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く大学の動き＞

昭和62年度入学者選抜学力試験

第 1段階選抜合格者の発表

昭和62年度入学者選抜学力試験の第 l段階選抜

合格者が， 2月19日（木）に学部ごとに発表され

た。学部別の合約者数は次表のと おりである。

また，第司2次学ゴJ検査の試験場は同表に記載の

とおりである。最終入学者選抜合格者の発表は，

3月18日（水）午後，学部ごとに行われる予定で

ある。

学 i百1 ・ 1学科 募集人員 第1段階選敏合格者数 第2次学ブJ倹査試験場

文 A子Mー， f部 220 人1 706 人 教 養 部

教 育 F寸Zー． m1 ω 206 教 養 f邪

法 学 m1 1,439 
法学部 ・経済学部

A 日 556 
(A日程 ・B日程とも〉

B 日 程 250 883 

経 済 学 部 240 973 教 養 制1

理 戸ーテι 部 291 2,039 関西文理学院

医 学 部 120 436 医 学 向l

薬 ~峠r 部l 80 299 薬 学 f濡

二E 学 fill 995 3,503 文 ・法 ・経済 ・工学部

)}.:1 ，寸u『． 部l 310 1. 093 )}.:1 今号、 河

2尻 716 10,694 

（注） 法学部 ・経済学部のW1段階選敏合格者数には， 「外国学校出身者のための選考試験Jm1次選
考合絡者の30名（法学部B日程）， 37名〈経済学部〉を含む。

