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１２年度後期 第３回クラス討論資料 20121106 

同学会執行委員会 

【目次】 

 【０】前回までの議論 

 【１】中執のＮＦ企画【周知】 

 【２】翻訳プロジェクト始めました【周知】 

【３】公開要求書について【議論・文書】 

 【４】立て看板の規制に関して【議論・文書】 

 【５】入試改革に関して【議論・文書】 

 【６】カリキュラム再編について【議論・文書】 

【７】自転車規制に関して【議論】 

【８】今後の日程 

 

【０】前回までの議論 
【１】中執ブログ！ 

 特になし 

 

【２】人権科目の変更について 

＊クラス討論から 

・カリキュラムの再編で、教養科目の廃止というのは言い過ぎではないか。 

 →大幅な再編という整理でいいと思います。 

 

【３】運営費交付金の支払い保留について 

＊クラス討論から 

・副学長が対策をとっていないというのだから、その程度のことではないのか。 

・京大は有名なのだから、ここで行動すれば世論も動いて、削減は無しの方向に

なるのではないだろうか。 

・他にも削減されている国立大学があるのなら、そこの学生とも連帯すれば。 

・大学債を発行して、私立にすれば。 

・学費が上がるのは仕方ない。文句があるなら、選挙にでればいい。維新の会に

頼ろう。 
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→（提起者から）学生が声をあげることで変えられるかもしれない。 

→ストライキやりたい。やってみたい。 

・（教官から）学生には力はないよ。意思表示するのは重要だけどね。 

・大学予算カットはよくない。国策として間違っている。 

 

【４】自転車規制の強行について 

＊クラス討論から 

・自転車規制がどういう構造かわからない。規制はいやだけど。 

・バーコード着いたら、大学内を通りにくくなるのではないだろうか。 

・歩行者の安全とバーコードってつながっていなくないか。 

・自転車を止める場所がないという問題は、バーコードを作ることで放置自転車

を減らし、解決することができる。 

 →放置自転車問題は別の方法で解決させている。 

  →しかし、効率化をすることはできるだろう。 

・自転車を停める場所が少ない。規制をしなくては溢れる。 

→停める場所に関しては、まず何よりも停めてははいけない場所を決めて、そ

れ以外のところへの駐輪を可能な限り許可する方向で、検討するのが先決では

ないか。 

・車に入行許可書があるのだから、自転車につけてもいいのではないか。 

 

【５】立て看板規制に関して【議論・文書】 

＊クラス討論から 

＜方針に否定的な意見＞ 

・何かを批判する内容の立て看板は不快なので、出さないほうがいい。 

・あそこにあると、主張内容が京大生全員の意見に思われるので、責任主体をは

っきりさせたほうがいい。 

・正門前の立て看板は政治的過ぎる。全学連のために、同学会が動くのはどうな

のか。 

 →それは、申入れの内容とは関係ないだろう。大学が勝手に立て看板を撤去す

る事の問題性を指摘しているのだし。 

  →それなら、問題ないと思う。でも立て看板＝正義というのはおかしい。 

・大学が撤去するのはいいと思う。学生自治と言うが、施設は大学のもの。大学

と違う方針なら、当局が撤去するのは当たり前。 

・少なくとも、入試の時は立て看板をはずした方がいいのでは。 
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・正門前の立て看板は一般的な立て看板とは意味が違う。 

・個人的にはどっちでもいいが、正門前はきれいにしろといわれると、そうかな

とも思う。 

・勝手に学生が出したのだから、勝手に撤去されてもしかたない。 

＜方針に肯定的な意見＞ 

・大学が撤去するのはどうかと思う。 

・政治的なものを潰す当局の意図は、変だと思う。 

・規制する必要がないと思う。 

 →規制されたらどうする？ 

  →暴動起こします 

・表現の自由の問題。ガンガン出せばいい。 

＊運営会議から 

・結構割れているけど、全体的には賛成と反対どれくらいのイメージ？ 

 →うーん。多くが無関心。関心ある人だと、半々くらいかな。 

・副学長が学生と討論すると言っていたというのは重要。大学に説明会を開かせ

るという点では全体も一致できそう。 

・立て看板が出せること自身、京大の「自由な学風」にとってめちゃめちゃ重要

なことだということを、もっと言いたい。他の大学じゃ、こうは行かない。 

・立て看板の交通阻害についての論点はどうする。 

→しっかり紐で止めるということだろう。東一条の片側は通学路として確保し

ているし。これまでも運営されてきたわけで、いきなり規制の論点になるのは

おかしい。 

 

【＊】その他 

＊クラス討論に納得がいかない。 

・授業に食い込むのは良くない。 

 →教官との関係だろう。授業と対立的にやるつもりは無いし、終われと言われ

れば終わっている。しかし、それもまた、学生自身が討論の中で決めて欲しい。 

・同学会の正当性が分からない。 

→選挙をし、代議員会を開いて、規約以上に民主的に運営しているつもり。そ

れ以上の方法があれば、是非言ってほしい。即座に、改良するから。 

  →こういう討論の場所自体は重要だと思っている。 

・強制されるのが気に食わない。 

 →強制する気はない。もちろん参加しなくてもいい。しかし、こういう場所が
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ないと、学生が大学の方針について考える場所がなくなってしまう。クラス全

体で考えてみてくれ。 

＊全学連と同学会ってどうちがうのですか。 

・京大生の意見を集約して行動する自治会が同学会。全学連は全国で学生運動を

盛り上げるために行動する団体。詳しくは、前期のクラス討論を参照。ＨＰに

載っています。 

 

