成しました。との研究

所が現在の様式会社編場製作所のス

タートとなりました．

京都大学と各学費容の先生方と共に産

学逮携して新製品'i作り、現在でも製

品群のオリジナルの50%は京都大学と

の共同開発したものです。

しかし、その関係は~くま守点の接点

であり、線としていわんやiiiとしての関

係では~りま宅金んでした。しかし、松本

先生の総長•«ぞきっかけに、総長願

間への就任、続いて緩蛍協議会委員委

眠そして平成25年の総長選考議員読

後に及んで、京都大学の内備を知り、現

在の1!t問ー般の価値観、常歳以まかけ

隠れた状態で運営されてい.Qとと埋ま目

の当たりにするとととなり、松本総長の

大学改革の御苦労が如何に大変なも

のであったかを痛感した次第です。

もう少し総長臓を続けて欲しいと

願ったのですが、再任の禁止規定、あ

り実演は出来ませんでした。

しかし、拳いにる新総長の山極先生

は引を続き改箪を続けるとの方針を打

ち幽されており~すので、京都大学の生

まれ変わりそ心より顧い、改めて松本前

総長の勇気と忍耐カと努力に心から敬

意念表します。
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産学の距離が締まった6年間

公益社団法人関西経済連合会会長，
関西電力株式会祉代表取締役会長

森詳介ω凶扮

松本先生は、2008年10月に第25 んでくれる怠のと思います。京都大学で

代京大総長にご獄任されて以降、留学 磨き上げられた人材が、研究やピジネ

生の受け入れ鉱大をはじめとする大学 スなど広い領績でグローバルな活躍

の国際化や、2013年の患奇襲館創設、 そし、関西のみならず目：本の発患者！：＇.

