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く大学の動き＞

昭和 62年度京都大学市民講座

「学 問と美」

本講座は，昭和54年以来毎年聞かれているものであるが，木年度は創立90周年を記念して，財団

法人京都大学創立七十周年記念後援会及び財団法人京大会館楽友会の協力のもとに， 「学問の美」

を共通テーマに下記のとおり特別講演会と市民講座を開催する。

寸
L

品二
日

【特別l講演会】

10月24II ( U 

14 : 00～16: 20 

文化政策 のJ出木

総 長

丙日i 安 J!IJ

）；＼郎ブぐ下 名後教綬

河野｛准

京都大学名許教授

小 .JJill ；.ぷ

l別総あいさつ

ぷ（ ・1111 と 数 ρ'f:

0会 場 京都産業会館シルクホール（J~（郎四条応九州入地下鉄「四条駅」 下車）

O受講料 無料 O受講資栴 ~lilJI授なし。 0定 貝 760名

【rli l＼；講座】

美 の 学 ！羽日

10月3lll （土）

：た と おI] A‘！＼＇［ 
13: 00～16: 30 

一数理科学の場合一

t主 1Yt と 美

凹

桜微の美しさ
11月 7日（土）

一原子 ・分子を視るー
13: 00～16 : 40 

1.!fl説あいさつ

0会 場 没学部WlOO講義室

0受講料 1, 000円 O受講資絡 制限なし。

O特別講演会及び市民講座の申込方法

往復はがきに受講希望日（特別講演会及び市民講座の両方又は一方のみの受講いずれの場合

も可）と住所，氏名，職業，電話番号を記入（返信用には郵便番号，あて名を記入〉のう

え， 10月15日（木）までに庶務部庶務課企画掛（内線2031）へ申し込むこと。ただし，定員

に達し次第締め切る。

文’γ：｝布教授

寸仁コI !lli 健二郎

数見解析研究所教授

荒 木 不二 n

教育学部教授

陥l LU 渥 －.；＿ミ

化学研究所教綬

1出 回 立

医学部長

内 野 治 人

0定 員 310名
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部局長の交替等

学生部長

覚田知義教養部教授 （教育学）が 9月16日学生

部長に再任された。任期は昭和63年 9月15日まで

である。

ザ＝＝￥~明~明＝可》＝＝＝師、~~~＂＂＂

く紹介＞

東南アジア研究センター図書室

所蔵の現地語図書資料

東南アジア研究センターでは．文部省の特別予

算を得て，昭和58年度から 5か年をかけて「東南

アジア現地語図書整備計画」が進められている。

本年度がちょうどこの計画の最終年度でもあるの

で，その概要を述べ，この計画によって収集され

た東南アジア諸国の文献資料について紹介する。

東南アジアに関する第一線の研究は，現地語資

料の利用がむしろ普通と考えられる段階にあるに

もかかわらず，わが国では，これまで東南アジア

諸言語による文献資料がまだ組織的には収集され

ておらず，研究者の個人的蔵書に頼るほかはない

ような実情であった。それは，東南アジア諸国で

出版された多くの現地語図書が，大手の書籍取次

ぎ店のルートに乗らないこと ，また出版形態もさ

まざまで，ある研究分野では商業出版が必ずしも

主流を占めるとはし、えないこと等の，困難な事情

があったことにもよる。

整備計画を開始して 4年を経過した昭和62年

4月15日現在で，図書31,513冊，マイクロフィッ

シュ 110ケース ，マイクロフィルム

679リールを収集した。 これらのう

ち収集点数が多いのはフィリピン，

インドネシア，タイの 311'1に関する

資料で，ベトナムがそれに統し、てし、

る。その他はまだ数のうえでは初歩

的な収集段階にあるといえるが，以

下，各国別の収集状況の概要を紹介

する。

タイでは，収集の主力を，歴史，

民族，社会，宗教，政治においてい

る。 歴史では， 『タイ国史料集成』

を軸に，チュラロンコン大王時代に

関する基礎資料，ダムロン親王の論

文など古典的な業絞や最近の中堅 ・若手研究者の

業績も集められている。民族 ・社会では，故アヌ

マン ・ラーチャトン博士の膨大な業績を中心に，

最近の社会評論家のエッセー集など，また宗教関

係では，仏麿2500年（西暦1957年）を記念して出

版された『南伝大蔵経』 のタイ語訳45巻など，政

治関係では，各種のメモワーノレの他，タ イ政治

史，日 ・タイ関係に関する研究などが集められ

た。この他，いわゆる「葬式頒布本」（「チャラッ

ト・コレクション」）の組織的収集が昭和61年度

から始まっている。

インドネシアで収集された資料は多岐にわたる

が，大きくは，現代インドネシアの人文 ・社会科

学者の諸業績，現代文学，政府刊行物などのイン

ドネシア語資料，ジャワやスマトラ，スラウェシ

などの地方言語による資料， そして植民地時代の

公文書や人文 ・社会 ・自然科学関係のオランダ語

文献資料に分けられる。マイクロフィッシュとし

ては，植民地時代の『各州長官引き継ぎ文書』が

中心で，文献資料の他には，スマトラを中心に航

空写真や植民地時代の地図が集められている。

フィリピン関係の資料は，これまでセンターで

は最も収集が遅れていたが，昭和61年度の「フォ

豊富備計画で収集の進むイン ドネシアの地方統計書
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--資料部地図室所蔵の地形図

