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創立 90周年記念式総長式辞

H円手1162年 6月18トl

総長問 ,1;,'j ：ム： HIJ 

本日ここに来賓の先生方のご臨））j~を）！めりまして，京 /'ii)大学創立90周年の記念の式JJ.l~を挙行するに

至りましたことは，本学の教職員，学生一同深く炭びとするところであります。

この記念すべき日に当たりまして，諸先輩の偉業を偲び，本学の怖かしい伝統に思いをいたしま

すとともに，将来に向けての前進の基盤を固めるべく，現在の我々の覚悟を新たにいたしたいと存

じます。

本学は明治30年 （1897年） 6月18「l，日｜］ち90年J)ITの今JJ今日に公ず！？されました勅令第 209号によ

って真理を追究する総合大学としてt没位されました。以初に講義と研究を開始しましたのは，山！工

科大学で，続いて明治32年 (1899年）に法科大学と医科大学が開校されました。 明治39年（1906年）

文科大学が設置され，かくして，当初に目標とした総合大学としての本学が完成したのでございま

す。思えば日清戦争（1894年 8月～1895年 3月）の後に，戦後の困難な時期に木学は創設されまし

た。そうして， 日面戦争（1904年 2月～1905年 9月）の後まで，｜主l事多難のなかで 10年間をかけ

て，わが国の真の学問の巾心がこの京郎のj也に建てられたのであります。この学問の府の構想、が計

画されましたのは，明治18年 (1885年）の頃からとllfl＼，、ております。完成をみるまでに実に20年を

要しております。この以刀でも分かりますように，木学の創立にいたりますまでには，数々の先人

がごjぷ力くださいました。ノド日 ，創立90周年を迎え，我々はまず，わが悶に真の学問のj仔を創るた

めご尽力いただいた方々の達見に深甚な敬志を表し，また心より感謝の立を搾け、たいと思うのであ

ります。

先般，木学の附属図書館におきまして，洋学（主として蘭学）が「l木に伝えられました頃からの

資料の展示会が聞かれました。それは，木学が所jほしております17世紀rjI頃からの数々の立Eな資

料を中心に，近代日木学術の源流を展示したものでありました。あの鎖｜巨｜のなかで，異質の社会，

大正6年頃の本部構内全景 （吉田山より望む）
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文化との接触の道は，まことに狭く ，また困難なものであったとはいえ，旺盛な知的，文化的な探

究と世界認識の転換がn木固有の文化の伝統と重なりながら，きたるべき近代化へと力強い学問の

流れとなっていたことが示されていました。嘉永 6年 （1853年）にペリー（MatthewCalbraith 

Perry) 提督が率いる黒船が来航L、たしまして，政治は大きく変わり，やがて非藩体制は崩炭し，

わが国は全力を挙げて国家社会の近代化，欧米諸一同の水準に到達することに向け，情熱を傾けたの

であります。しかしそのような政治情勢のなかでill学された木学にとって幸いであり ，また重要で

あったのは，この19世紀が終り 20世紀が始まろうとするとき ，新しい学問体系が形成され，そして

まずヨーロッパにおいて，大学の性格と社会におけるその位置付けが大きく転換しつつあったこと

でありました。

私はこの聞からいくつかの機会に，イタリアのポローニャ（Bologna） 大学，ローマ (Roma) 

大学，フランスのノミリ（Paris）大学，イギリスのオクスフォード （Oxford） 大学，ホーランドの

クラクフ（Krakow）大学，またドイツのハイデノレベルク (Heide¥ berg）大学などの古い歴史をも

ったヨーロッパの新大学の学長や先生方と語り合うことができました。これらの大学はぺ＇ill：からす

でに大学の芽を育てておりました。

この何百年の間，それぞれの時代，地域社会の背景の中で大学の自律性を確v：し，学Iii］の｝！？厳を

高めるための苦心が続けーられてきました。大学は，時代とともにそれぞれの社会で1苅有の性絡を保

ち役割を果たしつつ幾多の危機を采り越えてきたのです。 しかし，新しい学問の府として教育と研

究が一体となって，学1:nのl’｜山と大学の［！治を確立し，そしてそこで‘常に創造的な知l’11'.li出動が行わ

れ，社会のなかでの大学の位何十lけをはっきりと打ち出したのは， 19世紀に入つてカ、らだと！ιいま

す。1810年のベルリンのフンボルト （ITurnboldl) 大学の創設l主，そのような動きの一つの：1う充J、l

となつたので、あります。この19世紀に入つてカ、らの，特にトーイツから始まった大学L丘中の!TUJきは，

やがては新しい学問の展開の大きなjJとなって， 19位紀から20世紀に宅ったのであります。

木学が，このような時代に自由にして創造的な研究とそれを通しての真の高等教育を進める場と

して ， ~学の基礎が築かれたことは，我々 Ii 身がし、つまでも）］旬のなかに強く刻んでおくべきことで

あると思います。

第二次大戦後の教育改革は，アメリカの教育使節団の出起した「教育改..，.－＿についての報告11」を

きっかけーとして強力に進められました。新制大学が発足し，そして大学院が生まれ変わりました。

匹一、
' l＇：咽怠＆

現在の吉田キャンパス
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この戦後の大きな改革は京都大学のかねてからの伝統のうえに，新しい力と若さとを与えました。

