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アクション KIT 2010
「バイオベースマテリアル
（BBM）学専攻」新設

センターだより
「伝統みらい教育研究センター」発足
濱田 泰以 センター長

特別企画
「長期海外派遣事業成果報告」
射場 大輔 准教授

美術工芸資料館収蔵品紹介
「金のなる木」

TOPICS
・ 「60周年記念館」「同窓会パビリオン」「KIT HOUSE」
　竣工記念式典を開催しました
・ 田中信男 学長特任補佐が平成２２年度科学技術分野の
　文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞しました
・ 稲盛和夫氏に名誉博士記を贈呈しました
・ 五代伊藤赤水氏に卒業生初の名誉博士記を贈呈しました
・ 創立記念日事業を実施しました
・ 国立大学法人京都工芸繊維大学の役職員の報酬・給与等
　について
・ がんばる工繊大生

INFORMATION
・ 平成23年度 京都工芸繊維大学 入学試験関係日程表
・ 8月以降の主なイベント
・ 第2回オープンキャンパス
・ 美術工芸資料館展覧会



ア ク シ ョ ン  K I T  2 0 1 0
２１世紀地球的課題に
挑戦する工科系大学

国民に支えられている国立大学であることを深く認識し、国立大学
に求められている３つの使命を果たします。

１．能力と意欲のある若者が育つ環境（学びの場）を提供し、人格、
　高い倫理性、高い教養、高い専門性を持つ人材を育成します。
２．基礎・基盤研究を行う環境（知の創成の場）を提供します。
３．応用・開発研究を行う環境（知の展開と創造の場）を提供します。

国立大学としての使命

輝ける未来を切り開くため、京都工芸繊維大学の理念の実現を
目指します。

基本姿勢

○人類の存在が他の生命体とそれらを取りまく環境によって支えられている 
　ことを深く認識し、人間と自然の調和を目指します。
○人間の感性と知性が響き合うことこそが、新たな活動への礎となることを
　深く認識し、知と美の融合を目指します。
○社会に福祉と安寧をもたらす技術の必要性を深く認識し、豊かな人間性
　と高い倫理性に基づく技術の創造を目指します。

教育の目標

千年の歴史をもつ京都の文化を深く敬愛するとともに、変貌する世界の現
状を鋭く洞察し、環境と調和する科学技術に習熟した国際性豊かな人材を
育成します。

研究目標

科学と芸術の融合を目指す学風を発展させ、研究者の自由な発想に基づ
き、深い感動を呼ぶ美の探求と卓越した知の構築によって、人類・社会の
未来を切り拓く学術と技芸を創成します。

社会貢献の目標

地域における文化の継承と未来の産業の発展に貢献するとともに、その成果
を広く世界に問いかけ、国際社会における学術文化の交流に貢献します。

京都工芸繊維大学の理念の実現
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環境問題、エネルギー問題、地球温暖化問題など

地球存亡の課題に直面している今、

これらの困難な課題を克服し、未来を輝かしいものにするための

新しいパラダイムが求められています。

この新しいパラダイムは、「限りある自然と人間の共生」、

「人間相互の共生」を追求し、また「持続的社会の構築」という

課題に応えるためのものでなければなりません。

京都工芸繊維大学は、人材育成と研究を通じて、

現代の要請に応え国民と国際社会に対する責任を

果たしてまいります。
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４．教育研究施設・キャンパス環境の改善
教育研究施設・キャンパス環境を改善し、安心・安全・健康・快適・美観・高
機能な環境の達成を目指します。

５．自己点検・評価
全学の自己点検・評価を一元化し一層効率的に進めるとともに、毎年度の
活動実績を着実に集積していきます。

◯評価の効率化
大学評価室において「中期目標・中期計画進捗状況管理システム」を運用
し、計画進捗状況の一元的管理を進めます。

◯データ集約の合理化
大学評価基礎データベースを中心にその利便性を工夫し、教員の教育研
究活動実績の合理的な集約を促進します。

６．職場環境の改善
教員と職員が協働して行なう業務の効率化のためには、業務改善を行なう
と共に、それぞれの業務・役割・責任範囲を明確化し、教職員が互いにパー
トナーシップの意識と高い意欲をもって仕事に取り組める職場環境作りを目
指します。