2016年度入訴からの高大接続型京大 引してくれるととを、今から察しみにし

方式特急入抵の場入など、先駆的な大 ているととろです。

学改革Ii'矢嫡苦fJ事に推進してこられま 松本先生は、大学と関西経済界の結

し？と． びつきも強めていただきました。2009

「人材とそが大学のltt.大きな資 年には国立大学として初めて関経連の

産」という松本先生の信念は、企業にも 会員に登録していただき、今では、外

そのまま当ては1まります。企業にとって 国人留学生の就織支緩や人材育成の

も人材ζそが最大の資産であり、大学 コンソ・ーシアム機祭事業などで互いに

から人材~受け継ぐ立場の企業にとっ 協力しあう間柄です。意見交換の渇で

で、京都大学のー速の改革は績もしく は、経済界の声に真撃に耳な傾けてい

映っています。 ただくどともに、示唆に富んだど意見を

絵本先生が総長ど在任中に蒔かれ 多く頂織した乙とが印象に残ってい~

た績は、近い将来、必ず大きな実~総 ず。京都大学と関緩遂の関係は、松本

松本先生ご退任に寄せて

DMG森精機株式会社取締役社県
（前京都大学経嘗協議会委員｝

森雅彦山肌

とのたびは、松本先生がつつがな〈

退任の目唱を迎えられ忘したζとそ心よ

りお喜び申し上げます。

松本先生と私は、奈良県大和桃山市

の出身です。私は1985年に京都大学

工学部事情密工学科書E卒業し~し？と。工

学系分野においては産業と民間との

連携が箆重要と考え、京都大学者Eはじめ

圏内外の大学や、ドイツFraunhofer協

会等との共同研究そ行って鯵り~し

？と。今考えますと、との点が松本先生の

自に留まり、経営協議会愛員への参加

をお声がけ頂〈ととになったのではと

考えております。

経営協議会では平成20年からの6

年間、2JJJにわたり協誠会愛長として~

世話になり1ました。改革は？震に様々 な

解僚があ.Qものですが、松本先生の取

り組みにより、京事巨大学生の、他大学と

比較したユニークさや優位性は大変

改善改良されてきたと考えておりますa

なかでも、先生の言う「顎カ〈がくりよ

く、鳴をrカ）Jには漂い意味がるると感

じ、弊社の社員教育においても念頭に

おいて取り組みた行っております。

世界各国に広く活動を行うことど、伝

統そ守り地域に銀ざすことは、反対の

事柄のように思われがちです。しかし

ながら、国や人纏設問わずにグローバ

ルであること・日本全土に広がりナショ

ナルで~るとと・黄色携に機ざしたロ－'JJ

Fレでa>ることは、決して対立する概念

ではみりません。京都は観光や歴史、

文化において特色のある素晴らしい都

先生のおかげでより高度なものとなり

ました。心から感謝申し上げます。

かつて松本先生から、f大学と録済

界のつながりが関西にはない。近〈に

いながら協力隣係者E携築できていない

音響分があるJと厳しいご指摘そいただ

いたととがあり去す。近〈にいることに

甘えていては、経済界にとって最も大切

i;t,i量学の連携が進まないと痛感させら

れたζとな、今でも覚えています。

関経連では今後も、京都大学ととも

に関西の発展にカそ尽くしてまいり~

"to松本先生には引き続き、関経連の

活動に対し、大所高所からど鎗司惨殺賜

りますようお願い申し上げます。

市で＇°るのみでなく、稽われた資源を

活用することにより、様々な文化背景

そ持っ？と知の集積となりうる土地であ

ると考えております。私は京都大学が

松本先生の取り組みを踏援し、知の発

信地として今後更なる発展Ii'遂げ、世

界でも務有i;t大学となるととそ心より

期待しておりますa



日本の京大から世界の京大ヘ

ーやればできる一

支部科学事務次官

山中伸ーやまなかしんいち

OECDの行っている申学校卒業時の 賛成。しかし動けない。一歩踏み出して

知識浴用能力唱世帯価する国際的学力 もその先に進めない、続かない。

Ml査で、日本の生徒はOECD34カ国 松本先生はこのような日本の大学

中、理科、読解カでE位、数学で2位と の現状に大いなる危4康男際そ抱いた。

トップの成績でa;る。このとともa;弘国 抱いただけでなく、具体的行動に出

際的には日本の小学校、JP学校の教育 た。出ただけでなく、更に進めた。京大

は世界でも一波と癖価されている。 方式特色入試の全学怒での実施。学

とれに対し、日本の大学救脊への評 郎教育での放後教育者E充実し発信

舗はどうか。TIMES等の国際ランキン カ、英語力'l'高める国際高等教育院

グで見ても、とてもー続とは言えない。 の発足。リーダーそ育成する大学院

知の時代である21世紀とれでいいの 「恩修館Jの銭j畿による大学院改夢。

か。しかも目本の人口は急減する。Eう 若手研究者そ支援する「白眉プロジェ

すれば良いのか。『学士カJといった学 クトJ、「ジョン万プログラムJ等など。

部教育の改革。大学入誠の改革。大学 大学入猷改1匹。学部教育改革。大学

院教脊の実質化。20~匹以上前から同じ 院教育改革。若手研究者育成改革。弘、

ととが言われ続けてきた。しかしほとん ずれも議震な改：￥でおる。目ヨドの大学

ど変わらない．何富助、。総論賛成。各論 社会では盆衰え止ととは僕盆に検討す

増々 のご活躍を期待致します。

一mw田穏和

私は、麻会〈産業界現役の卒業生有

志による総長支援会〉の初代会長の任

におりました。その事もるり、総長とは

多〈の意見交換の婦を持たせて頂い

ft。そして、総長の大学経蛍に取り組む

確固とした信念場E感じ取った。その信

念とは「大学の存在価値は、その存在

が人聞社会の発展に役立っているか

どうかに懸かってい.Qoぞれは＊た、変

えねばならない猿にいかに挑戦する

会、、変えてはいけない事ぞいかに死守

ずるかに懸かっているJという事だと稔

なりに受け止めている。総長の業績

は、多くの場面で触れられると思うの

で、私は、照会の基金~使い、世に役'1l.

つ人材の育成に取り組審れた総長の4

つの施策そご後置Eする事としたい。ー

問問紅

会何年会わ

別総
特例

祉長

機会司μ

式前二、

顕

つは、グレート・ブックス・ライブラリー

の創設、二つは、世界のビッグネームと

直緩対話できる場の設定、三つは潟外

t留学への支媛、四つは、学際研究機想

コンテストの開俗である。ーとこの目

おす所4志、世界の古典と自由に肉かい

合い、また、世界の一波の人々と直に

意見交換をする。その事により自らの

行動の納となる自らの価値観をまIち立

てる司僚にある。三と四は今、最も進化、

変化の激しいグローパリゼーシgンと

オープンイノベーションの場に身者を健

t官、ぞれに適格に対応するには何が最

も求められているのかそ実感としてと

らえる事にある。

総長は、ζの四つの施策1t＂心”埋ま稽

うための四つの抵みであり、とれらな

る。盛衰え主事ほど、官廃虚の上に自健室f.t

検討が必繋になり、結果、20•、30年

かけても僅かしか変わらない。松本先

生はとれらすべての改革者~6年聞の任

期の聞に実行した。ζれらの改革は、

大学関係者が長年提言し続けたが実

行に移せなかったものでIi>る。文都科

学司修務次官として、松本総長にお会い

し？と日春、とれらそすべて実行すると言

われた。本当に鴛き、できる限りの支援

をしてきた。

京都大学がζれだけの改2震を実行

してきたととに対し、松本先生そはじめ

とする京都大学関係者に心から敏怠

~表したいe更なる進展を期待したいe

やれば出来る。他大学寄与大いに衡とし

で顕きたい。

「本賞者rついて大胞にJというコンセプ

トの色とに展開して行ぎたいと述べて

おられる。照会は、発足後、三年目に

入ったばかりであり、その成果はこれ

からだと考えるが、産業界に身者音信〈

者として、との取り組みを皆さん高〈評

備しており、ここから骨太で進取の気に

gんだ人材が多数質量出してくる尊t1t心

持ちにしている。

私としては、総長の新しい数々 の取り

組みに敬意を詳しつつ、お疲れ織でし

たと申し上げたい気持ちの一方、＊だ

まだとれからもうー自由譲りしてど活庖頂

ぎたいという気持ち？一杯である。
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改革の道程 活動年表平成20年10月一平成26年9月

附属図書館学習室24

&I 



3月
M町出

・京事E大学たちばな貨

｛優秀女性研究者

賞）を創敵，第1園授

賞式を実施（以降，
毎年度実施）

・男女共同審薗アヲ
ション・プラン在策定

・京書官大学車事長貨を

授与｛平成17年度

以降，毎年度授与）

・「京都大学大学院
案内jを発刊｛以降，

毎年度刊行）

・物質ー細胞経合シス

テム畠点（iCeMS）本
館が完成

111固たちばな賞授賞式

4月
Aprll 

固附属図書館金鍾改

修z，により回覧ス

ペース大幅盤大

・医学留附属病院が
厚生.，，.省より『が

ん惨.温揚拠点病
院jに選定

・米国・ワシントンD.C.
に店店事u皇大掌．東

京大学．立命館大晩

早稲田大学と共同で

米国N門職人間米
研究インスティチュー

トJ(U副I）を歯宜

• r京都大挙にお11る
ハラスメントの防止と
刻由ご:x.~てj佃文・

英文両冊子）を刊行
似国民毎年度刊行｝

・構内積収所を肢置
｛以降．随時梅雀強

化｝

・役員嶋崎会惨を閑

催｛以降．平成26年
9/Jまで開催］

・情領環埠認に銃合

町恒センターをIt置

・嶋園・浦項での郷24
聞東7ジ7研究型

大学箇金仏臥RU)