【１】中執のＮＦ企画【周知】 

中央執行委員会より 

 このたび、同学会中央執行委員会は、自らの活動をより広範に知ってもらうた

めに、ＮＦで屋内企画を開催することにいたしました。基本的には、大学自治会

について話せればいいなぁという程度のモチベーションで企画していますので、

気楽にご参加下さい。 

＜展示＞ 

 全国の学生自治会の歴史を分かりやすく展示、解説します。 

■ 場所 

共西４２ 

■ 日時 

ＮＦ終日（22 日～25 日） 

＜講演＞ 

 中央執行委員長より、京大学生運動の歴史と展望の講演をします。 

■ 場所 

共西４２ 

■ 日時 

23 日 15：00~ 

 

 

【２】翻訳プロジェクト始めました【周知】 

 翻訳部会より 

福島第一原発の事故からはや 1 年 8 カ月が経過しました。放射能は全国に拡散

され、今なお福島第一原発からは放射能が漏れ続けているのです。 

このような情勢下、いったい放射能がどれだけ人体に影響を与えるのか、その
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リスク評価は非常に重要な意味を持ってきます。命の問題です。事実に対して真

摯に向き合い、最大限のリスクを考慮した議論がなされなければなりません。 

100ｍＳｖ以下の「低線量被曝」に関しては、人体への影響について未だ国際

的なコンセンサスはありません。しかし、福島県立医科大学副学長・福島県放射

線健康リスク管理アドバイザーの山下俊一をはじめとする、いわゆる「御用学者」

は、100ｍＳｖ以下の被曝は安全であると言いきってはばからないのです。 

人類は 1986 年のチェルノブイリ事故を経験し、被曝地で多くの「低線量被曝」

に関する研究がなされてきました。これらの研究の中で、「低線量被曝」の人体

への影響が徐々に明らかにされてきたのです。しかし、今日の日本国内において

は、その研究の多くが、全く無視されているのです。 

2009 年，ニューヨーク科学アカデミーが発刊する科学雑誌“New York 

Academy of Sciences”にて、チェルノブイリの被爆実態に関する研究の総まと

めとして|Chernobyl|特集が組まれました．国連・IAEA・WHO が「直接的な

死者は 50 人、最終的な死者は 4000 人」との公式見解を出す一方で、この論文で

は犠牲者数を少なくとも 98 万 5000 人と見積もっており、世界に衝撃を与えまし

た。しかし、この論文の成果が日本国内の「低線量被曝」対策には全く生かされ

ていません。 

私たちはこの論文を日本国内で広く紹介し，「低線量被曝」の実態について議

論を巻き起こすべく、翻訳部会を立ち上げました。元グリーンピースジャパン代

表の星川淳さんらが中心となって進めている「チェルノブイリ被爆実態レポート

翻訳プロジェクト」へ参加し、“New York Academy of Sciences |Chernobyl|” 

日本語版の岩波書店からの出版に向けて動いていきます。学生として学問の腐敗

を許さない行動を！ 翻訳部会へ多くの学生の参加を呼びかけます。 

 

■“New York Academy of Sciences |Chernobyl|”とは 

ゴルバチョフの科学顧問を務めていたロシアの科学者アレクセイ・Ｖ・ヤブロ

コフ博士が中心になってまとめた論文集。現在、チェルノブイリの大惨事の影響

に関する学術文献は、スラブ系言語で書かれたものを中心に三万点以上の出版物

がある。本書はスラブ系言語で書かれたものを中心に 5,000 以上の印刷物やイン

ターネット上の出版物の内容を反映させ、チェルノブイリ事故による犠牲者を 98

万 5000 人と見積もった。（一方，IAEA／WHO の『チェルノブイリ・フォーラム』

報告（2005 年）は、WHO と IAEA によって、チェルノブイリ事故の影響に関

する「もっとも包括的かつ客観的報告」と喧伝されたが、取り上げられているの

は英語文献を中心にわずか 350 点にすぎない。）言語的な障壁もあり今まで西側
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諸国に知られることの少なかった事実を英語で発表し、多大なインパクトを与え

た。 

■「チェルノブイリ被爆実態レポート翻訳プロジェクト」とは 

 作家であり翻訳家であり元グリーンピースジャパン代表の星川淳さんを中心

に、3・11 福島第一原発事故を受けて，2011 年 5 月にスタートした．各界に波及

を呼び、現在 20 名を超える翻訳者が作業を進めている。専門的な知識に関して

は、下記のアドバイザーが協力している。2013 年 3 月、3・11 から 2 周年の節

目に、岩波書店から「日本語版」を出版する予定。 

 

■同学会翻訳部会の役割 

現在翻訳作業は大詰め迎えており、大変に専門的な知識が要求される作業にな

っている。そのため、翻訳部会としては 3 月の出版に向けての様々な準備を担当

していくことになる。具体的には Reference の確認作業など。詳しくは説明会に

来ていただくか、メールでお問い合わせください。 

 

 

アドバイザー 

今中哲二：京都大学原子炉実験所（原子力工学） 

岸和史：和歌山県立医科大学准教授／付属病院腫瘍センター放射線治療部門長（放射線医療） 

久保田護：茨城大学名誉教授／工学博士 (精密工作)  

崎山比早子：元放射線医学総合研究所主任研究官／医学博士（放射線問題） 

田澤 賢次：富山医科薬科大学 名誉教授 

生井兵治：元筑波大学教授（遺伝・育種学） 

振津かつみ：兵庫医科大学・遺伝学非常勤講師／「チェルノブイリヒバクシャ救援関西」事務局メンバ

ー（内科／放射線基礎医学） 

前田ひろみ：福井県立大学非常勤講師（ロシア語学） 

松田葉月：獨協医科大学所教（形態病理学） 

吉田均：小児科医（開業医）「原発の危険から子どもを守る北陸医師の会」世話人 

翻訳プロジェクト説明会 11 月 13 日(火)18：30～ 

＠付属図書館 共同研究室 

連絡先 dougakukai.honyaku.project@gmail.com 
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【３】「公開要求書」について【議論・文書】 

