
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

京大広報 No. 23

京都大学広報委員会

京都大学広報委員会. 京大広報 No. 23. 京大広報 1969, 23: 84-88

1969-12-26

http://hdl.handle.net/2433/209672



196 9. 12. 26 

No. 23 

評議会内規の決定について

評議会あり方検討委員会の報告については本広

報 No.18で、すで？こ述べたが，今回，その報告の

趣旨にもとづき，評議会内規が次のとおり定めら

れた。この内規は，評議会あり方検討委員会が作

成した案にもとづいて， 12月23日の評議会で決定

したものである。
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京都大学評議会内規

（昭和44年12月23日評議会決定〉

第 1条 評議会は，次の各号に掲げる事項を審

議する。

(1) 大学通則その他重要な規則の制定および

改廃

(2) 予算慨算および配分の全学的方針

(3) 学部 ・学科，教養部，大学院研究科・専

攻，研究所その他重要な教育研究施設の設

置および廃止

(4) 事務局，学生部，附属図書館その他の部

局の重要な組織変更

(5) 名誉教授の称号の授与基準および授与

(6）学生の定員

(7) 学生の厚生補導およびその身分に凶する

重要事項

(8) 大学としての式典（悩行によるものを除

く。〉

(9) 寄附の受入れの基準および受入れ

帥教育公務員特例法（昭和24年法律第 1

号〉の規定によりその権限に属せしめられ

た事項

(1時 その他大学の運営に関する重要事項

第2条評議員は， 2名以上の連名で評議会に

京都大学広報委員会

一定の案件を議題として申し出ることができ

る。

2 前項の申出に対し出席評議員の 3分の 2以

上の賛成があるときは，評議会は，これを議

題としなければならない。

第3条評議会において審議される議題は，緊

急やむをえない場合をのぞき，会議の 5日前

に評議員に通知しなければならなし、。

第4条総長または2名以上の評議員が議題の

表決に関し 3分の 2の多数決によることを提

議した場合において，出席評議員の過半数の

賛成があるときは，表決は出席評議員の3分

の2の多数決によることができる。

第5条評議会に，必要に応じ，特別委員会を

置くことができる。

第6条総長は，大学の運営に関する緊急重大

な事項の処理について評議会に報告しなけれ

ばならない。

第7条評議員は，評議会において，大学の運

営に閑し総長に質問し，または意見を述べる

ことができる。

第8条学生部長は，厚生fill導に関する重要事

項の処理について評議会に報告しなければな

らない。

第9条総長，学部長，教長部長または評議員

である研究所長の事務代理は，評議員の代足並

として評議会に出席し，表決に加わることが

で、きる。

2 評議員である研究所長に事故があるとき

は，あらかじめその代理として事務局に通知

された者は評議会に出席することができる。

ただし，この者は，表決に加わることはでき

ない。
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附則

この内規は，昭和45年 1月1日から施行する。

なお，この内規第4条と関連して，京都大学評

議会規程の第5条が次のとおり改正された。

改正前 ｜ 改正後

評議会の議事は，出 ｜ 評議会の議事は，出席

席者の過半数で決し， ｜者の過半数で決し，可否

可否同数のときは，議｜同数のときは，議長が決

長が決する。 する。ただし，評議会

は，特定の議事につい

て，この要件を加重する

ことカ1できる。

入学試験制度委員会報告

総長

昭和44年12月12日

奥田 東殿

入学試験制度委員会

委員長倉石結

京都大学入学試験制度委員会の

審議結果について（報告〉

本委員会は，昭和41年 5月に第 1回委員会を開

催以来，4年間にわたり入学試験に関する諸制度

について調査審議をすすめてまいりました。

この聞に，昭和43年 3月30日付をもって， 「入

学者選抜時における精神障害者の発見方法および

入学試験の運営について」答申するとともに，そ

れまでの審議の概要をとりまとめ，同日付をもっ

て中間報告いたしました。その後は，この「中間

報告」に示した諸問題のうち，とくに総長から諮

問された課題を中心に引き続き検討を重ねてきた

のであります。

いうまでもなく，入学試験制度は大学自体にと

って，その教育，研究と不可分の関係にあり，き

わめて重要な問題であるとともに，高等学校教育

その他社会一般に与える影響も大きいものがあり

ます。また，入学試験をめぐる諸問題は，それ自

身複雑かつ多岐にわたる問題をも っているととも

に，その中には一大学の問題として処理し件ない

ものなどがあります。したがって，これらのこと

について，じゅうぶん配慮し，適切な改善案を策

定すべきものであると存じます。

しかるに，今日，大学をめぐる諸情勢が大きく

変貌し，大学制度全般について，あらゆる見地か

ら根本的に検討する気運が高まり，本学において

もすでに大学問題検討委員会などが設置されてい

ます。このような事態のも とにあっては，入学試

験制度の問題は現行制度の枠内における改善にと

どまらず，むしろ大学教育ないし大学制度全般の

再検討を通して根本的に検討されることが適当で

あると思料されます。

本委員会は，現在なお具体的な改善案を得るに

至っておりませんが，これまでの委員会において

得られた意見等を別紙のとおりとりまとめて報告

申し上げますので，今後は大学問題検討委員会等

において，入学試験制度についても検討されるよ

う希望します。

なお，本委員会は，この報告をも って一応任務

を終了させていただきたく存じます。

OJI］紙〉

検討課題に対する見解

(1) 入学試験の実施教科，科目および出題，採点

について

現行入学試験の選抜試験としての妥当性に関

しては，若干の追跡調査資料により，ある程度

の妥当性を否定できなし、。しかし，この精度を

さらに向上させようとする構想は，ときとして

高等学校以下の教育に査みを生ぜ‘しめるおそれ

がある。

この点を考慮して，現在の実施教科，科目を

そのまますえおいても，なお出題および採点に

ついて配慮、の余地があり，工夫によって精度を

増すことが期待される。すなわち，現在の学

部，学科あるいは系などの特殊性に対応して，

出題および採点での重点のおき方に工夫を加え

るならば，それぞれ妥当な選以試験を行なうこ

とができょう。ただし，この場合，実施教科，

科目を自在に取捨選択するのではなく ，一応全

科目について資絡試験的な処理を行なったうえ

で， Jlli肢に有効と思われる教科，科目に重点を

おくことが望ましい。これによって高等学校教

育への思影響の防止に役立つであろう。

(2) 調査苫の活用について
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大学における入学者の選抜は，調査書 ・学力