昭和62年度医療技術短期大学部

入学志 願 者 状 況

昭和62年度医療技術短期大学部入学試験は， 3

月4日（水）と 5日（木）の両日に実施されるが，

入学願書の受付が2月2日（月）から 9El （月）

まで‘行われた。

学科別の入学志願者数は，次表のとおりであ

る。

京都大学写真集に関する筈申

このたび，広報委員会から，本学の歴史に関係

する写真等の資料収集の必要性及びその整理，保

存，編集等の方策に関して答申がありました。

本件は，昨年6月27日に広報委員会から総長に

建議があり，部局長会議の了承を得て， 7月4日

1学科

石必学科

：；；：ユづト片ごI－＋.十
作業療法学科 95 

763 

4.8 

4.8 

20 

160 『
十
』

（医療技術短期大学部）

に｜寸委員会に諸問し，本年2月13日付けて‘答申を

受けたものであります。

ここに符申を掲載して広く学内にお知らせしま

す。

Jlfl不1162千手2月24日

総長西島安則
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昭和62年2月13Fl 

総長丙烏安川殿

広報委員会副委員長

吉沢尚明

京都大学写真集について（答申）

昭和61年 7月4日に諮問のありました本学の写

真集に関して，本委員会における検討結果を答Ell

します。

I .趣旨

京都大学写真集，特に写真の

収集・整理・保存について

明治30年の創立以来，木学の歴史を記録する年

史として， 『京都千百－園大祭史』（昭和18年 9月）及

び『京都大学七十年史』（昭和42年II月）が出版

されている。また学部や研究所等でも，それぞれ

の年史が出版されている場合があり，これらはい

ずれも本学の歴史についての重要な資料となって

いる。

一方，多くの機会に，木学に関連する対象がJM
影され，その写真の中には資料として貴重なもの

が少なくないが，上述の年史［ま，写真が部分的に

使用されていることはあっても， 内容の大部分は

記述によるものである。したがって，これまで綴

影された写真を収集，整理し，将来，写真集を編

集 ・出版して，視覚による聞から本学の歴史を記

録することは，大きな意義があるであろう。

このような写真集は，単に本学の創設Wlからの

吉い写真を収録するのではな く，わが国の歴史や

地域社会の動向とのかかわりも含めて，木学の誕

生や発展の縫子を写真によって記録するものとす

れば，興味ありかつ重要なものとなるであろう。

本学は創立以来既に90年を経過しているから，

写真の収集・保存は急を要することである。この見

地から本答申では，次の 3項目について提案する。

( I ）写真の収集，整理し保存

( 2）写真収集のための組織

( 3）写真集の編集， 11:1版

2.写真の収集，整理，保存

次項3に提案する写真収集等のための組織及び

そこでの検討の参考として，上述の趣旨による写

真の収集 ・整理 ・保存についての要点と考えられ

ることを次に述べる。なお，収集は必ずしも写真

に限定せず，関係する資料を含めることも考えら

れよ う。

( I ）収集の対象となる写真

被写体の種類としては，次のよ うなものが兎

要な例である。

（イ）建造物， （ロ）記念物， （ハ） 人物， （ニ）

研究 ・教育の情景，（ホ）大学行事，（へ）学内

の事件， （ト）大学の風物 ・自然、，（チ）学生生

活，（リ） 木学と関連する社会情勢

( 2）写真収集の依頼

上のような写真は，現在，学内各部局に保存

されているもののほか，学外に広範聞に存在し

ていると忠、われるが，年月と共に散ちた，破損の

おそれが大きいので，早急に，学外関係者に対

しても ，写真の提供や絞製について協力を求め

ることが必要である。

写真収集の依頼先として，特に次のような人

述や組織が考えられる。

（イ）学内各部局， （ロ）木学関係団体，（ハ）

教職員，（ニ）退職教職員，（ホ）卒業生，（へ）

関係自治体の諸機関， （ト）新聞社， 出版社，

放送局等， （チ）一般市民

( 3）写真の整理 ・保存

写真は，収集と併行して，事項別，時代別等

適当な分類， 3経理を行い，また今後長期間良好

な状態で保存，守？理ーする方法を検討して実施し

なければならなし、。たとえば，木学に関する各

種文献資料等とともに附属図書館の調査室に保

存して全学の利用に供することとするのは，一

つの有意義な方法であろう。

3.写真収集等のための組織

2に述べた概略の構想を実現するために，写真

等の収集 ・保存について検討するための組織を設

置することが，適当と考えられるので，その要点

について次に提案する。写真集の編集 ・出版に関

しては，この組織で，その手続き等を含めて検討

される ことが望ましし、。

( I ）組織の名称，性格等

（イ） 名称を「京都大学写真集企画委員会」

（仮称）とする。

（ロ）すくなくとも発足当初は，写真の収集の

ための手段等を具体的に検討することが必要

である。また収集についての依頼は，対外的

にもこの委員会が行うのが適当であろう。

( 2）組織の規模，構成等

（イ）実質的な審議と作業を迅速に行うため，

委員総数は 5名程度の少人数とし，任期は定

めない。

（ロ）次のように構成する。

広報委員 2～3名
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総長が指名する教官若干名

( 3）委.nrJ:
委只会に委日長を置き，委員のうちから総長

が指名する。

( 4 ）事務

委員会の事務は庶務部広椴調査課が担当す

る。

4.写真集の編集 ・出版

木学の創立90周年（昭和62年）或いは JOO周年

京都大学国際交流センター

設立に関する答申

先に国際交流委員会に対し，「｜玉｜際交流セソ

ター（仮称）の設立案の策定」について，諮問し

ましたが，このたび，同委員会から「京都大学国

際交流センター設立について」の答申がありまし

たので，ここに答昨lを掲載して広く学内にお知ら

せします。

今回の？寺中に至るまでfこ払われた，｜玉｜際交流委

員会委員各位のご尽力に対し，敬意と感謝の芯；を

表すると同時に，木センターの実現に向って全学

的なご内角17（，とご協力を切に望むところでありま

す。

昭和62年 2月24日

総長西島安則

昭和61年 9月9日

同際交流委員会地

総長西島安則

次の事項について却ー由を添えて諮問します。

国際交流センター （仮称）の設立案の策定

（理由）

貴委員会においては，かねてより本学の学術国

際交流のあり方について検討され，昭和53年には

国際交流機構の構想が建議され，その後，この建

議の趣旨に沿って，教育研究体制ならびに諸施設

の整備が進められて来ました。さらにH召和60年に

は，「京都大学における間際交流」が貴委員会で

まとめられ，本学の国際交流についての「課題と

展望」が述べられ，その中で，「同際交流機構と

将来構想」が提案されました。

今後，木学の国際交流の一層の発展と充実を期

すために，上記構想の核ともなるべき機関として

「センター」の設立を図ることが緊要であると考

えます。

等の記念事業は，全学的な見地から検討されるで

あろうが，記念事業の一環として，写真集を編

集，発行することは検討に価すると忠われる。他

大学にも ，写真集を記念事業に加えている例があ

る。木答申に述べたような写真集は，学内資料と

するほか，木学内外で広〈利用されることが望ま

しし、。したがって多部数を作成することになるで

あろうから，出版経費の面からも，記念事業の一

環として計両されることは適当であろう。

昭和62年2月18「l

総 長 商 店i 安則殿

国際交流委員会

委員長道田信一郎

国際交流委員会答申について

本委員会は，さきに諮問のあった「間際交流セ

ンター（仮称）の設立案の策定」について，務議

を屯ねてまいりましたが，このたび，答申の成案

を得ましたので，ここに符申いたします。

京都大学園際交流センター

設立について （答申）

1 .京都大学の間際交流は，各部局及び学生部等

における国際交流関係者の非常な努力によっ

て，研究而でも教育面でも今日までに顕著な進

展をみることができたが，これまでの経験と成

果を全学的な教育研究体制の般的 ・充実に結び

つけつつ，国際交流のー府の発展をはかるため

の全学的拠点として，以下に示されるような

「間際交流センター」の設立が望まれる。

2.本センターは，本学における学術的国際交流

の推進をはかるための研究教育及び支援的業務

を行うことを目的とする。

3.木センターは，次の機能をもっ。

a.外国人研究者及び留学生等に対して，日本

語及び日本文化 ・現代日本等の円本事情に関

する教育 ・研修を企画 ・実施すること。

b.日本又は外国に関する国際的 ・学際的な教

育 ・研究プロジェクトや研究会議の企画 ・実

施及び支援を行うこと。

c.国際交流のあり方やそれに伴う社会的 ・文

化的・ 教育的諸問題について，内外の研究者

との研究交流を行いつつ，学際的 ・実践的研

究を行うこと。

d.諸外岡の大学連合や教育研究機関等からの

要請に応じて，教育 ・研究に関する協力を行
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うこと。

巴．諸外国の大学のカリキュラムや間際交流機

構等に関する資料 ・ ↑1~·械の収集 ・ 技術，調査

・研究を行うとともに，情報提供などの広報

活動を行うこと。

f .木センターにおける国際交流活動の成果や

本センターの研究教育に密接な関連があると

認められる本学研究者の研究成果を刊行する

こと。

g＿諸外悶の研究者 ・留学生との研究交流 ・共

同研究のうち，全学的あるいは複数の部局に

またがる事業についての企画 ・実施を行うこ

と。

h・本学研究者及び学生の海外における研究・

修学を支援すること。

i .海外における木学の研究教育組織（海外キ

ャンパス）について調夜を行い，計画を進め

ること。

j .外国人研究者や宿学生等の生活上 ・修学上

・健康上の諸問題について相談に応じ，それ

らの解決に杭極的援助を行うこと。

k.国際交流を支援する学内外の一一国外をも

含む一一諸組織（ボランティア活動等）との

連携をはかり，木センターを中心とする国際

交流ネットワークを構築すること。

4. これらの機能を果たすためには，本センター

には研究教育部を設置すると ともに，情報の収

集 ・猿理，情報の提供及び研究成果の刊行など

の広報活動，カウンセリングを行うための組織

が必要で－ある。

5.研究教育部を構成する部門には，次のような

ものが考えられる。

a. 日本語部門 外国人研究者 ・宿学生に日本

語を教育しつつ，外同人に対する日木語の教

育方法を研究教育する。

b.現代日本部門 現代日本の基礎となってい

る諸システム，例えば，文化構造，行政シス

