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京都大学広報委員会

医学部構内出土の焚鐙鋳型の一部（右・約4/5）と焚鐙復原図（左 ：1/5)
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No. 348 京大広 報

び3月5日（土） ・6日 （日） (B日程試験）の

両日程で実施された。

各学部（日程）別の受験状況は次表のとおりで

ある。なお，合格者の発表は，既報のとおり 3月

昭和63年度入学試験（第2次学力検査）は， 2 19日（土） の午後，学部ごとに行われる予定であ

月29日（月） ・3月 1日（火） (A日程試験）及 る。

。 学 部 ｜募集人貝 ｜第l段階選抜合格者数｜ 受験者数 ｜欠席者 数｜ 欠席 率

686人 I 13人 I 1.9% 

く大学の動き〉

昭和63年度入学者選抜学力試験

（第2次学力検査）の実施
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（注） I. 受験者数 ．欠』常者数は各学部とも最終の試験教科のものである。
2.法学部と経済学部には「外国学校出身者のための選考試験」のものがそれぞれ合まれている。

昭和63年度医療技術短期大学部

入学試験の実施

医療技術短期大学部では，3月4日（金）と 5

日（土）の両日に昭和63年度の入学試験を実施し

た。受験状況は次表のとおりである。

なお，合格者の発表は 3月16日（水）の午後に

行われる予定である。

A寸比ー 手｝ ｜募集人員｜志願者数｜受験者数｜欠席率

看護学科 80人 271人 233人 14.0% 

衛生技術学科 40 336 302 10. 1 

理学療法学科 20 165 137 17. 0 

作業療法学科 20 83 72 13.3 

160 855 744 13.0 

・. ... .. ..・・. . .・......・··~ ··· 4・・...・‘・・、... . ..... .・. .. ........・..................・

（医療技術短期大学部）

く紹介〉

埋蔵文化財研究センター

埋版文化財研究センターは，本学敷地内のl埋蔵

文化財発掘計画の立案，調査の指導及びその研

究，保存と成果の報告書作成を行うことを目的と

して活動している。本学吉田キャンパスや，高視

市の農学部附属農場などはほぼ全域が周知の遺跡

として登録されている。文化財保護法では，こう

した遺跡内で‘の建物その他の工事にさいしては事

前の発掘調査を義務づけており，本学では学外組

織の京都大学構内遺跡調査会に依頼してこれを実

施している。

これらの調査にもとづく遺跡 ・遺物の研究は，

今日では人文科学，自然科学諸分野全体にわたる

共同研究として進められつつあり，それは本学の
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ような組織内において最も効果

的に機能を発揮する。センター

の組織及び従来の調査で明らか

になっている構内遺跡の概要に

ついては広報出319(1986. IO. 

15）で紹介したばかりであるの

で，ここでは近年の調査で発見

された主要なものをいくつか紹

介することにする。

昭和59年度の病院構内の調査

では，非末の歌人，大田垣蓮月
病院構内出土の「蓮月焼」（約1/4)

の手になる「蓮月焼」を投棄した遺構が発見され

た。 「蓮月焼」は自詠の歌を手づくねの陶器に釘

彫りしたもので， その雅趣が当時の文人墨客らに

流行した煎茶趣味に大いに受け入れられ，各種の

煎茶器が作られたとし、ぅ。それらの事情は蓮月が

宮岡鉄斎に渡した自筆履歴などの史料にみられ

る。さらに富岡鉄斎が安政～文久年間 (1854～

1864）に摘し、た「聖護院村略図」（鉄斎美術館蔵）

には歌人高畠式部や儒者の中島椋隠などの居宅と

ともに，黒谷通の北に蓮月の名がみえる。この位

置は病院構内東南端付近にあたり ，今回の出土品

は， まさにこの「蓮月焼」にあたる（写真）。た

だし繁忙のため作陶を手伝った垂水文子の名も記

録にあ り， 「文子蓮月」とよばれるものもあるな

ど，出土品すべてが大田垣蓮月の手になるもので

ないことにも留意して整理作業をすすめた。

医学部構内では13世紀前菜に焚鐙を鋳造した工

房跡が発見された。党鐘の大きさや外面を飾る文

様を推定できる外型が多数破片で出土し，それか

ら製品を復原すると，高さ約 50叩，下端の直径

は約35cmと小形で，また鉄製であることなどが

明らかになった（表紙写真）。 同様のものに建保

5 (1217）年の銘をもっ太秦広隆寺蔵の党鐘があ

り，両者は年代，大きさ，装飾，鉄製であること

などが非常によく類似している。また鉄鐘で現存

するものもこれら 2例であることなどから，かな

り近縁の工人の作と考えられる。この調査の概要

と党鐙の検討については近日発行の年次報告書で

詳しくふれている。

一昨年本部構内の調査で，中世の白川道が近世

のそれとは位置を異にして発見された。白川道は

文献史料の上からは，少なくとも平安時代以来近

世に至るまで，京と近江を結ぶ重要なルートとし

て頻繁に使われたことが知られ，志賀ノ山越， 山

中越，白川馳道などの名称でよばれたものであ

る。 近世の白川道は以前から数か所で確認されて

お り，轍の痕跡，修復の状況，道路周辺の景観な

どが明らかになっている。これを遡る時期の道路

がこれとは別の位置に存在したことが判明し，白

川道に関する新たな資料となった。上下2面の道

路面をもち，下面には轍の痕跡が明瞭に残り，上

面はこぶし大の礁を敷きつめて改修を行ったこと

を知ることができた。

以上のように近年の発掘調査のうちからその成

果の一部を紹介したが，これらの発掘調査はその

大部分が建物建設工事にともなうものである。そ

の実施にあたっては，施設部あるいは担当部局と

十分協議した上で，建築計画に支障が及ばない方

策をとるよう努力している。この点への十分なご

理解を願うとともに，これら調査研究に多大のご

協力をいただいている関係諸機関に改めてお礼申

し上げる。 （埋蔵文化財研究センター）
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日 珪ゐ仏、

(1988年2月1日～2月29日）

2月3日体育指導センタ ー管理運営委員会 総長及び関係教官と懇談

9日 保健衛生委員会 22日 連合王国 Leicester大学 ThomasArthur 

// 環境保全委員会 Claxton教授来学，総長と懇談

12日 同和問題委員会 23日 評議会

17日 国際交流委員会 // 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会

グ 国際交流会館委日会 27日 総長，大学院生協議会と会見

。 ドイツ連邦共和国 Berlin日独セソター 29日～3月1日 入学者選抜学力試験（第2次学力

Thilo Graff Brockdorff事務総長来学， 検査） A日程試験
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