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「京都大学国際教育プログラム（仮称）」の実施について

国際交流委員会では，諸外国の大学との学生交流を一層促進するための諸方策について検討が行われ

ていますが，その具体策のーっとして，従来学部聞や学科問で締結されていた学生交流協定を，全学レ

ベルでも締結できることとするよう提言があり，実施に移すこととなりましたことは，先にお知らせし

たとおりです。（r京大広報』 No.490別冊1995.9.15)

引き続き，問委員会から，諸外国からの学部留学生の受入れの促進を図るため，「京都大学国際教育

プログラム（仮称）」の実施について提言があり，平成 7年9月26日に開催された部局長会議において

実施に向けて準備を進めることが了承されました。ここに，提言の概要を報告します。

1 「京都大学国際教育プログラム（仮称）」

o世界各国から学部留学生を短期 1年程度受け入れ，正規課程学生とともに，英語により教育し，

本学学生の国際性をi函養する。

o受入れ留学生の定員は20名，関係学部に所属させ，単位認定を行う。

o学科目は，主に日本の特色あるものを各学部等が提供し，原則として全学共通科目とする。各科

自の受講定員は40名。本プログラムの留学生の受講を優先し，定員の範囲で正規課程学生の受講

を許可する。

o本プログラムは，平成9年10月から実施する。

2 準備委員会の設置

o本プログラムの具体的カ リキュ ラム等を作成し，概算要求を準備するため， 全学委員会として

「国際教育プログラム準備委員会」を設置する。

0 準備委員会の事務局は，学生部留学生諜に置く。

3 本プログラムの笑施に当たっては，授業料等の相互不徴収の措置のための大学問学生交流協定を

締結し，受入れ留学生の便宜を図るとともに，相手大学への本学学生の留学を促進する。

10月17日開催の部局長会議で，本プログラムの準備委員会要項の制定が了承され，今後具体的に検討

されることになりました。本プログラムの実施に向けて全学的な御理解と御協力を切に望むものであり

ます。

また，この提言をまとめるために御尽力いただいた国際交流委員会委員各位に謝意を表します。

平成 7年10月17日

＜大学の動き＞

井村総長，アメリカ合衆国訪問

井村総長は，アメリカ芸術科学アカデミー

(Am巴ricanAcademy of Arts and Sciences）で開催

総長 井村裕夫

された外国人名誉会員称号授与式に出席及びケー

スウエスタンリザーブ大学，ハーバード大学の高

等教育の現状を調査するため， 10月7日からアメ

リカ合衆国に出張し， 10月13日帰国した。
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平成7年度日本語・日本文化

研修留学生の受入れ

昭和57年度から，本学では「日本語 ・日本文化

研修留学生制度」（『京大広報』No.240参照）に

よる留学生を受入れているが，平成 7年度は 8か

国から11名を留学生センターで受け入れることに

なり， 10月16日 （月）留学生センターにおいて瀬

地山留学生センター長はじめ関係教職員の出席の

もとに開講式が行われた。

また，平成6年度の研修留学生18名に対する修

了式が9月 8日 （金）留学生センタ ーにおいて開

催され，修了証明書が授与された。

本年度の研修の概要は，次のとおりである。

日本語・日本文化研修留学生に対する教育課程，授業計画及び綬業時間数

t受 業 科 目

〔I〕
総 日本語 ・日本文化ゼミナール
三ιi恥

① 日本事情（A)

〔H〕
（対 日本の社会に｜錯する概説

付） 日本の法政に関する概説

日 （ウ） 日本の経済に関する槻説

本 （エ） 各分野の諸問題

② 日本事情（B)
事

（同 日間

’陥 （イ） 日本文化 ・歴史 （風土を含む）

〔田〕 ① 現代産業及ひf現代文化に｜羽する参観・研修当事

特 ① 伝統産業及び伝統文化に関する見学等
jjlj 

① 特別講義
教

育

町〕 ① 日本語概説

日 ① 日本語強化コース
本
きn五" 

合

自衛消防団が京都市自衛消防隊訓練

大会に左京区代表として出場

言十

言十

言十

本学自衛消防団 （団長木村重雄基礎物理学研究

所事務長以下団員25名）は，去る10月12日 （木）

授 業 時 問 数

第 一 期 第 二 期 言十
(10月一3月） (4月～9月）

時間 時間 時間

30 30 60 

32 26 58 

(JO) (10) 