テム，産業組織，企業経営，教育制度，科学

技術等について，国際比較の視点から学際的

研究を行いつつ，国際的な研究ネットワーク

を組織して研究 ・教育プロジェクトや研究会

議を企画 ・実施する。

c.外国研究部門 本学の各部局で、行われてい

る種々の外国研究との連携をはかりつつ，国

際的な研究ネットワークを組織して研究 ・教

育プロジェクトや研究会議を企画・実施する。

cl .同際交流論部門 国際交流に伴う社会的 ・

交化的 ・教育的諸問題に関して，例えば，科

学技術交流 ・異文化心理学 ・比較法習論等の

視点から，学際的 ・実践的研究を行うととも

に，諸外国の大学のカリキュラムや国際交流

機構等について調査 ・研究を行う。

e.これらの部門を補うものとして，外国人客

員研究部門を設置するか，あるいは外国人客

員研究員ポストを設ける。

6.木センターに，全学的あるいは複数の部局に

またがる国際交流プログラムに参加する留学生

等を木センタ一所属の学生として受入れること

ができる。その受入れのため，本学の既存の制

度によることも考えられるが，また新たな受入

れ制度を検討することも必要である。

7.留学生受入れに伴う専門教育教官で学部所属

の者は，本センター併任とし，学部と連携し

て，本センターの研究教育活動に参加する。

8.国際交流を促進するため，国際交流関係の事

務を本センターの事務部として整備する。

9.本学の国際交流センターとして機能するた

め，最新の国際通信技術システムの噂入が必要

である。

10.本センターの管理 ・運営にあたる運営協議会

は次の各号に掲げる委員で組織する。

( 1 ）センター長

(2）本センターに所属する教授及び助教授

( 3）学部及び教養部から教授または助教授

各 1名

( 4）国際交流委員会委員長，同副委員長

( 5）その他総長が必要と認める教授または助教

授若干名

i ）本センターが実施するプログラム（ある

いはプロジェクト）に関連する教官

ii) i ）以外の本学専任の教官のうちから総

長が委嘱した者

( 6）事務局長

( 7)附属図書館長

( 8）学生部長

( 9）保健管理センタ一所長

11.本センターの実施する研究教育その他の事業

に関して，学内外からの助言を受ける組織につ

いて検討を行う 必要がある。

12.京都大学国際交流センターを，昭和62年4月

I日，総長裁定による学内施設として発足さ

せ，昭和63年 4月 1日，国立学校設置法施行規

則第20条の 3に基づく学内共同教育研究施設と

することを目標とする。
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70周年を迎えた京大交響楽団

京都大学音楽部交響楽団，通称京大オーケスト

ラは，入学式 ・卒業式での学歌演奏などで全学に

知られているが，本年創立70周年を迎え，去る1

月に京都 ・東京 ・大阪三都市で‘記念演奏会を行っ

た。

同交響楽団は大正4年に創立され，大正 5年に

学生集会所で最初の演奏会を聞いた。当時はわが

国における洋楽の歴史も浅く ，関西には他に見る

べきオーケストラは無かったため，一般市民から

も大きな支持を受け，戦前を通じて関西の音楽活

動の中心的存在てあった。大正から昭和にかけて

の15年間は亡命音楽家メッテル氏のもとで大いに

活躍の場を広け．た。昭和11'.tf三の20周年記念演奏会

で，ベートーベンの第 9交響曲を関西で初演した

ことは，わが国の音楽史に残る出来事であった。

大正6年の第1回演奏会から，年2回の定期演

奏会を欠かさず開催して， 70年を経たのも，わが

国では他に例をみなし、。京都が戦災を免れたこと

があったとはいえ，厳しい戦時下での演奏会は困

難を極めたようで，学徒動員等で団員は減少し，

軍需工場から駆けつけたゲートル姿で，防空ずき

んの聴衆を前に，空襲瞥報の中で演奏を統けたと

伝えられている。このような困難を乗り切って可決

後に引き継がれ，今日まで順調な発展を経ている

が，京大オーケストラ独自の存在意義をいかにし

て確立するかが今日の課題であろう。現在，大学

オーケストラ として最高の水準にあるとの定評を

受けており， H百和56年には初めての海外演奏旅行

で，ザルツフ．ルグ音楽祭前夜祭にカラヤン率いる

ウィーン ・フィルハーモニーと並んで出演し，高

い評価を受けた。

く紹 介〉

情報処理教育センター

情報処理教育センター（以下センターと略す）

は，一般情報処理教育のための学内共同利用教育

研究施設として昭和53年 4月に設立されたもので

ある。工学部計算センターを前身としているた

め，本部構内の工学部 l号館内に設置されてい

る。職員は，センター長（兼務）以下，専任の教

今日，団員は約 150名余であるが，留学生の増

加に伴い，本国で経験のある留学生の入部もしば

しば見られるようになった。創立以来の伝統とし

て，他大学からも若干の団員を受け入れている。

1月と6月に定期演奏会を京都と大阪で聞くほ

か，夏休みを利用して地方の学校を巡る演奏旅行

を行い，オーケストラの生演奏に接する機会のな

い子供達に喜ばれている。 定期演奏会には毎回第：

演指揮者を迎えている。 4Jlと9月から各定WJi'.iii
奏会の練習を始め，じっくりとH年間をかけて仕上

げるため指揮者にとっても手聞がかかる仕事であ

るが，そのことが新鮮な迫力を生み出す結果とな

っている。団員の中から選ばれる学生指揮者が本