それは，随分苦悩に満ちたものではありましたが，新しい高等教育の鉱大の時代における教育と研

究の凶係に確かな新しい力を加えたのであります。

創設から90年，最初にヨーロッ パの立派な大学に始まった学問の府としての新しい基本的性格を

自らの基礎にすえ，そしてまたアメリカの新しい世界の教育の概念を取り入れ，時代とともに京都

大学は今日まで大きく育ってまいりました。その道は決して今 Hまで平坦なものではありませんで

したが，それを買いて変わらなし、ものは，この京都大学で教職只，学生が時代を超えていつも共に

京郡大学に対して分かちあう愛↑，＇；・であります。

学問の仁l由そして大学の CI治ということは，大学での知的活動にとって基本的に大事なことであ

ることは巾すまでもありません。しかし，それを支える力は，ここで行われている学問の水準の高

さ以外にはないのです。学問の水準が高く維持されていてこそ，この学問の自由，大学の自治は堅

持できるものであります。

t干し、歴史のある大学も ，長い数々の苦難のなかで，今日までその名を保ち，しかも， -w－界のなか

で学問のがTとして存在しているのは，その持っている学問水準，人類社会の知的迫産に付け加えて

いく其の只献があったからこそであります。

京部大学は，先q，~が残してくださったこの立派な伝統を l穏持しつつ，創立100年に向けて，学問

水準をますます高め，新しい学問の創造へと心を一つにしてかかるべき使命を担っております。私

は，木日から向こう20年間，創立 100周年の記念日を真司：において，この20年聞を将来の京都大学

の何百年の歴史のなかの一つの大きなときにできるように，勿）Jすべきであると考えております。

学｜！日の伝統は，基本的には，一人一人の力に支えられております。水準が高ければ高いほど，学

川は個性的であります。しかし，そのような研究ができ，また，それから学ぶ学生がのびのびと新

しい学1:uの在り方， そして学↑：：Jをすることの汗びを身に付けるためには，やはり全体としての大学

を支えていく 人と心が大事であります。

本日は，永年京都大学に勤務していただいております教職員の皆さんにご出席いただいておりま

すが ， 20年勤続者144~ミ， 30イ｜之助杭／138:f1 の表彰を木席上でさせていただきます。 90周年を迎えた

今日は，おめでたいお祝いの ｜｜に当たり ，本学における知的活動を陰になり日向になり支えてし、た

だいている方々に心より感謝の対J与を点したL、と思います。

京都大学が輝かしいllil際的な学1:uの府として今日に至りました道筋で，本学の伝統ある学r:u水準

を高めていただきました方々の代ぷとして名誉教授の先生方が，今円はたくさんおみえくださって

おります。この式典の場で70年1]1iに本学をと卒業になった名主主教段から，現役の教職員の皆さんま

でー：!1:に会してお祝いの鹿びを共にさせていただくことは，真に芯：J主深く，心から皆さまにお礼を

「｜二lし上げたいと思います。

表紙写真

附属図書館の移り変わり

初代の附属図書館は，本学創立後間もない明

治32年 7刀に竣工した0 Ill{和11年 1刀に火災の

ためll町工室等を焼失したが，一部はJJl{fも教育

学部の研究室として使用されている（万＇ ・111）。
二代目の附属図書館は，11{3不1115年 l) Jの起工

後，戦争のため工事を中断， 11{1不1123王F-2片に竣

」二式を行い，同年 3月に開館した。昭和56年 8

凡までJ}fl館していたが，新館建設のため取り波

された（τ其⑦）。

現在の附版図書館は， 昭和56年12刀にぷ工

し， H百和58年 1 0月に竣工，昭和59年 4 月 に IJ~ 館

した（写真③）。

ηJu 

qru 

内、
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永年勤続者表彰代 表答辞

本日， 京都大学創立90周年という ，誠にお円 出たく ，且つ，芯、義深い記念式典が挙行されるにあ

たり ， 名誉教授の諸先生，並びに各部局長の先生方がご臨l/i~の ， この栄ある式場に於きまして，私

達 182名が永年勤続者として表彰を受けますことは，京都大学に職を奉ずる者といたしまして ，こ

れに過ぐる慶びはございません。
あまっさ

乗ljへ，西島安則総長から，只今身に余るご懇篤なお言集と記念、の品をj協り ，心から厚くお礼中し

上げます。

西島総長が， この春の入学式で述べられた御祝辞の一部に，「本学が諸君を選び，諸君が木学を

選び，ここに相まみえるこのな義深い出会いの場である今円の入学式...J, というお言葉がござい

ました。私達は，出会いの在り方こそ，入学式のそれと具なりはいたしましたが，一人一人が，そ

れぞれの立場で，今から20年， 0Zは30年前に，職員になるための京都大学との出会いの日がござい

ました。

爾来，わが国を代表するMif5学府に身を置き，先生方の教育 ・研究の推進にお役に立てる誇りと

慶びは，歳月の経過と共に深まり，終生の職場として ，京都大学と出会えたことの仕合わせを折に

ふれて噛みしめると共に，それを選んだ自負心をひそかに抱きながら，今日のこの日を迎えるに至

