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第第第第１１１１回回回回    クラスクラスクラスクラス討論資料討論資料討論資料討論資料 

同学会暫定執行部会議    

【【【【目次目次目次目次】】】】    

【【【【１１１１】】】】同学会同学会同学会同学会のののの運営運営運営運営にににに関関関関してしてしてして【【【【議論議論議論議論・・・・周知周知周知周知】】】】    

【【【【２２２２】】】】同学会執行部選挙同学会執行部選挙同学会執行部選挙同学会執行部選挙のおしらせのおしらせのおしらせのおしらせ【【【【周知周知周知周知】】】】 

【【【【３３３３】】】】吉田寮食堂吉田寮食堂吉田寮食堂吉田寮食堂にににに関関関関するするするする副学長副学長副学長副学長とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いにいにいにいに行行行行こうこうこうこう【【【【周知周知周知周知】】】】    

【【【【４４４４】】】】差別書差別書差別書差別書きききき込込込込みをみをみをみを許許許許すなすなすなすな【【【【議論議論議論議論・・・・周知周知周知周知】】】】 

【【【【５５５５】】】】原発利権原発利権原発利権原発利権とととと大学大学大学大学とのとのとのとの関係関係関係関係にににに関関関関するするするする問題問題問題問題【【【【議論議論議論議論】】】】 

【【【【６６６６】】】】京都大学目安箱京都大学目安箱京都大学目安箱京都大学目安箱のののの設置設置設置設置【【【【再掲再掲再掲再掲】】】】 

【【【【７７７７】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程 

    

【【【【００００】】】】前回前回前回前回ののののクラスクラスクラスクラス討論討論討論討論からからからから    

略字：総合人間学部＝Ｈ、文学部＝Ｌ、教育学部＝Ｐ、法学部＝Ｊ、経済学部＝Ｅ、

理学部＝Ｓ、薬学部＝Φ、医学部＝Ｍ、工学部＝Ｔ、農学部＝Ａ 

Ｈ３ 

・自治委員を出すのは強制ですか？ 

Ｌ３ 

・形骸化した同学会があるとのことだが、本格的にこちらが動き出した時、旧来の同

学会はどうなるのか。 

→その執行委員会も仲間として、同学会を盛り上げていきたい。 

  →なるほど 

・休み時間の討論は強制なのか？ 

Ｌ４ 

・原子力ムラからの予算の介入を問題にしているが、原発をなくすための研究にも金

が要るのでは 

 →それはその通り。しかし、研究内容が献金に縛られているという仕組み事態が問

題だと考えている。 

Ｌ５ 

・いまのところ反原発のスタンスなのか？ 

・全く分からない。 

Ｐ２ 

・毎回英語の授業前にきてくれるんですか？ 

Ｊ２ 

・反原発は強制なのですか 

Ｊ５ 

・これは私たちに関係することなのか 
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Ｅ２ 

・原発に限らず色々やったほうがいい。大学を変えようということではないんですか？ 

Ｅ６ 

・原発に限らず色々なことをやった方がいい 

・原発なくなったら、電気がなくなるのでは？ 

Ｓ５ 

・自治寮でやっているみたいなことをやるのですか。 

Ｓ５・６ 

・全学連と同学会との関係は？ 

・シケ対が必要なのはわかるが、自治委員がよく分からない。 

Ａ３ 

・クラス討論は強制か？ 

 

【【【【１１１１】】】】同学会同学会同学会同学会のののの運営運営運営運営にににに関関関関してしてしてして【【【【議論議論議論議論・・・・周知周知周知周知】】】】    

文責：同学会暫定執行部会議 

 

 いよいよ同学会が始動します！ まだまだ手探り状態のことも多いのですが、自治

会を内実あるものとしてしっかりと運営するために、どうしても定めておくべき問題

があると思います。４月２０日の執行部会議にて議論して暫定的に決定した、実務的

なとりきめについて、ここで周知しておきます。 

 

①同学会の運営方法 

 とりあえず、同学会を運営するにあたっての、最低限度のことは決めましたので周

知します。検討してください。 

＊執行部会議の設置 

同学会の方針を、具体的に練り上げる場として、執行部会議を設置します。この会

議には誰でも参加できます。クラス討論という短い時間内で問題意識を汲み取るのは、

あまり現実的ではありません。具体的運営については執行部会議でしっかりと討論し

て決定する。そしてその執行部会議には誰もが出席できるようにしておく。これが大

事かと思います。 

２週に一回、基本的には金曜日に行いたいと思いますので、是非ともご参加くださ

い。 

 

