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皆さんの ｢学士力｣に自信をもって

学 長 竹 葉 剛

卒業生のみなさん､卒業おめでとう｡皆さんが､本学で､講義や演習､実

態や実習､そして卒業 (修士)論文の作成に向けてがんばったことは､人間

の基本的な能力として､皆さんの中に残っています｡また､大学生活の4年間､

あるいは修士課程の2年間､クラブ活動､アルバイト､就活など､皆さんが真

剣に取り組んだことも､皆さんの中に貴重な体巌として残っています｡自信

をもって､社会での新しい課題に挑戦してください｡そして､多くの経験を積

んで､周りから信頼される社会人となってください｡

最近の論調には､｢大学全人｣時代を迎えて学力試寮を紹ないで入学する

大学生が4割にも達し､さらに大学が安易に卒業させるので､日本の大学生は､国際的に見て水準が相

当に低下している､というものがあり､文部科学省や中央教育審議会なども ｢学士力｣を強化すべし､と

いう考え方を表明しています.しかし､京都府立大学を卒業する皆さんは､そのような論調を気にす香

必要はありません｡それは､本学で充実した大学生活を送った皆さん自身が一番よく知っていることだと

思います｡

ただし､皆さんがこれから社会人として活躍する場である現在の社会は､非常に厳しい状況にあります｡

日本だけでなく世界中の経済活動が停滞し､いわば恐慌1犬態に陥っていますので､皆さんの当面する大

きな目標は､その社会の中で自分の仕事の場を確保することになろうかと思います｡働きがいがあり､し

かも一定の収入が確保できる職場を見出すことは容易ではありません｡本学で身につけた ｢学士力｣を

土台にして､自分自身をさらに鍛えて､社会人としての ｢仕事力｣｢人間力｣を身につけてください｡

幸いなことに､皆さんには､皆さんの活躍を応援してくれる人がたくさんいます｡まず家族の方々がい

ます｡多くの友人がいます｡先輩や後輩も皆さんを応援しています｡そして､府立大学の教職員も皆さ

んを応援しています｡これだけ多くの人々が応援してくれる環境のある大学は他にあまりないと思います｡

最後に､健康には特に気をつけてくださいoバランスのとれた食事と生活のリズムが大切ですO十分

な睡蝦は､記憶を整理し､免疫力を回復し､心身の活力の源ですO毎日決まった時間に就眠しぐっすり取

ることが､生活のリズムを保つために必要ですOそして､もししんどくなったう､いつでも府立大学を訪

ねて来てください｡
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卒業される皆さんへ

京都府公立大学法人理事長 荒巻 禎一

本日､晴れてこの時を迎えられました皆様方､ご

卒業おめでとうございます｡

顧みれば､一人一人が夢や希望を描いて､この京

都府立大学の門をく<-られてからずいぶん早く時間

が過ぎたと思われているのではないでしょうか｡こ

の日を待ちわびたという方もあるのでしょうか｡

風光明娼な下鴨キャンパスでの学びのE)々 は､こ

れから､時間を経るに従って懐かしくすぼらしい思

い出として青春の負重な-頁を飾ることでしょう｡

府立大学として親しまれ､110余年の歴史と伝統

を持つ京司!府立大学は､これからの益々の発展と一

層魅力ある大学づくりを目指し､京哉府立医科大学

とともに､平成20年4月に､公立大学法人が運営す

る大学として新たにスタートしたところですガ､皆

さん方はその初めての卒業生となります｡

府立大学のこの大きな節目の時期に学び､卒業し

たことを､早重な思い出として､母校がどのように

変わっていくのかにも蘭心を持ち､温かい日で見守

っていただければと思います｡

大学の発展のためには､その中におられる教職員

や学生､また大学法人が如伺に努力をしてい<かが

問われるところですが､加えて､これまでに卒業さ

れた同窓生の万々の励ましとこ支援が大きな力にな

ります｡

今E]からその-自となられる皆さん方には､大学

への変わらぬ愛着と様々な形でのご支援をお願いす

るとともに､これからの人生が幸多きことを念願して､

私のお祝いの吉葉とさせていただきます0 

■-l


人として､人とともに､人の中に生きる


京番府公立大学法人理事 築LLJ崇 

(公共政策学召6教授)

卒業の臼を迎えられたみなさんにとって､これま

で歩んできた時間の甲に､様々な出来事､出会いが

あったことと思います｡子どもから大人への移りゆ

きの過程で､大きな感動を覚えた拝顔､少し心が病

む苦い思い出､苦しい中で希望を見出した記憶などが､

今の皆さんの人となりをかたちつくっていることと

思います｡ 

4月から始まる新しい世界での生活は､働くこと､

社会的な活動に婁znすることによって､生涯にわた

る学びと成長の舞台となりますが､仕事､子育て､

介護､暮らしに関わる地域 社会での活動など､現代

に生きる私たちを取り巻いているのは､ます､ ◆̀多忙〝

という環境かもしれません｡でも､そんなとき､本

当に大切なことは何なのかノミ＼と考えをめぐらせる､

そんな -瞬間'J ■があれば人生の景色はまた違って見

えてくるはすですO

いま､人間や社会に対する不信や不安を増幅する

要素が､世界と日本の現実にあふれています｡でも､

そんな簡だからこそ､大学で触れた学問の世界を和に､

何よりも自分自身･そして人間存在への深い信頼を確

に L2009年春､薩かな一歩を進み出されることを屠

っています0人として､人とともに､人の中に生きる-

そんなキーワー ドはいかがでしょうO

部局長から

あふれる情朝から喜実を

教務部長 高原 光

卒業生の皆さん卒業おめでとうございます｡学部

あるいは大学院で､皆さんは､教委科目や専門分野

における草間を修め､さらにこれからの財産でもあ

る友人も得て､ますます成長され､社会人として､

旅立たれることをたいへん嬉しく思います｡現代は､

急速な進歩をしている情報鼓補によって､瞬時に世

界中に多竜の情報が流れる社会になっています｡情

報を得ることは必要なことですが､さらに大切なこ

とは､あ/Slれる情報から真実をみいだすことだと患

います｡皆さんが､大学で学闇を修めた悪味は､様々

な専門技術を身につけただけではなく､広い学問分

野に渡って学ぶことによって､様々な事象について

害我的な判断をするための論理的思考力を磨かれた

ことでもあると思います｡あふれる情等削こ振り回さ

れることなく､自分で考え､確かな情報に基づいて､

常に先を見る目を持ってください｡でも､一歩休んで､

心の栄養を補給することも忘れずに ! 皆さんが元

気に清足されることを祈っております｡
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笑顔を忘れないで

学生部長 木戸 康博

ご卒業おめでとうございます｡京都府立大学での

学生生活はいかがでしたか.四季折々に笑顔で受入

れてくれたものがこのキャンパスにあったのではな

いでしょうか｡

笑顔の効果は絶大であると思います｡わたしは､

出かける前に､鏡に向かって ｢実顔を忘れるな !｣
と心に問いかけています｡赤ちゃんの満面な微笑み

を想像するだけで心が療されます｡笑顔を見せる人は､

見せない人よりも､経営､販売､教育など様々な分

野で効果をあげることができると思います｡笑顔の

なかには豊富な情報がつまっています｡子どもたち

を励ますほうが､罰を与えるよりも教育の方法とし

て優れています｡たとえ､その笑頭が日に見えなく

ても､効果には変わりがありませんO電話でも笑顔

で会話すると､笑顔は声にのって相手に伝わります｡

実額は､つかれたものにとっては休養､失意の

ひとにとっては光明､悲しむものにとっては太陽､

悩めるものにとっては自然の解毒剤となります.質

うことも､強要することも､借りることも､盗むこ

ともできません｡無償で与えてはじめて価値が出る

ものです｡与えても減らす､与えられたものは豊か

になります｡

新しい人生の旅立ちに乾杯 ! 実額を忘れないで !

人は古リゆくよろしかるべし 二一 ~一 L

附属図書館長 山崎 頑乏

卒業生､修了生の皆さん､おめでとうございます｡

それぞれの学位を取得された皆さんに､商業集から

次の歌を購LJたいと思います｡

O物音は改まる良しただしくも人は古 (ノミ＼)リ


ゆくよろしかるべし (巷 10 1885)