執行委員会より 

 10 月 31 日の深夜、文学部、吉田南、西部ＢＯＸ構内を中心に、以下のような

二種類の文書が掲示された。 

 

公開要求書 

2012年10月30日 

環境安全保健機構長 大嶌 幸一郎 殿 

交通安全を考える学生有志 

京都大学全学自治会同学会 

 

2012年7月13日付で、環境安全保健機構のホームページ上に「本部構内交通安全対策平成

24年度のとりくみについて」と題する資料が公開された。そこでは主に車両入構規制につい

て書かれている。具体的には、本部正門に隣接する自動車専用入構門にカーゲートを設置し、

北西門には一般車両が入出構できないようにバリカーを設けるとされている。加えて、本部

構内へ入構する車両に対して課金を行い、さらに入構データ管理を行うともされている。 

また、資料公開後間もなく、7月25日には「本部構内環境整備工事」に係る入札公告が出

された。この工事は本部構内の駐輪場及び駐車場を整備し、また駐輪場にサイクルラックを

設けるというものであった。 

これらは昨年度、学生との話し合いの中で一度撤回されたものである。またその際、学生

や教職員など当事者間の話し合いの上、交通安全対策について計画を立てていくことを約束

したはずである。しかし、現実には学生と話し合うことなく工事は実施された。また、車両

入構規制に関しても学生と話し合うことなく計画が進んでいる。これは学生など当事者を蔑

ろにする行為であり、許されるものではない。よって以下を要求する。 

 

一、環境安全保健機構長である大嶌幸一郎氏は、環境整備工事の実施について学生に説明す

るため、並びに車両入構規制に関して学生と話し合うための公開の場を設定すること 

 

二、上記一の要求について、11月9日までに文書にて回答すること 

 

私たちは前期の「選挙」や１回生の授業で「クラス討論」を行った偽称団体とは一切関係

ありません。 

公開要求書 
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2012年10月30日 

「いわゆる「人権問題」に関する授業科目について」申合せ 

検討ワーキンググループ主査 塩田 浩平 殿 

同副主査 前平 泰志 殿 

高等教育研究開発推進機構長 林 信夫 殿 

経済学部長 植田 和弘 殿 

人権教育を考える学生有志 

京都大学全学自治会同学会 

 

いわゆる「人権問題」に関する授業科目、すなわち「偏見・差別・人権」は、京都大学に

おける全学共通科目として1994年度より開講されてきたものである。これまでは10学部が1

年交代で実施責任部局となる体制をとってきた。ところが来年度以降、これまでの輪番制を

改め、高等教育研究開発推進機構が一元的に責任を担い、授業の企画・運営を行うことが、

「「いわゆる「人権問題」に関する授業科目について」申合せ検討ワーキンググループ」に

より提言された。 

また一方で、今年度の「偏見・差別・人権」が不開講となった。後期の不開講の件に関し

て、高等教育研究開発推進機構のホームページ上の意見箱に質問が寄せられており、機構長

の名で回答が掲載されている。そこでは、授業内容見直しのためにやむを得ず不開講とした、

とされている。 

当該科目は例年、前後期リピート科目として開講されていた。ところが今年度前期の講義

はそもそもシラバスに掲載されていなかった。上記ワーキンググループにて検討され始めた

のは7月末のことであり、授業内容の見直しを理由に、4月から始まる前期の授業をそもそも

存在しなかったかのように扱うのは極めて不自然である。当局は学生に対し、不開講となっ

た理由を十分納得できるように説明すべきである。 

「偏見・差別・人権」の前後期を通じた不開講は、現に履修を検討していた学生に影響を与

えている。にもかかわらず、学ぶ権利を持っている学生に対して十分な説明は行われていな

い。これは学生の権利を蔑ろにしており、許されるものではない。よって以下を要求する。 

 

一、「いわゆる「人権問題」に関する授業科目について」申合せ検討ワーキンググループ主

査である塩田浩平氏、同副主査である前平泰志氏、高等教育研究開発推進機構長である林

信夫氏、「偏見・差別・人権」の今年度実施責任部局(経済学部)の長である植田和弘氏は、

今年度の「偏見・差別・人権」不開講並びに来年度に向けた同科目の実施体制の変更につ

いて学生に説明するための公開の場を設定すること 
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二、上記一の要求について、11月9日までに文書にて回答すること 

 

 私たちは前期の「選挙」や１回生の授業で「クラス討論」を行った偽称団体とは一切関係

ありません。 

 

 上記「公開要求書」と題された文書は、発行主体が「京都大学全学自治会同学

会」となっているため、同学会執行委員会としても対応を検討せざるを得ず、以

下、論点整理を行った上で方針を提起する。 

 

（１）論点の整理 

①文書の内容に関して 

「公開要求書」の内容に関しては、運営会議やクラス討論などで中央執行委員会

が提起してきた問題意識と、ほとんど変わらず、大学当局に説明会を開催させる

という方針も、中央執行委員会として全面的に支持する。 

 学内から、この様な「公開要求書」が大学当局に対し提出されたことは、学生

の自主的な運動として、大歓迎する立場である。 

 