＊執行部委員長・副委員長の選出 

 その執行部会議の議事を担う存在として、執行部委員長、副委員長を選出したいと

思います。この二役については非常に強力な権限を持つことになりますので、全学的

な選挙で決定したいと思います。 
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＊クラス討論 

 前回の議案でも提起してありましたが、クラス討論とは全ての同学会構成員が自治

に参加するための重要な機会です。このクラス討論をしっかり運営するためにも、全

ての同学会構成員が議案を提出できる仕組みを作る必要があると思います。その機会

を担保するために、執行部会議を位置づけたいと思います。クラス討論で提起したい

議題がある方は、執行部会議に持ってきてください。どうしても無理な場合として、

目安箱（dougakukai.kyoto@gmail.com）も活用して欲しいと思います。そのときは文責

を必ず記入してください。 

 

②いくつかの質問に対して。 

 前回のクラス討論で出されたいくつかの意見について答えておきます。 

＊○○は強制ですか？ 

 まず前提的なこととして、大学において強制されるべきものは（基本的に）ひとつ

もありません。どの授業に出るのか、教科書を買うかどうか、大学に来るか旅行に出

かけるか・・・。すべて学生の主体的な選択にゆだねられています。もちろん、ある

授業に出なければ卒業できませんし、大学に来なければ友達は作れません。しかし、

それは原因に対して結果があるというだけであって、強制されているわけではありま

せん。これが、高校までと大きく違うところでもあるとおもいます。 

 同学会の活動も同じことです。参加するもしないもあなた次第。理由があるから同

学会も自治委員も存在するのであって、その理由に対してあなたがどのような立場を

取るのかについては、あなたの主体的判断と責任において選択してください。 

 

＊全学連と同学会との関係は？ 

 基本的に別組織です。全学連とは全日本学生自治会総連合のことではありますが、

同学会が加盟しているわけではありません。全学連の現状としては、全国の大学で学

生運動に取り組んでいる学生達のネットワークという感じです。 

 もちろん、全学連の活動は学生自治と密接に関わっているため、同学会を中心で担

う学生の中には全学連で活動する学生が多いという事実はあります。分責者自身、全

学連の前書記長を務めさせていただきました。 

 しかし、同学会は京大生の主体的行動の中で運営される組織です。全学連と動関わ

って行くかも含めて、今後同学会で議論して欲しいと思います。 

以上 

    

【【【【２２２２】】】】同学会執行部選挙同学会執行部選挙同学会執行部選挙同学会執行部選挙のおしらせのおしらせのおしらせのおしらせ【【【【周知周知周知周知】】】】 

文責：同学会暫定執行部会議 
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 かねてから言っていました通り、５月中旬より、同学会の執行委員長、副委員長の

選挙を行いたいと思います。それに向けて、まずは立候補者を募ります。立候補され

たい方は、委員長、副委員長（最低２名）の候補団を結成の上、方針案を作成して５

月１０日の執行部会議に参加ください。 

 今後の日程については以下設定します。 

選挙管理委員会発足：５月１０日 

    立候補受付：５月１０日 

    立会演説会：５月 某日 

     投票期間：５月２５日～６月８日 

       開票：６月 ８日 

 選挙管理委員会も含めて、選挙に携わってくれる人をじゃんじゃん募集しています。

興味のある方は、dougakukai.kyoto@gmail.comまで！ 

 

 

【【【【３３３３】】】】吉田寮食堂吉田寮食堂吉田寮食堂吉田寮食堂にににに関関関関するするするする副学長副学長副学長副学長とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いにいにいにいに行行行行こうこうこうこう【【【【周知周知周知周知】】】】    

文責：文学部 ＨＮ 

 

 京大当局が吉田寮食堂の取り壊しを決定したという情報が入りました。吉田寮執行

委員会のビラによると、自治会との話し合いをうち切っての一方的通告であったとの

ことです。 

 この件について、本日午後６時４５分から赤松副学長ら話し合いの責任者を呼んで

説明会があるそうです。吉田寮自治会の呼びかけに応えて、京大当局の自治破壊に対

して抗議し、京大の自治を守っていきましょう。 

 

＊＊＊＊説明会説明会説明会説明会    

4444月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））午後午後午後午後６６６６時時時時４５４５４５４５分分分分～～～～    

＠＠＠＠文学部新館第二講義室文学部新館第二講義室文学部新館第二講義室文学部新館第二講義室（（（（いつもいつもいつもいつも交渉交渉交渉交渉でででで使用使用使用使用しているしているしているしている第三講義室第三講義室第三講義室第三講義室ではありませんではありませんではありませんではありません！！！！注注注注

意意意意！）＊！）＊！）＊！）＊吉田寮自治会吉田寮自治会吉田寮自治会吉田寮自治会からからからから、、、、赤松副学長赤松副学長赤松副学長赤松副学長、、、、第三小委員会第三小委員会第三小委員会第三小委員会、、、、施設施設施設施設・・・・環境部職員環境部職員環境部職員環境部職員にににに対対対対してしてしてして