当面の重点的課題
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１．教育の体系化
知識の巨大化・複雑化・細分化が進んでいる現在、学問分野の全容を知る
ことは極めて困難です。教育科目の目標・意義を知り、それらを礎に将来計
画を立てるためには、また、学問への動機を高めるためには「知の体系」を知
ることが極めて重要です。教育の体系化を進め、「知の体系」が習得できる
教育を目指します。

２．博士後期課程の環境改善
技術立国を目指す我が国にとって、大学院博士後期課程などで培われた
高度な研究能力が十分活用されていない現状は極めて深刻です。高度な
研究能力を持つ有意な人材が産業界で中核として活躍できる環境を整備
することによって、産業界における研究能力向上に貢献します。

３．研究支援
地球存亡の課題を解決するためには、グリーンイノベーションを始め、様々の
イノベーションが必要です。イノベーションを
起こす研究を支援することによって地球的
課題の解決に貢献します。

○低炭素社会を目指す研究など人類社
　会が直面している重要課題を克服す
　るための研究を支援します。
○「ヒューマン・オリエンティッド・テクノ
　ロジー」を探求する研究を支援します。
○自由な発想と独創性のある基礎・基盤
　研究を支援します。
○新領域を切り開く研究を支援します。
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国立大学法人 京都工芸繊維大学長

江島 義道 EJIMA, Yoshimichi
●プロフィール
工学博士。1967年、京都大学大学院工学研究科修士
課程電気工学第二学科修了。トヨタ自動車工業、京都
大学勤務を経て、1980年京都工芸繊維大学工業短期
大学部助教授。その後、京都大学教養部教授、京都
大学大学院人間・環境学研究科教授、同研究科長、
京都大学総合人間学部長を歴任。2004年4月、京都工
芸繊維大学学長に就任。
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教育の基本方針

今中期目標においては教育の目標として、①学域特性を生かした高度な専門技術を修得し国
際的に活躍できる高度専門技術者の育成、②社会の要請に対応できる幅広い知識の修得と
表現能力の涵養、③京都という文化特性を活かした感性豊かな人材の育成、④ＫＩＴスタン
ダードに基づく教育成果の明確化を掲げます。

学生支援の基本方針

学生支援は、学修支援を中心に、生活支援、課外活動支援及び就職支援を４つの柱とし、キャリア
教育の一環として包括的に展開します。

教育／学生支援

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 1

Action KIT 2010

アクション K IT  2 0 1 0

① 志豊かな学生の受け入れ
アドミッションポリシーに基づいて、AO入試をはじ
め入学者選抜の更なる改善を図ります。
高等学校・高校生への本学の紹介活動を強め、
志の豊かな優れた学生の受け入れを促進します。

② 教育内容と教育成果の一貫性の確立
全学および課程ごとに、ディプロマポリシーとカリ
キュラムポリシーを明確にします。
入学から卒業までの一貫した学修を支援する学
修ポートフォリオを導入します。
中等教育との接続をも考慮した初年次教育の充
実を図ります。

③ 「知」と「美」と「技」の基本を
　 修得できる教育プログラムの充実
カリキュラムの構造化を図り、階層化されたカリ
キュラムと履修モデルを明確にします。
学生によるカリキュラム履修の自主管理を促進
します。　
3大学連携教養教育プログラムの開発により、教
養教育を拡充・整備します。

④ 特徴ある教育方法の拡充
京都という文化特性を活かし感性豊かな人材の
育成をめざす授業・科目内容を工夫します。
異分野交流及び異文化交流を促進する教育を
充実します。
学生と教員の共同プロジェクトや体験型アクティ
ブラーニングプログラムを展開します。
語学教育やＫＩＴスタンダードなどの目的に応じた自
学自習システムを整備・拡充します。