理事会聖書長校とし
て開催

・フランス・エコーJ』J

ルマルシュベリウー

ルと大学問学術交

漉也定を’積

5月 6月
May J聞＠

園大阪大学・神戸大学 ・「京大・学術商象

と共に，国立大準法 データベース革本

人で釦めて関西経 英単語1110Jを覗肝

涜連合舎に入会

・斬エネルギー・産業

一一｜…問術書具聞盤貴に4 の革新型書電泊先
停が援訳 鱒精学畠礎研究．

るヨンソーシアムff
様車R

・平成21年度グロー

1<1i.coEプログラ

ムに1件·~i採叙

・スギホー·J~可デインダス
綜式会祉会長杉浦

広一氏杉浦昭子氏

の寄付による杉浦

地越医療研究セン

ターが完成

・松本語畏が環太平洋

大学也会（APRU)

の理事にat佳（平

成25隼8月ま初

・米国・カリフォルニア

での’1113固APRU
年次学長会・に忽

本鎗島が出席

AEARU理事舎での．事進行 宇治おうぽ〈プラザ

7月
July 

・困際化II点盤信事

費量｛グロ－J<J』30)
の艶点大学に繍択

8月 9月
Au1u副 白岡emb町

－一一一究者育成事交漉を開始 センター｛現白圃セン

ター）を霞量

・京事E大学オープン

…刊……開催｛平虞14年度 支掻車損『白眉プロ

以降．毎年度開催｝ ジェクトjf開始

｜圃宇治則〈プラザ｜・踊大学尉
が完成 ス壷開陵

・鎗2固湯川・朝永奨
昂賞授賞式を実施

ω血節調割安掛

・ベトナム・ハノイ工科
大学と大学同学衡

支法協定を締結

・量先細研曳開発支

揚プログラム伺陪n
に2件ff.採択

・3匝13固京•. 大学会

学級宵シンポジウム

を開催（平成8年度

以降．毎年度開催）

・ジュヱアキャンパス

2009在開催［平成

17年度以降，毎年
度開催｝

• ti立行政法人徳市
再生樋栂ti:施行する

木泊中央特定土地

区画盤理事接地区

内へ，.学研究科附
属鹿婦の移転を決定

I II 

ジュニアキャンパス2009

白眉プロジェクト配者会見
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改革の道程 活動年表平成20年10月一平成26年9月