この歌は物事の新しさの価値を認めつつ､ ｢ただ

しくも (そうは言っても)｣とことわUを入れて､

人が ｢古る (年怒る)｣ことを ｢よろしかるべし｣

と歌っていますQ もちろん皆さんはまだまだ ｢年縫る｣

と言われる年齢ではありませんが､府立大学に入学

以来の年月で､数々の価値ある知識や教養､技術や

賛椙を身につけられたに違いありません.しかし真

に大切なのは､そうした日に見える､実感できる事

柄ではなく､それらを身につける過程において培わ

れた人間としての成長そのものであるはすです｡そ

れこそが rよろしかるべし｣と謂えられるべきもの

なのです｡

皆さんがこれからも多くの経験を積み重ね､それ

を粗にして､ますます ｢よろしき｣人になられるこ

とを願ってやみません｡ 

■■■■■■てi

危機をチャンスにの心意気で御活躍を

事托局長 森本 幸治

御卒業おめでとうございます｡人生には進学や梅

姫など数多くの転機がありますが､今振り返ると､

社会に飛び出した大学卒業が最大の転機だったよう

に思います｡

就職すると､自由時間が少ない､年代が遣ういろ

いろな人との対話が必要､社会的責任が重くなるなど､

学生時代とは環境が大きく異なってきます｡

希望した蔵業ではあっても､日々の仕事は与えられ､

期限を守り､成果が求められます｡当然､ストレス

も溜まります｡

でもやり遂げたとき､国LJから認められたとき､

大きな自信になりますし､喜びでもあります｡仕事

を通じて新しい人間関係や伴もできてきます｡

皆さんが活躍をする社会は､未曾有の程清危機に

あるといわれています｡しかし､危磯をチャンスに

の心悪気で､自信を持って力強く立ち向かってくだ

さい｡必ずや道は切り開かれると確信しています｡

キャンパスで見る皆さんの笑顔が大好きでしたO

アレ !最近笑顔が少ないな､と思ったら､府大に足

を向けてください｡きっと学生時代の笑顔が蘇って

きます｡

皆さんの御活是と御多幸をお祈りしますo



4 文学茄 文学研究科

京 都 府 大 広 帝

文学部･文学研究科

■■血
新たな一歩を薄み出される皆さんへ

文学部長･文学研究科長 上田 純一

卒業･修了おめでとうございます｡

四月から皆さんは新たな一歩を踏み出されます｡新

たな環境は､必ずしも思い通りのものではないかもし

れませんO不安や挫折を味わうこともあるでしょうOそ

れでも､決して諦めないでほしいのです｡挑戦しつつ

けてください｡

皆さんへの期待､応援の意を込めて､私の好きな言

葉を熊として贈ります｡

裏方より優れた人間はいないし､貢万より利口な人

間もいない｡もし､貴方の上を行く人がいるとしたら､

それは単に､貴方よL J早くスタートを切った､というだけ

のことだ｡

コクチュウよ 永遠に

文学科国文学･中国文学専攻担任 青木 博史

コクチュウ専攻の皆さん､卒業おめでとう｡

今年度から文学敵 ま改組され､文学科国文学･中国

文学専攻は､新しく日本 中国文学科として再出発しま

した｡二､ソチュウなんて何だか変､コウチュウのほうが

良かった､なんて声も時々聞きますが､コクチュウという

のも十分変わった愛称です｡私も赴任当初は､｢ E中文｣g

という文字面と ｢コウチュウ｣の呼び名に随分戸惑った

ものでした｡

それでもコウチュウ専攻の卒業生は､あと 2期を残す

のみですC｢変革｣が ｢発展｣となることを､ともに祈

りましょう｡ただ､名称は変わっても､変わらないもの

がここにはあります｡ここで出会った仲間を､ここで培

った思い出を､いつまでも大切にしてください｡コクチ

ュウの愛称とともに｡ 

ir心の底から､ありがとう｣

文学科国文学 .中国文学専攻 KT

｢なぜ文学を学ぶのか?それは文学が心の表現を豊

かにするからだ｡｣オープンキャンパスで訪れた当時の

文学部長がこう話されましたOその言葉で､文学を志

すことを決めました｡あれから 5年が絶ち､憧れた京都

府立大学を卒業すると思うと淋しくてたまりません｡今､

大学生活を振り返ると､宝物のように大切な人たちの

顔や風景があふれてきます｡文学､そして言葉に情熱

をもつ先生方｡4年間を共に歩み､かけがえのない存在

になった友cL四季に泊って貢情を変える並木道｡木々

の間に､いつまでも変わらないままの一校舎Oそれらに組

まれて素敵な時間を過ごせたこと､心の表現だけでなく

人生を豊かにしてくれたことに､｢ありがとう｣と言い

たいです｡ 

I ｢

知識にもとづく責任ある社会人に

文学科西洋文学専攻担任 育地 伯水

皆さんは四月から一個人として社会に出られたリ､

大学院に進まれたりしますが､当然､今までよりも重い

責任がついて回ることになります｡ウンTJラの小説 r存

在の耐えられない軽さJの主人公トマーシュは､ギリシ

ア悲劇のテ-バイ王オイディプスを例にとり､専任とは

何かを明らかにしています｡オイディプスは､知らない

うちに運命にあやつられ､父を殺し､母と吏わってしま

いますO町に広がる疫病の原因が自分の悪業であるこ

とを知った彼は､自ら視力を失い､玉座をあとにするこ

とで責任をとL Jます｡皆さんも社会に出れば ｢知りませ

んでした｣は通用しませんO多くのことを積極的に学

んで､責任ある社会人となってください｡

｢大学で得･たモノ｣

文学科西洋文学専攻 oA

大学生活では､変わり者かもしれませんが､レポート

を執筆することに喜びを覚えました｡それは興味を持

ったことについて学習できる楽しさ､またそれを継続す

ることの難しさを学ぶ機会となりました｡何度も自分の

考零を反零し､効果的な表現を組み立てる行程は､まる

でパズルに取り組んでいるかのようで､さらに先生方と

議論することもまた楽しみでありました｡

こうして学んだ､自らの意見を持ち､それを言葉にす

ることは､これからの生活においても醇かな基礎として

私を支えてくれることと思います｡
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着後になりましたが､4年間の大学生活を支えてくだ

さった先生方､そして共に歩んでくれた友人たちに心か

らの感謝を捧げたいと思いますO

｢三いろの言集｣

史学科担任 渡遭 伸

史学科の皆さん､ご卒業おめでとうございます｡新し

い門出にあたって､お吉をひとつ｡グリム兄弟による l家

庭と子供のための昔話 J､いわゆる童話集に ｢三いろ

の言葉｣という話があL Jます｡スイスのある殿様の愚子

が､みたび外国の先生のところにおくられ､それぞれ犬

のワンワン鳴く言葉､烏のさえずる言葉､それに蛙の鳴

く言葉を習いおぼえて帰ってくるC父親は ｢おまえのな

らったことはそれだけか｣と怒り ,恵子を役たたずと追

い出してしまう｡しかし､旅に出た恵子は､犬と烏と蛙

の助言で人びとの苦難を救い.ついにはローマ法王に

までなった.申し上げたいことはご賢察の通り｡皆さん

が大学で学び鮭繋したことはすぐに役に立つことはな

いかもしれません｡しかし､長く､大きなことに役に立

ってくれることを祈念してやみません｡ご活躍を期待し

ておL Jます｡どうぞお元気でO

卒業にあたって

史学科 HJ

学生生活桑後の 4年間､当初の予定よりも多くの事

を休験し､変化に富んだ毎日を送ることができました0

-度喋り出すとなかなか止まらない史学科の仲間達とは､

コンパ､学科旅行や食堂でのおしゃべりなど､忘れられ

ない思い出がたくさんできました｡また､クラブでは､夕

額やリーグ戦､合宿など それまで体育系クラブに属し

たことのなかった私にとって､辛いことも薬しいことも

ひっくるめて､とても刺激的でした｡このような日々 を

過ごせたのも､史学科の友人や先生方､ウラフの同期､

先i E､後輩など 多くの人と出会い､支えてもらったお

かげです｡これからの人生も､人との出会い､つながり

を大切にしながら楽しんでいきたいと思います｡

はじめての担任を終えて

国際支化学科担任 母利 司郎

前任戒から移ってきてはじめて受け持った担任の役

がとりあえず終わろうとしています｡皆さんの日に､私

たち国際文化学科の教員ははたしてどのように映って

いたのでしょうか｡お父さんやお母さん､あるいはお兄

さんやお姉さんにはもちろんなりきれませんが､何かの

役にはたったでしょうか｡それともただただ胡散臭いだ

けの存在だったでしょうかO私は､大学の教員になって

今年で 23年になります｡年を重ねる度に､毎年毎年後

悔することが増えてきます｡ああ､もっと皆さんと話し

ていればよかった､もっとしっかり名前を覚えて､搾業で

こうしゃべって､こうしていれはよかった云々-｡後悔

もまた教員の特権ですね｡ 

Ir府大での最大の収穫物｣
】

国際文化学科 TN

聴かい日差しが日に日に増してきましたが､府大生の

皆さん､新生活に向けて忙しい日々 をお過ごしでしょう

か｡大学生活を振りかえってみると､私は府大の多くの

仲間に助けられて大学生活を送ってきました｡仲間の

大切さを実感したのは､就職活動及び卒業論文制作で

す( .卒業論文にいたっては学科の仲間がいなければ提

出は出来なかったのではと思えるほどでした.同じ目

標に向かって共に頑張る仲間を持つことが､自分を突き

動かす原動力となる｡ありきたりなようですが､このア

ットホームな府大でなければこのような友人関係を築く

ことはできなかったと思います｡多くの仲間に心から感

謝しています.ありがとう｡

おめでとうございます

文学研究科国文学中国文学専攻担任 林 香奈

｢之を知るを之を知ると為し､知らざるを知らすと為す､

足れ知るなり｣(r論語｣為政篇)｡一見､単純なことの

ように見えるこの行為が､実際はいかに難しいことであ

るガを､大学院で痛感されたことと思います｡

知っているつもりのことも､時がたち経験を穣むことで､

本当はわかっていなかったと気づく日も来るでしょうO

知らないことばかりで､戸惑うこともあるでしょう｡ただ､

わずかでもさしあたり知り得たことをもとに､責任をも

って自らの意見を述べていくことも､また孔子の教えだ

と思われます｡

｢知る｣とは何かを考えた府立大学での催欝を活か

しつつ､今後さまざまな場面でご活躍されることをお祈

りしています｡
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学生生活内で得たもの

文学研究科国文学中国文学専攻 MN

芥川龍之介 r羅生門Jの凄まじきが分かったのは､

大学へ入学して暫く経ってからでしたO高椴でも､学習

するにはしたのですが､｢大原女｣や ｢烏帽子｣等の

単語理解に先ず気が過れ､作品自体の考案にまで力が

及ばなかったのでした｡それが､大学二回生くらいの

頃だと思います｡何気なく其れを再び手にし､再び読

むと､作品に充ちる緊迫が新たに肌で感せられ､覚えず

身震いしたのですO

斯様な鑑賞力･考票力､更には想像力が身に付いた

のは､大学で､著名な教手菓陣の傍で､文学と言うものの

片鯨を､学んできた過程があったからこそでありますo

まだ､其れを理解し得たとは到底言えませんが､今は､

ここで得た物を次へと活かすべ<､日々 精進して参りた

いと思っています｡

外野席から

文学研究科英語英米文学専攻担任 佐々木 弄二

修了おめでとうOどう言う訳か､いろんな面でつき合

いの密度は必ずしも湧くは無かった学年になりましたが､

二年間のしんどい修行期間を無事くぐリ抜けられたこ

とに､学年担任として心から敬意を表します｡

とはいえ､修士論文の中間発表会や ,2号館の階段で

すれ違った時など 入学当初のどことなく不安げだった

様子と比べて､ずいぶん還し<なったな､という思いを

心密かに抱いていたことも確かです｡他の先生方の場

合もきっと同じでしょうが､やはり表情なり足取りが違っ

てきていることがはっきりと感じ取れるのです｡

後期課程に進学する人を除けば､これからは場外から

の観戦ということになりますが､身につけてくれた遣し

さを力に皆さんがそれぞれの場で活躍され 歓声が徐々

に沸きあがるのが聞こえてくる瞬間を心待ちにしていますo 

L 虚も海外行かなかった反省文 ｢
i

文学研究科英語英米文学専攻 sH

気ついたらもう 6年も大学に在籍したのであるが､そ

の6年間に何をしていたか､と問われると､実際大した

ことは何もしていないのである｡ます､旅行に行ってな

い｡多くの学友は皆､フランスードイツ･フィンランドなど

と充実した海外礁行ライフを送っていて､そりゃそうだ､

今しかできないんだもの｡私にだって時間はあったのだ -､'