① 総合的学生支援システム
ＫＩＴ成績管理システムとスタディアドバイザー制度
を組み合わせ、学修支援に基礎をおくきめ細かな
総合的学生支援システムを構築します。

② 学修支援
スタディアドバイザーの組織的連携を強め、学生
の学修状況の詳細な把握に基づく指導・支援を
実現します。

③ 生活支援
経済的理由により授業料の納付が困難な、学業
の優秀な学生に対して、入学料・授業料免除制度
を活用し、きめ細かな経済支援を実施します。
学生への各種奨学金募集に関する情報提供と
窓口での相談機能を充実させ、経済支援を強化
します。

④ 課外活動
課外活動をキャリア教育の一環と位置づけ、文化
系、体育会系サークルを積極的に大学行事に参
加させるとともに、活動状況の継続的な把握と支
援を行います。

⑤ 就職支援
学生支援センターにおけるキャリアサポートディビ
ジョン会議を中心に、キャリア支援方策を企画・立
案し実施します。
学生支援業務に学生アルバイトを活用し、社会
的・実務的経験をさせることによるキャリア形成と
経済的支援を併せて進めます。

⑤ 質の保証
成績評価の科目間不均衡を是正し、成績評価の
客観性・厳格性を高めます。
成績及び単位取得状況を学生が自主的に管理
する仕組みを構築します。
ＫＩＴスタンダードへの学生の取組を促進し、教育
成果を社会に発信します。

⑥ 大学院教育の充実
アドミッションポリシーの明確化と修士課程入試の
多様化を進めます。
海外インターンシップ、国際学会、学術論文の発
表など、多様な国際化トレーニングを強化します。
博士後期課程のディプロマポリシーとロードマップ
を明確にし、学位取得率の向上を図ります。

⑦ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）・
　 教育改善
単なる授業技術改善に止まらず、教育方針とカリ
キュラムの深化、その相互理解に向けて、全教員
と関係職員によるＦＤを展開します。
授業評価アンケート、授業公開の取組を大学院
講義科目に拡大します。

理事・副学長

林　哲介
HAYASHI, Tetsusuke
理学博士。京都大学理学部物理学科卒。京
都大学総合人間学部長、同高等教育研究開
発推進機構長、同高等教育研究開発推進セ
ンター長、同副学長等を歴任後、2006年4月、
私立星城大学長に就任。2010年4月、京都
工芸繊維大学理事・副学長に就任。

理事・副学長 林　哲介
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安全の基本方針

安全はすべてに優先します。物理的安全、
メンタルヘルス、情報管理、それぞれの側面
から、学内の安全衛生、環境保護及び情報
管理に関わる組織が協力し、総合的に取り
組むことによって、より安全で快適な教育研
究空間を実現します。

① 安全管理体制
高度な教育研究活動を円滑に行い、安全で衛生
的な環境を確保するため、全学的な安全管理体
制を更に充実させます。また、安全衛生教育にあ
たっては、対象者全員が聴講できるよう工夫すると
ともに、周知できているかのフォローと、各研究室
独自の取組への支援策を構築・実施します。

② 情報管理
情報化社会は、反面情報危機社会でもあるとの
認識に立ち、情報セキュリティーレベルの向上に
向け、個人情報の管理体制のPDCAサイクルを
見直し、強化します。

研究の基本方針

平成15年度より実施した、重点領域研究プロジェクトをベースに、バイオベースマテリアル学専
攻、昆虫バイオメディカル教育研究センター、伝統みらい教育研究センターが設置され、本学の
新たな教育研究領域としてこれからも発展し続けるものと期待されています。このように、重点
領域の設定、プロジェクトセンターから新専攻設置・センターの常設化といった一連の取組は、新
たな領域形成への有力な方法であると考えています。これらをさらに力強く推進するために、異
分野の融合、人材配置、スペースの確保など総合的な推進と支援の仕組みを構築し、それらの
取組の結果として、本学研究水準の継続的な向上を目指します。

