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1978. 3. 15 

No. 155 京都大学広報委員会

「

入学試験開始・試験問題と取り組む受験生一一3月3日午前9時一一
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No. 155 京 大 広 報

く大学の動き＞

入学試験の実施にあたって

とられた措置と経過

さる 3月 3日から 5日までの 3日間にわたり行

なわれた入学試験の実施にあたってとられた措置

および経過は，以下のとおりである。

1. 3月 2日，入学試験の実施のため，総長は次

の掲示を出した。

（掲示第1号）
3月3日から 5日までの問，入学試験実施のため，

とくに学内における次の行為を禁じます。
1. 集会を聞くこと。
2. マイクを用いて静穏を害すること。
3. デモを行うこと。
4. その他入学試験を妨苫する一切の行為。

昭和53年3月2日
京都大学総長岡本道雄

国家公務員の週休二日制の再試行

本年4月から国家公務員の週休二日制が再試行

されることとなり，本学においても，きたる 4月

1日から実施されます。

昭和53年 1月，人事院総裁から内閣官房長官あ

て再度の試行について要望があり，さる 2月10日

の「関係閣僚懇談会」で検討の結果，再度の試行

を実施することが決定されました。

文部省はこの決定に沿って，具体的方法を人事

院と協議し，本年4月 1日から試行することにし

ました。

その試行基準の内容はおおむね次のようなもの

です。

1 試行の目的は，職口について週休二日制を実

別表

試

53目4.1～53.7.22

文学部
工 学部
人文科学研究所
木材研究所
基礎物児学研究所
数理解析研 究 所
放射性I位元~総介セ
ンタ ー
大型計算機センタ一
体 ff指導センター
学生郊
庶務部；

，－ 
fJ 期

53. 7. 29～53. 11. 18 

教育学部
理学部
医学部
薬学部
J;Il学部附属政場
食糧科学研究所
防災研究所
ウイノレス研究所
原子炉尖験所
へリオトロン核融合研
究センター
東南アジア研究センタ一
保健管理センタ一
保健診療所
経理部

（掲示第2号）
入学試験を円滑に実施するため， 3月3日（金）か

ら3月5日（日）午後1時までの間，本学関係渚並び
に受験生以外の方の入構を禁止します。
各位の御理解と御協力をお願いします。

昭和53年3月2日
京都大学総長岡本道雄

2. 入学試験実施期間中，本部構内東門および教

養部構内東南門の閉鎖ならびに本部，教養部，

医学部，薬学部構内に出入する車両の入構制限

等の措置がとられた。 （詳細は， 1978.2.28付

け京大広報号外参照）

3. 3月 3日（金）から始まった入学試験は，昨

年と同様，国語，数学，外国語，理科，社会の

5教科について行なわれ， 3月5日（白）予定

どおり終了した。なお，合格者の発表は， 3月

18日（土）に学部ごとに行なわれる予定である。

施するとした場合における問題点の把握および

必要な対策の検討に資するものである。

2 試行期聞は，本年4月 1日から 1年間の範囲

内とし，現行の官庁執務時間のもとで試験的に

実施されるものであり ，本格実施を前提とする

ものではない。

3 現行の定員 ・予算の範囲内で実施するもので

ある。

4 試行期間中といえども公務の運営に支障をき

たすおそれのある場合は，これを中断し，また

は打ち切ることもやむを得ない。

5 試行の対象は総職員とし，適用を受ける職員

数は，その実施j開聞を通じて各省庁それぞれ定

員の10分の 3.3以内（国立大学においては総職

員数のおおむね 3分の 1）でそれぞれの試行期

間

53.11. 25～54.3.23 

法学部

経済学部
l見学部

疫学部附属演習林
教養部
化学研究所
原子エネノレギー研究所
経済研究所
平交煩研究所
環境保全センター
欣射線生物研究セソ
ター
凶」；館
)j匝設；m
医療妓やhl知期大学部