6年も｡しかしなんでろくに旅行に行ってないんだろう､

と振り返ると､これが案外､旅をした気がするのであるo

多くの本を読んだ｡書物から且をあげると､少し世界が

移行している気がした｡米文学の授業で出てきた

止u Teyという言葉の原義が､すっと心に残っているQ｢ P∫ 

(一日)の行程｣｡思えば､長い旅をしたのかもしれない｡

仕合せ

文学研究科史学専攻担任 渡辺 信一郎

学位修得おめでとうございますOアメリカの金融危機

に発するこの二年間の世界経済の急激な変化は､たと

えようがないものでした｡直接的な原因は､アメリカの

新自由主秦的資本主義にありますOその間選点とアメ

リカ-国時代の終わりについては､ノ-ム･チョムスキ

ーなどアメリカの良心的な学者たちが 10年近く前から

指摘していました｡損桂的な問題は､自動車･家電を先

粥産業とする 20世紀型資本主義の質的転換にあるとい

う人もいます｡本質的な時代の変化とそれに対する調

整の期間は､数十年はかかるでしょう｡その全体像が

わかるのは､さらにその後になると思いますo君たちは､

またとない歴史的な時期に遭遇し､その潅過と結果を

体簾することができるのです.仕合せなことですoこの

歴史的な動きをどう評価するか､それをもとに社会を

支えて生きていけるかどうか､この六年間で学んだ歴

史学の頁価が問われるでしょう｡

｢修了にあたって｣

文学研究科史学専攻 HT

まだまだ時間はあるぞと思っていた｡けれど修士の 2

年間.そして府立大に入学してからの 6年間は本当に

あっという間だった｡修了に際して､為すべきことを多

く積み残しているような気がしている｡

思い起こせば､私はあまり良い学生ではなかった｡先

生方､先輩方には多くのご迷惑をおかけしたように思う.

かけた迷惑の分だけ自分が成長できているのか､あまり

実感もないままだ｡暁に進学したことを悩んだ時期も

あった｡

それでもこうしてやってこられたのは､周りにいる人

の支えがあったから｡院に進学したからこそ出会えた

人たちがいるO

素敵な ｢出会い｣を与えてくれた京都府立大学に感

誠したい. 

T.1;
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】Takyufr en eeh｡ ｡ o bighr

文学研究科国際文化専攻担任 川分 圭子

長谷川書､張さん､劉さん､任さん､ご卒業おめでとう｡

皆さん 4人は､日本､中国､台湾という三つの文化を超

えて仲良く勉学に励み続け､この良き日を迎えられまし

た｡この二年間いろいろつらいことがあったと思います｡

日常生活だけでなく､4人それぞれがめざした修士論文

のテーマも､異なる時代や地域の文化を理解すること

だったからですO異文化の理解には遠方もない粘り強

さが/b要です｡相手はこちらを理解しないのに､ひた

すらこちらから歩み寄り､相手の論理･言語を冷静に読

み解く粘り強さがOしかし､皆さんは笑顔でこれに耐え

てこられました｡皆さんがこうして獲得した粘り強さに

誇りを持ってください｡これは､耐えた人だけの財産な

のですから｡心よりご多幸をお祈りしています｡

福祉社会学部･福祉社会学研究科

行 福祉社会｣を求めて!

公共政策学戟長･公共政策学研究科長 小沢 修司 

(福祉社会学部長･福祉社会学研究科長)

学部､大学院博士前期課程を卒業･修了される皆さん､

おめでとうございます｡私の肩書きには ｢公共政策｣

が付いていますが､皆さんの卒業する学部や研究科は ｢福

祉社会｣です｡おそらく､入学から現在に至るまで ｢福

祉社会って何?｣という問いかけを続けてこられたこと

でしょう｡その答えは得られましたか? 私の思いはこ

うですD皆さんは広い視野で多面的な問題蘭心を持ち

社会のこと人間のことを考えてこられました｡卒論や

修論で､切り口とした学問分野はそれぞれ一つであっ

たかもしれませんが､物事を狭く捉えはしませんでした｡

多様な個性の共生､そしてみんなの幸せと自分の幸せ

に思いを馳せたのではないでしょうか｡多様性と共生､

福祉と発達｡｢福祉社会｣づくりは続きます｡

経験を成長の糧に

福祉社会学科･担任 森下 正修

皆さん､卒業おめでとうございます｡

福祉社会学部での学生生活はいかがでしたか｡思い

返せば､この間たくさんの西難と喜びを糧験されてき

たことでしょう｡皆さん自身にはまだあまり実感がない

かもしれませんが､それらは確実に皆さんを成長させ

ています｡

居残りの感慨

文学研究科国際文化専攻 HY.

｢いつから居るの?｣といわれて､数えたところ八年

前からだった｡なぜそのようなことになったのかはあえ

て闘わないで欲しいのだが､ちょっとした年月である｡

エレベータの設置を求めて府議会に請願に行ったこと (当

時の井口和起学長にはご迷惑をかけた)､あるいは日韓

ワールドカップ大会で友人が日本 .ロシア戦の観戦に行

った (みんなうらやましがっていた)ことを思いだすD

また､予想もしなかった九･--のテロ (課題の締切り

前日でそれどころでなかったが)や試験期間の変更 (九

月一･七月)もあったが､最大の想定タトは学科の廃止決

定であった｡しかし､一切は過去である｡続く人々のよ

き日々 を祈って､居残りは卒業したいと思う｡

多くの方はこれから ｢新人｣として社会に出ていか

れることになります｡うまくやっていけるか不安な方も

いるでしょう｡確かに､｢新人｣はプロかアマかと問わ

れれば､プロです｡ただし ｢他の人より少しだけ失敗が

許されるプロ｣ですC初めに犯すであろう幾つかの失

敗の経験も､きっと皆さんを成長させる糟になることで

しょう｡

たくさんの淫崇をされて立派になられた皆さんと再

会できる日を､楽しみにしています｡ 

4年間の学生生活

福祉社会学科 FH

この大学で過ごした 4年間は､今まで経験したことが

ないくらい瀬密なものでした｡アメフト蔀のマネージャ

ーと継続したアルバイトなどで､気付くとよくスケヅユ -

ル帳がいっぱいになっていました｡すっと誰かと一緒に

何かを考えながら､一生懸命走って来たように思いますO

そんな学生生活での財産は､たくさんの人と出会い､様々

な人間関係を築けたこと､頁っ直<に自分と向き合えた

ことです｡これから社会に出ていくにあたり､自分をしっ

かりと持つための大切な礎を得られたと感じています｡

最後に､私たちの大学生活を支えて下さった多くの方々､

見守って下さった先生方､

同じ時間を過ごすことが

できた仲間たちへ｡4年間

本当にありがとうござい

ました｡
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福祉社会学部で学んだ4年間 

iiiiiii


福祉社会学科 YH

私が4年間学んだ福祉社会学釦では､1匝生からゼミ

に奉加します｡発表準備から発表､議論という一連の

流れには様々な力が必要です｡1回生の頃私たちが行

っていたのは､発表や議論と呼べるかも疑わしいもの

でした｡しかし､4年間のゼミを通じて,そうした能力が

少しずつ身についたと思います｡

他にも､ゼミからは様々なものを得ました｡例えば､

ゼミを通して友人や先生方と深い交流ができました｡

ゼミ生一同で先生のご自宅にお邪魔し､おいしい手料

理をご馳走に7:.ったことも良い思い出ですah ｡

私は､4月から引き続き府立大の大学院で学びます｡

大学院では､学部生時代に得たものに磨きをかけ,社

会に貢献できる人材となれるよう努めていきたいと思

います｡

これからも､これからこせ = .=■ ･■

福祉社会学研究科博士前期課程担任 山野 尚美

修了生の皆さん､おめでとうございますBこれまでの

実力に心から敬貫を表しますOそして､それを支えてこ

らわたご家族や括弧こあたられた先生方にもお祝い申

し上げますO

｢もっと時間があったら､あれも.これもできるのに 一｣

と後ろ髪を引かれる思いの方もおいでかもしれません｡

確かに修了は､ひとつの区切りですoしかし､大学を離

れるとしても､それで学びの全てが終わるわけではあり

ません｡大学の外の世界においてこそ学べることも数

多くあります｡

修了がお別れになるのではなく､大学との新たな関

係の始まりになることを期待しています｡そして､もっ

ともっと学びたいと思われるようになった時には､ぜひ

本学に戻ってきていただきたいと思います｡

福祉社会学研究科 M.H

昨日､修士論文を提出して､うれしいはずなのに､な

んだか淋しい.この2年間取り組んだ福祉社会学は､

私には新しい学問分野だったので､ずいぶん苦労して､

その苦労が報いられようとしているのに .1年目､私

が還暦を迎えた白､研究室で同学の仲間にお祝いをし

てもらったリ､時には何年ぶりがのコンパをしたりと､苦

労だけではなかった日々が終わることへの淋しさなの

だろうか｡

学生時代は京蔀で過ごしたのに､府立大近辺は格が

なくて､今になってやっと植物園や賀茂川のありがたさ

がわかった思いがしています｡資料館やコンサートホー

ルが近いのも魅力でした｡こんな抜群の環境で学べた

日々 が終わろうとしているのは､やはりなんだか淋しい｡

人間環境学部･人間環境科学研究科

I｢人生は誰にとってもすぼらしい｣ ｢ I

生命環境学細長 生命環境科学研究科長 久保 康之 

(人間環境学部長 人間環境科学研究科長) 