研究／社会連携／安全

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 1

Action KIT 2010

アクション K IT  2 0 1 0

① 新たな研究の芽の創出と
　 重点領域研究の設定
教育研究体制の改革によって、教育研究の両面
で教員の自由な発想に基づく教育プログラムの開
発やプロジェクト研究が進展してきた流れを加速
し、さらに新たな教育研究領域の創出を促す仕組
みづくりを進めます。研究面での具体策として、教
育研究推進事業の制度を見直し、萌芽的研究、
若手研究者への支援と評価の仕組みを検討・導
入するとともに、新たな研究の芽の創出、重点プロ
ジェクトの設定、実用化研究の推進までをトータル
に支援する仕組みづくりを行います。

② 体制と施設・設備
科学系と芸術系の二大教育研究分野で構成さ
れている本学の特徴を最大限活かし、融合分野を
開拓するために研究実施体制の柔構造化を進め
ます。具体的には、さまざまなプロジェクト研究に両
分野からの参加を促す仕組みを構築し、支援策を
講じるとともに、かかるプロジェクトへの若手研究
者の参加を支援する制度を構築します。また、研
究施設の充実を施設担当組織と協力して着実に
進めます。さらに、先端研究設備の共同利用の仕
組みを改善します。とくに、電子顕微鏡のように高
度な技術の習得を必要とする研究設備について
は、その使用ノウハウをデータベース化し、経験の
少ない研究者も短期間に活用できるよう配慮した
仕組み・支援策を構築します。

③ 研究水準の向上
以上のような取組を中心に、本学の研究水準の
向上を目指します。その自己PDCAシステムとし
て、個人あるいは部門等ごとに目指すべき研究水
準目標を設定し、成果の検証を行い、結果をフィー
ドバックする仕組みを構築します。

社会連携の基本方針

本学は、京都の伝統文化・産業と深くかか
わって発展してきました。その成果は、多く
の地域産業界から高く評価され、地元立脚
の大学として親しんで戴いています。しかし
ながら、昨今、地域社会、地域産業界から活
動の活性化が強く要請されており、まず、そ
の要望を真摯に“聴く”ことから始めます。

① 地域産業界への貢献と地域人材育成
地域の産業界に対して、技術相談、技術移転等
の仕組みを拡大・充実させ、知財獲得、活用等の
支援を行ます。また、地域の産官（公）学と連携し、
地域人材の教育拠点形成を目指します。

② 地域社会の教育への貢献
生涯学習・リフレッシュ教育、高大連携教育の推
進により、地域社会の教育に貢献します。

理事・副学長

竹永 睦生
TAKENAGA, Mutsuo 
工学博士。熊本大学大学院工学研究科修
士課程修了。松下電器産業株式会社入社
後、デバイス・環境技術担当理事・技監等を歴
任。2006年4月、京都工芸繊維大学理事・副
学長に就任。

理事・副学長 竹永 睦生
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① フィジカルプランと
　 アカデミックプランの連携
フィジカルプランとアカデミックプランの両者が相
互に連携を取り合い、人的資源、経済資源、建築
資源の３者を整合的に運用することにより、快適
な教育研究環境の実現及び効率的な事務環境
を実現します。

人事／国際交流／施設

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 1

Action KIT 2010

アクション K IT  2 0 1 0

理事・副学長

古山 正雄
FURUYAMA, Masao
工学博士。東京大学大学院工学系研究科博
士課程修了。京都工芸繊維大学工芸学部
助手、同工芸学部助教授、同工芸学部教授を
経て2004年4月、京都工芸繊維大学理事・副
学長に就任。

理事・副学長 古山 正雄

人事の基本方針

教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成をはかり、教育研究成果の向上を目指します。また、
人事基本方針及び学生収容定員の原則にしたがい、学長のリーダーシップの下に適正な教職
員の配置を行うとともに、学内・学外のプログラムを活用した自己研鑽の機会を積極的に提供
します。

① 人事評価
職務を踏まえた人事評価を行い、給与等の処遇
改善に反映するとともに、人事評価制度の公平
性、客観性、透明性、納得性を高めます。

② 女性及び外国人教職員
女性教員の採用促進策を検討し、「男女共同参
画推進のための教職員アンケート」の結果を踏ま
え、女性教職員支援策を策定し、英語版の教員公
募要領の作成を進めます。