②発行主体に関して 

 その上で、「京都大学全学自治会同学会」という発行主体に関しては、明らか

に誤りである。同学会とは、全京大生約２万３千の意思によって運営されている

自治会であり、その名称は全学生の信任を受けなければ使用されてはならない。

この「公開要求書」は全学生が参加できる討論に付されたことがされたことがな

いばかりか、その存在すら全学に公表されなかった。これでは、「全学自治会同

学会」の名称に何の正当性もないのは自明であるし、京大生の総意が何の検証も

なく使用されているような事態は憂慮すべきだろう。 

 驚いたことに当局はこれを受理している。この間、当局は「同学会として対応

するのは旧同学会役員のＳ君だけである。」と宣言していたので、この「公開要

求書」はＳ君をはじめとする旧同学会役員が制作に関わっていると推測できるが、

断定はしない。今後の交渉次第である。 

  

（２）今後の方針 

①１１月 9 日の回答日に回答を聞きに行こう。 

 「公開要求書」には、回答期限が１１月９日までとあり、当局は文書を受け取

っているので、１１月９日には何らかの回答がなされるはずである。同学会とは
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全学の自治会であり、全京大生が構成員なのだから、京大生にはこれらの回答を

受ける権利があるのは自明だ。 

執行委員会としては、９日の中執昼休み行動の後、１３：００より学務部にて、

回答書の受け取り行動を開催するので、是非多くの学生の参加を呼び掛けたい。 

 

②各学部自治会に聞いてみよう 

 前期、学部自治会の執行部は以下のような声明を掲示している。 

 

「同学会」に関する共同声明 

 

5 月 28 日から 6 月 8 日にかけて行われた「同学会正副執行委員長選挙」及びこれを実

施した「同学会執行委員会」「同学会選挙管理委員会」は、我々がこれを正式な京都大学全学

自治会である同学会のものと認めるものではなく、これらの団体と関係をもつことはありま

せん。また、この選挙に基づいて選出された役職も我々が認めるものではないことを表明し

ます。 

2012 年 6 月 8 日 

文学部学友会常任委員会 

農学部学生自治会常任委員会 

理学部学生自治会評議会 

経済学部自治会同好会常任委員会 

 

これによると、文学部、農学部、理学部、経済学部の各学部自治会執行部は、

同学会について、何らかの判断を下していることが分かる。 

 従って、これら四学部自治会に対し、今回の「公開要求書」に関して、以下の

質問書を提出することを提起する。 

 

質問書 

○○（該当自治会） 様 

同学会執行員会 

 日々の自治活動ご苦労様です。 

 １０月３１日未明、京大構内に別紙に添付しましたような「公開要求書」が掲示されまし

た。これらについて、同学会執行委員会として 質問がありますので、書面にまとめて提出

させていただきます。 

 一、これらの要求書は、貴自治会での何らかの討論を経て提出されたものでしょうか？ 
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 二、これらの要求書の内容に、貴自治会は賛同しているのでしょうか？ 

 三、発行主体の「京都大学全学自治会同学会」と、貴自治会に、何かしらの関係はあるの

でしょうか？ 

 以上です。回答いただけたら幸です。 

 貴自治会のますますのご発展を祈念しております。 

２０１２年１１月 日 

 

（３）まとめ 

 以上です。ややこしい話かとは思いますが、自分達の名前で大学当局に要求書

が提出されているのですから、方針等も含めて、積極的に検討してみてください。 

 

 

【４】立て看板の規制に関して【議論・文書】 

執行委員会より 

前回クラス討論で討論したところ、いろいろな意見が出されています。 

（１）前回のクラス討論での意見 

①大学当局が立て看板を撤去したことについて 

・大学が撤去するのはいいと思う。学生自治と言うが、施設は大学のもの。大

学と違う方針なら、当局が撤去するのは当たり前。 

・勝手に学生が出したのだから、勝手に撤去されてもしかたない。 

・大学が撤去するのはどうかと思う 

 

② 立て看板の内容に対して 

・何かを批判する内容の立て看板は不快なので、出さないほうがいい。 

 ・正門前の立て看板は政治的過ぎる。全学連のために、同学会が動くのはどう

なのか。 

・政治的なものを潰す当局の意図は、変だと思う。 

 

③ 正門前という場所について 

 ・少なくとも、入試の時は立て看板をはずした方がいいのでは。 

・正門前の立て看板は一般的な立て看板とは意味が違う。 

・個人的にはどっちでもいいが、正門前はきれいにしろといわれると、そうか

なとも思う。 
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 ・表現の自由の問題。ガンガン出せばいい。 

 

（２）それに対する問題の整理 

①大学当局が撤去したことについて 

執行委員会としては今回、この問題を焦点に提起しています。 

立て看板の内容や設置場所の是非など、そういうことを学生間で話し合って決

めていくのが学生自治です。しかし、今回の当局のやったことは、学生の議論の

如何にかかわらず、「当局が駄目といったから駄目、撤去する」というものです。

これでは学生が大学の一員とみなされていないも同然です。内容や場所について

学生間で議論はあれど、「学生には決める権利はない」という当局の姿勢は正さ

ねばなりません。 

京都大学の施設は京都大学のものです。しかし、「京都大学」の中に「京大生」

は含まれないのでしょうか。別の言い方をすれば、京都大学でのいろいろな決め

事に、学生が意見する権利はないのでしょうか。もしないなら、クラス討論をや

る意味もありません。学生自治会がある意味もありません。 

 

②立て看板の内容に関する評価 

 立て看板の内容については、賛否両論あるのが当たり前です。どの看板につい

てもそうでしょう。そして、基本的には、個人の主張は表現の自由で守られるべ

きものです。 

政治的なものは出すべきでない、という意見もありますが、「政治的」かどう

かも含め、内容について異議があれば討論すればいいのです。 

しかし、では、どんな立て看板でも表現の自由だから出してもいいのでしょう

か。出すべきではない主張の立て看板としては、どのようなものが考えられるで

しょうか。たとえば、明らかな虚偽が含まれていたり、人を傷つける内容のもの

はどうでしょうか。 

 