(農学部長･農学研究科長)

宮本 輝の ｢にぎやかな天地｣という小説があります｡

この小説は発酵食品が物語の展開の柱になっています｡

そして京都の北山を舞台として話が始まります｡北山

で学生生活を送ったみなさんなら主人公のアパートは

あのあたりか､すし屋はあのあたりかなどときっとその

記憶を酢らせてくれるでしょう｡さて､この作品のモチ

ーフになっている ｢発酵｣は自然にいる微生物のなせ

る業､そこに人が介在し､関わることですばらしい食品

ができあがるというもの｡いわば偶然の必然化をやっ

ている｡偶然を必然とならしめることO偶然を必然と内

在化する力｡様々な出来事に出合う人間の運命やら宿

命をどう捉えるのか｡重いテーマですが､それを渇か<

描いています｡人生は誰にとってもすぼらしいはすだと｡

卒業して新たなる人生のスタートを切られる皆さんへ

のエールとしてこの言葉を送りたいと思います｡

~~ ~ ~~｢
食と健康の実践者として 

食保健学科担任 乗 あかね

美山町演習林での新入生合宿研修に始まり､朝食会､ 

2回生での小学生を対象にした食育､3回生での紹食実

習､保健所実習､府立医大病院での塙地実習､そして5

つの研究室に分かれての卒論研究まで､食保健学科の
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教員が一丸となって､皆さんの教育に当たってきました｡

この 4年間にはクラブ活動やアルバイトにも励み､また､

一生の友人を得られたことと思います｡いよいよ巣立

ちの時を迎えましたね｡大学で学んだ知識を実生活や

仕事において活かし､口先と頭だけでない食と健康の

プロとしての 40年､生活者としての 70年を健康に､仕

合わせに生き抜いて下さいC皆さんとの出会いに感謝

しつつ､はなむけの言葉とします｡

今の自分にできること

食保健学科 HN

私の 4年間の大学生活の中で一番印象に残っている

のはクラブです｡テニスを通してたくさんのことを学び

ましたが､一番学んだことは ｢今､自分には何ができる

のか｣を常に考えることです｡私は大学で硬式テニス

を始めたので､技術面ではなかなかチームの力になる

ことができませんでした｡しかし､テニスの技柿では力

が及ばなくても､誰よりも大きな声を出す､素早く行動

する､といったことでチームの雰

囲気を良くすることならできると

いうことに気付き､この 2点では

誰にも負けないつもりで耕習や

試合に取り組んできました｡でき

ないことを考えて落ち込むよりで .帆
きることを考えて行動する､とい

うことを忘れずにこれからも頑

張りたいと思います｡

目標をもって生きよう!

環境デザイン学科住環境学専攻廻任 LIJ川 肇

卒業おめでとうございます｡みなさんはこの 4年間で

自分の目標を見つけられましたか?

これから社会に出て行けば自由になる時間は多くは

ありませんoしかし､-つ一つの仕事.生活の中にもあ

なたの選択があります.しかたなくするのもーつの選

択ですが､それを自分で主体的に選び直し､その中に

自分の目標とのつながりを見つけるのもあなたの選択

です｡そしてその 2つの選択は大きな違いを生み出す

ことと思います｡

これから人生の次のステージに一歩を鬼み出そうと

している今､少しの間､自分と向き合い､どういう自分

でありたいのか確認してみてください｡そして目標を持

って生きてください｡

みなさんのこれからの活躍を期待しています｡

大学での変化

環境デザイン学科住環境学等攻 KS.

大学入学前の自分と今の自分を考えてみました｡仲間､

精神力､専門知識など様々なことが変わり形づくられま

した｡その中で特に強調したいのが研究室で学んだこ

とです｡メンバーは男ばかりで華やかさは無かったです

が､面白さはありました｡卒論提出前に泊まって頑張っ

た日々 ､研究の合間にパイクで出かけた紅葉見学､更に

は忙しかった流木祭でのすき焼き井｡この内容から並

びばかりと感じられたと思いますが､研究もしっかりし

ていました｡4回生は 3回生と逢い､与えられる教育で

はありません｡研究室では自ら学ぶ姿勢がとても大切

であると感じました｡知識だけで収まらない生きていく

上で大切なことを学びました｡本当に府立大で良かっ

たです｡

これからを考える

環境デザイン学科生活デザイン専攻超任 下村 孝

ルイ アラコンの詩 ｢ストラスフール大学の歌｣には､

第二次世界大戦の戦火に巻き込まれた学生と教員が描

かれています｡その中の ｢教えるとはともに真実を語

ること､学ぶとは誠実を胸にきざむこと｣というフレー

ズに学生時代の私は大いに感激した記憶があります0 

4年間､概ね平和な時代の大学で､皆さんは人の生

活を豊かにするための知識と技術を学び､今､旅立ちま

す｡皆さんが誠実を胸に刻んで身につけてきたことが､

これからの人生と世の中にいかに活きるのか､改めて､

思いを至らせる時間を作ってみてください｡教員である

私も､皆さんに語ってきた真実が何なのかを改めて問

う磯会とします｡

皆さんの卒業と新しいスタートに祝福を贈ります｡

大学生活をふリかえって J

環境デザイン学科生活デザイン専攻 YM.