③ 教育研究実施体制と教職員の配置
教職員の適正配置を通じて教育研究実施体制を
明確にするとともに、本学の特色を活かした重点
領域研究のプロジェクトを推進する観点から、学
長裁量ポストの活用によって、戦略的な教職員の
配置を行います。

施設整備の基本方針

キャンパスマスタープランに基づき、安全で快適なキャンパス環境の実現を目指します。さらに、
華美ではないが格調のある、国立大学にふさわしい雰囲気のあるキャンパスを作り出すよう
努めます。

② 研究面での施設整備と活用
重点領域研究推進の拠点として、プロジェクトセン
ター棟、総合研究棟、創造連携センター、ベン
チャーラボラトリーを柔軟に活用することにより、研
究活動を推進します。

③ 教育面での施設整備と活用
講義室の設備基準の向上、自学自習室の拡充、
特別講義室の充実を行います。また、留学生と京
都市民の交流の場として京町家キャンパスを活用
します。

国際交流の基本方針

長期ビジョンに掲げる国際的高度専門技術者の育成に向けて、総合的な国際交流活動
を企画推進する体制を整備します。また、協定大学を中心とする外国機関との組織的協力
事業を展開し、教育、研究、人材養成の視点からも、多様な制度を活用した国際交流活動を
展開します。

① 国際交流推進体制
国際交流センターを中心に、学部、研究科、総合
教育センター及び各教育研究センター等と連携
し、研究交流、学生交流を総合的に実施する体制
を整備します。

② 海外派遣プログラム
本学独自の国際交流資金や外部資金を活用し、
大学院生や若手研究者の協定機関への派遣、
短期語学留学、インターンシップ、事務職員の海
外研修等の派遣事業を実施します。

③ 地域特性と専門特性
国際交流を通じて学域特性、学系特性を伸張さ
せるため、アジアとヨーロッパを中心に、地域特性
と専門特性とを適正にマッチングさせ、本学が中
心となる国際交流グルーピングを推し進めます。
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財務の基本方針

第2期中期目標・中期計画及び長期ビジョンを達成するため、財政基盤の安定・管理的経費の
抑制・資産の有効活用を図ることにより、①学生に対する教育・サービスの充実に必要な経費の
確保、②研究基盤の強化を目的とした競争的資金の確保、③資金運用及び自己収入の安定的
な確保に向けた取組をこれまで以上に強化します。

業務改善の基本方針

第１期中期目標期間に作成した、事務マネジメントシステムによる継続的な事務改善を実施し、
事務の効率化・合理化を行うとともに、事務業務の質の向上を目指します。

財務／業務改善

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 1

Action KIT 2010

アクション K IT  2 0 1 0

① 予算編成
第2期中期目標・中期計画の確実な達成に向け
て、適切かつ効果的な予算編成を行い、重点事
項等については、予算実施計画書により構成員
に周知するとともに、自己収入を安定的に確保し、
新たな学内予算配分の仕組みを構築します。

② 授業料・入学料免除
国から措置された授業料・入学料の免除枠に加
え、本学独自の授業料免除枠を設定するなど、修
学環境の改善に努めるとともに、学生支援策の
充実を図ります。

③ 基盤教育費・基礎研究費
基盤教育費については、教育の質の向上を図る
ため、現行の水準を維持するとともに、基盤研究
費については、若手教員の研究環境の向上を図
るため、必要な額を確保します。

④ 経費の抑制
管理的経費の抑制に努めるため、調達方法の見
直し等を行うとともに、職員一人一人のコスト意識
を高められるよう財務分析報告書を作成し、本学
ホームページにより公表します。

⑤ 資産の有効活用
学内設備の有効活用を促進し、全学共同利用を
推進するため、設備利用へのチャージ制を導入す
るとともに、近隣の大学と講義室や課外活動のた
めの施設等の共同利用を行い、資産の有効活用
を行います。