った，と申し上げて，決して過言ではございません。そして，木 IIのこの栄誉に浴することができ

ましたのは ， 教官の 1~rt主力のご支援とご.Bl1M ，先f1~iil汚兄のご指導とご縦健，さらに同僚並ひJこ後輩

各位のご協力があったればこそと ，私達一同この機会をお1111＇一りいたしまして，改めて厚くお礼申し

上げる次第でございます。

先般，将来計画検討委員会から， 「21ill：紀を展望した木学の在り方及びそれに即した施設の整備」

についての第三次答申が出されましたが，関西文化学術研究郎iiiに焦点を当てたその将来憐想が，

現実のものとなりますまでには，未だ相当の時日を要することでございましょう。しかしながら ，

この雄大な椛怨が打ち出されたことは，木学が速い将米を見詰め，さらに大きく JIH?riするために，

既に羽侍き始めたということが育えょうかと存じます。私達は， 90年の歴史を背負ったこの炉j(やか

しい京都大学の未来への羽Wlきが，より力強いものとなり得ますように，微力ではございますが，

これからも和一杯お力添えをさせて頂く所存でございます。 総長初め話先生方 ， 並びに先11 1.~各｛立に

は，今後とも一層のご指導をJI弘りますよう，お即応、巾し上げる次第でございます。

終りにのぞみまして，京郎大学の弥栄を心から祈念し，甚だ簡単ではございますが，被J毛杉者一

向に代わりまして本日のお礼のご挨拶とさせてinきます。

昭和62年 6月18口

永年勤続被表彰者代表

児玉安人

-323一
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く大学の動き＞

創立記念式典の挙行

6月18日（木）， 本学官l]:i'L90周年記念式典が，

名誉教授懇談会

付表

名誉教綬，部局長ら関係者多数の出席を得て，木

学総合体育館において挙行された。

式典はt.1二1llil0時に始まり ，総長式l伴，永年勤続

者の表彰，永年勤続者代表の符符があ

り，フト；学の発展を祈念、して ，松田長三郎

名？？教授の発声により万歳三II日が行わ

れ，午前‘11時終了した。

本年の勤続30年表彰者は38名， 勤続20

年表彰老は144名，計182名である（被表

彰者氏名は 6月19日の学報第4218号に掲

載されている）。

引き続き11時30分から京大会館21府会

：議室で名誉教段懇談会が，また正午から

｜司会館 l階講演室及びラウンジで永年勤

続被表彰者祝質会がそれぞれ開催され

た。

1 年間の概要 （昭和61年 6 月 1 8 日 ～昭和62~r 6月17日）

ト ~！立 •.Ii攻の設置・ー ー............・ 2

「経済学研究科」現代経消’7・ •HJ!Jf.

「工’下研究利」応用システム利γ：＂＇J.攻

2.市内の新E没一一….............. 一2

「経済学irH」比較社会 ・経済政策（大講座〕

「医学綿」形成外科学

3 研究（;fl門の新設 － －－ ・・・・・5

「化学研究所」材料物性基礎（大1;111"D

「食糧f'I学研究所」地域伝統食111111（外1q人格只部門〉

「ウイノレ久研究所」がんウイノレス（）： i~~f"J) 

「基礎物FJl学研究所」非線形物理学

「放射線生物研究センター」放射線対l似作川

（’：≪ n 1if11 "D 

4. 竣工した建物写－－ .. • • . •• .•.••. • 6 （＇ト

文，、y

'j-＇.治J也区外同人研f究行＇（(iii'l脆i’没（R4）.正I,462. 80 m') 

｜幼災liJ[-'.Jt所οト佐地殻耳E動鋭iJ!lllif!i』没坑i立（一式〉

r<:i主 iffl佼 ~'i (R4延l,635. 5cl ば）

工’・；：iffl似体統合実験研究桃（IU 延616.47日i')

f丙院j也｜ζJ却下1童保i（サービス ・サフライ倣〕

(R2延385.64ば〕

5. II（｛平1161年以E決算傾

746(,0:373万3千円..・…………1)lj年比 104.06% 

（うち川町補助金

39{1J:890万3千円一 ・0・ ・・111i年比 102.54% 

6 昭和62年度当初予算額 603位3,065万4千円

7.奨学布附金受入手mc昭和61年jぇ＝〕

受入件数 1, 655('1°・・ ... 1)li{I三比 108. 52% 

受入金制 14低9,759万8千円…・・・1lli年比 110. 08% 

8.職只数（62.6. 1況-0::〕

u生行 2,657名
5,582名 ｛

lその他職n2, 92s名

9.学生数（62.5.1現在〕

｛学内:ii’｝：1_:. 11, 8431'1 

15, 6621'1 ｛大’下院（修上〉 2, 204:'.fi 1 
I f 3, 819.f, 
l ク Cl＂＼＇土） 1, 615名J

〔JW,1ル！；. 2421'1，研修JJ. 742名，研究生 209:(',)

10.印学1=.数（62.5. !DU.t〕

51か肉 582名

11. 卒業生数（旧制を合む。〕

121, 1 25~行（6 1. 5. 2～62. 5. 1 2,477名〉

12.修上，Wf'il修了者数（62.6. 1 JJ!.iE) 