思い返せば 4年前､入試のデソサンで失敗をしてしま

い半ば入学をあきらめていた私が府立大に入れたのは､

きっと何か漆があったからだと思います｡大学生活では､

学科やサークル､研究室の仲間に恵まれ､一掃に笑っ

たリ､はしゃいだリ､時には睡魔と戦いながら楽しく充

実した日々 を過ごしました｡

また地域の魅力を発信するという卒業研究を通して､

職人さんをはじめたくさんの人々と出会いましたO戸

惑いや不安もありましたが､周りの人達の支えもあって

楽しんで制作に取り細むことができました Q

府立大に入学していなければ､きっとこんな縫崇は



10 人簡奇瑞寧範 人間環境科学研究科

府 大 広 報

｢ 竺
できなかったと思うと､そのめぐり合わせに感魂せずに

はいられません.4年間本当にありがとうございましたO

卒業されるみなさんへ

環境情報学科遵任 リントゥ)L,オト 正美

卒業おめでとうございます｡皆さんの卒業論文発表

の雄姿にこの4年間の大きな成長を見.とてもうれしく

思いました｡堂々とした発表や質疑応害に答える肇は 

4年前の合宿研修の自己紹介からは想像できないもの

でした｡きっとやり遂げた充実感を感じていることと患

います｡

立派な成果を誇りに社会に旅立ってくださいQぜひ､ 

4年間で得た友人を大切にし､時々会って語らってくだ

さい｡この時期に得られた友人以上の友人はこれから

得ることは難しいと思います｡一生の宝物です､大切に

してくださいね｡また､京蔀府立大学のことも忘れない

で､人生の節呂には報告に来てください.皆さんの更

なる成長した姿にお目にかかれることを楽しみにして

おります｡

~~~~ ~~~｢
大学生活での感謝の気持ち 

環境情報学科 KA

入学した当時は4回生の先輩がとても大人に見えて､

自分も三年たったらあんな風になれると思っていました｡

今私は4匡l生を終えようとしていますが､あの頃の先輩

方と比べてまだまだ子どもだと思ってしまいます｡でも､

サークルや研究室で先iE方や先生方にお世話になりな

がら楽しい毎日を過ごし､少しずつ成長できました｡そ

して-樽に笑ってくれるたくさんの友達や先輩､先生､

後輩に出会えました｡辛いこともありましたが､そんな

時には周りの人が一緒になって泣いたり怒ったリしてく

れてうれしかったです｡私は本当に人に雷まれた幸せ

な大学生活を送ることができましたC私に関わってくれ

た全ての人に感謝しています.ありがとうございました｡ 

Goahead!

人間環境科学研究科食環境科学専攻担任 佐藤 健司

大学院博士前期課程を修了される皆様､この2年間

の研究成果を入念に準備された発表をされ､論文とし

てとりまとめられたのは大変な努力と忍耐が必要であっ

たと思いますoLかLLこのように長期の時間を一つの

テーマにかナることができるのは､当たり前のことでは

なく､得ることのできない大変貴重な経巌であると思い

ます｡今後､いろいろな場面で成果を求められることが

あると思いますが､大学院の時のように時間と周囲の

支援がある場合ばかりではありません｡しかし､大学院

の2年間に研究に没頭し､また力を出し切った怒験が今

後逆境の中でもがんばれるかの力になると思います｡

良い旅をl

多くの人に支えられた6年間

人間環境科学研究科食環境科学専攻 NY

入学して6年C私にとって学部時代に所属していた

硬式テニス部での3年間は､最も印象漂い思い出です｡

手術した足の調子や先輩との関係に苦しんだ.時期もあ

りましたが､いつでも支え合い､共に乗り越えていける

仲間を得ることができました｡この先もずっと大切にし

たい､かけがえのない存在です｡また､研究室に入って

からも先生方をはじめ素敵な仲間に囲まれ 充実した日々

を過ごすことができました｡友達､先輩 ･後輩､先生方

･-多くの方に支えていただき､ここまで来れたことを心

から感謝しますOそして､何より6年間勉学に励むこと

ができたのは家族のおかげです｡本当にありがとう｡

社会に出ても感謝の気持ちを忘れず､頑張りたいと思

います｡

生活毒の視点に立った研究の成果を活かす

人間環境科学研究科生活環境科学専攻主任 下村 孝

大学院2年南を生活者の視点に立った修士研究に取

り組んできた皆さん､ご苦労様でした｡そして､学位取

得､おめでとうございます｡先人が積み上げてきた知見

の上に､あらたな知見を積み上げる仕事を成し遂げた

ということに自信と誇りをもって欲しいと思います｡そ

して､その中で築き上げてきた知識､愚考と技術の力に

も確信を持ってください｡

人生の価値を測る尺度が大きくはき違えられてきた

世の中が､今､大きな混乱に陥り､その価値頓の転換を

迫られていますOこの時代､そして､その先の人生を､

皆さんが修士研究に取り組む中で身につけてきた正し

い尺度と判断力で人間らしく生き抜いてくれることを期

待します｡
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修了にあたって

人間環境科学研究科生活環席科学専攻 Hj

学蔀の3年生までは､知識を蓄積し､また自ら探求し､

表現することを学びました｡その後の4年生から博士

前期課程で取り絹んだ卒業 修士研究は､この6年間で

も､特に強く印象に残っています.自分の蘭心ある分野

でテーマを考え､方法を学び鮪栗を得るために頭だけ

でなく手足を動かして調査や笑顔に取り組みました｡

その過程はたやすい道のりではありませんでしたが､嶺々

な方々に助けられて乗り迎えることができました｡最終

的な決定や行動は自らが行いますが､研究は出会った方々

の助言や手助けなどに支えられています｡4月に進学す

る博士後期課程でも､研究室の仲間と相互協同､切嶺

琢磨して､研究を掛ナていくつもりです｡ 

■ii■■■■■乱
環境情報学専攻､最後の皆さんへ

人間環境科学研究科環境情報学専攻主任 春山 洋一

項墳情報学専攻修了おめでとうございます｡環境情

報学科が1997年に発足し､学年進行で大学院ができま

したので､大学院の 1期生は2001年入学でしたO昨年 

4月の改組で､大学院については学86よリー足先に､第 

7期生の皆さんが本専攻景律の修了生になりました｡

農学部･農学研究科

私が看任した25年前力､う､学科を立ち上げ､大学院を

作ることが至上命題としてありましたので､ここで一つ

の区切りが付くことに感慨もひとしおです｡

本専攻は､本学では唯一の理工系専攻として､優秀

で熟葱のある教員による湧密な研究教育体制によって､

少人数ではありましたが有為の人材を輩出してきましたO

皆さんがこの2年間の大学院生活で得た知識と経験を

権に広く活足されることを期待しています｡

･r+三面持ちの学生生活

人間環境科学研究科環境情報学専攻 YM

大学に入ってやりたかったことって何ですか??

その答えを探すために (ちゃんと活動もしたけと)た

だ×2歓んで岳<だけのサークルに入った気がします3

その可能性を見つけるために研究室を選んだ気がします｡

その余韻に浸りたいがために大学院に入った気がします｡

そこで出会った人達とともに自分自身､堕落しつつも成

長することができました｡そこで得た出会いは人生の

中でかけカ†いのないものとなると確信していますっ大

学生活の中で知り合えた先生方や仲間には言葉には言

い尽くせない想いがあります｡最後に絞り出した言葉で

この短い大学生溝を終えたいと,5いますDありがとうご

ざいました｡

附属演習林長 漂 和也

某雷正大に勤める友人から､｢卒業予定の学生に l̀謝

恩会"の名目で会費を求められた｣という怒りとも嘆き

ともつかない話を聞いたC魂恩会の是非はさておき､

議層会と呼ぶ以上､会費を求められて釈然としない彼

の気積ちは理解できるO予韓会というのもあるが､こち

らは卒業前に行なう詫(はなむけ)の要であるから､あと

に残る人達が会鞍を出し合うのは当然である｡もっとも､

卒業生から切出す話ではないが｡ちなみに､謝恩会に

出席する教員は ■一寸志"を包むのか通例だが､r寸志を

ありがとうございましたJなどとお礼を雷われると､旅

みではないだろうかと勘<リたくなる｡社会に出る前に､

｢謝恩会｣や ｢寸志｣の毒味ぐらいは知っておいて欲

しいoご活躍を祈ります｡

し -:I ) lJ :

千 丁 ▲ _.ii〒L 雪妄-r ≡ K

聖 照 惑 欝 

. 宗 して覚えようE体 論

開展盟場長 平井 正志

農場での実習は体をうごかすことである｡昔はどこ

の家でも家の手伝いと称して､様々な作業をさせられた｡

家の掃除､にわとりの世話､大工仕事､草花や野菜の

栽培o農家でなくても､多くの家で仕事がIJJほどあった｡

その仕事をどのようにやるかO力をどう配分して要領

よく終えるか｡どうしたら､失敗せずにやれるか｡これ
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は繰り返し働いて休で覚えてきた｡本を読んでも､イン

ターネットを見てもこれだけはなんともならない.とこ

ろが近年その仕事が少なくなった｡当潔若い頃にそれ

を体験していない｡学生が圃場で鍬を振るう婆を見れば､

休載の不足は-日野然であるO本来ならば高校までで

体験すべきことを大等の農場でやっているのかもしれ

ないが､今では貴重な体額であろう.仕事にはそれを

やり終えた時の喜びがある｡農場の実習にはそれにi J]

えて収穫の喜びもある｡これも得難い体験である｡

E世界大不況a沖 ､皆さんの活S E(こ高高 .~∃
亡

生物生産科学科担任 宮崎 猛

生物生産科学科の皆さん､卒業おめでとうございます｡

今日の耀済社会は､百年に一度の世界大不況の頁直中､

この時期に社会に出てゆく皆さんには多くの試練があ

るかと思います｡その時には､学生生活で培った皆さん

の知識と能力､卒業論文で発揮した集甲力､友人や先輩 .

後輩等の人間関係､様々な軽験-などを思い出して､

その上で将来の夢を持ち､一歩一歩前進してほしいと

思います｡今日はまた,農業や農村が大きく見直されて

います｡大学で学んだ皆さんの専門知識や技術､人と

の繋がりが活かされる機会も増えることと思いますo皆

さんの活躍をお祈り教しておりますO

卒業にあたって

生物生産科学科 Nlく

早いもので府大に入ってからもう 4年も経とうとして

います｡今春卒業するに至り､勉学面ではもっといろん

な授業に出て様々なことを学んでおけばよかったと ,5う

ことがあります｡勉学以外の学生生活でもやり足りない

ことはありますが､部活などでは充実していたように思

います｡この学生生活で支えとなってくれた友人や先輩､

後雛､先生方には大変お世話になりましたoこれから

社会に出て失敗したり､くしけることも出てくるかもし

れませんが､学生生活で得たものを活かせるように頑

張っていきたいと思いますDあと少しですが､学生生活

を有効に楽しく過ごしたいと思います｡

森林科学科担任 松村 和樹

卒業､おめでとうございます｡これから､社会に出る

人や大学院に進学する人など､進路は異なることにな

りますが､それぞれ自分の将来に期待と不安が着綜し

ていることと思います｡しかし､府大で学び､遊び､卒

業論文を苦労して作り上げ､しっかり発表をこなしたあ

なた方には社会に通じる十分な能力が育まれているは

ずですOそのことを信L ]て次のステップに雄飛していっ

て下さいC最後に､うちの院生などは耳タコと言ってい