演指揮者の補助をするほか，演奏旅行での指揮に

当っている。近時，入学前に演奏経験を持つ学生

が噌え，往時では考えられなかった難曲 ・大曲を

手がけることが多くなっている。オーケストラ活

動は，演奏そのものだけでなく ，企画から宣伝 ・

販売 ・運搬 ・会場設営に至るまで、多方面にわたる

悶難な作業を必要とし，団員全員が力を合わせて

演奏会を成功させるところに大きな意味がある。

学生時代のこの体験は人生の貴重な糧となるはず

である。

今回の記念演奏会には，客演指揮を井上道義氏

にお願いし，長大な難的として知られるマーラー

の第9交響曲を中心とするプログラムで，1月JO

日京都会館， 13日東京の新築のサントリーホー

ル， 17日大阪のザ ・シンフォニーホールで演奏

し，東京と大阪では超満員となった。創立者の 1

人である92歳の三宅宗雄氏も病をおして車椅子で

来聴された。 今後，同交響楽団は80周年 ・100周

年に向け， 一層の発展を目指している。

（学生部）

官が 3名，技官 1名と事務官2名，その他非常勤

職員を含めて，合計10名である。

センターの主たる業務は次のとおりである。

0学内の一般情報処理教育に利用するための計算

機システムを管理 ・運用すること。

O情報処理に関する共通的 ・基礎的教育を行うこ

と。

O情報処理教育に関する研究開発を行うこと。

などである。
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設立以来，センターでは大型の汎用計算

占幾システムを j淳入し， TSS （タイムシェ

アリング ・システム）を中心に迎用してい

る。 TSSは，一人の学生が l台の端末装

置を占有して対話的に計算機を利用するも

ので，パッチ（一括）処理が中心であった

センター設立当時，学生の教育用としてこ

れは画期的なものであった。以後，数度の

機種の更新を経て，現在は，最新の超大型

システム ，日立M-680Hシステムを運用し

ている。端末の数は設立当時より絡段に増

加しており，しかも，分散処理の考え方を

とりいれ，すべての端末がし、わゆるパソコンとし

ての機能を持っていることが，現在のシステムの

大きな特徴である。パソコンの技術進歩に伴って

性能と使い勝手が向上し，初心者のための導入教

育には，汎用の大型機より小型のノミソコンの方が

むしろ好ましい機能を持っているのである。以前

のパッチから TSSへの変造に匹敵する流れとし

て，注目されている。

いまひとつ，現在のシステムの特徴としてあげ

られるのは，端末装置の約半数を木部キャンパス

外の部局（設，理，医，楽の各学部および医療技

術短期大学部）に分散配置していることである。

20なしし30台ずつの端末を各部局の端末室に設置

し，それぞれ光空間伝送システムや構内回線など

でセンターの計算機システムに接続している。昭

和62年度からは，教養部にも60台の端末を設置

し，これを光ファイパーで接続する予定である。

これらの端末装置を合わせるとセンターの計算機

システムの端末装置は300台を超える。

センターは，現在，ほぼ全学音j），教養部，医療

技術短期大学部の授業で利用されており，年間の

登録科目数は約60科目にのぼる。また利用学生数

の延べ人数は約 4,000名の水準に述している。学

部，学科によりセンタ一利用状況にばらつきはあ

るが，単純計算では，各学生は在学4年間に l度

は七 ンタ ーの計算機を利用していると言える。利

用の傾向としては，当初の理工系学部中心から文

化系を含む全学レベルへと拡大しているというこ

とがあげられる。文科系学部での利用は，数の上

ではそう多くないが，学生の意欲 ・意識のうえで

次第に一般化してきていることがうかがえる。

演習室内のパソコン端末を利用した授業風景

また，センターでは昭和58年度より，おもに文

化系学部の学生を対象とした共通授業科目を独自

に開講している。これは，前期がセンターの教官

と学部からの講師による，いわゆるオムニパス形

式の講義，後期がセンターの教官による計算機実

習である。この科目はセンターの自主的な運用に

よるものであるが，単位の認定は，受講学生の所

属する学部の判断によるものとしている。本科目

に対する学生の受講希望は非常に多いが，教室の

定員などの関係で，希望者全員を受け入れる訳に

はいかず，やむをえず抽選により受講者数を制限

（約200名）している。

現代の社会では，好むと好まざるとにかかわら

ず，計算機と何らかのかかわり合いを持たなくて

はならなくなってきている。計算機に対する偏り

のない知識，判断能力を身につけることは現代人

としての素養でもある。したがって，このための

教育活動を支援するセンターの使命もここ しばら

くの聞は大きいと言わざるをえなし、。しかしなが

ら，パソコンに象徴されるような計算機技術の進

歩と普及により，計算機が特別のものでなくなる

につれ，センターの役割もおのずから変化してく

るものと考えられる。おりしも，学内において

は，情報学部や学内情報ネットワークなどの構想

が進められており，これらはセンターの今後にも

大きな影響を与えるものであると予想される。学

内の情報処理教育の体系化などの課題もふくめ，

今後，積極的にこれらの問題に取り組んでいく必

要があるとセンターでは考えている。

（情報処理教育センター）
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