22, 886:(', (61. 6. 2～62.6. 1 961名）

13. W上’＇｛：（、t被佼与者数（62.6.1現在）

19, 7・19t'，〔61.6.2～62.6. 1 533:j',) 

l」． 外｜同山長等 I, 706件

15.海外からの学Eちもの来訪〔llf:1:ffl61年度〉

-IIιWIUJ ti・ 105f'J: (59か国）.. . . . 一… 828~ラ

外国人研究 ／＇r予 －－ －－ ・・ ・315f,

JI..$：学術仮興会からの依棋による

W:JtJB!E訪研究 ti・・ －ー •. • • . • ・・・711う

16. 海外学術調先 23('j:

324一
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中国政府派遣大学院留学生

のための予備教育への協力

中国政府は，日本に派泣する大学院間学生に対

し，来日前lに日本語による基礎的専門教育及び必

要な言語教育せーの予vm教育を実施している。この

子術教育について ，文部省を通じて本学に協力依

頼があり，下記のように教養部教官を中心に専門

教育を担当する教官が，毎年，大連外国語学院派

遣留学生養成訓練部に派泣されている。

本年（第6回）も教養部徳岡善助教授を派遣団

長とする 8名の教官が，6月30日から 9月15日ま

で派遣されることとなり， 6月24日 （水）学生部

会議室で，総長をはじめ関係教職員が出lr'i'tして，

壮行会が行われた。

現在本学に在学する中国人留学生数は194名（う

ち大学院留学生 126名）に達し，各国留学生のう

ちで，最多数である。

昭和62年度派遣教官（ 8名）

徳岡善助教養部教授（物理学）団長

河合良一郎 イシ （数学）副団長

上回 細工学部教援（情報処理論）

大谷晋一教養部教授（化 学）

錦織 俊教養部助教授（生物学）

山下 清 。 （経済学）

高津淳夫 。 （社会学）

宇土顕彦工学部助手（情報処理論）

（学生部）

..・・．．・・．．－・．．－・．．－・．．・．．・司・．・ー．．・－．．・・．．’・．．，．．．・・．．・・...・．．－．．・・・．・・・．・・．・’・....... 