試行期間

53. 11. 25～54.2.23 

医学部杯IM病院

医学 部
（臨床系教官）

結核胸部疾忠研究所

740 - 2 ー



京大広報 1978. 3. 15 

閣内の毎週土曜日におおむね4分の lの者につい

て行なう。

京都大学においては，授業等の上に変更を加え

ることなく，また公務の運営に支障をきたすこと

なく，この試行計画を実施することにしました。

部局別の試行期聞は別表のとおりです。その期

間内に原則として 4週間に一度の割で4回（医学

部附属病院，医学部臨床系教官，および結核胸部

疾患研究所については 3回），土曜日の職務専念

義務が免除されます。各自がどの土曜日に該当す

るかは， あらかじめ部局長から各職員に通知さ

れ，本人が確認することになっています。

ただし，土曜日に授業のある教官，関係職員，

交替制勤務の職員等には特に土曜日以外の臼，あ

るいは時閣を代替できるよう配慮されています。

本学では， 3月7日の拡大部局長会議で試行の

実施が了承されています。 （庶務部）

包 11111屯：＞＇＂＇－＝＂＂＇＝・＂＇＝＇・ II・＝・・＂＇＝・’ II同Cョ，＇＂＇＝＂＂＇＝＇＂』同＂＇＂＂＂＂＂刊 l，同＂＇＂＂＇＝＇＂，目白

＜部局の動き＞ 験を実施し，予定どおり終了した。

医療技術短期大学部の入学試験 実施状況は下表のとおりである。

医療技術短期大学部では，さる 3月9日（木）， なお，合格者の発表は， 3月22日（水）午後行

10日（金）の両日にわたって昭和53年度の入学試 なう予定である。 （医療技術短期大学部）

学科・噂攻科 募集人員受験者数 ｜倍率試験期日 教 科 ｜ 試 験 場

若 J；並ーで非 科
(3 年 i~IJ)

人1 人 目ー！

｜ 回 11 3月9日（ね ｜数学，外国語，国語
so I 153 i. 9 －一 一一ート 一一一一一』 京 都 予 備 校

｜ グ 10日（金） ｜理科 ｜ 

3月9日（木） 数学，外国語，国語 京都予備校ilir生以術学科
( 3 {f- itlJ) 40 I 758 19.0 一一」一 一一一一一－： 京都大学薬学部

。10日（金）理科 ｜（記念講堂）

3月9円（木） 宕進学 ｜ 専攻科助産学
特別l専攻（ 1年制） 20 41 2.1 一一 ｜京 都 予 備 校

白浜海の家の開設

このたび，白浜海の家を下J己のとおり開設しま

すので，本学の学生および教職員はふるって利用

してください。この海の家は，三段壁をはじめ千

畳敷，円月島など風光明焔な市紀白浜にあり，海
にも近く，互には海水浴に蚊過のところです。

なお，建物は木造平家建（居室は，和室で3室）

で，収容定只は35名です。

記

1. 名 称京都大学白浜海の家
にしむる

2. 所在地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

（交通機関） 国鉄紀勢線「白浜駅」下車，明

グ 10日（金） ｜外国語 ｜ 

光パス「明光ノイス本社前」行に

乗車，終点で「臨海」行ノイスに

乗換えて， 「臨海」下車

3. 開設期間 4月 1日（土）から 9月10日（日）
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

等実質程度
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， 一

般にも公開しています。

なお，詳細は体育会事務室（電話学内2574）に

照会してください。 （学生部）

日誌

(1978年2月1日～2月28日）
2月4日

5日
総長，同学会への説明会に出席
アメリカ合衆国ウイスコンシン大学医学部教
授 ClintonN. Woolsey氏米学

13日 連合王国ロンドン大学教育学部教授
Brian Holmes氏教育学部を訪問

14日 安全委員会

2月17日 環m保全委員会
21日評議会
グ 安全委員会
か 総長，職員組合と交渉
グ 原子エネノレギー研究所特別講演会
22日 総長．大学院生協議会と会見
24日 放射性同位元素等管理委員会15日 国際交流委員会

16日 パキスタン国ユネスコ人事局任用管理部長 27日 大斡民国科学財団副理白長長，西江大学校高lj総
Nas巴emBeg氏来学 長 lli 相楽氏ほか5名来学
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