10月 11月 12月 1月 2月
Octot踊r November De伺 mb町 J&nl』ary February 

固体育会スキー館綾部 ・大学院生のあめの研 圃京都大学で篇13回 国学内カフェ「タリーズ ..二期中期目視期

OB舎から志賀高車 91:科横断型セミナー 京極大学園際シンポ コーヒー京都大学時 聞における人件貴・定

ヒュッテを移管受入・ 2009寄実施（以降， シ1rjムを開催 軒台店Iがオープン 員管理の在り方に聞

和j周開始 研究科横断翌敬育 する革本方針を策定

プログラムとして毎年 ・7セアン大学遭合 ・独立符it法人屋寮

・科掌妓衝と人績の 度実劇 (AUN）と大学問学街 .合掠術研究所と ・大学評価シンボジウ

未来に閲する園田E ~洗面S定者締結 温揚箇カの推温1: ム『大学の発展に向

フォーラムt前回z章一 ・絵本鐙景と現員との 係る協定を絢舗 けた評価忍び質保

ラム）2009に訟本 対Eを開催｛平成22 ・鎗是主催『外国人研 Eシステムの充実j

総長が出席（以降， 年3月宮前 究者との支歓会」を ・男女共同参画推進 を開催

毎年度.加） 開傭（以降．毎年度 シンポタ合ム査開催

・国公私立9大学によ 開催｝

・京都大学の名鶴並 る学術研究期厳舎を ＇／！：完成

びに京都大学マーク， 発足｛綴平成旦年8

ヱンプレムロヨタイプ 月1:2大学が加入し， ・ボート鶴合宿所．字

:Iぴスクールカラー RU11となあ） 治学生合宿所等の

に関する規涯を制定 改修工事が完成

・中国・天津での’116 • IP S細胞研究所
回日中単長会書に ｛α附研宛憶が完成
訟本総長-d出席

・酉包幌外活動施殴

様室li£

宵

外国人研究者との交歓会 男女共同歩画推進シンポジウム iPS細胞研究所研寛棟

66 



3月 4月 5月 6月 7月
M町出 Aprll May J聞＠ July 

市 組合開研究｜ 固l川 島研究所 国大脳 相 蝉 と 叩 女子大山｜ ・醐僻カ廻齢

維途センタ寸殴置 岡 A)噛置 組鎌対応型包括遭 別研究学生交浪箇 (COCN）へ入金

援協定を穂積

理由車合等を符い，織 を廃止．産官学連携 ・日：本医科大学と特

時定員を創殴 本部に佐合 別研究学生支漣箇

定を締結

”塵及び共同研究 段置 ・平成22年度科学錐

部門鵬搬 綿異聞闘に41
・錦旗民間晴嵐艦 僻糠択

・様式会社匡鳳・蜘且 ならびに全学生にIC

情基．披術研境所と 学盆匹剖E付

組織対応型他球前包）

連揚契約鶴縮 固敏員の定年査段階

的に65flに引上げ

・米国・ハーバード大掌｜ る定年盃墨壷スタート

技術移転部門と.. ・独自に鉱発した担

学遺書店に関する憧定 察車専免除音実施〈以

を締結 降，毎年度実施｝

・京錦ii:•大学と特
・新入生特別セミナー

別研究筆生支ill笛
を実施（以降毎年度

定を働鎗
開働

・涯・大学と単位互換
・早期退職制度壷霊傭

也定割崎吉

・ウイルス研究所北 田敏.員用金学メール

実験憶が莞成 剛胸Hの軍用を傭始

・山内海氏｛任天堂縁

式会祉相陵働の寄

付による医学包附属

病院析病棟『積良
健闘完慮

・第二期重点事骨量実

施前面を策定似民

随時改魁

・独自の財源による寵

局運営活性化糧費

壷場入

・神戸大掌と計算科

学分野にお4する.ii
..カに闘する櫨

定を鈴錨

• r京都の来来を考え
る廻話会」に参碩

• r••と覇祉長との
意見交換会Jを闘

鎗｛以降．定期的に

開催） 魁置 弓~
一 ・‘

~ 

定を値鎗

・「小中高大重機事. 

..先揖研究進盤事 ....AHエンス・コミ1ニ
績に4併司戸線m. ケーター・プロジヱクト

～jを実路｛以降．平

1IZ.拘E度宏司

北格が完成

• t:イツーハイヂルペル

ク大学での書店1園田

独8大学学長会鴎

に絵本書草長が出席

8月
Au1u副

iPS細胞研究所館立配者会見 第1回日独6大学学長会筒

9月
白岡emb町

・京語大学アラムナイ・

ネットワークシステムを

聞股

・吉田甫構内京大生

箇共北ショップがオー

ヲ〉

・新任.貝毒虫育セミ

ナーを開催（以降．毎

年度開催）
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改革の道程 活動年表平成20年10月一平成26年9月

10月 11月 12月 1月 2月
Octot踊r November De伺 mb町 J&nl』ary February 

・jf9j.認を殴置 ｜・遺館講演会「東京で 圃京大生＂つ〈るキャン ・京都大学で第9回 ..先館・次世代研

学ぶ京大の知」苦闘 Itスマップrv.倍加回 M諸民＇＂＇抽 T副司噌 究開発支.プログ

・髄町脱却門（以降毎隼度4シ 京大Iを刊行 町凶Com凹脚色旨m ラム（NEXT)に36

情螺発信開始｛平虞 リーズ1咽開催） Wo『凶却を開催 件，，，採択

話年8月宮町 ・総長と官官局観符穏と

..骨井電極株式会社 の定見交換会壷開催 ・中央府省庁と京都

揮成Z埠 10.月まで） 大学むの怠見変換会

テム抱点（ICeMS} 連携箇定を鎗艦 を開催（以降，平成

研究僚が完成 圃エジプト科学アカヂ 25年5月までの聞に

．橡式会主土カネカと組 ミーと大学問学衛交 6省と実脚

・医挙直Ht育研究支 線対応型包括連携 it協定を締鋪

橿~金による医挙部 也定を鎌首 ・関西学院大学と特

学生会館が完成 別研究学生支涜也

定を厨積

・高度マイクロ波ヱネ

ルギー伝送実険機が ・宇治地区先蛸イノ

完a ベーション.点績が

完成

温続’閥会『東京で学ぶ京大の知j 京大生:dつ〈るキャン／＇｛ス蜘固 AEARUW由Ta:泊四岡野副旬~首脳町田 宇治旭区先蛸イノペーション伽点棟

マvプ『W味期 開l京大JWei幡町



3月 4月 5月 6月
M町出 Aprll May J聞＠

・未来自由略検肘チーム ・東日本大量災により ・東日本大震災彼災
Eよる提言 被災した学生への入 拙ことこるのケアチー

学車専・糧難料免障を ムを派遣（以降．平成
・東日本大震災被災 開鎗（以降，毎年度 2埠胡まt'i液迫。
地にDMAT.A（災 実錨j
害時派遣医’チー
ム｝を派遣 •11.t射性同位元自民健 の掲憶に也カ｛以