(12) (12) 

(10) (lo) 

(26) (26) 

50 42 92 

(20) (22) (42) 

(30) (20) (50) 

82 68 150 

60 60 

60 60 

30 30 

60 90 150 

60 60 120 

240 80 320 

300 140 440 

472 328 800 

（学生部）

京都市消防学校で開催された第19回京都市自衛消

防隊訓練大会において，訓練種目「消防ポンプ車

操法訓練」に左京区代表として出場し，日ごろの

訓練成果を披露した。

なお，本大会は，消防技術の向上のため毎年開
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催されているもので，この日は各行政区から選抜

された49事業所の自衛消防隊が参加した。

＜部局の動き＞

医療枝術短期大学部創立20周年

記念式典・祝賀会

昭和50年 4月に創立され，本年創立20周年を迎

えた医療技術短期大学部は，これを記念して， 10

月14日（土）午後 1時から京大会館において記念

式典を催した。

式典は，高橋清之部長の閉式の辞に始まり，井

村硲夫学長の式辞の後，｜品l本道雄元学長，間島安

則前学長，菊池晴彦京都大学医学研究科長並びに

京都大学医学部附属病院長の代理として森 徹

京都大学医学研究科教疑の祝鮮が述べられ，多数

寄せられた祝電の披露をもって終了した。

続いて行われた祝賀会は，ナ1－村裕夫学長の挨

拶，大西俊造大阪大学医療技術短期大学部部長の

祝辞，沢田敏男元学長の発声による乾杯と続き，

全国各地から出席した130名の関係者がなごやか

に歓談した。

式典に先立ち，医療技術短期大学部講堂におい

て，午前10時30分から創立20周年記念講演会が行

われ，一般の人も含め多数の聴講があった。

演者と講演題目は，次のとおりであった。

「変わっていく医療の新しい展開」

聖路加看護大学長 日野原重明

「21世紀のメデイカル・サイエンス」

京都大学総長井村絡夫

（医療技術短期大学部）

公開講座

農学部・木質科学研究所

「暮らしに生かす樹と木」

農学部林産工学科と木質科学研究所では， 10月

7日（土） ・8日（日）の両日，午前10時から午

後4時まで， Jl!l:学部大講義室や樹木国等におい

て，一般市民を対象に公開講J<j~ 「暮らしに生かす

樹と木」を開催した。受講者は120余名であった。

本講座では，身近な森や公園と樹木，そして木

材を，「森林一位まいの環境一木材の利用」とし、

う流れの中で受講者に再認識していただくため

に，学内外の適任者に講演を依頼し，格Iと木をい

かに暮らしに生かすべきかをわかりやすく解説し

た。さわやかな秋晴れのもとでの樹木閤見学，；~：

しいウイスキーのブレンドなと二受講者の興味を

ヲ｜く実習と実演もあり，会場は終始なごやかな雰

閲気に包まれていた。

なお，講演，’主刊の内容は以下のとおりであっ

た。

第 1日

樹木から木材を作る 藤井義久

住環境に求められる「安心」とは

阿村征一郎

木目をデザインする irl＇村 匡 行］

木材を液イ本にする 製b 耀成

樹木探訪 （樹木園，標本室の比学）

藤田 稔

-1053-
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第 2円

樹木に刻まれた環境情報 片 111 幸士

都市と11：まいの緑づくり 」口~ 回 博笥

本を支えるセルロース 杉 Lli i字