く紹介＞

工学部石油化学教室

石油化学教室は，昭和14年 3月の刺l没になる燃

料化学教室が昭和41年 4月に改組拡充されて発足

し，さらに昭和58年 4月には分子工学 ＇H攻の創設

を担って l講J'1l'.の転出を行い，現在の 7講座の構

成に至っており，まもなく創設以来半世紀を迎え

ようとしている。すでにllf_l和 2年ーから ，工業化学

教室の百多源逸教綬のもとで石油合成の研究が開

始されていたが，その後卜余年の基礎的検討を経

て工業化パイロット試験にまで発展し， ll｛｛平｛！14年

3月には，水素と一酸化炭素からなる原料プJスを

1時間当り 100m3の規棋で処理するまでに

大がかりなものとなっていた。 このノミイロ

ット試験成功の業組を背京として，燃料化

学教室は点lj；没され，当初 2講座で発足した

が，やがて 5講座の構成となって，人造液

体燃料合成のほか 3 高性能航空燃料の製造，

化学工業原料としての化石燃料資源の利用

などの研究を対象として発展していた。

i以後は，石油炭化水素の化学変換と合成

を主｜肢とする石油化学の研究に展開し，炭

化水素化学を基礎においた広範な理論化学

と，石抗11化学技術の核心をなす触媒の科学

と技術ならびに精密炭化水素合成などの分

野で充実が進み，ll(l和41年 4月には改組拡充成っ

て石油化学教室と称するに至ったのである。 llA和

44年11月には，創設以来置かれていた時計台西側

の亦レンカの建物をあとにして，工学部 9号館と

して新設された哀門IJ6'.9の現在地に移転した。ちな

みに，旧建物（主，第三高等中学校物理学教室に始

まるもので，後に多くのノーベノレ’且受賞者を生ん

だ建物としても永く記念されることになろう。 H行

和56年には，当教室係jド謙一教慢が，化学反応Jill

論の恨幹をなすフロンティア軌道理論の業績によ

り， 11本で初めてのノーベル化学立の受賞に蹄L、

たことは記憶に新しし、。

二度にわたった石油危機後は，当教室は持び合

福井謙一先生ノーベル化学賞メダル両面の

レリ ーフ （石川｜化学教室 l階ロビーに掲額）

F
内
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福井謙一先生ノーベル化学賞受賞記念石碑

（石抗11化学教室前庭）

成燃料研究において世界を先導する業績を挙げ，

脈々と流れるエネルギー資源開発のメッカとして

の自覚のもとにその責任を果しつつある。

講座編成JI闘に現況のハイライトを紹介すると次

のとおりである。

く基礎炭化水素化学講座＞

炭素と水素だけで構成された極めて安定な炭素

陽イオンと炭素陰イ オンとから，炭化水素極を合

成することに初めて成功し，理論有機化学と精密

合成化学の構築に努めている。

く炭化水素物理化学講座＞

量子化学を基として，化学反応路の分子レヘル

での解明，導屯性ポリマーの構造と物性，有機金

自動制御化された合成ガスからガソリンを合成

する装置 （触媒工学講座実験室）

属の構造と反応、など，広く 物質内の

屯千過程と構造の相闘を明らかにす

る研究を行っている。

く触媒化学講座＞

アモルファス合金，光化学反応用

触媒，酵素モデル錯体触媒など新し

い触媒材料を題材として，表面活性

種の特性を解明するとともに，均一

系と不均一系の触媒作用の相関を究

明する基礎研究に重点を置いた展開

を見せている。

く石油変換工学講座＞

遷移金属錯体の特性を生かした高

度に選択的な触媒反応、の開発と機能

性材料の合成を行うとともに，化石

炭素資源の高度利用に関する基礎と応用研究を精

力的に行っている。

く石油化学加工学講座＞

生体内のアミノ酸合成の機構を解明するため，

機構論的研究ならびに酵素自殺基質のモデル化反

応など，生化学と石油化学の接点となるところを

攻究している。

く触媒物理学講座＞

屯雌放射線などに感応して高分子固体内マトリ

ックス内に誘起される化学反応を制御するための

向次微細構造の設計と合成， および高性能半導体

光触媒の設計ーなど，励起化学の分野の研究に重点

を置いている。

く触媒工学講座＞

分子レベルに制御された微細構造をもっ

高性能固体触媒を相次いで開発し，合成ガ

ス，メタノール，低級炭化水素などの単純

分子から，高オクタンガソリンなどの液体

燃料やオレフィンなどの化学品原料の定量

的な合成に成功するなど，次世代レベルの

触媒化学への追を拓きつつある。

以上のように，この教室では，光輝ある

伝統に支えられながら，高度に制御された

触媒作用を駆使するエネノレギー資源，化学

品原料，および高機能性材料の創生に向け

て， 化学反応の理論と実践の研究と教育に

励んでおり，今後の継続した展開が確信さ

れる。 （工学部）

-326ー
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体育館附属プール の夏 季利 用

木学の学生及び教職員は，体育館附属プール

を下記により利用できます。

なお，詳細については，学生部厚生課厚生掛

（西部構内体育館内，電話 学内2590）に照会

してくださし、。

記

期間 7月14日（火）～ 8月31日（月）

ただし土眼目及び日曜日は使用できま

せん。

時間 正午から午後2時まで

（注意）

1 利用に際しては，必ず職員証または学生証

を呈示してください。

2.都合により使用をお断わりする日がありま

す。

白 馬 山 の 家の夏季開設

木学の学生及び教職員の厚生施設として，例

年夏季及び冬季に開設されている白馬山の家

を，今夏も下記により開設します。

この山の家は，中部山岳国立公園白馬山獲の

附池高原にあり，雄大な北アルフスの昨．々 に四

まれ，登山及び避暑などに最適です。

なお，建物は，山小屋風の木造地上2附地下

l 階建で，間取りは， l 附が食堂~~談話室， 2

階が寝室（ベットで42名収容） ' J也｜桝が浴室，

乾燥室等からなっています。

記

1 .名 称京都大学白馬山の家

あずゐ おたり

2田所在地長野県北安去郡小谷村大字千国

字柳久保乙869の2

（交通機関）

J R大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄 ~ 

バス「親の原」 下車，徒歩約20分

3.開設期間 7月10日（金）から 8月20臼

（木）まで

4.所要経費 l人 1泊使用料80円，ほかに

食費実費程度

5 申し込み及び利用に関する詳細は， 休育会

事務室 （西部構内総合体育館内，屯話学内

2574）に照会してくださL、。

白浜海の家の開設

木学の学生及び教職員の厚生施設として，白

浜海の家を下記のとおり 開設します。

この海の家は，三段壁をはじめ千畳敷 ・円月

山など風光明婦な南紀白浜にあり ，海に近く，

夏は海水浴に最適のところです。

また，海の家のある理学部附属瀬戸臨海実験

所構内には， 500種以上の海の生物を集めた水

族館があり，有料で公開されています。

記

I 1 .名称

2.所在地

京都大学白浜海の家