合センター，環境保 降．毎年度也カ）

・第1回全単共通忽育 全センター，保健管

国際学生シンポジウ 理センターを廃止し．

ムを開催｛以降，毎年 環境安全保健縫構

度開舶 に総合

・タッチパネルおよび ・固臨吏漉センターを

30センサーを周いた 回路交法推進.構

広線用映像コンテン に畿合

ツf栂鏑｛百周年時

針台記念館・掌士会 ・情相環境.栂lζIT’I・東京オフィス） 企E宣を霞置

・大学共同利用栂関 ・新入生対象シリーズ

議人高エネルギー加 隣潰『京大ス日l}-:Jツ

連綿研究侮檎との温 への招樽jを実施

揚・協力の推進』ζ関持… ｜・細川崎
と大学同学術受注

・ドイツ・ゲツチンゲン大 凶定を締結
学と大学問学術~
演協定を飾結 ｜固フィンランド・ヘルシシ

キ大学と大学問学
・次酎惜民禽ナノヂ｜ 鯨油白糊
パイス創割ハブ抱点
鎗股が完成 ｜・中園・清華大学での’815圃APRU年次

・北鱒合教育研究｜ 学長舗に峰雄
棟｛益川肥念館）'d 長が出席
完慮

・柳野寮の耐震改修
工事が完成

・医学認附属済院先

剤医－開発・臨
床研究センター棋が

完慮

仙台医型車セシターで活動す吾DMATチーム 先鋪医．織器開発・臨床研寛センター

7月
July 

・学術情誼リポジトリ

「KURENAIJ'd世
界リポジトリランキン
グ2011年7月厄に
おいて，世界第8位，
圏内鋪1位を獲得

・外国向付研究銅介

冊子11<阿Dl.Wv園町
民選副1Al訓随l告
発刊（以降．定期的
に刊行｝

・ドイツ・カーJレス）（，ー

エ工科大学と大学

同学術支法箇定を

締結

・京都大学シンポ少ヲ

ムシリーズ『大塵災

後を考えるj一安全・
安心な輝吋る園づく

りを目指してーを開

催（以降，平成24年

3月事で軒20シリー
ズ開催）

・「京大中期目；根・中
期断面ハンドブック

(201かa剖 16）」を

刊行

・医学館B様が完成

8月 9月
Au1u副 白岡emb町

圃基金運営嚢員会を｜・トJ（，コ・＝ッチ大学と

殴置 ｜ 大学聞学術交漉也

定を締高官

•f-J（，：コ・イスタンプール
で篇16岡京都大学

園田房シンポジウムを
開催

・リクルート『史学の

約束Jの出版に笛カ

｛以降．毎年度櫨カ）

・『京都大学の橿能強

イEプランについて」

箇)11一四14）壷策定

M1B固京都大学国際シンポジウム

.. 
コッチ大学との支浪曲S定締結式
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改革の道程 活動年表平成20年10月一平成26年9月

10月 11月 12月 1月 2月
Octot踊r November De伺 mb町 J&nl』ary February 

・京郡大綱司膏会保次 ・初めて米国でのIPS ..生用金学メール 回数育研究活動デー ・総長のリーダーシップ
7ラムナイ）Facet拙 基本特許が』E立 胤JMαの湿周を冊蛤 9ペースを舗難し．一 を支えるた＂＇，本学寧
の理用を欄鎗 般公開聞蛤 .の財騨トy訓こょっ

・大噂の世界易闘力強 ・技開6皿m勘等の売 て「京都大学照会j
・科学績衝と人績の宋来 化事業1こlft:d輝択 実のため関西TLO線 が段立
に闘す畠国際フォーラム 式会祉の除措取得
(STS7:t－ラム）2011 ・京郷府と『東日本大

• C~t:ン大学問｜Ul!vl!rslly p『凶dents’ 震災」被災虫色の復興 連携也定を飯事官
Breakfast Meetln1壷 支援ι係,6包括官舗車 究所と大学同学術
開催 婦協定を締結 3'f涜箇定を節結 ・理学研究科附属地

・京都大学東京友f-'ラ
ill’S学研究施E聖火

• r10年後の京御大 山研究セン~－＊II
ムをリニューアル冊催 ・エフエム京都fKyato

'fl歪録有形文化財
雌 毎 年度剛 出 M困tyAc溜拘mie 学の莞贋を支える叡

TalkJの盤送開始｛以 育研究組織改革に 1：•歪録

・フランス・サノフィ・ア ｜ 降．毎週水帽日放送） 向けてjを鎌定

ペンティス祉と包括

的過揖協定を締縮 ｜・東京都敏育委員会 •AEARUとの共催に

との共催4こより高大 より京語大学で，1117

同 で第7回日中学｜捌州日 固京都大学園陸シン

長会．を開催 高極生フ中ーラム in が3ゆムを掃催

TokyoJを闘催（以

・米国・カ『!J7>tJ［，.ニア 向山 ｜叫 酌仏ン固

大学デ一巳ス枝と大
際聡随鎗合特区に

学問学術支波協定
・公益財団法人稲盛 春画

財団との共催により
を鎗鎗

「京都貨高校フォー

・京大ウィークス畳間価
ラムjを開催｛以降，

（臥降，毎年度開催J
毎年度開催）

・博士懐震.膏リー
・英国・ブリストル大掌 ディングプログラムの
と大挙閑掌街宣涜 オールラウンド璽に1
也~；を鐘鎗 件（恩修館），纏合領

・気街芋と火山活動の
域型に1件が探訳

常時量視に係る火山

観測データの提供に

闘する櫨定s・積

東京フォーラム｛想録会）

京大ウィークス気象気隷観測の 『東日本大震災j被災地の 1117固京都大学園廠シンポジウム市民公開パネルディスカッション

デモンストv--ション 復興支援に係吾京都府との

包錨的温携協定範錨'jl!
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
M町出 Aprll May Jll'18 July Au1u副 助同emb町

・「京郵大学ファンブッ ・次世代研究者育慮 ・タイ・バンコクで第 ・医学館附属術院が ・清風涯が重要文化 圃聞西経済連合会友 ・学生・研究者・属員に

クj旧本語履〉軒桁 支援センターを白眉 18回京都大学園 厚生労働省より「臨 財圃造船に指定 ぴ京語大学・大阪 向L怯若手人材海外

センター同宣称 際シンポジウムをチ 床研究中核積院Iに 大学・神戸大学3大 派遣事操『ジョン万

..合体育館附肢プー ュラロンコン大挙At 温定 ・ポツワナ大学と大学 学掌A窓際舎を開 プログラムJ祖撒

ルに係るプールスタン ・学術研究支!I宣 ぴAUN(ASEAN 間学術支漉筒定を 催（以降，定期的に

ド・脱衣重苦整備 (U臥霊iを霞置 Un陥剖旬陥楠耳帥 ・元素範暗プロジェク 締結 開催） ・京都大掌・神戸大学・
の協力により開催 トの研究楓点形成 大短大掌・≪旦大学・