る言葉を送ります｡社会では決して一人で最後までで

きる仕事はありません｡人との関わりが大事で､心がけ

るのは ｢性格 やる気･体力｣です｡

【=l｢大字生活を過ごして｣
=

森林科学科 NM

本学に満入学して三年がたちましたO多くの人に支

えられ兼事に大学生活を過ごすことが出来ました｡1 0

人いたら10通りの考え方があると言いますが､その個

性の違いに触れ多くのことを学びました｡そして先生

方との団矧 ま誕生日会など菓しい息抜きの場であり､ま

た厳しい指導の壕でもありました｡

先生と学生の陸離が近い本学で学び､振り返ればか

けがえのない時間を過ごさせていただいたと感じてい

ます｡これから進む道は様々ですが､京都府立大学の

名前に恥じないよう大学生活で得たことを社会に還元

していくつもりです｡先生方､友達､仲間､心から感謝

しています｡本当にありがとうございましたO

生物資源化学科担任 山田 秀和

卒業､おめでとう｡

｢行不由径｣は､｢論語｣の吉葉で､｢行くに径(こみち)

に由らず｣と読む｡物事を行うに際して､大通りを進み

裏道や小道を進まないこと､あるいは公明正大に行動

することを言う｡小生が､大学卒業の頃.辞書婿幕を畢

生の仕事とした著名な漢語学者の髄室で知り､いたく

感銘した言葉である｡随筆には､｢行不由径｣を引用

して､学問を志すとき､直く ̀に成果の出る安直な課雷や

方法 (小径､こみち)を選ぶなとの厳しい戒めが込めら

れていた｡爾来.この言葉を ｢座右の乾｣の一つとし

ている｡

卒業生諸君に､｢座右の銘｣の一つとして薦めるO
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ありがとう

生物資源化学科 A.K

今患えば､あっという間だった4年間｡恩師 先輩 そ

して友達などの数々の出会いに育まれていたと感じる｡

とても楽しかった大学生活｡4年間で得た事はとても大

きく､さまざまな経験 出会いを軽て今の私がいる｡こ

れからは､自分の意思で自分の道を歩む｡悩むこと､迷

うこともあると思う｡しかし､これからの自分を信L).

道は違えど共に頑張る仲間を励みに､自分らしく生きて

いけそうである｡

これまで関わってきたすべての人々に感謝の気持ち

をこめて｡ 

OnTopとLi ak~ adBc

農学研究科生物生産環境学専攻担任 石井 孝【宕

｢曲がスイングする｣とJAZZ青葉ではしばしば言わ

wigれますOスイング (S n)とは､ドラムやベースが奏で

るリズム､主に ｢ o｣( J Melm 中Ontp 前ノl)と｢ dU ｣(

位)を入れ替えながらも､いずれかを保って奏でるリズ

ムに､｢Li ak 後ノリ)というリ 独adbc｣( ズムを絡めて､

特の拍子を創り出すことです｡このリズムの流れは活

気を生みだし､刺激的でもあります｡昨今の経済が低

迷する中で､早急な対策を求めて ｢On top｣になりが

ちな社会においてこそ､私たちは ｢ad bac｣というLl k

｢のんびりする､くつろぐ｣をうまく絡めることで､面白

い/Jazzed-upな人生を送ることができるでしょうCご

活躍を菓しみにしています｡ 

2年間を振り返って

農学研究科生物生産環境学専攻 HK

大学院で府大へ入学し､違った専門分野に挑戦し.慕

た-から勉聾する生活からスタートしました｡｢院生な

んだから｣とほったらかしにされることもなく､最初か

ら丁寧に実駁手法について教えていただきました｡た

だ教えられるだけでなく､発表の場があり､議論の場が

あり､いつも何かの問屋に直面していたからこそ､ここ

に来た頃の自分と比べてずいぶん成長できたと思います｡

また､問題の解決には､自分一人の努力以上に､周りの

人達の助けが必要であることが分かりました｡やり残し

たことも多く､全て円満に卒業というわけにはいきませ

んでしたが､心残りを解消することが､次のステーツで

努力するための原動力になると思います｡

農学研究科生物機能学専攻担任 大越 誠

修了おめでとうございます｡就職､進学などそれぞ

れの道に進まれることと思いますCこれまで､大学や大

学院で学んだLJ経済したりしたいろいろなことを活かし､

人との繋がりを大事にして､活圧されることを祈ります｡

昨年後半､アメリカから始まった景気後退が世界に波

及し､我が国も大波を被ることとなり､企業業績の悪化､

雇用問題など取り巻く状況は益々厳しくなっています｡

これからこの大波に立ち向かっていかなければなりませ

ん｡皆さんは京哉府立大学という優秀な大学を修了さ

れたのですから､自信を持って､そして何を､どのよう

にしたちょいかをよく考え､方針が決まったら集中して

行動する気構えで頑張ってください｡

大学生活で得たもの

農学研究科生物機能学専攻 TE

大学に入学してからの6年間はあっという間でした｡

正直､学部生時代はバイトやサークル活動に追われる

毎日でした｡しかしその中でも､多くの方々と知り合う

ことができ､様々な経常ができたことは意味のあるもの

だったと感じていますb

また､大学院に進学してからの2年間では､とにかく

たくさんの機会を与えて頂きました｡その中で自分が

生かせたと感じているものはごく少数ですが､そういっ

た機会を生かそうと必死に努力したことから非常にた

くさんのことを学ぶことができたと感じています｡

自分がこの6年間でどのくらい成長できたのかはわか

らrcFいですが､育まれた人間関係の中で様々な程巌が

できたことが一番の財産であると感L:ていますO
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体育誼の思い出

女学部日本･中国文学科 青木 博史

この 10年間において､

本学の教職員の中で最も

多く体育館を利用したの

は私ではないか｡もちろ

ん何の自慢にもならない

が (むしろ､仕事しろとい

う非難の声が聞こえてき

そうであるが)､かけがえ

のない時間をすごしてきた｡

まずはボクシング部｡ 

2004年に国中文専攻の

舞子をたきつけ､私十3人

で､トレーニング室の隅っこで周歯の白い目を浴びなが

らスタートした｡そこから､生徒が通っていた美容室の

美容師､その美容室に通っていた元プロポクサ-が加

わり､文学部の他の学科の学生､空事苛の蔀員､他大

学の椙隈好きの学生､果てには守衛さんまで巻き込ん

で次第にその輪は広がったo練習は火 ･木の遇2回､無

智場所も卓球場に移り､いつの闇にガ立派な同好会と

なった｡そして今や､体育会にも参加して ｢部｣となり､

全学茄から集まった部員は約20名O練習風景は本学H 

Pの ｢ibt 楽しくtdf｣のj-ナーをご覧いただきたいが,

厳しくそれなりに本格的にやっている｡何より愛すべき

ヤツらの集まりだった｡

もう1つは､教職員バレーボール部｡赴任後す<に

苦いという理由だけで (当時は28歳)誘っていただい

たのか橋で､まったくの素人ながらずっと参加させてい

ただいた｡活動は 10月の職員ふれあいフェスタ､11月

の学長杯がメインなので､ほぼこの2､3ヶ月間に集中し

ているのだが､この4年間は元中国の省代表選手･孫氏

の籍導の下､それなりに上手くなった (と思う)ので､

ここで辞めるのもこれまた残念である｡｢くろJ｣や ｢ll 花

いちもんめ｣で､毎年 ｢来年こそはもっと穎習しよう｣
と誓い合う打ち上げも業しかった｡

こんなに素晴らしい仲間と､こんなに楽しい時間を

過ごすことはもう二度とないだろう｡もはや与えられ

た紙幅も尽きたが､思いは尽きないO 

退織にあたって

文学部歴史学科 水本 邦彦

このたび､本来の定年よリー年早

<退職することになLJました.

昭和56年 (1981)4月の赴任から 

28年､これまでの人生の半分近くを

府大で過ごしたことになります｡経

ってしまえば､｢あっ｣という間の短い年月でしたC

とはいえ､四寺井学長から辞令を頂いて以来､学長

職では門脇､広原､井口､そして竹葉学長の5代を数え

ますD文学部長でいえば､門脇部長に始まり上EEj部長

まで14代Qなんと徳川 15代にも匹敵する代数です｡こ

の間.卒論を指導した学生数は百数十人､香春は5冊ま

とめることができました｡ほかにも､史学科日本史教員

で取り組んだ ｢京街道｣の著作や ｢随心院｣の科研報

告､地域学補説査研究センターの報告書など､私にとっ

て有意義な仕事がたくさん思い出されます｡近年､文

学都主催で企画したいくつかのシンポジウム作りも楽

しいものでした｡また､木津町､精華町､城陽市などの

自治体史編纂事業では､山域地域の豊かな歴史をいろ

いろと発見することができました｡

学生部長､文学部長という要職を経験したことも､大

変青味のあることでしたo学生部長時代には､教職員

と学生からなる大挙絶椿の仕碓みや運営について勉強

し､文学細長時代には学部改組を進める中で､文学故

の字間の面白さを再認識しました｡

｢あっ｣という間ではありましたが､振り返ってみれば

充実した28年だったと思います｡

今後とも京都府立大学が永遠 ･不滅でありますよう.

祈念いたします｡

定年退何の挨拶

生命環境科撃研究科環境科学専攻 水野 弘之 

1985年に本学に赴任以後20数年間､教員 .職員の

皆様には､教育 ･研究･管理運営の面でお世話になり､

楽しく充実したEl々 を過ごさせていただきました｡あLJ

がとうございました｡ 

2002年以降は諸般の事情により､公私に亘って皆様

に多大なこ迷惑をおかけしましたことをお詫びしますと

共に､その間も暖かく見守っていただき様々なご支援を
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賜りました -ことに心から感謝し厚く御礼申し上げます｡

また､この間､優秀かつ熱意あふれる学生の皆さんと

共に研究できたこと､教育を通じて多くの学生の皆さ

んと交流する中で､学生の皆さんから多くのことを学ぶ

ことができましたことに感謝致します｡

なお､在職中には､全国各地の住民の皆様､とりわけ

京都府民の皆様のニーズに応えるべく､京都府立大学

の教員としての立場を自覚して､防炎 ･住居改善･福祉

のまちづ<リ･住民と行瞭職員が連携した地域づくりな

とに関する研究を進めてまいりましたが､その中で､京

番府庁 府内の市町村および全国各地の役所に勤務さ

れている職員の皆様､各地の住民の皆様.学外の様々

な分野の専門家の皆様には､多大なご指導 こ支援を

いただきましたことに感謝致します｡

厳しい時代を迎えていますが､それを克服し､皆様に

は希望にあノミ＼れた時代を迎えることができますように

祈念して退職のご挨拶と致します｡

長年の闇､学生の教育や研究などの発展にこ尽力いただtき､本当にありがとうございましたo

後援会長･同窓会長からのメッセージ

卒業生へ贈る言葉

後援会理事長 南里小路 伸一餌

皆さんより遅れますが､私も後援会を卒業します｡娘の入学直後から後援会に関わらせて頂き､

歴代の理事長はじめ多くの会員の方々と､皆さんが有意弟な学生生活を送れるよう活動してまい

リましたO私自身はどこまでお役に立てたのか､心もとない気がしていますが､その間､皆さんはこの愛すべき京哉府

立大学の横風の中で先生方の愛情に守られ､かけがえのない学生時代を送られたと確信します｡皆さんのゲノムに京