和歌山県西牟監部白浜町

京都大学理学部附属瀬戸臨海

実験所構内

（交通機関）

J R紀勢木線 「白浜駅」下車，明光パス「明

光パス木干上前」行に乗車，終点で「臨海」行

パスに采換えて，「臨海J下車。

3 開設JV］間 通年開設

4.室 数和室3室

5.収容人員 35名

6. 所要経1~ l人 1泊使用料50円，ほかに

食費等実費程度。

7 中し込み及び利用に関する詳細Iii，体育会

事務室 （西部構内総合体育館内，屯話学 j）~

2574）に照会して Fさし、。

（学生部） ； 

。，u
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く資料＞

年月 項

創立 90 年 略 年 表

事年月

（〔 〕は一般的事項）

項

1944 （昭19)5 木材研究所設置

1945（附20)8 〔太平洋戦争終わる〕

9 原煤災苫綜合研究調査団， 広~·j県で逃難

11 I工学部教授烏養利三郎，総長に就任

1946 c11r121) g I食粗科学研究所設位

ll 1〔n木FF-17,l!;法の公イIi〕

ド947(11(122川川聞大切郡大学と改称創立50
I JM年ぷ念、祝賀式典

I 1似 9(11「124)5 I新刊Iii
E没Vi:.m三1：’~ ·~宇学校 . ，；千I属医学~If.門部を
包J広

6 〔朝鮮1i1£'f>1包こる〕

11 理学i部数段湯川秀樹， ノーベノレ物理学1Y
主主1.iι，＿

二之ムL

1897（明30)6 I京都帝国大学創設．木下j寅次，初代総長
に就任

9 I理工科大学設置．第 1回学生，.（士？式拳行

1899（明32)9 法科大学 ・医科大学設位

12 附属図J：館設置．医科大学附属医院設置

1903（明36)4 医科大学を京都医科大学と改称

1904 （明37)2 〔日援戦争起こる〕

1906（明39)9 文科大学設置

1907（明40)10 ｜品Jill良平，総長に就任

1 908（明~ l ) 9 菊池大君主，総長に就任

1911 （明44)3 );( 1111医科大学を医科大学と改称

1912（別」5)5 JlJL［科大学長久l京如弦，総長に就任

1913（大2)5 浮倒l政太郎，総長に就任

7 j事例総長， 7教授に昨炎の促山を求める 1950（附25)3 
u宰柳可q'/:) Ii 5 

山 （大 3)7 号子l協
11 

8 束京；「i'i国大学総i主山川l注払；郎’オζ学総長
を兼任

1915（大 4)6 医科大学長此木氏三氏II，総上主に就任

1919（大8)2 分利大学を学部に改祢

5 1経済学；邪ぷVi:
1920（大9> 1 I〔困際辿＼U発足〕

1922（大11)6 'j}lj立25周年記念式典

1923（大i2)9 I〔凶東大足災〕

11 I法学部設置

1 92~ （大13)5 I i見学；仰付属l足場，同演習林設置

1925（大14)2 I：本部本館竣工

1926（大15)10 化学研究所設抗

1928(11713) 4 河上予教授辞職

1929（昭 4)3 理学部教反新主主新峡，総長に就任

1931 (!li'l 6 ) 9 〔満州事変起こる〕

1933(11?38)3 文学f出教授小西重IU，総長に就任

5 花川幸！長.t'.XJ支休職を命ぜられる（淀川事
｛竹

7 PJ［学 ift~数段位JI：二元興，総長に就任

1937（昭12)6 文学／部数段i筑IJI緋l'F，総長に就任

7 ：日iif'Ji:ft起こる〕

1938（昭13)11 文学部教綬羽!JIj人総長に就任

1939（昭1-1)5 臨時附属医学咋／＂ Jim設ii'I:

8 人文科学研究所設ii"r':

9 〔第 2次／II：界大i決起こる〕

19』0(11?115)1 学旗および学歌~／jlj ’'.At

J9clJ (lli'1J6) 3↓結核研究所設置

11 i工学研究所設置

12 〔太平洋戦争起こる］

19-13(11{{18)ll 出陣学徒壮行式

12 「京都帝国大学史」山版

第三高等学校廃止

宇治分伎の開校

防災研究所設位

医学部教授服部l唆治郎，，、；~uに就任． 天
皇本学ご訪問

1952(1明27)3 1ヰt），＇.！$医学1,li門i初出11ょ

1953（昭28).j 新市lj大学院設置（ 8研究科設ili:〕

ll/M物理’F研究所設置

12 法学m1教授沌川平辰，学長に就任

195・1 (11(129) 4 分校を教長部と改祢（学内出i?D

1955 (lli'130) 4 新；Ill！大学院医学研究科設宵

1956(1収31)4 ウイルス研究所設置

1951(11r132)12 I際学部数段平洋輿，総長に就任

1960 (11(135) 4 I 虫色γ：iftl“立ii'i’
1961 (11{{36) 5 1治分佼出止，工業教員養成所設置

i 962 c11n31) 4 I経消研究所設問

1963(1沼38)4 I 教長 1m~\l:il'r' . 数理解析研究所設白原子
炉コヒ験！？？ぷiU:
必，、J

見n手！アジア@f'.1¥:七 γク一i没位

12 

1965（昭40)4 

1966（眠11)4 保健lj¥'JlJ[センター設ii'i:

1967（昭』2)6 2長知研究所設ii'i'..結核研究所を結抜））（＇！）

f司11：矢忠研究所とし史跡

ll 創立70）；＇，］年起念式典， 「点目II大γニ七 卜年
史」山版

1968（昭43)2 〔学国紛？？起こる〕

1969（昭44)4 

12 

1970（昭-15)3 

1971 (ll({.16) 4 

大型計算機センター設irt
工学部教授前回iiiJ.')j，総長に就任

工業教員養成所廃止

工学研究所を原チエネノレギーのf究所と改
称.!ix射性同位元素総合センター設置

1972（附」7)5 体育指導センター設置

1973 (ll({-18 )l 2 医学沼教授岡本道雄，総長に就任

1975(11{150) 4 I医療技術短期大学問l設置

1976(1『151)5 Iへ リオトロン絞融合研究センタ ー設置

η
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年月 事 項 日川ド「
ノ
・ 事 項

放射線生物研究センター設位

1977(1明52)4 I環境保全センター設置

7 I忠誠文化財研究七ンター設世間際交流
委員会設位

11 10 I i（付属図，If館竣工s I医療技術短期大学部校《竣工 ｜｜ ｜ 
, 11 1984 c1q159) 2 I タイ同，カセサート大学と’手術交流党，＇f

i 91s c11f{53) 3 I医学部附以病院RI診療練竣工 II 1交換

4 I↑白宇佐処血教育センター設置 11 3 I工学部物恕工学科校舎竣工 へリオトロ
10 I J）＼大会館竣工 ｜｜ lン咳融合研究セソターへリオトロン加熱

1979(1明54)1 I〔共通第一次円J式験尖施〕 Jiil学部附属 II l尖験棟竣工農学制付属水産実験所水産
I ;r捌天文台ド乙iレス太陽切述鋭棟竣工 ｜！ ｜生物標本館竣工
I II 8 I 1史学部斎産学教室Iilバ均実験棟竣工