・住友ベークライト縁 国会学委員会としてIT 鍾に2件が凝訳 ・米国・ハーバード大 圃曽田·•回大学校と 上君臨変温大掌・B州

式会社と組織対応 職崎署奇員舎をIt置 ・エジプト日本科学績 掌との共催により京 大学問学術交涜箇 大学・岡済大挙・鑑証
霊包括連携箇定を 術大学（E.JUS'ηと ・米国・オレゴン大学 都大掌でlft19圃京 定剖輔 大単による中国務州

ー・鎗 ・目立造船『先細ピー 大挙聞学術交涼箇 での’R16固APRU 都大掌国際シンポジ シンポジウムに松本

ム応用・材料創成を 定を舗鎗 年次学長会舗に総 ウムを開催 総長が出席

・「東目：本大震災を曳 基盤とした共同研 本鎗畏が出席

けた本学施肢の酎毘 究の在り方標•J寄 ｜町一fl::の取り組み」を取り 附研究億円を霞置 人都市再生割陸相Eと ニュアJI-を作成｛以

まとめ 京都大学大学院農 院随時更冊

・総長.問魯聞とし 挙研究科附属鹿椙

・抑制N制 iI て入学院酸検討タ の移転籍に係る基 •AE臥ムック『京御大
を策定｛以降，陣暗 スタフォースを般置 本也定を鏑書官 学 旬結RA－－知の大
a定｝ 山脈京九Jを刊行

・同志社大学と僑別
・時大学で鰐2回目｜ 研究学生蛾箇定 ・エ掌研究科物理系
結学畏会慢を開催 垂線髄 総合研究観：cs棟

JI，完成
・大挙野価シンポジウ 圃寄付によ：iラグビー侮
ム『国立大学港人を クラブハウスが完成 ・憎士幌種事k育リー
取り魯〈肝価制度壷 ディングプログラムの
再考するjを開催

.. ，蝶宿泊施肢が完成 複合鍵樽裂に2件

JI：有量択
・ヱュージーランド・ ・本橿栂肉中央食堂
オークランド大唱えUni

tプFンリニ:i-JTルオー ｜ ｜ 

Services社友ぴ闘 強化事鴛に2件'II
酉TLO~阜式会社主 型車1R
産学連揚・按術移転

に関する’E・を御鯖

・京都大学で自白2園田

教6大学学長会．を

開催

錨2園田敏6大学学長会．共同宣冒書署名 軍事文化財に指定された清風荘 中国直信州シンポジウム
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改革の道程 活動年表平成20年10月一平成26年9月

ma 10月 11月 12月 mo 1月 2月
October November De偶 mber January Febru町y

時 . ::1/77-f7'/ I山 総鮒棉｜ ・ィン時シア伽マ ・山中f申弥JPS創除研 ・医学:JI附店街院が

ス対策奮を鍛留置 を鍛慣 ダ大学と大学問学物 究所長・事史鐙のノー ・2主労．省より『小
交波調Ii:寄紛紛 べJJ,.祭賞式幽鰍 日i!11.ん級点書耳障~Jに

・山中f申弥IPStlll包著書 • r波書官大学ファンブツ Iこ聞す·~~大広報~ 温定

究所長・事k綬のノー クj犠鯖厳）毎刊行 ・山中iH'lilPSll8星野 舛そ先行

べJJ,金理学・医学貧 究所長・事監綬tiノー ｜ ・ r*de•会jをDiii&
受賞に関する京大広 •A能AN崎大学迎合 べJJ,•！§•~1：：出 ・•111・ア＇｝:A.ト.JJ,マ割51
事臨号外e繁行 約SE刷。UN時と llJ.ti隆志車u院が式典 ・3仰Jスト.JJ,大学ー京 ・全償請骨スペースチ←

犬繁閑惨事情交通陸相島 4ご多加 .大学シンポジウム ジ制•r•~量.鎗世十
:ll::~鍋臨 曹関骨量 面jを鰍~

・ユネスコとインターン ・百周年時附会周辺 ・米国・イリノイ大学連

シップ担＆:i:t•Htrt 湾総’IU般の照明般 調際会伊ーパナ・シャン

るとともにユネスコ破 備が刻鎌倉rn~エネ・ ベーン紛と＊明学

務局..  演会を傍倦 照明デザインアワード 術交波鎗定安紛事費

2012Jの優秀司匹例

•D:~権大学1'•翁1国家 1：：選定 ・リーディング大学Bit

.大学・サウジアラピ 事事の全学S宅用線敏

アS主催ワークショップ ・園田天堂大学と事事別 .鮫局鎗としてl日左

を関骨量 研究学金3:Eil•:ll:: 京区総合庁舎修生邑

を鎗事告 を..  