木を溶かす遺伝子 本田 '} 

木の生分解機構 服部武文

オーク栂で醸すウイスキーの芥りと味

佐藤 乾

（農学部 ・木質科学研究所）

＜栄誉＞

井村裕夫総長，中西重忠教授がアメリカ

芸術科学アカデミ一名誉会員に選は‘れる

井村裕夫総長，医学研究科中丙重忠教授はアメ

リカ芸術科学アカデミー（AmericanAcademy of 

Arts and Sciences）の名誉会貝に選出され，去る

10月11日に行われた称号綬与・J:tには渡米中の井村

総長が出席した。このアカデミーは200年を越え

る歴史を持ち，自然科学，人文 ・社会科学，芸術

などの分野で秀れた業績を挙げた学者，芸術家を

会員として顕彰するものである。外国人は名誉会

貝に選ばれるが，その中にはノーベル賞受賞者も

多い。我が固からはすでに19名が名誉会員に選ば

れているが，今回井村＼中丙両氏が新たに選ばれ

た。井村総長は内分泌学 とくに神経内分泌学の

研究業績が，中西教授は分子神経化学の研究業績

が評価されたものである。

＜紹介＞

生態学研究センタ一

本センターは生態学の基礎研究を行う全国共同

利用のセンターとして1991年 4月に設立され4年

下となる。10年時限のセンターであるのでちょう

ど半分の道のりにさしかかろうとしているところ

である。設立当時は 5研究部門（生態進化，生態

構造，水域生態，温帯生態，熱ti~＇生態）であった

が， 1993年度に集荷生態研究部門， 1995年度には

生態複合研究部門が増設され，現《E7音fll’q，ス

タッフ数は教＇（ fl6.1'1，技宵 3:?'1，事務fr2 tiに，

今年 8月から COE（センター ・オブ ・エクセレ

ンス）非常勤研究目 3t1が加わり，さらに12月か

ら外国人研究貝 21'71も加わることになっており，

本拠地の大iit(I日；理学部附属大津臨湖実験所），

京都分宗 （ I LL？~学部附属植物生態研究施設） とも

庖過箭状態となっている。設備耐でも大型分析機

器として，炭素・箆素安定阿佐｛本自然存在比質量

分析計をはじめ， DNAシーケンサーなどが全国

共同利用として稼働中またはその準備が進められ

ており，琵琶湖観測船とともに多くの研究者が本

センターを訪れ利用している。しかしなカfら，な

にぶんにも絶対的空間が不足しており，琵琶湖一

足の遅い観測船ともども設備面ではとても満足で

きる状態ではない。

設備面ではまだまだこれからであるが，下にこ

紹介するように，その他さまざまな而で本セン

ターは活発な活動を行ってきている。

1 ）共同研究

本センターは設立以来これまでに 3回にわたり

生物多様性に閲する国際シンポジウムを開催し

た。その成果を踏まえ， D!WPA (International 

Network for Diversitas Western Pasific and Asia) 

を組織し，事務局として活動している。これは国

際生物科学連合が1994年から開始した国際共同研

究 Diversitas（デイベルシタス）のアジアにおけ

る生物多機性に｜刻する研究のネットワークを推進

するためのものである。また，地球圏一生物園国

際共同研究計画（IGBP）で、は琵琶湖，深泥池にお

けるガス代謝，水の動きや栄養塩の動態が生物群

集構造に及ぼす影響，屋久島などの暖帯広葉樹林

の維持更新に及ぽす台風など援乱の影響，務業広
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サラワク （マレーシア）林冠生物計画によって建設