ロンダ ・コレクション」の購入により飛躍的な充

実をみた。歴史，社会，科学，芸術，文学，民族

誌，宗教などの分野に及ぶ約九 000点の図書から

なるこのコレクションは，イロコス地方に関する

資料がとくに豊富であること，マルコス政権下の

禁告や地下出版が含まれていること，フィリピン

の諸宗教に関する資料として優れていることな

ど，質量ともに内外に誇りうる第一級の資料集で

ある。

紙幅の都合もあり ，その他の国々につし、ては主

なものを列挙するにとどめざるをえなし、。マレー

シアでは，資料的価値の高いものとして， 『王

立アジア協会会報』や『サラワク博物館ジャーナ

ル』の全巻揃が収集された。ベトナムでは，困難

｜言卜報｜

大道蒔美子（医学部附属病院事務官）

9月15日逝去， 52歳。昭和29年医学部勤務， 47年医学

部附属病院に配置換。 59年永年勤続者表彰（30年勤続）

を受ける。

片桐英良15（本学名誉教授 ・農学博士）

9月18日逝去， 89歳。大正11年米京帝凶大学J!!k学部卒

業。昭和4年本学農学部教授就任， 35年退官。その間評

議員（21年～23年〕併任。 35年日本学土院賞， 43年勲二

な条件下で各種官庁文書，歴史学，

現代政治に関する多量の図書 ・

学術雑誌が集められた。マイクロ

フィルムとしてt工，フランスのイ

ンドシナ植民地経営に関する文

書，ピルマに関しては， 『セツル

メント ・レ吠ート』とよばれる英

国植民地政府による農業生産，土

地所有，徴税などに関する調査報

告が収集されている。いずれも柏

民地時代の社会経済史の研究に欠

くべからざる貴重な資料である。

ところで，資料の収集に伴うも

うひとつの重要な作業は， 収集さ

れた資料の整理である。わが国の図書目録法は，

伝統的に和漢書と洋書に分けられ，整理技術の理

論と方法が確立しているが，そのいずれでもない

東南アジア諸語による文献に関しては，これから

それらを確立しなければならない状態である。幸

いにも， 61年度からセンタ ーに東南アジア諸語文

献研究部門（客員部門，定員2名）が新たに設置

され，それに伴い，フィリピンからは，同圏第一

級の書誌学者を，またタイからは中堅のカタロガ

ーを招いている。現在，センター資料部のスタッ

フと協力して，東南アジア諸言語の文献学的研究

並びに整理技術の研究というかなり長期的な研究

に着手したところである。

（東南アジア研究センター）

等瑞宝.lii:.57年口本学土院会.t-1.（広報ぬ246参照），期＂J

1土醸西孝生理及び限造学。

上回 Jι児（民学部附属農場京都事務掛長）

9月25日逝ム 45歳。！昭和39年工学部勤務，.17年数理

解析研究所に配111換， 52年同研究所会，lj・掛経理主任に

＇！－／・任，その後医学部経理掛経型主任，医用高分子研究七

ソタ一事務主任を経て， 60年』語学部附属段場京都事務掛

長に昇任。 59年永年勤続者表彰（20年勤続〕を受ける。
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地上5階

地下 l階

ディジタ

63. 12. 27 Iノレ交換機

1設備取設

I ｜地上 5階
2, 000 I 63. I 
’ ｜ l地下 l階

63. 1]. 30 I j山附

昭和62年度実施の建物等
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吉田キャンパス情報

ネットワーク

工学：綿校舎（1f功）
今年度実施の建物等は次のとおりである。

l延献｜誇工官｜係1
m' 昭和

考建築施設名

i屋外電力
線 ・給排

一I63. 3. 31 I水 ・ガス

（ ｜主管整備
｜等

病院地区基幹環境整

備 農学部校舎

超高層電波研究セソ

タ一等研究棟

注：表中（私自）とはコンクリート躯体工事をL、ぅ。

2,000 

63. 9. 14 I地上2階 12,650 
化学研究所イオン線

形加速器実験棟
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