山中f申務敏授のノーベル宮町緩賞式 ブリストル大耳慣とのi:w••名 思修鎗S匡－ffj白書量「－~伝B’J1tait

7Z 



3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
M町出 Aprll May J聞＠ July Au1u副 白岡emb町

・再生医積実現.点 園高w;e:育研究開雪量 国大観槙公開オンライ ・園摩歳時日!r!Jfmnl ・けいはんなオープン ・カウンセリングセン ・平成制年度補正予

ネットワークプログラ 掻進..槍を廃止．固 ン副塵「edXJに日 を館司E イノベーション掴点 ター，キャりアサボー 算「産学共同の研究

ムIPS細胞研究中 臨海..育協を般置 本で初めて参加 （旧・私のしごと館） 卜センター．障害学 開発による実用倍程

核抱点に採択 ・総本鍵畏がー船社団 ’E舗．費量に京穆 生支撮室を縫合し， 進（大学に対する出

・大学院..合生存学 ・全学共用施首『京 注入国立大学協会 府・京極大学也働 学生総合支援セン 資事業）』に係~「.

・「右'7n:トJ嗣姐信｜ 館｛思修館｝査段置 修大牢東一条館」 会長に舘任｛以降．平 パネJI;，として多圃 ターを股置 語大学産学共同実

を鎗エ 成26年8月まで） 周化促進事業実施

・大阪大学と単位互 I園会準Sb'ffi'に共通事 ・英国・オックスフォー ・中長期研究人材交 審員会j壷霞置

操協定を鱒結 窃趨を般置 ・滋賀県象育委員会 ・高大連機事禦「学
戸大単，ISIS祉｛オッ 浪システム構簸．

と逮捕協定を締結 ぴコーディネーター」
クスフォード大学産 舞に本学を中，＆1:: ．博士課程敏育リー

・サステイナコカレキャン 掌連携竃門｝及び す~「産学箇．イノ デイングプログラムのプロジ':cクトを開始

院大学掛朝日研究学 ・本学'II.加する京 関西TLO縁式会社 ペーション人材育成 オンリーワン壷に1件

生支涜也定志鋤信 －~長務・コンブライアン 留の未来を考える ・兵庫県立大学と特
と書店繍移転に関する コンソーシアム・ JI；採訳

理話会'/If京都ピジ 大学問也定壷飾蹟 舞Jが糠択
ス対策.を議務・人 別研究学生交骨量箇

ョン創ユ40.」を発表 定を飾錨 ．ドイツ・ゲッチンゲン
・京都大学ICT革本戦 ・抱｛銅I）の掴点整備 大学で開催の鋪3園

組合回目互箇力関係
略を崎司E ．撮（大学coc・ 日1116：大学学長会箇

に関する協定在籍蹟 ・外留資金公事情報 ・ロシア・サンタトペテ
猿）に1件が採択 に絵本総長'II出席

サイトr111cやり）Jの ルブJI<グ大学と大学

・大学技術移転箇． 本格運用開始 間学術交涜協定を

会との共催により 制結

似JTM(Asa:花畑町lal ・本節暢内に入梅カー
..に採択 学・コッチ大学共催

凶首嶋悟t旬Tee向田岡野 ゲートを霞置 ・ウクライナ・キエフヱ
シンポ少ヲムを開催

Mir'司賢官｝向車2013 科大学と大学問学
・ブータン王立大学と

蜘凶開価 ・情報システムに闘す 術支法協定を締結
大学問学術支漉協 ・京都市と共同で提

る臆弱性診断システ 定を...音 棄した京事E市成長

・全学憶にお吋る平成 ムの遺周を開鈴 ・ドイツ・ケルン大学と
産業創造センターの

28年底入院からの
・国際科学イノベー 施設が完成

大学問学術交歯車箇 ション棟の鎗工
京都大挙特色入院 ・新たな予算配分制 主制騎色
の導λについて発費 度を橋雛

圃稲盛和夫京セラ椋
・英国ーUCL, UCL 式会祉名..会長・
BuslneB&杜友ぴ聞 公益財団法人稲盛

が蘭酉1LO鰍式会社 制度を実権 西TLO総式会社と 財団理事長ならび
の杜外取締働こ揖佳 技術移転車事伝聞す に山内湯任天堂橡・アウン・サン・スー・チー

る箇定を締結

．吉田園瞭支港会館 I ミ連ャ盟ン・マ長ーに固各民管民フ主::c 
式会社相官量投に名

営フエローの称号を

完虞 ローの穂号を援与す
・英園・グラスゴ一大 担与

るとともに鵬漬会を
学と大単聞学術支

.r人件費削減，遭曽費
開催

減協定を卸蹟 ・インドネシア・ポゴー
交付金削漉への対応 ル.’E大学と大学
と様相E強化に向吋k

• iii留学生会館IIリ ・ギ＝.7・コナクリ大 問掌街変漉櫨定を
.組の方策につい

ニューアルオープン
学と大単聞学術交 ．普

て』を債定 ift箇定壷節舗

・関西大学包締罰研究

一一研究施｜均一｜ ｜…工蹴式会
IU康志房Jが完成 全土と担.対応型包

指遺揚協定を旬結

「一一ルターイ犠ノベが完ーシ成ョンセン ｜一重酬を｜ F組・織... 対－応＇l(J~包・鈍i 述a恥際，協p定 締．．結車式問

創It，繍1同銀賞式

を実施｛以降．毎年

・;ft悔グランド人工芝｜ ー • 己同1、11度実施｝
化簿登備の完成

・ベンチャー’ビジネス・

ラボラトリーを廃止..