3 医学総（ 2号館〕校？？竣工 J-1.il有アジア ｜｜ I 
研究セソタ－/iif究似唆て．発明取彼規住 ｜｜ 9 I将来計画検討委員会設111.学術情報シス
起案委員会「教官等の発明に係る特許等 II ｜テム主主備委員会設置

の取吸いに閃する脳1峨について」答申 l io I vqドイツ，ベノレリンOu.1大学と学術交流

4 I大学院工学研究利物足て学Jy攻設置 11 I Ji:,'f交換．放射線生物研究センター研究

6 I原子炉尖験所体育館竣工 II ！被竣工
1 I発明得議委.i.:t会設置 :; 1目5c11r160)3I将米；｜画検討委員会第次桝l

8 Iへリオトロン E尚ih!Lプラズマ実験棟竣工 I 4 I大’F院医学研究科分子医学系専攻設置

II rn 将米計画検討委員会第二次答申 アメリ
9 組答え DNA尖験安全委只会設i丘 ii ヵ， ウェイン；IH立大学二と学術交流党3交

10 京郎大学市民.Wt!'i'IJfJkh ｜換

11 フランス，ハリ第 7大学と学術交流協定 11 I大乍院審議会館I］規等専門委員会「学術｜等
締結 士1立び学術修士の基準と事査手続にl支｜す

12 I農学部教授沢川敏男，総長に就任 数地 ｜る作中」
利用料別委員会z没位 II 12 I工学f邪教授西山1'.t<'WJ，総長に就任

1980(1白55)2 I理学部下街物理，、同｝（等〉校舎竣工．勝 11i9s5c1昭61)2 I理学部トーラス砲プラズマ波動加熱実験
国，~北大学と学術交流協定締結 II 1棟竣工

4 I医用高分r研究センター設内 II 3 I医学i:ilMiflJ学教’七及び生児学教室竣工

5 中国， j7y北大学と学術交流党，If交換 11 4 I アフリカ地域研’先センター設置．大学院

10 中国，式決大学と’予術交流:J,'Uf交換 II 1 理学研究科霊長顔学専攻設位

5 工学部分子工学専攻実験研究棟竣工
zー設抗大学院民主 ｜｜ ｜ 

6 I文学部博物館竣工 大学院’府議会制規等
l 咋門委員会「京郡大学名作博ヒの制度に
l刻する界中」

i2 I工学部教授悩井謙一，ノーベル化学賞受 II 9 I広報委員ム「木学を鮒介する和文冊子の

1 ＊~1品掃員三注品イーンズランド l l制等に弓いて」桝I

II 10 I宇治地区外国人研究者約泊施設竣工
1982(1れ57)3 M際交流会館竣工 II I 

｜ 現 II />. J987（附62)i I将来計画検討委員会第三次界中 大学院
5 I大’下院寝苦会制規等匂IJ委員五「博士の Ir ｜得議会制規匂専門委員会「大学院の整備
l学位の性給及び水制正びに審査手続に閃 II I ・元実正ついて」符巾
｜する答申」 II I 
I II 2 ：広報委員会「京都大マ’写真集に｜刻する科：

6 I北「l川スポーツ会館竣仁 ' i中」 国際交流委員会「点都大学悶際交
io I日本訴 ・口本文化研修WI乍生受入！JR始 II i流センター設ii'1について」特EJ!

198301(158) 1 大学院寝議会制規等＇ ＇fl''J委員会「外国人 ｜｜ 3 I〔国立大学の受験機会複数化実施〕．教養
学生て干の博士の学位I&併に関するれ：申」 ｜｜ 部校合竣工

3 理学部附属瀬戸臨海実験所研究棟竣工． 4 大学院経済学研究科現代経済学専攻設
必高！付電波研究センタ－MUレーダー観 ｜｜ 置 大学院工学研究科応用システム科学
測所観測棟竣工 ｜｜ 専攻設置．教養部にかかわる構想検討委

4 大学院工学研究.fl・分子工学専攻設置 中 II 員会設世
国， ;ll:Jl大学と学術交流払！？交換 I 6 I :fill立90周年記念式典

5 メキシスグアダラハラ大学と学f~r交流
党;t1交換

6 I医用百五分子研究センター研究棟竣工．結
抜）胸部疾j品研究所研究棟竣工
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11{1荊152年 4月までのすPJ:lは，広幸民陥 142でJI.¥載したものを，省略して再拘。
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－ jく随 想〉 念貨幣，メ 〆ノレ，記念記手などが発行された。 ！ 
木学からも西島学長が祝典に参加されたと灰？