③ 正門前という場所について 

「正門前に出すと京大生全員の意見と思われるかもしれない」「正門前はほか

の場所とは意味が違う」という意見が出ています。 

確かに、正門にある主張が掲示されており、それを全学が承認していれば、京

都大学としてこういう主張をしている、と誤解される可能性もあります。「正門

前に看板を出すことを認めること」と「主張内容を支持すること」は別の論点な

のです。 



 13  

しかし、一方で、その問題と表裏一体のものとして、正門という場所ほどアピ

ールに適した場所はないということもあります。全学に向けた主張であるほど、

人目につくところに出したいというのは当たり前です。   

だから、問題解決の方法として、看板を出した人が「自分の意見を京大の総意

と思わせたい」という意識がないのであれば、主張の責任の所在は明らかにする

ことで解決できるのではないでしょうか。 

 

（３）方針 

上記、②、③の論点については今後も議論していきましょう。クラス討論のみ

で議論を煮詰めることには限界もあるので、意見のある人は同学会運営会議に参

加してください。 

今回は①の内容に限って、前回まで提起していた申し入れ書を変更しました。

検討をお願いします。 

 

申入書 

 

京都大学総長松本紘殿 

京都大学同学会執行委員会 

 

7月18日に正門周辺の立て看板に対し京都大学より「通告書」が貼り出され、8月初頭には

全ての立て看板が強制撤去された。我々はこのことに強く抗議するとともに、撤去した立て

看板の再設置と、以下の質問に対する説明と話し合いの場を求める。 

 

・ 「正門周辺の構築物や許可の無い立看板等の設置を認めていません」とあるが、いつ誰が

そのような決定をしたのか。 

・ 正門周辺の構築物や立て看板を許可制とする明確な根拠は何か。 

 

その理由を以下に述べる。 

一）今回出された「通告書」とそれに付する強制撤去は学生との話し合いを全く経ず大学当

局が一方的に行ったものである。これは大学における学生自治を否定し不当に介入する

行為である。 

二）正門周辺の立て看板の規制に関しては2011年3月に開かれた説明会において、継続議論

とすることが確認されている。今回の強制撤去は当時の合意事項を一方的に踏み破る許

しがたい行為である。 
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以上のような論点から、同学会執行委員会は今回出された「通告書」と正門周辺の立て看

板の強制撤去に強く抗議するとともに、撤去した立て看板を再設置し今回の件に関する説明

と話し合いの場を速やかに設けるよう強く求める。 

 

11月○日 

同学会執行委員会 

 

 

【５】入試改革について【議論・文書】 

執行委員会より 

 松本総長が最近、雑誌や新聞で「入試改革をやる」と言っています。具体的に

は以下の 2 点です。 

 

①『京都大学 by AERA 知の大山脈、京大。』（2012 年 10 月 5 日発行、朝

日新聞出版社）103 ページより 

「最近は入試に必要がないからと、日本史や世界史、生物も学ばなかったとい

う学生がたくさんいます。この元凶は入試制度そのものにあるんですね。 

 ですから特定の受験科目に力を入れるだけではなく、幅広い科目の習得に加

え、実験や工夫、スポーツ、課外活動、ボランティアなどへの取り組みを評価

に加えた新しい入試制度を、13 年春からいくつかの学部でスタートさせます。」 

「新制度の対象は少ないパーセンテージですが、これを大きくしていくと学生

の質的な転換ができる。」 

 

②『京都新聞』（2012 年 10 月 20 日朝刊）6 面、「ニュースを読み解く 京滋の

視点」より 

「まずは大学入試を改革すべきだ。学力を担保した上で、ペーパーテストでは

測れない創造力や主体性など受験生の総合能力を評価することが望ましい。―

――（中略）―――京大も、課外活動やボランティア活動も加味するような、

学力アドミッション･オフィス（AO）入試などの導入を各学部で検討しており、

2016 年度以降に実施する予定だ。」 

 

 これについて教職員の中で具体的にどのような議論が行われているのか、10

月 25 日の情報公開連絡会において赤松副学長に質問しましたが、「入試は部局マ
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ターなので、私は分からない。」と言われました。要するに知りたければ各学部

に聞けとのことです。 

 そこで、各学部の学部長に、以下のような申入書を出したいと思います。 

 申入書の内容について、議論・検討をよろしくお願いします。 

 

2012 年〇月〇日 

〇〇学部長 〇〇 〇〇 殿 

京都大学同学会執行委員会 

申入書 

 

 松本総長が雑誌や新聞で入試改革について以下のように述べております。 

 

 ①『京都大学 by AERA 知の大山脈、京大。』（2012 年 10月 5日発行、朝日新聞出版

社）103ページ 

「特定の受験科目に力を入れるだけではなく、幅広い科目の習得に加え、実験や工夫、スポ

ーツ、課外活動、ボランティアなどへの取り組みを評価に加えた新しい入試制度を、13 年春

からいくつかの学部でスタートさせます。」 

「新制度の対象は少ないパーセンテージですが、これを大きくしていくと学生の質的な転換

ができる。」 

 

②『京都新聞』（2012年 10月 20日朝刊）6 面、ニュースを読み解く 京滋の視点 

「課外活動やボランティア活動も加味するような、学力アドミッション･オフィス（AO）入

試などの導入を各学部で検討しており、2016 年度以降に実施する予定だ。」 

 