このこのこのこの件件件件にににに関関関関するするするする説明説明説明説明をををを求求求求めてめてめてめて追及追及追及追及をををを行行行行うううう場場場場ですですですです。。。。    

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな結集結集結集結集をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！    

 

    

【【【【４４４４】】】】差別書差別書差別書差別書きききき込込込込みをみをみをみを許許許許すなすなすなすな【【【【議論議論議論議論・・・・周知周知周知周知】】】】 

文責：農学部 ＴＭ 

①経緯 

 4月 17日、法学部自治会常任委員会のツイッターに以下のような報告が流されまし

た。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 大学当局の 4月 17日付け公示（リンク先は学内限定）にもある通り、4月 5日に生

協の一言投書欄に、特定の人物を名指しして「（氏名） 部落出身（エタ、ヒニン）」、

「部落死ね！！！」と露骨な差別用語で誹謗中傷する差別落書きが発見されました。 

 大学当局もこの件に関しては、「このような卑劣な落書きは、名指しされた人、日本

社会が生み出した差別に苦しむ人々を深く傷つけるものであり、本学として断じて許

すことはできない。このような行為が、人権を尊重し、差別のない社会を目指して努

める本学においてなされたことに強い憤りを覚える。この差別落書きの書き手は、自

らの行為を恥じ、即刻取りやめるべきである。本学として、この差別落書きを書いた

者に猛省を促すとともに、すべての大学構成員に対しても、差別・人権問題に対する

認識を深め、このような差別行為を根絶する取組みへの格段の協力を要望する。」と非

難しています。 

（以上掲載） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

②問題性 

 私たち同学会員が、差別問題を捉えるとき、焦点にするべき核心はどこにあるのだ

ろうか。大きく二点提起したい。 

ひとつに、究極の団結破壊であるということ。自治会とは、構成される全ての自治

会員が、対等に議論できる条件があって、はじめて成り立つ組織である。また、自治

会がどれだけの権限を行使できるかは、その自治会の団結の強度によるだろう。差別

問題とは、その両者に対する襲撃である。自治会として、差別問題に対しては徹底的

に対決しなくてはならない。 

 ふたつに、社会的偏見を無批判に受け入れているということ。学問とは、これまで

の常識を問いながら、何が真理かを研鑽していく、人間の最も素晴らしい営為と考え

る。その立場において、社会的に創りあげられた偏見に対し、これを問い直し正して

いくのは、学問の大きな責任とすらいえる。学問の場である大学において、このよう

な差別落書きが成されたことは、絶対に許されない。 

＊もちろん、人間性を貶める差別に関して、人間として当然の怒りを爆発させること

が、全ての差別問題を考える時の前提となることは、明らかだろう。 

 

③今後の方針 

 再発を防止するために何ができるのか。 

 まず、何よりも差別問題に対して、自治会として絶対反対の立場を鮮明にすること

だろう。この議案もそれを主眼においている。松本総長体制になって以降、京都大学

においてもハラスメントや性差別が非常に表面化しにくくなっている。権力者の暴力

が前提となっている差別は、被害者が被害を表面化することに非常な困難を有する。
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自治会が抗議の声を挙げることで、その困難が少しでも緩和されることを望む。 

 そして、差別問題に対して学習していく。とりわけ部落差別問題は、関東出身の学

生にとって、あまりなじみのないものだろう。そのために、次回次回次回次回のののの同学会執行部会議同学会執行部会議同学会執行部会議同学会執行部会議

（（（（５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日））））にてにてにてにて学習会学習会学習会学習会をををを行行行行うううう。。。。興味のある方は是非とも参加して欲しい。 

 さらに、日常的な共同性を強化させることの重要性も添えておく。例えば、部落民

の友達がいるというだけで、部落差別に対するリアリズムはがらりと変わる。それは

障害者、留学生など、社会的差別が存在しうる全ての関係性においてもいえることだ。

要は友達をたくさん作りなさいよということ。実はこれがものすごく大事なことだと、

私は思っている。 

 

④まとめ 

 とりあえず、提起者として考えたことは以上。差別をなくし、議論の手助けになれ

ばと思う。 

 

 

【【【【５５５５】】】】原発利権原発利権原発利権原発利権とととと大学大学大学大学とのとのとのとの関係関係関係関係にににに関関関関するするするする問題問題問題問題【【【【議論議論議論議論】】】】 

文責：薬学部 OM 

 