Q ハイデノレベル ク大学
聞しているが，筆者は昭和61年 9月27日から10 0 

Q を訪れて
月4口にわたってハイテールベルク科学アカデミ ？ 

2 名作教授平石 修 ーで開催された「動l泳壁の分子生物学」と題す i
~ る｜峨シンポジウムに招かれ「JJ尚とプロスタグ i
Q ハイデルベルク大学はドイ • ....-...... ラソジン」について10:近のわれわれの成果を発 i
0 ツ最古の大学のひとつであ £tl9『・h 表した。会議は28日「リポフロテインとそのレ i
iり， 1386伯こノレプレヒト一世 晶 君酒・ 七プター」をテーマとするセ Y ションにはじま ；

i によって創設され ， 今年でfjlj ・：~ヨ り夜は大学学肝臓でが、学生ホール Haus ~ 
i立600年の歴史を祝った。1803 ，.......必吋yJ Buhl で晩餐会があり ，ロックフエラー大学の ：

j年カール太公によってパーデ •/I 花房秀三郎教授夫主と同町したが，60人を超え i
； ンナト｜立大学となって以来，正 司 -L./ る招待講演者のrjIで日本人はわれわれだけであ i
！式にはルプレヒト ・カール大学と呼はれてい った。 7LI聞を通じて 1日平均 100人前後の小 1
2る。ャスパースをはじめ多くの体大な哲学者や 人数で充分討論できるように会場が設定されて 0
1数多くのノーベル賞受賞者が輩出しているが， いたが，生化学，分子生物学，免疫学等の手法 i
i医学関係ではコッセル（19川下），マイ ヤーホ や考え方をとり入れて細胞生物学者や臨床家が 5
1ーフ（1922年）が受賞している他，化学の受賞 次々に新しい知見を発点し，学際的な研究が多 j
i者リヒャルト ・クーン仕938年）は日本にも知 いことに深い酬を党えると同恥， II本の学 j
b己が多い。本大学の600年記念行予として一昨年 界の現状にや L不安を抱いた次第であった。 A 
i聞 から昨年間にかけて“伝統から未来へ” ハイデノレベノレクはネッカー河に沿う古い美し i
iというスロープJツを掲げて数々 の創立記念事業 い町で，多くの芸術家や詩人に愛され，就中ハ i
jが行われ， 100以上の国際会議やシンポジウム， インリッヒとケティの悲恋をj'/liいたフェノレステ ~ 

0 1'1・楽会，展覧会，演劇j上演などが開催され，記 ルの名作「アノレトハイテソレベノレク」によって世 ；

界的に知られている。人口は僅かに13万をこえ 20 
附蹴蹴盤甑E・ E ・－圃園田 る程度であるが，その うち学生数は2万数千を i

~ Kこ描霞翠聾甑語圏・置圃・・園圃圃圃圃・
i唱団関幽園 田園 田園 ・園 数え，大学の外に医学，細胞生物学など 5つの 1

Q I J哩哩置岨画霊霊園置圃置圃珊圃・・圃－回~盛期園開園田開園圃－・園 マックス ・フランク研究所，ヨーロッパ分子生 ？
？ 極超凶富割n薗圏直〔耳鳴置型晶園面画圃眠幽F’J阻盟国 哩曹長通掴圃盟国 物学研究所（EMBL）， ドイ ツ焔研究所をはじめ 9
2 園量宮園田幽－~ 多く川派な研究施設があり，大学と慨し乍 i
~ 占E盟極墨田園固 薗躍 ら立派な成果をあげー。学会の会場のアヵ i
2 圃・・・掴園圃園田園・・圃E曹 デミーは有名なハイデルベルクの古以のすぐ下 j
~ 哩圃圃盟国圃園田園園園田陸軍 にあり ，l放会！日は域にのぼってネッカーの渓谷 i
Q 翻廟開腔豆軍司函置曹圃画面彊町一ill~~置置 を眺めたり，対岸にある哲学の道一一京仰にあ i
き 品目呼 ~..，，.叩W’E・E町；＂＇（ヨ・踊函置罰勧副館話語盟’帽司。也晶画世盈fi~調副醇立~ る哲学の道の元組であろうか を散策しなが i
Q M噛・E司副岨Eむ描 ら討論が続けられたが，随所に 600年の歴史と i
~ 際世士.. 竺±主旦胴・・・・E』.. 亙 伝統を似ばせる建物が美しい自然の中に維持さ Z
1[ ・み... -<:I・.....a・dヨa・・・E』a企ョ，．．．．．．．．．．．． ・・圃・・・・r司彊：！！＿電量園理哩園画直－－－ れており ，このような素晴しい環境に学べる学 2Q ~ 二一室言明罵盟咽圃・r理・睡a・6重量長翠ぎ翠想哩 生を訴しく感じた次第であった。 Q 0 幽a・・・・・・・・－圃盛和唖猛ζ5ヲ ー回・・・・・・・...  ・・地選担量由日 。
？ ・・・・・・・・・・・・・・・匙a温a・・・・・・・・・・・・・・・・・・E園田・・・ （はやいし おさむ 元医学部長 昭和58年退 9
~ ネッカー河畔の町ハイデルベルク 官現大阪医科大学長専門は生化学） 0 
（~，， II •＜＞巾0・＇＂・＝＂＇＂＝＂＇＂＝・II ’O川＇＂＜＞・II ・0刷。”＂＇＜＞＂＂＂＂＇川ゅ，伽＂＂＇ ＇＂・o・＂＂＂＂＇＇＂＂＂＂＇＇＂・o・II”。，II’中・伽中，，山＂＇＂。＇＂＇＜＞・＂＂＂＂＇・II ・中’，，，，.，，，.， ，，.. ,J 
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