これについて、学生に対して全く説明がなされておりません。そこで赤松副学長に質問し

たところ、「入試は部局マターであり自分はよく知らない」という返答を受けました。 

つきましては貴学部の教職員の皆様が、このような入試改革に取り組まれているのか、ま

た取り組まれているならば、新しい入試制度の具体的内容や実施時期などについて、情報の

開示を求めます。 

 

〇月〇日までに文書による回答を求めます。 

以上 
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【６】カリキュラム再編に関して【議論・文書】 

                          執行委員会より 

来年度から全学共通科目が抜本的に再編されることが、9 月 20 日、松本総長

から教職員に宛てたメールで明らかになりました。全京大生に関わる重要な議論

です。全学自治会としてこのカリキュラム再編をどう捉えるか議論していきたい

と思います。 

 

１．再編の内容 

再編の具体的内容や経緯については 10月16日発行の京都大学新聞に大変詳し

く書かれています。ここでは簡単な概要を述べます。 

 

（1）科目群の再編 

現在、全学共通科目は A 群（人文・社会科学系科目）、B 群（自然科学系科目）、

C 群（外国語科目群）、D 群（保健体育科目群）、及び EX 群（大学コンソーシア

ム京都単位互換科目）に区分されている。これを来年度から「人文・社会科学系

科目群」、「自然・応用科学系科目群」、「外国語科目群」、「現代社会適応科目群」、

「拡大科目群」の 5 群に改める。現在の A 群、B 群は非常に雑多で過度に多様な

科目が開講されているとし、身につけておくべき基礎的な科目を「人文・社会科

学系科目群」「自然・応用科学科目群」として再編成するという。「現代社会適応

科目群」は、学問という括りには馴染まないが、社会生活をおくる市民として必

要な知識を扱うとされる科目を開講する。「自然・応用科学科目群」に残らなか

った B 群科目も吸収する。具体的には情報系、健康科学系、環境系、法・倫理コ

ンプライアンス系など。「拡大科目群」は、スポ実、ポケゼミ、カルチャー一般、

キャリア支援、国際交流、単位互換科目。 

 

（2）キャップ制 

「計画的な学習」を促進し「単位の実質化」を計る措置として、セメスターご

とに履修できる授業コマ数に上限を設けるキャップ制の導入も遡上にのぼって

いる。 

 

（3）運営体制 

これまでの全学共通科目は、高等教育研究推進機構が企画の策定を行い、それ

に基づいて人間・環境学研究科および理学研究科が責任部局として実施を行って
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来た。これを改め、企画と実施責任を一元的に担う組織「国際高等教育院（仮称）」

を設置するという。 

 

２．議論 

 このカリキュラム再編にはいくつかの重要な問題点があると考えます。 

（1）松本総長とその周辺の独断で進められた再編である 

  93 年の教養部以来の抜本的な改革となる今回のカリキュラム再編ですが、9

月 20 日に松本総長が教員宛にメールを送信するまで、全学的に議論の内容は知

られていませんでした。全学の教養教育という重要な事項を、十分に全学的な議

論を経ず、来年度からの実施に移そうとしているのです。さらに、学ぶ主体であ

る学生との議論を全く行わずにことを運ぼうとしていることは言語道断です。 

 

（2）型にはめて勉強させて学生の意欲がわくのか 

 今回のカリキュラム再編を実施する理由のひとつに、学生の基礎的な学力や学

ぶ意欲の低下があげられています。今の学生は中高での勉強量が少なく教養に欠

けている。また、学ぶ意欲が少なく、大学での勉強が単位取りの為だけに終始し、

学問に取り組まないというのです。そのため、いわゆる楽勝科目を淘汰し、「身

につけておくべき基礎的な科目」を拡充し、学生に勉強させようという再編の内

容になっています。今の学生が学ばないというのは事実かもしれません。しかし、

本当にこの再編で学生の学ぶ意欲が喚起されるのでしょうか？ 昔の学生はよ

く学んだ、今の学生は学ばない、締め付けを強めて勉強させねばというのならば、

よく学んだ昔の学生は、絞めつけられていたのでしょうか？ かつて楽勝単科目

はなかったのでしょうか？ 答えは明らかに否でしょう。今の学生に学ぶ意欲が

無いとするなら、なぜ学ぼうとしないのかということを、突き詰めて考えなけれ

ばならないと考えます。個人的な意見としては、高い学問を修めてもポストがな

い、未来が見いだせない＝学問の社会体な地位が低い。また、企業社会でグロー

バルなリーダーになったとしても大義がないといったことがあるのではないか

と感じます。私たち学生自身の問題として皆さんも意見を出してくれればと思い

ます。 

  

（3）キャップ制の問題 

「計画的な学習」を促進し「単位の実質化」を計る措置として、キャップ制の

導入が検討されています。キャップ制が導入されれば、登録できる授業数が限ら

れます。また、2 重登録などもできなくなっていくことでしょう。キャップ制の
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問題点としては、「計画的な学習」という看板で、学生の主体的な活動を著しく

制限することがあると考えます。1 回生の時にまとめて単位を取り、2 回生を大

学の授業以外の主体的な活動に当てる、といったことができなくなります。大学

の授業に出て単位をとることだけが学びではありません。大学生であるという身

分を利用して、様々なことに挑戦していくことも、私たちの成長には重要である

と考えます。また、一定以上の授業を登録することで学習が疎かになるというこ

とに根拠はありません。 

 