業を盆官単JUI本
留に継承 ｜ アウン・サン・スー・チー ダイキンエーーとの組織対応型包括温携協定締結式

ミャンマ一国民民主連盟鴎長名誉フzロー授与
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
M町出 Aprll May J聞＠ July Au1u副 白岡emb町

圃米国ボストンでハー 固平成26年度学包斬 園北趨学生会館＂＇リ ・「京穆大学カードJ ・京都大学の広組織 • r京御大学益金膏 ・京都大学で篇2圃京

パード大単との共催 入生の英語科目履修 ニューアJ岬ープン ｛クレジットカード｝を 陪を策定 付者鎗桓lを館置 .大学．国立台湾大

により鱒20岡京都 者を対象にTOEFL 信行 学共催シンポジウム

大挙国際シンポジウ ITPfitl量を事11111: ・北旬グラウンド旬竃 • APWIL·男女共同移 ・豪語大学基金『感 却 1縄開催

ムを開催 舗の建替が完成 ・英国・キングス・カレッ 画／女性リーダー膏 聞の集L、j査開催
・京都大学基金総踏を・国際高等敏宵院附 ジ・ロンドンと大学問 Jiltワークショップを

・英国・ロンドンで開催 学餓』会話k也定を締結 開催
・固阪披融合エネル 飾定

却制帥円噌刷 育センターCi-AR配） の日英研究敬育大 ギ一機栂と大掌問掌 ・スウェーデン・ストv
実施笛定に圃印 を陸軍 学箇鴎会に松本総 ・東京における細道 ・米国・オーリン工科

街宣鎗箇定を館書官 クホルムで第t固ス

長量F出廊 関係者と総長との竃 大学と大手間学術 ・徳島県叡育雲員会
ウェーデン・京都シン

・京郷大学公式Fae廻 ポジウムを開催
・和歌山県敏育寮貝｜｜ 民酬の蓋周開始 般会費実抱 交漣也定を締結 および徳島市叡育
会と遮損箇定を，，a古 ・ドイツ・ハイデルペル 委員会と遺携に閏 ・サウジアラビア・キン

・大規.公開オンライン
クに京都大学欧州 －~しなが育英会I京 ·•1固京都大学一稲 する協定在俗結 グ・アブドウルアズィー

一 温Ji.1¥-fデルベルク 事インターンシッププ 盛財団合同京都賞 ズ大学と大学問学術

学申書色入院遺書量要 向。旬以として情書店E オフィスを開殴 ログラムjを発豊島 シシ併アコム査開催 ・京都大掌広籍セン 交結協定を締結

項f・llJを発表 信欄鎗 ター｛正門｝をリニCl_-

・京都大学ホームペー・フランス・ボルドーで ・タイ・バンコクに京都 ・スペイン・バルセロナ J"Ja.：オープン

町一｜－一中｜ボルトー京都抑 大学:ASEAN銀点を 大学と夫学同学術
ジをリニュー7'Ja.

パス構鎗J園田Eシン グ・コモンズ，サイレン ポジヲムを開催 爾殴 支浪協定を続結 圃医学留附属病院生 ・鉛＃醤良飴井・.. 

ポジワムを開催 トエリアを開敏 活習慣病予防研究 続式会社取締設会

・鉛弁積良紛＃・a E東京都叡育委員会 センターハイメデ作ク 長に名誉7I.ローの

吋 抑制｜・男女共同絹紬 … w 一大 線式会全土取絢役会 と遭揚箇定を締結 棟寄E’に司、τ四印 稔4持授与

岳民を支える組.改 量点プランを策定 学と大学問学術交 長の寄付による恩
・稲井県歓育婁員会 ーグローバル草の骨子掩策定 流協定を締鯖 修館館ニ研修施肢 ・「LAUREATES

固畿合1111センターを 「鮒哲房』が完成 Award-W』『inin 
信事携に関する協定 大学創成支.タイプ

一 酬テ｜肱ー … シア SCholar事館民卯也
を飾画面 AO、ツプ型｝ζ採択

ニスオムニコート張’ 合窓口として情報環 (LI刊｝と大学同学術 U柑咽rsityJを発刊 ・『産学共同の研究開

工事が完成 場支援センターを敵 支漉箇定置締結 圃インドネシ7・ポゴー 発による実用化促進

m，，窓口を一元ft - ・石川県叡育委員会
ルで第21固京都大 （大学に対する出資

と遺構tこ闘す忍協定
学園隠シンポジウム 事業）Jに闘する支援

女子更衣室改修工 ・学術情報メディア 笛副舞量定量暢舗 を．錨
を開催 事集者として京都大

事が完成 センター北舗のー郁 学ペンチャーキャピタ
・；／Ji.ネイ・ダルサラー JI;練式会椎が寵定

をデータセンター~t ・自転車シェアサーピ ム大学と大学同学
し．ハ守ジングサーピ スの本格噂入を決定 街宣涜也定志値積 ・吉田南グラウンド照明
スを開始

畿置．北:Iグラウンド

圃京極大学サマース a，喝等改..工事~
・奈良県と遭織協定 クール・2014を開催 完膚
を鈴結

・滋賀県立大学と特
・園由人材総合教育｜時 間制・総長退

別研究学生支法協
績を着工 佳式を実施

定を館館

・男女共同参酉推進

宣，男女共同参冒推

逸．務宣，女性研究

者支援センターを銃

合．男女共同参画推

進本郁を殴置

・京IIのま遇政策に

係る京都府との.

援箇定華街舗

・インドネシア・ハザヌ

ディン大学と大学問

附属図書館ラーニング・コモンズ｜ 学術変遺箇定を締信｜ 京都大学欧州拠点ハイデル 京都インターンシップ・ .畏ヨ！継式

ペルクオフィス開所式 プログラム配者緊密
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松本自紘

～魅力・活力・実力ある大学者？目指して～

京都大学

渉外部広報・社会連携推進室

干606-8501京都市左京区吉田本町

TEL 075-753-2071 

E-mail kohho52@mail2.adm.kyoto-u.acJp 
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