検査・健康診断の三者を合理的に総合して行な

うことになっているが，現在は学力検査による

判定を中心にした選抜方法が採用されている。

これがため受験生に過重負担をかけ，ひいては

高等学校教育に歪みを生ぜしめるなど，多くの

弊害や教育上の問題を誘発するといわれてい

る。このような弊害や問題に対処するために，

文部省等においては，調査書にウェイトをおい

た選放方法を重視するということが強調されて

いる。

しかし，他方では高等学校聞には種々の差異

が存在すること，調査書の内容に対する信頼性

の保証がじゅうぶんでないことなどを理由にし

て，これに対し批判的な見解も多い。

本委員会では，調査書中心の選抜方法のもつ

欠陥を是正し，その妥当性を確保するための方

法についても攻究したが，調査書を現在よりも

重要視することは，一見高等学校教育の立場を

重んずるようにみえて，かえって大きな弊害を

伴うように思われる。すなわち，もし，調査古

だけが選抜の判定資料になると．むしろ，あら

たに高等学校教育内において，過度の競争を激

化するおそれがあり，問題の線本的解決にはな

らないであろう。したがって，調査苫の活用に

ついては，現行の利用の仕方よりも，さらに多

くの可能な方法が考えられるであろうが，それ

は資格試験の限界にとどまらねばならない。

(3) 能研テストの利用について

能研テストは，攻究すべき種々の問題を提起

し，入学試験に利用すべき方法として多くの可

能性をもつものと考えられたが，財団法人能力

開発研究所の解散に伴って廃止されたので，こ

れに闘する見解を省略する。

(4) 入学試験と高等学校教育の関連について

大学入学試験制度は，高等学校教育に歪みを

生ぜ、しめるという影響を少なくするだけでな

く，むしろ高等学校教育に好影響を与え，それ

を助長するように改善されねばならなし、。大学

教育は高等学校の教育課程を普通以上の成績で

修得していることを前提とし，入学試験の資格

試験的評価面では，要求をこれにとどめ，同時

に選抜試験的な評価面において，高等学校時代

に芽ばえるであろう将来の進路指向，目標に対

する積極的努力および勉学意欲を促進するよう

に配慮、する必要がある。このためには，高等学

校との連携・協力によって，画一的になりがち

な入学試験方法を改める必要がある。

(5) 浪人対策について

現在のいわゆる浪人問題で考慮すべきこと

は，浪人の中にはすでに大学での学修にじゅう

ぶんな能力を備えながら選抜にもれて過剰な受

験準備をしている者が多いことである。本人の

自発的意志によって，特定の大学への入学に固

執し，次年度に備えているものは別として，浪

人の中には制度上の陸路のために待機を強いら

れている者が少なくない。これは各大学だけの

問題にとどまらず，多くの大学問の共通問題と

して扱かう必要がある。したがって，各大学で

の努力とともに，行政機関，大学協会あるいは

任意の大学連合等によって，緊急かつ妥当な対

策が立案されることを期待する。

(6) 入学試験結果の追跡調査およびその実施機関

について

入学試験制度の改善に資するため，入学試験

を行なった結果，妥当な選抜が行なわれたかど

うかについてp 追跡調査を行なわなければなら

ない。これは専任教職員の常時の活動によっ

て，はじめて可能になることであり，これを行

なう実施機関が全学的な規模において設置され

ることが必要である。

教職員の定員削減措置

に対する要望について

本学では，行政機関の職員の定員に関する法律

の施行に伴う教職員の定員削減措置について， 12

月2日開催の砿大鰐局長会議で，同措置は大学の

実情にそわないものであり，今後本学における研

究と教育に多大の支障を及ぼすこと明らかである

として遺憾の意を表明し，昭和45年度以降の予算

において教職員の定員増の措置を講ぜられるよ

う，総長および部局長一同をもって文部・大蔵両

大臣および行政管理庁長官に要望書を送付した。

月 曜 会 メ モ

第39回（12.8) 司会稲垣博会員

はじめに各会員から各部局の近況報告があり，
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農学部で学部長事務取扱および2名の評議員が辞