（4）組織再編の際に注意すべきこと 

 歴史的に、組織再編が行われる際には、組織再編を利用して支配者にとって都

合の悪い組織の部署や人物を排除するということが行われてきました。私たちの

立候補宣言や代議員会資料の中でも再三述べてきましたが、現在の大学には新自

由主義政策が適応され、大学の企業化が推し進められていると分析しています。

今まで大学自治を担ってきた教員や職員の中にも、この流れに反対する人が少な

くありません。こういった、当局にとって邪魔な人を排除することに、今回の再

編が使われるかもしれません。 

 

３．方針 

 このカリキュラム再編については、9 月 20 日に明らかになったばかりであり、

未だ全貌が見えてきません。我々学生が受講する授業の事なのに、学生に詳細な

情報が入ってこない、或いは学生を排除したところで議論が進められているとい

うのはおかしな話です。大学当局に対し、カリキュラム再編について説明会の開

催を求めていくことを提起します。 

 

 以下、説明会の開催要求書の文案を作成しました。検討下さい。 

 

要求書 

京都大学総長 松本紘 殿 

 

 全学共通教育科目が来年度から抜本的に再編されることが、松本紘総長から教職員に宛て

たメールで 9 月 20 日明らかになった。また、教養教育の企画と実施責任を一元的に担う新

組織として国際高等教育院（仮称）を設置する検討も同時に進んでいることも判明した。再

編が実施されれば、93年教養部廃止以来の大再編となる。 

 全学共通教育科目の再編は学生生活に多大な影響を及ぼす重大事項にもかかわらず、授当
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事者である学生に対して、再編の内容が説明されていない。全学の学生に対し、全学共通教

育科目の再編について、公開の説明会を開催することを要求する。 

 

2012 年○月○日 

 京都大学全学自治会同学会執行委員会 

 

 

【７】自転車規制に関して【議論・文書】 

                          中央執行委員会より 

（０）はじめに 

今秋、大学の側が学生との議論の場を持たずに付属図書館前の自転車置き場の

改築を行いました。この工事は自転車規制の一環である事が大学側から明らかに

されていますが、自転車規制は非常に多くの学生に関わる問題であり、学生との

議論があってはじめて成立するものです。そのことはこれまでの大学当局との議

論の中で幾度となく確認してきました。何の根拠もなくその関係を踏み破ること

はあってはならないと思います。すでに工事は始まっており今後の動向も気にな

ります。 

早急に全学説明会を開かせる抗議文を出すべきだと考えます。同学会の執行委

員会は後期開校以来、クラス討論・運営会議の議論をもとに抗議文を準備してき

たのですが実はこの間、京都大学同学会・自転車規制を考える有志を名乗る人た

ちが京都大学の大鳥機構長あてに申し入れ書を出しています。 

この文書の回答期限が 11 月 9 日になっています。公開要求書の形でも出てい

ますし、ぜひ 9 日は学務部に回答を聞きにいきましょう。個別でもいいので。 

 

（１）これから始まる自転車規制について二つの論点 

あらためて、これまでの議論を整理したいと思います。 

① 自転車バーコード規制を行うことは交通安全とつながるのか 

現在行われている自転車規制の計画のひとつに、学内者の自転車にバーコ

ードを貼り自転車の持ち主を特定するという、いわゆる自転車入構登録証

問題があります。 

大学当局の構想としては、学外者の駐輪が多い可能性があるとして、大学

構成員全員に入構許可証シールを無償で配布しようというものです。その

際、学内者と学外者の識別を出来るようにし、シールがついていない車両
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は撤去します。シールにはバーコードを付けるなど個人を特定できる仕組

みにすることも検討されています。昨年 11月の段階では、自転車入構登録

証の発行を受ける際には申請書を大学に提出させるという案もあり、その

中の誓約には「翌年の許可証の交付を受けず、一定日数が過ぎて撤去され

た場合は自転車の所有権を放棄する」などの細かい項目もありました。 

学生からの反駁 

＊ これまでの説明会 

「段階を追って実施するべきでは」、「規制したところでマナーは改善しないの

では」「トップの人だけが安全を語って、一方的に交通規制できるか理解でき

ない」「説明会開催などの周知が足りない」などなど。 

＊ 運営会議 

自転車のバーコード登録は自治破壊につながる恐れがある。 

今は京大を使うすべての人がそれぞれの裁量を持って自転車をとめる場所を

決定しているが、バーコード登録を行うと所有者の特定が可能になり、大学

当局が誰に検証されることもなく、示威的に一部の人を排除するのに利用す

る恐れがある。退学になった人とか、学外者とか（そもそも学内・学外の基

準は当局のさじ加減で決めるものではない）。 

＊クラス討論 

現在は赤テープをはり、一定期間放置されている自転車は撤去するという仕

組みだけど、邪魔な自転車をすばやく撤去できるようにした方が効率的でい

いのでは？現在の交通量は多くて危ない。 

→大学当局は説明会をこれまで開いてきたが、学生・教職員に対して「交通

安全のためにご理解いただく」の一点張りで、学生総体との議論を放棄して

いる状態。去年の 12月の説明会で学生の反対もありこの件に関して保留にす

ることを確約した。大学当局が学生が受けるマイナス面を考慮しないまま強

行することがあってよいのか？ 

→確かに。それは問題だ。 

 

② 自転車をとめてもいい場所と、とめてはいけない場所を明確にわけること

は交通安全につながるのか。 

 

現在本部構内の駐輪数約６７００台のうち正規駐輪場以外での路上駐輪が３

０００台近くを占めており、附属図書館前などは駐輪エリアから自転車が通路

まで溢れる過密状態でとなっています。これを解消するため、まず路上駐輪さ
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れているエリアの一部を正式の駐輪場に変え、自動車駐車場の一部を駐輪場に

