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く大学の動き〉

昭和57年度入学者選抜学力試験

（第 2次学力試験）の実施

昭和57年度第2次学力試験は， 3月4日（木），

5日（金）の両日にわたり実施された。各学部別の

受験状況は次表のとおりである。

なお，合格者の発表は， 3月18日（木）の午後，

学部ごとに行なわれる予定である。

3月4日，；去経第4教室

部 ｜矧吋矧畑

文学部 ｜

教育学部 ｜

法学部 ｜

経済学部 ｜

型学部 ｜

医学部 i
薬学部 ｜

工学部 ｜

農学部

言十

20~1 州 762"1 3. fa 

イl引叫 0.7

200 I 7臼｜叫 3.1

120 3221 叶 6.5

9に1；：行
∞｜叫 527l -=-3 

2, 526 I 6, 379 I 6, 234 2.3 

（注）l. 法学部および理学部の「志願者数」は，第 l

段階選抜合格者の数である。

2. 法学部の「志願者数」 ・「受験者数」は，特別

選抜志願者29名を含んでいる。

ミ夕、4持、多鳴~~、＂＂＇セ夕、4夜、多々。、。、＂時ν＂＂＂＂司、。時＂＂ミ当炉、dミ出，、aーと＂＇＂＇バド争そ巧炉建v，、＂＂、4弓V夕、d炉、。竜自9、当折、。、。穐＂＂＇、。時巧F

昭和57年度医療技術短期大学部

入学試験の実施

医療伎術短期大学部では， 3月4日（木）と 5日

（金）の両日にわたって，昭和57年度の入学試験を

京都女子大学において実施した。実施状況は次表

のとおりである。

なお，合格者の発表は 3月16日（火）の午後行な

われる予定である。

学科 ・専攻 科 募集人員 志願者数 ｜受験者数 試験 WJ日 教 手ト

人1 人 人

｜数学外圏諸国語
看 護 鼻寸血ー． 季｜

119 d~~） II 3月 4日
(3 年制〉 (147) 

衛生技術学科 ｜
2s1 I 258 3月 5日 理科

(3 年制〉 40 (26) (25) 

職科助産学特別専攻 ｜
20 54 43 11 

3月 5日 看護学 ・外国語
年 fliiJ)

（注）「志願者数」 ・「受験者数」欄の下段（ ）内は第二志望の志願者および受験者の数（外数〉を示す。

（医療技術短期大学部）
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2月23日の捜査と 2月25日の

