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く大学の動き＞

共通第 1次学力試験の実施計画

昭和57年度の共通第 1次学力試験は，昭和57年

1月16日， 17日の両日にわたって実施される。

本学においても， 4月来，共通第 1次学力試験

実施委員会および共通第l次学力試験連絡協議会

を数回開催し，実施の準備を進めてきた。

本学に協力する大学は，昨年度と同様に京都府

立医科大学である。

実施概要は，次のとおりである。

1 試験日時

1月16日（土） 国語（12: 00～13 : 40) 

理科（14目30～16: 30) 

1月17日（臼） 社会（9 : 00～11 : 00) 

数学（12: 20～14 : 00) 

外国語(14: 50～16 : 30) 

2 試験場

第 l試験場北部構内

く部局の動き＞

創 立 55周 年を迎えた

化学研究所

化学研究所は，本年10月4日をもって創立55周

年を迎え， 11月28臼午後4時から都ホテルにおい

て，沢田敏男総長，松浦泰次郎文部省学術国際局

長をはじめ，学内外から多数

の来賓の出席のもとに，記念

式典を挙行し，併せて『化研

要覧 ・創立五十五周年記念

号』を出版した。

この日の式典は， 「所長挨

拶」に始まり， 「来賓祝辞」

に続いて，記念講演として本

研究所柳父琢治教授により，

「化学研究所における研究の

現状」と題して，本研究所に

おける化学の基礎およびその

応用研究を，生物化学，高分

子化学，有機化学，物理化学，

3 

4 

第2試験場医学部 ・薬学部構内

第3試験場本部構内

第4試験場教養部構内

第5試験場京都府立医科大学

志願状況

（試験場） （志願者数）

第 1試験場 1,055人

第2試験場 880 

第3試験場 3, 110 

第4試験場 3, 071 

第5試験場 359 

計 8,475 

追試験

昭和57年度の追試験会場は，全国 2地区（東

日本 ・西日本）2会場となり，西日本地区につ

いては，京都大学において 1月23日（土） . 24 

日（日）に実施される。

無機 ・分析化学，放射線科学の 6つの研究分野に

分けて，紹介が行なわれた。

本研究所は， 1915年（大正4年）， 当時，第一

次世界大戦のため輸入が止まった医薬の研究 ・製

造のため設立された理科大学附属化学特別研究所

が発展したこと，およびこれに理 ・医 ・工 ・践の

各学部にまたがる，化学に関する総合研究機関を
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作ろうとする努力が認められたことを契機とし