転換等することで、約２５００台分のキャパシティを増設。過密状態の解消を

目指すというものです。さらに屋根付き駐輪場やサイクルラック導入など駐輪

場の環境改善もはかる構想もあります。 

また時計台裏―法経本館の空間については、駐輪が過密であり、時計台周辺の

美観向上の必要性もあるということで時計台裏―法経本館の空間を「歩行者が

安心して歩けるスペースを確保」するために駐輪禁止エリアにすることを検討

しているという。 

 

学生からの反駁 

＊これまでの説明会 

①に同じ。大学当局の思惑として、交通問題ではなく美観問題が第一になって

いませんか？という学生側の問いに答えられず昨年12月、保留を確約。 

機構側のこれまでの取り組みや対応で学生から批判を受け、大嶌幸一郎・同機

構長は計画案に関して、今ある案を無かったものとし、資料作成から作り直し、

学生・教職員など当事者と話し合って計画を立てていくことを口頭で約束した。

（2011年12月16日京大新聞） 

 

＊運営会議 

大学の構成員不在で決めることではない。とめてもいい場所、とめてはいけな

い場所は当事者抜きに決めることではない。とめてもいい場所に殺到している

ことが目下の自転車事故の原因である。より自転車の交通を分散させることが

大事。自発的に行うのがベストで、大学が決めた特定の自転車の駐輪場を我慢

して使うことは本質ではない。本質的にはとめてはいけない場所をまず第一に

把握することで、みなが大学の交通安全を担う主体となっていくことが大事な

のではないか。今後どうやって交通量を分散させるかを全員で考えていきたい。 

クラス討論 

説明会は開いてもらわないと困る。 

 

（２）問題点を整理して議論しよう 

以上の経緯からもわかるように、大学側にはこの件に関して全学的説明を果た

す責任があります。以下 2 点の点について学生の間で議論して、抗議文を提出し

よう。 

①確約違反について 
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学生との議論を大学側が一方的に打ち切ったことに対して追及しなければな

りません。どうしてこのような確約違反をしたのかを追及する抗議文を出しまし

ょう。 

②構想について 

あらためて大学側が描いている構想に関して問題があると思われます。 

一つに「交通安全の確保」が述べられていますが、新しい駐車スペースの確保、

シールによる自転車の入構規制管理と交通安全が保たれることの関連性が不

明瞭です。 

二つに「駐車スペースの数が少ないからつくる」ということが述べられていま

すが、その一方でとめていい場所を限定し、結果的に今まで駐車可能だった場

所を駐車禁止にする政策になっています。禁止にするならばその根拠を明確に

する必要があります。 

③その他 

自動車について 

駐車のキャパシティを減らすのに加え、駐車有料化やカーゲート設置による一

時入構の規制強化、駐車量の抑制をはかるといいます。これらが実現すれば、

一部駐車車両が西部構内に流入する可能性があるため、利用関係団体で西部構

内の自動車入口施錠強化も検討されているとうことです。 

機構では「学生側の意見も十分に聞きたい」と述べています。 

まずはクラス討論で意見を聞かせてください。 

アンケートについて 

大学側は今年の春に自転車規制に際して思うところを書くようにクラシスで

促し、アンケートを行っています。けれどアンケートとはあくまで情報収集の

手段であり、その情報により勝手に学生の意思決定がなされるものではありま

せん。学生との面と向かった討論の場を持つことが大学の意思決定の際には絶

対に必要だし、今までの議論もすべて意識ある全学生との交渉形式で行われて

きました。 

 

（３）方針 

とりあえず以下の申入れ書が大学当局に提出されていますので、 

同学会員＝全京大生の一人としてこの回答を聞きに行きましょう。 

全体としては 11 月 9 日の中執街宣の後を予定しています。そのほかの時間に聞

きにいきたい人は個別に学務部まで行けば回答を教えてくれると思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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公開要求書 

2012年10月30日 

環境安全保健機構長 大嶌 幸一郎 殿 

交通安全を考える学生有志 

京都大学全学自治会同学会 

2012年7月13日付で、環境安全保健機構のホームページ上に「本部構内交通安全対策平成

24年度のとりくみについて」と題する資料が公開された。そこでは主に車両入構規制につい

て書かれている。具体的には、本部正門に隣接する自動車専用入構門にカーゲートを設置し、

北西門には一般車両が入出構できないようにバリカーを設けるとされている。加えて、本部

構内へ入構する車両に対して課金を行い、さらに入構データ管理を行うともされている。 

また、資料公開後間もなく、7月25日には「本部構内環境整備工事」に係る入札公告が出

された。この工事は本部構内の駐輪場及び駐車場を整備し、また駐輪場にサイクルラックを

設けるというものであった。 

これらは昨年度、学生との話し合いの中で一度撤回されたものである。またその際、学生

や教職員など当事者間の話し合いの上、交通安全対策について計画を立てていくことを約束

したはずである。しかし、現実には学生と話し合うことなく工事は実施された。また、車両

入構規制に関しても学生と話し合うことなく計画が進んでいる。これは学生など当事者を蔑

ろにする行為であり、許されるものではない。よって以下を要求する。 

 

一、環境安全保健機構長である大嶌幸一郎氏は、環境整備工事の実施について学生に説明す

るため、並びに車両入構規制に関して学生と話し合うための公開の場を設定すること 

 

二、上記一の要求について、11月9日までに文書にて回答すること 

 

私たちは前期の「選挙」や１回生の授業で「クラス討論」を行った偽称団体とは一切関係

ありません。 

 

 

【８】今後の日程 
１１月 ９日  要求書提出行動 

１３日  翻訳部会 

１４日  情報公開連絡会 

１６日  運営会議 
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   ２３日  ＮＦ企画 

１２月 ７日  運営会議 