されたツリータワー

葉樹林省？の積雪の影響などの囲内共同研究を行っ

ている。また，本センターのスタッフはさまざま

な地城での国際共同研究にも携わっている。水域

では琵琶湖，パイカル湖，タンガニーカ湖やネ

パールにおける湖での物質循環と生物多様性につ

いての国際共同研究，陸j或ではサラワク林冠生物

学計画をはじめ，タイ，インドネシア，マレーシ

ア，オース トラリアの熱情林や，サバンナにおけ

る種分化や多様な生物の共存機構に関する共同研

究を行っている。

2） 共同利用

センターの研究活動を推進するため，協力研究

員制度を置いている。現在約200名の協力研究員

がさまざまな形でセンターの活動を支え，共同研

究を行っている。本センターの共同利用としての

活動は大型設備や観測船の利用の他，公募研究

会，公募実習というユニークな制度もある。毎年

2月ごろ次年度の研究会や実習の課題を公募し，

応募のあった課題の中から数件を採択して開催を

援助するというものである。これらの研究会は閲

連分野の研究課題について現状分析を行うととも

に，共同研究を推進するための研究体制を確立す

るために大いに役立っている。

3）国際セミナー

センターでは1u~年夏期に国際セミナーを行って

きた。これは同｜人l，同外から学生を募集し，野’外

生物学の~刊を行うとともにさまざまな国の学生

と交流することにより未来の研究者を育成するこ

とを日的としている。1995年から，実習を行う場

所を海外の野外調査地とし，講附陣も国内外から

集めるという形態に変えたっ今年度は 8月にマ

レーシア ・サラワク州の熱，；行1:l:i林で 1か月にわ

たって国際セミナーを実施した。

4）京都大学生態’下研究センターニュース

センターニュースは隔月に発行し，研究会の公

募やその他センターの活動令般にわたって情報を

拘載している。また，センターニュースはセン

ターの行った活動に｜期する記録としての役訓もあ

り，センターの業結集もセンターニュースの一環

として発行している。

現在センターニュースはl,043筒liJi'に送付して

いる。

（生態学研究センター）

l!I:ill 
高谷秀正教綬

本学」一学部数十受 尚谷秀正 先生は， 10月 5日

逝去された。享年540

先生は，昭和39年本学工学部卒業，引き続き同

大学院で学ばれた後，名古屋大学理学部助手，同

助教授，分千科学研究所助教授を経て，同63年 4

月より本学工学部教授に就任，工業化学教室天然、

物有機化学講座（大学院改組に伴い材料化学専攻

有機材料化学講座天然物有機化学分野）を.fl！任さ

れた。

先生の専門は有機反応化学で，特にキラルな遷

移金属錯体を均一系不斉触媒とする不斉合成反応、

に閲する研究において優れた研究業績を残され，

効率的不斉合成の分野に多大な貢献をされた。著

作として，『分子の世界』等がある。

-1055ー
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また，先生は学部及び大学院学生の教育・研究