都府立大学の DNAが組み込まれたようなもので､それがどう発現するか期待が膨らみます｡

激動の昨今､過去の縫顔だけでは対処できない世の中で､年長者としての訓示めいた言葉は避けますが､皆さんが

京都府立大学の卒業生であることの自信と誇りを持って､前向きに生きていく意欲さえあれば､それが日本の未来を切

り開いていくことは間違いありません｡どうかご自愛ください｡ご卒業おめでとうございます｡

苦難の道を乗り越えて

同窓会長 浦上 弘幸

卒業生･修了生の皆さん､おめでとうございます｡いま､世界はアメリカに端を荒した金融危機で､

百年に-贋といわれるような不況に見舞われています｡報道によりますと､日本のトップ企業であ

っても非正規雇用者だけでなく正規雇用者までも解雇せざるを得ない状況にあるようです｡このような時期にあって､

就職できた方は大変喜ばしいことですOしかし､行き先の決まっておられない方も決して諦めることなく勇猛果敢に挑

戦し､可能な限り夢と希望を叶えられる仕事に就かれることを願っています｡京都府立大学同窓会もまだまだ弱体で､

就職や進学相談にのるところまでは至っておりませんが､将来的には同窓会員を基軸とした相談組織や求人コーナ-

等を設置し､今回のような社会状況の激変にも対応できるようにしたいと計画中です｡このような夢を実現するには､

現在よりも慧賓な交流とともに､多様な人材を確保しなければなりません.実現は先になるかもしれませんが､いまか

ら助走を始めていきたいと思います｡卒業･修了された機会にぜひ入会していただき､将来は日分遣の同窓会としてこ

れまでにないものを創り出し､同窓生に対してあらゆるサポートができる細線･体制づくりができることを期待しておL )

ますoこのような組織･体制を創出し､運営するにはかなりの苦難があると思いますが､昔さんと共に手を携えてこの

苦難の道を乗り越えて行きたいと考えておりますOぜひ､絶大なご協力とご支援をお粛い致します｡

最後になL )舌したが､卒業生 修了生の益々のご健勝とご涌鑑を心からお祈り申し上げますo
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心壱募集

∠西安交換載畠･派遣 院 生からのメッキ ジ 仙 r

交流への遵

文学盃日本･中国文学科 南 海 

2008年4月に西安外国語大学の秦換教員として 京都府立大学に巷tJ､■ ました｡1980年代

に京菰府立大学との奔流が始まってから既に二十何年闇もの歳月が絶ち､その間､学長訪問

を初めとして､交換教員や派遣院生など多形式にわたる豊富な交流がなされてきました｡先

輩の先生方や同僚たちから府立大での教員生活の話をよく胃にしていましたので､自分もい

つかは府立大での教員生活が体巌できたらと思っていました｡

去年の4月にやっと宿厨がかない､四季おりおりの変化が見られる京都にやってきました｡府立大は思ったより規模

が小さく､私の日々 出入りする二号館の建物も40年前に建てられたものではありますが､それを取り巻く緑いっぱいの

環境や先生方の研究室や教室などがかなり整備されているのに驚嘆と感心の念が止みませんO更に深く感じたのは中

国語を勉強している学生の人数が多いことと､その中に真剣に中国語学習に取り絹む学生が多数いることですo中国

語学習の動機などを学生に尋ねると､｢中国が近いから､いつかは一度行ってみたい､そのために勉強が必要｡｣とか

｢これだけ日本と中国とは糧清的なつながりが深いから､将来の仕事にも中国語が必要かも｣とか､実に親密な中日関

係を物語る回答が返ってきましたO

かなり前から学生の短期留学を募集したらどうかと小松先生に言われていたのですが､前期が終わる直前に慌しく

募集したところ､4名となりましたO人数が前年度と比べ､一桁通いながらも､中に何と前回に引き続き二回日の西安短

期哲学に行こうとする学生が一人いるのにびっくりしました｡その人に ｢二年間連続して短期留学に行こうとする理

由を教えてください｣と聞いたら､｢中国語の講蓑で覚えた買い物の時の値引き交渉を中国語でもうー産業しみたい､

また噂では西安外院の近くに膚の時代の城壁遺跡公園が完成しT=そうで､是非行ってみたいですO｣といういかにも中

国に関心を寄せているような答えでしたDわずか二通間の短期留学ですが､中国語講幕や､西安観光､自由行動など

の短期留学生活を通して中国に対する理解がより深まったに違いありません｡ちなみに後期が始まってから間もなく､

前述した例の学生が中国語の講義で ｢我想傑 ･･｣(｢私は･一･･をしたい｣)という構文で短文作りの際､｢現在我這想

云西安留学｡｣(今でもまだ西安へ留学に行きたい)という文を作ってくれたのには感心の二字に尽きる思いです｡

今後西安外大と府立大との支流は-層進んでいくものと固く信LJ.そのために微力を尽くしたいと思っています｡最

後に､一年間の教員生活を送らせてくださった京都府立大学の皆様に心からお礼を申し上げます｡

教師として､日本人として

西安外国語大学派遣院生 梶原 愛加

早いもので西安に派遣されて約半年が濯ちました｡生活にはずいぶん慣れてきましたが､授業は相変わらず緊張の

連続ですO私は 1年生と2年生の会話の授業を担当しているのですか､どの生徒も皆駕くほど勉強熱心で､教科雷にぎ

っしりとメモを取る学生がほとんどです｡そういった生徒達の日本語に対する真っ直ぐな姿勢を白の当たりにすると､自

分が担っている責任の大きさを感じずにはいられませんC生徒達にとって私は ｢学生｣ではなく ｢先生｣であり､｢初

めて揺する日本人｣でもあるのです｡教師として､また日本人として何が出来るのか､束だ模索中ではありますが､生

徒達のパワーや中国人の先生方の優しさに助けられながらも充実した毎日を送っています (･ただ一つ不満があると

すれば､西安に来てからというもの私は一度も初見で ｢日本人｣に見られたことがないということですOあの､私教師

の前にます ｢日本人｣として西安に来てますから､そこんとこ宜しく )0

㌔
.●
.●…
‥
‥
.
.‥
.▲
 

どなたでも参加できる公開講座です董● TL:n l講

最近のトヒップを交えながら､本学教員がそれぞれの専門分野につい Aコース 5/2( 8:5-1 :2 金)1 1 945

押 愉 快 n 珂 Ir･1きま 州 偶 差妻壁 

)
肖

て分かCやすく解配しますb青の瓢よ公共政策学部と生命環境科苧研究
座で開催｡受講希望の方は.eィ¶3日:FAX､ハカキいずれか 講師:公共政策学静教授 大島 和夫

｢世界不況をどうみるか｣
科か＼ら2嘉

で参加コース お名前 御任所をお和らせください｡詳しくLgi-ムペJ 白コース 6/5(金)181:5-1945:

ージでもご覧いただけます｡ ｢住まいとセカンドライフ｣
(企画室 75703517 AXO7570351 辞師: 措谷棄寿子冠話 0 - - 4 F - - 49 生命環境科学研究科教授

好評しくは大学までお問い合わせください｡il】 e-ma lkk aku@kp PtuacJ)-_ ●■●■ ● 

;■
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到達と出発

文字研究科史学専攻 MK.

昨年九月に博士号 (歴史学)を取得した直後､私の頭の

中は､やっとここまで辿り看いたという到達感でいっぱいで

した｡

それから的半年､博士論文作成甲に考えたことなどを整

理する中で気かついたのは､論文の作成とは､これからの

研究活動のたたき台を作る作業だったということです.

論文作成当初に設定した課題のうち､答えを出すことが

できたのほほんの-部で､解決できずに積み残した同定の

なんと多いことか｡私にとっての博士論文の意味は.研究

の完成などではなく､たとえ僅かであっても､自分なりの答

えとその出し方とに対して一定の客観的評価を求めた点

にあったと思います｡そしてその評価を得ることが､研究

者としての出発点に立つことなのではないでしょうか｡

最後に､長い間辛抱強く指導して下さった先生方に改め

てお礼申し上げます｡

博士課程の貴重な日々

人間環境科学研究科食環境科学専攻 TM

私は､京巷府立大学には博士前期課程から入学しました｡

博士前期課程を修了後､一度は就残しましたが､博士後期

課程に進学L ,ようと考え､辞職しましたO

在職中､そしてその後の研究生活は､悪戦奮闘の連続

でした4論文完成の展望が持てなくなった時,嶺導してく 

TLさる先生の想いを感じ機屋となく気持ちを晋い立たせまJ

したC

研究璽単位での活動は､京都北山という良い環境のもと､

素敵な仲間にも恵まれ かけがえのない時間を過ごすこと

ができましたQ

京番府立大学での数年間に学んだことは､研究の範留を

超える内容でしたO身体的な成長は成人後にはほぼ終了

しますが､縫験を伴った能力を司る脳の.一部分は成長を続

けるということを実感できたように思います｡充実した日々

に心より僚謝いたします｡

今後もこれまでの研究をもとに､さらに発展させられるよ

う努力いたします｡

難忘的日本学習和生活

農学研究科生物生産環境学専攻 YD.

El本での 3年間の留学生矧 諌あっという間に終わりました｡

京番府立大学での 3年間で､私の研究を魚心に支えて下さ

いました先生方の指導もあって､先進的な技補､専門的な

先周 を多く身につけることができました｡また､日本の学者

の熱心な研究態度と諦めない楕神に感動しました｡この 3

年間の留学生活で多くの日本人の友人を得､全く異なる文

化に触れることができましたC日本で体親したことを中国

の人々に伝え広めたいと思っています｡また､日本で得た

経済と学んだ知音軌ま将来の仕事や生活に役立つでしょうO

留学生である私を学生の一員として受け入れていただき

大変感魂しています.お世話になった先生方､親切な日本

の友達､素敵な京葡そして美味しい料理を一生忘れません｡

邑 里 こ -一局 垣 - 易 平成 20年 10月着任の教員の紹介

公共政策学部 公共波涛学科

教授 宵 山 公三 (あおやまこうぞう)

<壬な研究館域>都市及び地域項塀職

熊 両足参放言乱 地域社会論､危.*管理

政策など

元々名古屋のシンクタンク頑点でし

たが､92隼～0 7年の 15年間 米国のシ

ンクタンクに勤め､ニューヨークを拠点

として活動していました｡米国滞在中､全米約 40都市u上

を訪問し､都市活性化や環境.種清､危機菅三割こ関わる公

共政策について調査 研究してきました｡京菰府立大学で

はこうした経験を生かし､日米の比密研究を進めつつ.栄

番府をはL ;め､日本の国及び地方の公共政策に対し､何ら

かの貢献をしていきたいと考えています｡

生命靖境科学研究科環境科学専攻

教授 格谷 美恵子 (ひのきだに みえこ)

<王な研究領域>住居学､住生活なら

びに屈珪政策研究

私たちの生活碁盤である住まいに対

する要求を.生活者､女性.高齢者等の 

I l ｣ 妄 表 遠 嘉 o元 高 表 (.滝 壷高二 芸 ≡

より長い住項甥を実現するための方法 良好な住まい､丘

項境を適切に稚祷管理し.将宋世代に継承してい<ために

求められる住宅制度､地域居住政策のあL J方を探っています｡

府立大学では.京苛というフィールドで求められる住生嘉の

賢定や向上に向けての課姐に取LJ組みにいと考えています｡

どうぞよろしくお雇いいたしますq



.,i)合同搾業の実施に向けた単位互換
JEdWとrI I ●∫仙 8 LJkJn .■ ■t■t:■■t-pJ■■¢■■tELZpt. Jn 