（０）はじめに～この議案の趣旨～ 

まず第一に 2008 年 4 月に松本総長が就任してから、経営協議会に藤洋作という人

物が入っていることに対する責任追及です。 

彼は 2004年の美浜原発事故で 11人の労働者を死傷させ引責辞任した関電元社長で

す。この議案の趣旨は彼が関電相談役におさまり、京大の経営を担っているというこ

とに対する、問題意識の共有と責任の追及です。 

第二に、京都大学に流入する原子力マネーに関してです。 

毎日新聞 1月 22日の記事では京都大学に 6年間で国や原子力機関から 33億円の原

子力マネーが流入していることが明らかになりました。その資金のほとんどが受託研

究という研究内容をあらかじめ指定されたものに流用されます。これでは企業に都合

の良い学問しかできなくなります。この議案の趣旨は、大学の学問を学生の手に取り

戻すことです。 

 

（１）提起内容 

◎藤洋作追放に関して 

藤洋作氏は、2004年の美浜原発事故の際に、経営の合理化（操業日数を確保するため

に配管の交換を先延ばしにする）を行った結果事故を起こしました。そうした運営を

していた人物に京大の経営を任せられるとは思いません。彼が京大に何故来ているの

かもよく分かりません。僕は単なる天下りだと思っています。赤松副学長に尋ねた所、
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人的つながりだと言っています。経営協議会は、京大全体を巻き込むかなり大きな決

定をする機関です。経営協議会に藤洋作氏がいると何をしでかすかわかりません。ま

ずは抜けてもらいましょう。 

 

◎33億円問題追及に関して 

京大に流入している原子力マネーを追及しましょう。大学教育を企業の金儲け優先で

実践するのには疑問を感じます。また実はこのお金の使用意図はよく分かっていませ

ん。使途を明らかにさせましょう。 

 

（２）方針 

大学に対して要求書を出すことを提案します。内容文面は以下の通りです。 

 

要求書 

京都大学松本紘総長 

同学会執行部 

① 藤洋作氏は直ちに経営協議会を抜けよ！ 

② ３３億円の原子力マネーはただちに用途を明らかにせよ。 

 

① 経営協議会は京大の中期目標を決める権限があり、重要な協議会である。藤洋作氏

は現在 26人いる経営協議会委員の一人だ。この機関に 2004年 8月 9日の美浜原

発事故（28年間修理されていない配管の破断により、高温ガスが噴出し、5人死亡、

6人負傷の大事故）の責任者として「引責辞任」した藤洋作氏が委員として所属し

ていることは望ましくない。理由を明確にしない限り、即刻辞任させよ。また経営

協議会の運営を担っている責任者は松本総長である。松本総長の責任で答弁を願う。 

 

② 東京大や京都大など 11 国立大学の原子力関連研究に対し、06～10 年度、国や原子

力関連企業などから少なくとも 104 億 8764 万円の資金が提供されたことが、１月

22 日付けの毎日新聞の集計で分かっている。大学別で見ると、京都大 33 億 640 万

円、東京大 25 億 5895 万円、東京工業大 16 億 7481 万円の順で京都大がダントツで

ある。また記事によると、原発の危険性に警鐘を鳴らし続けてきた京都大の小出裕

章、今中哲二の両助教には、「原子力マネー」の提供はないと述べられているが、

この流入量の巨大さから見るに、その他の原子力研究者のほとんどが、資金提供を

受けていることは容易に想像できる。京都大学はその内実を全面的に調査し、全て

の情報を明らかにせよ。また資金を受け取った人の研究内容・ポストについても追

跡調査を実施し、情報公開をせよ。 
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（３）まとめ 

学生が声を上げて大学の自治を守っていく必要を感じます。とりわけ京都大学の持

つ社会的な位置は大きいです。まずは要求書を提出して学生の声を届けて行きましょ

う。 

ここで話された議論は他クラスも含めて5月10日の同学会執行部会議において集約

されます。意見や異論がある人は積極的に執行部会議にもご参加ください。 

 

 

【【【【６６６６】】】】京都大学目安箱京都大学目安箱京都大学目安箱京都大学目安箱のののの設置設置設置設置【【【【再掲再掲再掲再掲】】】】 

文責：同学会暫定執行部会議 

 

＊周知の必要性から、前回の議案を再掲します。 

 学生の意見を広範に集約するべく、目安箱を設置したいと思います。京都大学で学

生生活を過ごすに当たって、改善点、問題点等を感じたら、以下のメールにその内容

を送信して下さい。また、クラス討論で自分の意見が言い切れなかったという人も、

同様にメールを送って下さい。可能な限り、反映させたいと思います。 

 dougakukai.kyoto@gmail.com 

 京都大学をより良くするために、どんどん意見を送ってください！ 

 

 

【【【【７７７７】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程 

 ４月２３日 吉田寮立替に関する説明会 

５月１０日 同学会暫定執行部会議 

      執行部委員長、副委員長立候補受付 

 ５月２５日 同学会暫定執行部会議 

       執行部選挙 

 ６月 ８日 同学会執行部会議 

       開票後執行部の選出 

 

以上 