指導にも熱心に取り組まれ，多数の優秀な後進を

育成された。

ここに謹んで哀悼の意を表します。

（工学部）

前田憲一名誉教授

本学名誉教授前田憲一先生は， 10月14日逝

去された。享年86。

先生は，昭和 7年京都帝国大学工学部電気工学

科を卒業，電気試験所研究員，電波物理研究所

長，逓信省電気通信研究所電波部長，基礎研究部

長を経て，同28年 2月京都大学工学部教授となら

れ，有線通信工学講座を担任された。昭和48年停

年により退官され，京都大学名誉教授の称号を受

けられた。この間昭和38年 4月から同40年 3月ま

で評議員， 同39年 1月から同41年 1月まで京都大

学工業教員養成所長を併任された。

本学退官後は，昭和48年 4月から同56年 3月ま

で京都産業大学教授を務められた。

先生は，電波工学，特に電離層物理学，電波伝

搬の分野において優れた研究業績を残され，その

発展に寄与されると共に ロケットを用いた科学

観測を育てられ，日本の宇宙科学発展の礎を築か

れた。また，昭和35年 8月日本最初の電子計算機

(KDC-1）の京都大学への導入を実現された。主

な著書に『電波工学』，『電路波動論』，『電気通信

工学』，『現代電磁波動論』等がある。

また，電子通信学会会長，地球電気磁気学会会

長，第 9期学術会議会員などの要職を歴任され

た。これら一連の研究活動により， H百和45年東レ

科学技術賞，同47年日本学士院賞，同48年紫綬褒

寧，同54年勲二等瑞宝章を受けられ，また平成 2

年 1月には日本学士院会員に選出された。

ここに謹んでユ哀悼の意を表します。

（工学部）

＜資料＞

人事院勧告の取扱いに関する

国立大学協会の要望書

このたび国立大学協会会長から，人事院勧告の

取扱いに関し，以下のとおり文部大臣，大蔵大臣

及び総務庁長官宛に要望書を提出し，その趣旨に

則り配慮、方を要望した旨報告があった。

平成 7年 9月25日

国立大学協会会長

吉川弘之

人事院勧告の取り扱いに関する要望書

人事院による国家公務員の給与勧告が，労働基

本権制約の代償措置として，また国家公務員の給

与水準を適正に維持する制度として定着し，公務

の能率的運営と公務員労使関係の健全’性の実現に

大きく寄与ししていることは周知の事実でありま

す。

このところは，関係者の努力により，勧告どお

り給与の改定が行われ，これにより各大学におい

ても職員の勤務意欲の向上や，労使の信頼関係の

保持等の点で好ましい影響がもたらされておりま

す。

もとより，当国立大学協会は，国の財政が極め

て厳しい状況におかれていることも十分に承知し

ているところであり，各大学においては， 過去数

次にわたる厳しい定員削減の中で行政経費の節

減・抑制について不断の努力を重ねております。

現在，国立大学においては，高等教育及び学術

研究の高度化の積極的権進が最重要課題とされて

おり，またこれが国民的期待でもあると考えま

す。 しかしながら，国立大学における教育研究環

境としての研究費，施設設備，教員の給与につい

てはなお改善が必要な状況にあり，上記の課題に

積極的に取り組むためには，大学教職員の適切な

処遇を確保することが心要不可欠であります。こ

のことがひいては優秀な人材を確保し，将来にわ

たる我が国の高等教育及び学術研究の進展に寄与

するものと確信いたします。

上記の理由により，国立大学協会は，人事院勧

常が，早期完全実施されることを強く要望する次

第であります。
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平成6年度歳入・歳出決算額及び予備的経費配分実績

平成6年度歳入・歳出決算額浸ぴ対前年度比較調

（文部省所管国立学校特別会計）

区 分 平成 6年度決算額 平成 5年度決t):額 差引増ム減額

歳 入 円 ｜斗

附 属 病 院 ~JI. 入 15,843,968,678 15 867,099 313 ム 23, 130,635 

J受業料及入学検定料 8,626, 111,500 8,181,218,670 444 892,830 

学校財産処分収入 。 。 。
雑 収 入 3,865,355,905 3,685,115,072 180,240,833 

l口与 言十 28,335,436,083 27,733,433,055 602,003,028 

歳 出

国 立 学 校 49 563 503 625 49,317,473,260 246,030,365 

人 f牛 費 31,726,876,287 31町928.421243 ム 201,544,956

物 イ牛 費 17、836,627,338 17,389,052,017 447,575,321 

大 学 附属 病院 19 750 931 189 20,493,805,528 ム 742,874,339

人 件 費 8' 527' 811, 739 8,413,266,701 114 '545 '038 

物 ｛牛 費 11、223'119 '450 12,080マ538,827 ム 857419 377 

研 究 所 13,452,233,228 13,227,173,919 225,059,309 

人 ｛牛 費 8,287,517,784 8,285,774.946 1,742,838 

物 ｛宇 費 5, 164, 715,444 4,941,398,973 223,316,471 

施 書艮又IL 整 備 費

物 イ牛 τ伎 12 124 352 050 18 861 596 652 ム6、737,244,602

特 別j 施設整備 費

物 件 費 1,041,512司000 2,470,880,000 ム1,429,368,000

.g 、 百十 95,932,532,092 104,370,929,359 ム8,438,397,267

人 件 費 48,542,205,810 48,627,462,890 ム 85町257080 

物 ｛キ 費 47,390,326,282 55,743,466,469 ム8,353,140,187

平成6年度予備的経費配分実績
（験員旅費）

区 分 金 額 区 分

1 .予 算 額 36,418 千円 (2）特別 事業 旅 費

2 配 分 額 36,418 (3）入学試験経 費

(1）会 議 出席 旅 費 。 (4）各部局への補足

（校費）

区 分 金 額 区 分

1 .予 1手 額 572 836 千円 課 外 活 動 費

2. 配 分 叡 572 836 学生懇話室紀要刊行費

(1）継年的補足 経費 39 598 厚生補導設備整備

(2）教育 研 究 経 費 76,058 (4）入学試験経費

教育研究用図舎整備 1,910 (5）本 剖l 逮 ρ邑,,, 費

教育研究 用設備費 24 613 (6）管 理 運 百 費

教育研究 用事業費 49,535 庁舎等管理運営費

(3）厚 生 補 導 費 14,762 施 設 等 整 備

学： 生 寮 整 備 。 (7）各部局への補足
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増ム減率

Pl % 

ム 0.15

5.44 

4.89 

2.17 

0.50 

ム 0.63

2.57 

ム 3.62

1.36 

ム 7.10 

1. 70 

0.02 

4.52 

ム35.72

ム57.85

ム 8.09

ム 0.18

ム14.98

金 額

12,924千円

1,535 

21, 959 

金 額

938 千円

500 

13,324 

27,882 

48 558 

80,252 

39,661 

40,591 

285,726 
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