の更なる耳RU組み

息教養教育フォーラムの開催

各遠隔合同授業システム等の基盤とな

る連携大学芋生共用ネットワークの

整備

等の実施に取り滝んできており､教養
■ ■ t ■

教育の共同化の拠点となる府立大学に

おいては､将来のe-rearningの実施や遠 恥▼伽 t七tt■■1t-L､㈱ ■肘.LJJtLlてリ<9J,●屯上丁三先■亡上ってメリ▼ト○■■■･ZKつ アーサ･■■■■L:TL

隔合同積業の実現のために､連携頼間の 鮎
JPカリ●1TA脚 山

-L.三訳
一雪駄rT.W ち
書dムW 暮■心とTt.

共用情報ネットワークの新規構築なども

進められています｡ 大手教Il改盲プロクラム合同フプーラム ､H21II,'12於ハシフイコ好演:
ホスJ9-セッソヨン出扇/7Tスターよリ
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一毎 争 春 季 翼 車 繰 韓 鯛 ( ( ( 1 く 1 1 1 1 1

平成20年度から開始された ｢戦略的大学連携支援事業｣は､地域の大学等間の積極的な連携を推進し､各

大学における教育研究資源を有効活用することにより､地域の知の拠点として､教育研究水準のさらなる高度化､

個性･特色の明硬化､大字運営基盤の強化等を図るための文部科学省の事業です｡

事業開始初年度である今年､当事業には全国から計94件の取組が申請され､審査の結果54件の事業が葺定

されましたが､本学から連携校として申請した2件の取組が､いずれもその採択事業として選定されました｡ 

1つは､地域や社会に一層の貢献を果たしていくことを目指し､かねてより包括協定を満祐して､教養教育､専

門教育､研究等の連携に取り組んできた､京都工芸繊維大学､京蔀府立医科大学､京都府立大学の3大学に京

都薬科大学を加えた4大学による ｢京都発国公私立大学ヘルスサイエンス系共同大学院の創設と総合的連携に

よる大学力強化｣をテーマとする事業で､総合的連携型の区分で選定されました｡

もう1つは､龍谷大学､京蔀府立大学,京都橘大学､同志社大学､併載大草とが連携して取り組む ｢地域公共

人材のための京蔀府内における教育研修プログラムと地域資格認定制度の開発｣をテーマとする事業で､教育

研究高度化型の区分で選定されました.

ここでは､総合的連携型の区分で採択された4大学によるプログラムを紹介します｡

町 ｢ Lスサイエンス系共同大学院の乳酸と総合的遼矧 こよる大学力強化｣肩掛発国公私苛大学へ)'

この事業では､府立医科大学を中心と
【取組事業の全体概要イメージ】

■■■』■｢

してヘルスサイエンス系共同大学院の創 l

設を検討する共同大学院部会､連携大学

による共同研究等の推進を横討する研究 =一 重 ラ ー
等部会､教養教育の共同化を推進する教 〔互 ノ ヘルV=3EI人芸勿■■スJンuii三･i

rM L)l■Jt▲ :養教育部会､既存の大学院教育の更なる ノ′ ,■-7I-●ナ=-
連携を検討する専門教育部会の4つの部 ■■■■中邦¶ヒ.刃瓢

会を設け､各々のBB会において､商連フォ

ーラムの開催や新たな制度検討など各種

の取り組みが進められています｡

今年度､本学高原光教寒教育センター

長が部会長を務める教養教育部会と本学

松村和樹C10が座長を托めるネットワー

ク検討会議では､教養教育共同化等の基

礎づくりとして､ 恥■てリユLL) tLし満 i 応ttEY}カキウA- J大 i■ qLK●■■■■■■ll■■r
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F -- 重年度に開催された事業関連フォーラム等の様子 ~]: 一

｢~~よ~~ 第 1回大学院連携セミナー ｢ケミカルバイオロジーシンポジウム｣ 

(H20/12/15)は､本学大学会館において開催されました｡

会場には府立大学を始め多<の大学の教員 学生(約100名)が参集し､

また､企業からの参加者もあり､高い関心が寄せられました｡各講師による

貰重な零新情報が発表され (lo件)､そ

の後のディスカッションは､休憩時間､懇

親会でも引き続き質疑応答､意見交換が

なされるなど.活発に行われました｡初

めての取組でしたが､研究組織 .大学間

の壁を越えた大学院連携のネ､ソトワ-ウ形成が大き<前進したと思います｡

また､当日32件のポスター発表も行われ 優秀者には竹葉学長から麦彰状が

授与されました｡ (世話人 生命環境科草研究科樟教揮 倉持)佳教薫)

薦2回大学院連携セミナー｢植物オルガネラ研究の新展開｣(H21/3/14)は､植物葉緑体の

液胞など細胞の中にある小器官 (オルガネラ)研究の新しい婆を様々な角度から紹介し､それ

らのポテンシャルや課題を総合的に討論するものとなりました,本学大学会館において開催

され 韓国におけるオルガネラ研究の第 1人考JeongDongBahk先生の講義をはしめ､7大

学の教員 14名による長時間､湧厚な研究発表､若手によるポスターセ､ソションが行われ､奉加

した大学院生達も熱心に聴き入っていました｡ 

(世話人 生命環境科学研究科椎名教揮･小俣方教授)

第1回教養教育フォ-ラム (H21/3/7)

約90名の関係教員が府立大学第3講義室に集まり､教養教育の在

り方に関して熱心な議論が行われました｡本学溝辺信一蕗教授の

糧遇報告に続き､元滋賀県立大学学長日高敏障先生を始め､株式会

社松風牧野人事部長､京都八幡病院赤坂院長など外部講師も加わ

って､パネルディスカッションが行われました｡人間形成の基礎とな

る教養教育の在LJ方について､大学､社会からの様々な意見を箱まえ､

改めて考え直す機会となりました.

第1回共同大学院フォーラム (H21/3/8)

府立医科大学園書館ホールにおいて､元京都大学総長井村裕夫


先生による基調講演｢新たな時代を迎えたヘルスサイエンス｣を皮


切りに.健康長寿社会の未来を拓くヘルスサイエンス分野での共同
共和ち工数 二三t･


大学院の創設に向けて､本学木戸康博教膚など4大学のパネラー


から報告がありました｡また､企業パネラーからは共同大学院への


期待を含め葡告があり､各パネラー､フロアーを交えた熱心な討議


が繰り広げられました｡


dこのほかtH21/3/17には､京菰工芸親繊大学ホールにおいて､｢ヘルスサイエンスの総合化｣をテーマに､第4

回3大学連携研究フォーラムが開催されました｡本学からは､延べ 11点のポスター出展をはじめ､小保方教授に

よる研究発表も行われ､各連携大学に関連する企業も加わり､積極的な研究交流が行われました｡

釆年度も引き続き､教義教育や専門 (大学院)教育､研究等の分野での連携を一層進めていくとともに､地

域貢献や学生 .クラブ活動の交流など様々な分野での連携強化に向けて検討を進め､密招な大学間連携に

よる個々の大学力と地域社会における存立基盤を戦略的に強化し､他大学とのさらなる連携拡大も視野に

入れながら｢大等のまち 京都｣全体の活性化､地域等融の一層の推進在日持します｡ 

新たな大学連携による京都府立大学の今後ますますの発展に御期待ください｡l
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}課程博士

【文学研究科 国文学中国文学専攻】

･景♯ 詳雅 (r万葉集J利用の実態- 中古から中世まで- )

松本 朋子 (不定語の歴史的研究)


【文学研究科 史学専攻】

･目黒 杏子 (漢代国家祭紀の研究- 郊紀の構造を中心に- )

水谷 友紀 (近世奈良町社会構造の研究)


【人間環境科学研究科 食環境科学専攻】


･田中 埋子 (主要栄養粟の選択的摂取調節に関する研究)

【人間環境科学研究科 環境情報学専攻1 

5= 和彦 (nlsso ls amrbaeS ARE nOvdi h I一rWt ftecll n波 A ay, fpam en｢n N slVIe ntetPgO ho h esl

Arbdp事 hlln ( SNAREalosStaaaシロイヌナズナにおける細胞の先端成長にかかわる細胞膜 分

子の解析))

【農学研究科 生物生産環境学専攻】
落合 彩織 (tde ntedvlp et n rdcllnO boehln sn edgaela(SulSO h eeom nadpou 0 Fi-tyeeuigda rp efブド

ウ枯葉によるバイオエチレンの生産と開発に関する研究))

･高原 SuisO emetC n｢Ln auee[l eletTasotSse 流砂系晃管 (tde nSd1n otoadMesrm n nSdm n ｢np｢ ytm(

における土砂の制御および計測に関する研究))

･余 Euiaino ln-eie cIeC m onslvlJgbt bsua c hzl東 (lcdto fPatDrvdAtV o pud novn ohA｢uclrMyorria

Sy boI n h rwho eea ld fBnfCa n ahgnCS Jm isSad teGo t fSvrlKnso eeIllad PtoeI ol 
MrcrognS S(oraJm アーバスキュラー菌摂共生並びに数種類の有益および病原土壌微生物の生長

に関与する植物由来の活性物質の解明)) 

(農学研究科 生物機能学専攻】
中嶋 聖充 (udm nasLde npatCVノrrgo alo ( ] )Fna etlrJiso lsl ､Okn fbnbo竹の塑性h工に関する基礎的研究) 

･酉藤 BoeeI ftp poenbd nrC nopr イネ旺乳紹織におけるプロテインボ雄飛 (ignsSO ye lrtl oyl Feedsem(


ディタイプ Ⅰの形成))


■論文博士

【農学研究科】

･奥村 Suiso eeom n adea aInO sm l n ai ehd o Iseto f剛一 (tde ndv一p et n v山 tO f lPeadrpdmtosfrnpcino

mlrOgnSSUlglm nIgClehFUS( 迅速な微COrafm Sn m UOolatcnqe 免疫学的な手法を利用した簡易 .

生物検査法の開発と評価に関する研究))

･志知 幸治 (バイカル湖地矧 こおける過去45万年間の植生変遷と気候変動に関する研究)

虜裁鄭鰯 磯 野 翻 戯 施

本学附属図書館と京菰外国語大学付属図書館は､両大学の学生 ･教職員が双

方の図書館を相互に利用できるようにするため､共同利用の協定を紡績し､2月 

17日に本学で調印式を挙行しました｡この協定によLJ､4月1日から､双方の大学

の学生 ･教職員は相手方の大学図書館から園啓館利用証の発行を受けることが

でき､閲覧､貸出などその大学の学生･教職員とほとんど同等のサービスを受け

られることとなります｡また､図書館主催の展示会､講演会などのイベント情朝

や図書館報の交換を行います｡

両大学の蔵書構成を見ると､本学附属図書館は総合大学国電館として､人文 ･

社会 ･自然の各科学分野の資料を網羅しており､京都外国語大学付属図雷館は単科大学図書館として､多くの言語に

基づいた国際文化研究資料を収集していることが特徴です｡お互いの蔵書を補完し合うことにより両大学の教育 ･研

究の更なる発展に寄与できるものと考えており､学生 教職員の皆さんの積極的な利用を期待していますO
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