現場検証

2月23日（火），警察による学内および熊野祭の

捜索が行なわれ，学生 l名が逮捕された。

この日の捜索は，昨年10月24日（土）教養部構内

で－担った逮捕監禁致傷等の被疑事件について，突

然行なわれたもので，関係部局長等が立会人とな

り，午前 7時すぎから始まり同 7時55分頃に終了

したが，捜索終了直後，学生 1名が令状により逮

く紹介〉

理学部・地質学鉱物学教室標本室

京都大学北部キャンパスにある理学部一号館2

階の東南隅には，鉱物 ・岩石 ・化石などを展示し

ている標本室があり，常時，教育 ・研究用に使わ

れている。この標本室は，理学部地質学鉱物学教

室に所属しており，それらの標本類は，同教室の

設立（大正10年）以来60年余の長期にわたって，

教室関係者たちの手で収集されてきたものの一部

にあたる。

そこに展示されている標本類は，日本の地域の

ものばかりでなく世界各地にわたっており，教室

の職員や学生が学術的な研究調査のために採集し

たものが中心となっているが，内外の研究者や研

究機関などから交換によって寄贈されたものも少

なくなし、。たとえば，ソビエト ・アカデミーから

のシベリア産のマンモスの毛の化石，毛サイの頭

骨化石やフィンランドのエスコラ博士注l）寄贈の

標本 室 の 一 部

捕された。

捜索は，文学部学友会ボックス，教養部尚賢館

および熊野寮A棟 l室 ・B棟2室について行なわ

れ，ヘルメット，ビラが押収された。

さらに， 2月25日（木），上記被疑事件に関する

瞥察の現場検証が，教養部A号館西棟廊下 ・出入

口およびその周辺について行なわれた。検証は，

教養部長代行ほか関係者が立会人となり，午前 8

時頃から始まり同 9時35分頃終了した。

ヘノレシンキ産のエスボアイト（球状花こう岩）の

大きく美事な研磨標本などである。

このほか，鉱物 ・岩石 ・化石の系統的な標本と

して知られるクランツ ・コレクション注2），デロ

ール化石コレクショ、ノ注3），グレゴリー化石コレ

クション注りなど 2,000点以上の:n重な標本もあ

る。標本の総数は23万点に及ぶが，基準面積や設

備上の制約もあり，約200m2の面積で、はその一部

しか展示することができなし、。しかも，狭い面積

にかなり密につめて展示 ・収蔵されているため，

一般の博物館の展示とちがって余裕はなし、。しか

しながら，これらの中には，研究を進める上で基

準となり不可欠である一次的な模式標本が 600点

以上も含まれており，そのほか，これまでに刊行

されているいろいろな図鑑類に，鉱物 ・岩石 ・化

石の代表的な標本として掲げられ広く知られてい

るものが多く，内外の研究者やこの分野に関心の

深い一般の方々にもよく利用されている。現生の

貝類2,139点を集めた平瀬注目コレクションや，同

じく 627点の黒田注6）コレクショ

ンなどがそれにあたる。

鉱物の標本としては，天然に産

する鉱物各種が分類JI債に並べられ

ているほか，自然、の産状を示す標

本も多数展示されている。たとえ

ば，福島県石川山のベグマタイト

中の長石や電気石の巨大で立派な

結晶には目を見はらされるが，

個々の鉱物ばかりでなく，生成条

件を示す鉱物組み合せの各種鉱床

の標本にも珍らしいものがある。
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なお，このほか珍ら し

いものとしては，田久

保実太郎博士の収集に

よる稀有元素鉱物200

点がある。

岩石標本では，火成

岩 ・変成岩 ・堆積岩に

ついて，日本および世

界各地の代表的な岩石

が集められているが，

とくに，本間不二男博

士が世界各地で収集し

た珍らしいものが多

く，パルチック盾状地

やカナダ盾状地の先カ

ンブリア系基盤岩類は

日本では見ることので

きないものである。な

、.，-
＿，，＿.$孟1号、!U

お，シンプロン ・トン プラピトセラス（淡路島産，中世代白亜紀，約8,000万年前の奇型アンモナイト）

ネル掘削のときのアルプス山地を横断する連続的

な岩石標本も貴重である。このほか，東アジア大

陸各地の岩石 ・化石， カラコルム ・ヒンズークシ

の標本は，中村新太郎博士や松下進博士の収集

tこよる。

化石の標本は，おもに古い地質時代から新しい

時代のII僚に展示されている。 20億年前の原核生物

の化石を含む北米のガンフリント ・チャートをは

じめ，各時代の標準化石が時代を追って展示さ

れ，数十億年にわたる生命の歴史や環境の変化を

ふりかえることができる。恐竜とともに絶滅した

アンモナイトを集めたコーナーがあるが，その中

で珍らしいものとしては日本特産の奇型アンモナ

イトであり，淡路島産で殻をS字状に巻いたプラ

ピトセラスは珍らしし、。また，かつて，南北両半

球の大陸をへだてていた大テチス海を知るものと

して，チモール，ヒ マラヤ，西アジアにかけての

軟体動物や腕足貝，サンゴなどの標本があり，巨

大な大陸であったゴンドワナ大陸を物語る動 ・植

物の化石がある。 80点以上の日本および東アジア

のゾウ化石は，おもに横山次郎博土らによって収

集されたもので，ゾウの進化過程を知るてがかり

となる。 日本の代表的な化石ゾウであるナウマン

ゾウの完模式標本も展示されている。

これらの標本は，数十億年の長大な時聞にわた

る地球の発展の歴史の証拠となるものであるが，

理学部としては，純物学教室や動物学教室の標本

類をまとめて，自然史資料センターとして，広く

利用出来るよう計画を進めたい。

注 1)1883-1964。ヘノレシンキ大学教授，岩石学の発展

に巨大な足跡を残したことで著名。

注2）ドイツの標本収集家タラソツ氏による，ヨーロツ

パの代表的な鉱物 ・岩石 ・化石のコレクショソ。

注3）フラ γスの化石愛好家デローノレ氏による，中部ヨ

ーロッパの化石コレクション。

注 4）米国のグレゴリー氏の収集した北米産化石コレク

ショソ。

注 5）平瀬与一郎氏（放人）は｜止界の貝類収集家として

著名。平瀬貝類博物館の創立者。

注 6）黒目徳米氏は1882年生，貝類研究者。1921年以来

京都帝大，台北帝大などに勤務。日本且類学会の創

設に貢献，会長をつとめ，現在西宮市に在住。

（理学部）

4砂

4砂
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白浜海の家の開 設

本学の学生およ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ので，利

用してくださし、。この海の家は，三段壁をはじ

め千畳敷，円月島など風光明踊な南紀白浜にあ

り，海に近く，夏季は海水浴に最適のところで

す。

なお，建物は木造平家建（居室は，和室で3

室）で，収容定員は35名です。

1 . 名 称

2.所在地

（交通機関）

言己

京都大学白浜海の家
むろ

和歌山県西牟婁郡白浜町

京都大学理学部附属瀬戸臨海実

験所構内

国鉄紀勢線「白浜駅」下車，

荻野政市（医学部附属病院技官）

明光パス「明光ノミス本社前」

行に乗車，終点で「臨海」行

パスに乗換えて，「臨海」下車

3.開設期間 4月 1日（木）から 9月10日（金〉

まで。

4.申込み体育会事務室（西部構内総合体

育館内）

5.所要経費 l人1泊使用料50円，ほかに食

費等実費程度

6.備 考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，公開されています。（有料）

なお，詳細は体育会事務室（電話学内2574)

に照会してくださし、。

（学生部）

~ 2月28日逝去， 59歳。昭和42年から医学部附属病院管理課第一工務掛に勤務。

日誌

(1982年2月l日～2月28日〉

2月l日 附属図ill館商議会

2日～3日

防災研究所研究発表講演会

5日～6日

防災研究所創立30周年記念講演会「地震と風

水害」

8日 組換え DNA実験安全委員会

。総長，大学院生協議会と会見

。福井謙一教授ノーベル化学賞受賞記念講演会

（工学部〉

9日評議会

。大学院審議会

-214-

13日 夕イ王国科学技術エネルギー省Thinnakorn

Bhandhugravi大臣および SangaSabhasri 

次官米学，総長および関係教官と懇談

15日 放射性同位元素等管理委員会

16日 発明審議委員会

。環境保全委員会

17日 国際交流委員会

19日 防火委員会

24日 附属図書館商議会

26日 夕イ王国 Kasetsart 大学 Phaitoon

Ingkasuwan学長来学，総長および関係教

官と懇談
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