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No. 267 報広大京

p寸uー． 部｜ 募集人員 ｜試験場 （予定〉

文
名

弓出ー． 部 200 教養部

教育学部 50 文学部

法 AてA「,_ 部1 350 関西文理学院

経済学部 210 法学部 ・経済学部

理 学 部 281 教養部

医 学 剖1 120 医 学 部

薬 《寸比ー 部 80 薬学部

工 学 部 945 工 学 部

｝~ A寸U一． 部 300 疫学部

（計 2,536) 

募集人員及び入学試験場3 く大学の動き〉

昭和59年度入学者選抜

学力試験の実施計画

（備考） 1. 法学部募集人員 350名の内には，外国学校
出身者のための選考試験により合格を決定し
た15名が含まれている。

2. 経済学部募集人員 210名の内には， 2月17

日に実施予定の外国学校出身者に対する選考
試験の募集人員（10名以内）が含まれている。

昭和59年度入学試験については，入学試験委員

会を中心に実施計画の検討が進められてきたが，

その概要は次のとおりである。

1 2段階選抜

法学部と理学部においては， 2段階選抜を行

い，共通第 I次学力試験の総得点が 1,000点満点

中 400点以上の者を第 l段階選抜合格者とする。

第2次学力検査の期日等

月 部学

4 志願票の受付け

志願票は， 2月9日（木）から2月15日

までの聞に，各学部で受理する。

合格者の発表

合格者発表は， 3月19日 （月）午後に行う。

なお， 2段｜桝選抜を実施する学部では，2月20

（月）に第 1段階選抜の合格者を発表する。

水

至E

""' 

1時間

理学部 l!fi~~30分
文 ・教育・ltドJ¥u・9・時so牙
法・経済学部｜～11時30分
文 ・教育 ・｜午後I時
法・経済学部 ｜～3時
理・医・薬・｜牛後I時一一
工.CI!学部｜ ～3時30分

ー外国語 ｜全学部 I！忠誠ヂ
理学部 ｜午後 1時

｜～3時
医J薬・工・一｜ 午後1持
農学部 ＼－3時30分

目竺

2 

国

3月4日

〈日〉
学数

5 

科理

3月5日

（月〉

日

ーできるように，生物学教室は編成されている。

すなわち10名の教官（教授 3，助教授 4，助手 3)

の専攻分野は，動物生理学，細胞生物学，発生生

物学，分類 ・形態学，生態学，生物地理学など多

方面にわたっている。

こうした教官構成は，もちろん，教養課程にお

ける教育のありかたを考慮してなされているわけ

で，学生諸君に現代生物学の多様なすがたをなる

べく偏ることなく，ひろく紹介できるよ うにとの

配慮からであることはいうまでもなし、。

教養課程における生物学教育は，理科系学部に

おける専門教育のための基礎として実施されてい

るわけではなく，いわゆる一般教育の理念にそっ

て，それ自体完結性をもったものとしてなされて

いる。将来必ずしも生物系学科に進むわけではな
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教養部

生物 学 教 室

現代の生物学は，分子生物学，細胞生物学，発

生生物学のように，生命の本質的な立場から生命

現象を解明しようとする分野をはじめ，多様な生

命体を比較し，秩序づけ，そして地球史との関連

のもとに説明しよ うとする形態学，分類学，系統

進化学といった分野までを含む広範で巨大な複合

体になっている。

このように多様な内容を含む生物学全般にわた

って少人数のー教室で対応するのはもちろん不可

能であるが，できるかぎり多くの分野からスタッ

フを迎えて，ある程度生物学の主要な分野をカパ

介〉く紹
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い学生たちに，いかにして現代

生物学の全体的あるいは部分的

構図なり，エスプリなりを紹介

し，それに理解と興味をもって

もらうか一一各教官の腐心して

いるところである。

マンモス化した教養部におけ

る授業の常として，受講生数の

異常に多いことも悩みのたねと

なっている。

次に，現在本教室でおこなわ

れている研究のテーマを紹介す

ると，次のとおりである。 プ議泌総

①卵胎性メダカ種間雑種にお

ける遺伝性黒色腫の発がん

卵胎生メダカ種間雑種に発生した遺伝性黒色腫

機構に関する研究（写真参照）

②魚類における遺伝子発現の発生工学的研究

③走査電子顕微鏡による染色体立体構造の研究

④ショウジョウパェの生理生態学的研究

⑤真菌類の実験生態学的研究

⑥両生類の系統分類学的研究

⑦ケッ菌類の系統分類学的研究

＠高等槌物の分類地理学的研究

⑨群集形成史の生物地理学的構築に関する理論

的研究

なお，スタッフの一部は， 1976年以降，マレー

シア熱帯地域の生物栢と種分化に関する調査に引

きつづき参加して，動物や高等植物の多くの標本

資料の採集と，それにもとづく研究をも進めてい

る（表紙写真参照ふ

おわりに， 本教室では欧文紀要 Contributio11s

from the Biological Laboratory, Kyoto U川veηり
を発行している。現在， vol.26, no. 2まで刊行

ずみで，国内110か所，海外245か所に送付されて

いる。

（教養部）

日 誌

(1984王手1月1 日～ 1 月31日）

1月4日 新年名刺交換会

14日～15日

共通第l次学力試験

18日 国際交流委員会

20日 ドイツ連邦共和国Berlin市学術庁Hermann

]. Schuster次官釆学， 総長及び関係教官と

懇談
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26日 防火委員会

グ ドイツ連邦共和国西ドイツ学長会議Theodor

Berch em議長（Wiirzburg大学長）釆学，

国際交流委員会副委員長及び関係数官と懇談

28日 結核胸部疾患研究所学術講演会

30日 学｛立授与式
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