任し，新たに学部長と評議員が選出されたいきさ

つ，および工学部で学生大会においてスト解除が

決議されたことについて報告があった。

つぎに在任期中最後の月曜会に出席された奥田

総長から，総長就任以来現在に至る大学改革諸問

題の推移，現状についての個人的回想，意見，さ

らに将来への示唆が述べられた。このことは，か

ねてより月曜会会員の希望でもあり，以下のごと

き，総長談話につづき会員より質疑があった。

すなわち，総長は「大学には一応平静さをとり

戻したかに見える面も現われたが，決して正常化

されたとはし、えず，大学の体質は根本的に改善さ

れねばならない。大学改革は時代の変転に対処し

て不断に行なわれるべきである。この目的のため

に，月曜会，大検委はいろいろな面で有意義な機

能を果したものと思うので，今後もこれらを存続

させ，大学の新しい姿を追求するようさらに努力

して頂きたい。」との希望が述べられたあと， 昭

和36～37年頃から現在に至るまで京都大学で論議

された大学改革問題検討の経緯の説明があった。

すなわち，昭和38年に設けられた大学制度委員会

が昭和40年3月に解散し，新たに三つの委員会

（大学院制度特別，教育課程等，入試制度の各委

員会〉が発足し，それぞれ答申が出されたが，こ

れらの部分的実施がなされたにすぎず，そのまま

現在の大検委に発展的解消したり，また，しつつ

あるというのが，その論旨であった。

この総長私見に関し若干の質疑応答があったの

ち，総長はさらに国立大学協会における最近の動

きにつき説明された。国大協は現在三つの研究部

会， 「管理運営」， 「研究教育」， 「大学と社会」

をもっており，それらのもつ機能は各大学から提

示される改革案を集約することにあり，したがっ

て，各大学聞の情報交換を助成することが目的で

あり，国大協からの答申は各大学における改革の

際の参考資料としてほしいと考えている。また中

教審答申は来年3月に成文化され公表されるもの

と推測されるが，それが提出される以前に同大協

としての見解を示し，中教審答申に国大協の意見

を反映したいと考えている。なお先の国大協総会

での申し合わせ事項として，

1. 各大学問有の問題については国大協は関与し

ない。

2. 犬学問で共通性のある問題については国大協

としてはお互いの情報交換を助けたり，時には

共同討議の場を斡旋するよう努力する。

3. 現行法規内では解決できないような問題につ

いては国大協で検討した上，関係方面へ折衝す

る。現状にそぐわない法規があればこれを変更

するように働きかける。

以上3点が了承された旨報告された。国大協は日

本学術会議の意見も参考にしており，また中教審

委員とも個人的ルートを通じて話し合う可能性を

もっているので，全大学人の意見がなるべく反映

するよう努力しているとし、う現状が述べられた。

ついで大検委委員から第2部会の中問答申草案

について先週開催された2回の総会においての討

論の結果，細かい点を除き大筋は認める方向にあ

る旨報告があった。

最後に本日の議題であり，以前から継続審議と

なっていた研究所問題に関し，最近討論の多かっ

た教育と研究の関係という観点から，問題点をし

ぼって「大学における研究組織のなかでの付置研

究所の位置づけをどう考えるか」とL、う線で討論

を行なった。まず現在の京都大学の付置研究所は

慣例的に，この大学に私有化されたごとき形式と

なっているが，本来は NationalInstitutesとい

う傘の中でこの大学が管理を委任されているのだ

と考えるべきではないかとの意見が出された。こ

れに対し，理想的にはそうあるべきであろうが，

各付置研設立の歴史的背景はこのような理想と大

きく隔たり，したがって，改革の実行段階におけ

る指標としては落差が大きすぎる面もあるとの反

論が出た。ついで学部での研究と付置研における

それとの差異に関する討論が行なわれ，研究様

式，研究の質，教官の研究に対する専念度などに

差異が表われているとの指摘がなされた。これら

の問題については，次回に共同利用研から意見答

申が提出される予定に鑑み，さらに継続して討論

することになった。