て， 1926年（大正15年） 10月4日に「化学に関す

る特殊事項の学理及びその応用の研究」を目的と

して，創設されたものである。

創設時は， 9研究室で出発し，初期の研究は設

立目的の中でも，実際的応用研究を指向してい

た。

その後，時と共に学問の流れと社会の要請に応

え，常に新しい分野や学際領域の基礎研究に，自

主的かつ積極的に取り組み，研究組織も次第に拡

充 ・強化され，現在では，化学の広い分野をおお

う20研究部門， 3研究施設を有する研究所に発展

し，各部門等が互いに緊密な連携をとり，基礎化

学の振興等の社会的責務に応えるべく，研究を進

展させている。ここに，関係各位のこれまでのご

理解とご支援に，深謝の意を表する次第である。

なお，式典に先立ち，午前10時から午後3時30

分まで，例年の「化学研究所研究発表会」を，本

年は， 「京都大学化学研究所創立五十五周年記念

講演会」として開催し，多数の聴講があった。

講演題目および講師は，次のとおりであった。

加速器の化学 ・医学への利用 竹腰秀邦

新無機材料開発と基礎研究 坂東尚周

新高分子材料開発と基礎研究 北丸竜三

有機化学と癌 藤田栄一

電子顕微鏡で見る原子の世界 植田夏

遺伝情報 高浪満

（化学研究所）

人文科学研究所開所52周年

記念公開講演会

人文科学研究所では， 11月20日（金）午後 1時か

ら5時30分まで本研究所本館 2階大会議室におい

て恒例の閉所記念講演会を開催した。

この公開講演会は，本研究所の前身である東方

文化学院京都研究所の開所から起算して52回目に

あたり，これを記念して毎年，日本部，東方部，

西洋部の各部から講師 l名ずつを出して研究発表

を行なってきているが，今回は各地から約90名の

熱心な聴講者があった。

講演題目ならびに講師は次のとおりであった。

ふたつのチャガタイ家 杉山正明

節用集と日本文明

ヨーロッパの土俗信仰

横山俊夫

山下正男

（人文科学研究所）

原子エネルギー研究所

公開講演会

原子エネルギー研究所で、は，創立記念日に毎年

公開講演会を開催しているが，本年は11月27日，

午前9時20分から午後4時20分まで，本研究所に

おいて公開講演会を開催した。

講演題目と講師は，次のとおりであった。

エアロゾル研究における

レーザ一光散乱 高橋幹二

エアロゾル生成の諸問題 笠原三紀夫

逆電位変調法による熱電離イオン

のエネルギ一分布測定

金属におけるへリコン披共鳴

不均質な材料の物性，

原田敏夫

山本正雄

特にその輸送現象 吉田起園

（原子エネルギー研究所）

公開パネル討論会

「不安と無気力」

11月28日（午後 I時30分～4時30分） ， 保健管

理センターと学生部学生懇話室との共催で「不安

と無気力」をテーマに公開パネル討論会が聞かれ

た。経済学部特別講義室に於て，下記3名の話題

提供者に約60名の参集者を得て，理論的，文化論

的，臨床的見地から活発な討論が行なわれた。

司会

保健管理センター講師 三好暁光
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Pシリーズ 1801-1899』と『英国王立印刷局20

世紀政府刊行物コレクション 1922-1972』があ

る。前者は，議会の活動に関して院の内外から提

出された「フ．ルー ・ブック」と呼ばれる蒐大な原

資料のうち，主要な社会 ・政治的事項を 1,000巻

にまとめた覆刻版で‘ある。後者は， 1922-1972年

の聞に出版されたすべての政府刊行物をマイク

ロ・フィルム化したものであり， 3,900余のリー

[!C!] 

荻生規矩夫（本学名誉教授 ・医学博士）

11月27日逝去， 86歳。本学医学部卒。昭和7年本学医

日

ルの中に，この時期の政府活動の全貌を余すとこ

ろなく伝えている。

以上のほか，日本，イギリスの外交文書， ドイ

ツ，フランスの主要政党の大会議事録の収積もす

すみつつある。いずれも，近 ・現代世界の政治状

況や法律 ・制度の発展を知るうえで貴重な基本的

資料である。

（法学部）

学部教授就任，同33年退官。その悶医学部長（昭和23年

～27年〉を併任。昭和41年勲二等旭日重光章受章。専門

は薬理学。

誌

(1981年11月l日～11月30日〉

11月4日 アメリカ合衆国 Michigan 州立大学総長

Cecil Mackey氏外2名来学，総長と懇談

6日 食糧科学研究所講演会

7日 名誉教授懇談会

。農学部附属植物生殖質研究施設創立10周年記

念講演会

10日 保健衛生委員会

16日 ブラジノレ連邦共和国 Paulista総合大学学長

Armando Octavio Ramos氏外2名来学，

総長と懇談

17日 防災研究所創立30周年記念式典

18日 国際交流委員会

20日 安全委員会

一184一

20日 人文科学研究所関所記念公開講演会

24日 中華人民共和国中国社会科学院代表団団長

張友漁民〈中国社会科学院副院長〕外11名

来学，総長および関係教官と懇談ならびに学

内施設見学

26日総長，職員組合交渉

27日 原子エネルギー研究所公開講演会

28日 化学研究所定lj立55周年記念式典および記念講

演会

。公開パネル討論会「不安と無気力」 （保健管

理センター学生部学生懇話室）

30日 学位授与式

ク 学術講演会（全学〉
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