（稲垣博会員，植村栄会員〉

第40回 （12.15) 司 会 上山春平会員

はじめに，文学部から，学部改革草案にかんす

る問題，工学研究所から，協議員会の公開にかん

する問題について報告があり，つづいて，本日の

議題として予定された共同利用研究所の問題につ
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いての討議にはいった。

討議に先立って，京大付置の 4共同利用研究所

（基礎物理学研究所，数理解析研究所，原子炉実

験所，霊長類研究所〉の会員による討議の結果に

ついての報告があり，問題点がつぎの 4項目に整

理された形で－提出された。

(1) 共同利用研究所の管理運営上の特徴

(2) 設立の意義と学問上の特色

(3) 研究所と大学との関係

(4) 研究所と大学院との関係

報告のなかに，大学のあり方が現状のままであ

るかぎり，共同利用研究所としては， 「相 互尊

重，相互不干渉」の態度をつづけざるをえないと

いう発言があったのにたいして，共同利用研究所

は，大学との関係を稀薄にしてゆく方向をとろう

とするのか，それとも密接にしてゆく方向をとろ

うとするのか，とし、う質問があり，また，大学付

置の形で大学の傘の中にいることによってデメ リ

ットが多いというのであれば，大学からはなれる

ことによってそのデメリットをなくす方向をとれ

ばよいのではないか，という質問もあった。

これにたいして，共同利用研究所に所属する会

員の側から，大学をはなれて国立の直結研究所に

なってしまうと，教育公務員特例法などの適用を

うけられなくなり，学問の自由を守ることがむず

かしくなるので，さし当っては大学の傘のなかに

入れてもらうほかはなし、，という意見もでナこが，

迎想案として，大学付置でも国立でもなく ，大学

連合もしくは学術会議のようなものが研究所をも

っというばあいを考えてもよいのではないか，と

いった意見もあった。

話題は主として研究所と大学の関係をめぐる問

題に集中した形になったが，共同利用研究所の学

問上の役割にかんして，原子炉実験所のように設

備の利用を主たる目的とするばあいと，基礎物理

::.f－・研究所のように研究の交流を主たる目的とする

ばあいについて，それぞれ，学界にたし、する独自

な貢献があるばかりでなく，付置されている大’＂／：－

のメンバーを直接に益するばあいが少なくないこ

とが確認された。

（上山春平会員，安平公夫会員〉

学生部長の交替について

上柳克郎前学生部長は健康上の理由で12月19日

辞任された。その後任として浅井健次郎教授（理

学部 ・高分子物理学専攻〉が月12日20日付で新学

生部長に発令された。

次期経済学部長に

木原正雄教授決定

去る12月11日の経済学部教官協議会と教授会に

おいて，現部長の任期満了〈昭和45年 1月9日〉

に伴う次期部長の選挙が新しい内規（京大広報

No. 21掲載〉にしたがし、行なわれ， その結果，

木原正雄教授が選ばれた。任期は昭和45年 1月10

日から 1年間である。

なお，それと同時に，現評議員の部長就任と外

国出張に伴う新評議員2名の選挙が行なわれ，そ

の結果， bJdJ~彦教民（昭和45年 1 月 10 日 から46年

3月31日まで〉と山岡亮一教授（昭和45年 1月10

口から 7月9日まで）が選出された。任期は残任

期間であり，カッコ内に示したとおりである。

農学部から

1. 柏農学部長率務取扱の辞任に伴い， 12月6日

の教授会において中島稔教授が農学部長として

選出された。また満田，沢田両評議員の辞任に

伴い，同教授会において塚本洋太郎教授，菊地

泰次教授がそれぞれ評議員として選出された。

新学部長，新評議員ともに12月16日付をも って

発令された。

2. 福田照教授（果樹園芸学専攻〉は，12月22U

午後6時半，市槻市の自宅において死去され

た。＇＂J数民は12月初め段学部付属段場長に就任

され，多くの困難な問題をかかえて疲労が重な

り，最近不眠症になやんでいられた。
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