① 事務改善の推進
継続的な事務改善を推進するため、事務職員全
員が参加する事務改善集中討議を実施するとと
もに、事務改善課題登録表、事務改善プログラム
等からなる「事務改善計画書」を策定・公表し、事
務業務の効率化・合理化を推進します。

② 事務組織の改編
事務の効率化・合理化や新たなニーズに適切に
対応できるよう、機動的に事務組織を改編します。

③ 超過勤務の削減
新たな課題に取り組む「余力」を生み出すため、事
務事業の整理・合理化や効果的な外部委託等を
推進し、事務職員の超過勤務手当支給額の対前
年比１０％削減を目指します。

④ リスクマネジメント
危機管理マニュアル及び全学的な危機管理組
織体制の見直しやリスクに対応する学内規定の
体系化等を行うことにより、学内のリスクマネジメ
ント体制の強化に取り組みます。

⑥ 資金運用
保有資金状況を適時・的確に把握するとともに、
安全性を確保しつつ、積極的かつ効果的な資金
運用を行います。

理事・事務局長

林　一義
HAYASHI, Kazuyoshi
愛知大学法経学部卒。（独）大学入試センター
管理部長、北海道大学企画部長、文部科学
省高等教育局私学部参事官付学校法人経
営指導室長等を歴任。2008年4月、京都工芸
繊維大学理事・事務局長に就任。

理事・事務局長 林　一義
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監査の基本方針

国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則及び同監事監査実施基準に基づ
き、国立大学法人京都工芸繊維大学の業務の合理的かつ効率的な運営を図ること、
および会計経理の適正を期することを目的として監事監査を実施します。特に本年度
は、中期計画第二期の初年度に当たることから、第一期に得られた成果の発展と、課
題として残された事柄への取組の状況について重点的に監査します。また発足して6
年を経過した国立大学法人制度のもとで、人事、施設、財務の管理運営業務、学務、
学生サービス、研究支援、社会連携などについての法人と大学の関係を整理し、明確
にすることが望ましい、という立場に立って、これらの事柄に対する取組状況を監査し
ます。

監査の重点事項及び実施項目

① 業務監査
業務監査は、以下の項目を重点的に実施します。

◯年度計画が実質的かつ効果的に執行されて 
　いるか否かの状況
　特に、中期計画第一期の成果と残された課題
　についての取組状況

◯日常的教育研究業務及び管理運営業務が適
　正に実施されているか否かの状況
　特に、法人と大学の役割分担の明確化につい
　ての取組状況

◯入学者確保に関する業務の実施状況ならびに
　結果
　特に、大学院博士後期課程の入学者確保に
　関する実施状況

② 会計監査
会計監査については、会計監査法人と連携し
て、会計経理の執行状況を把握するとともに、会
計監査人による監査結果及びその他の資料を
活用して実施します。

監査

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 1

Action KIT 2010

アクション K IT  2 0 1 0

監事

村田 隆紀
MURATA, Takatoshi
理学博士。京都大学大学院理学研究科修士
課程修了。京都教育大学教授（1984年）、
京都教育大学学生部長（1994年～1996年）、
京都教育大学長（2001年4月～2005年3月）
等を歴任。2006年4月、京都工芸繊維大学監
事に就任。

監事

児嶋 眞平
KOJIMA, Shinpei
工学博士。京都大学工学部卒。京都大学教
養部教授（1986年）、京都大学総合人間学
部長（1993年～1996年）、福井大学長
（1997年5月～2007年3月）等を歴任。2010年
4月京都工芸繊維大学監事に就任。

監事 児嶋 眞平 監事 村田 隆紀
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持続可能な生物資源による
循環型材料生産への転換を国際社会で牽引する
卓越した人材の育成をめざす

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 2

「バイオベースマテリアル（BBM）学専攻」
  新 設

江島学長による挨拶

4月23日 バイオベースマテリアル学専攻設立記念式典

（独）理化学研究所理事武田健二氏による
記念講演

木村良晴教授による専攻の概要紹介江島学長による挨拶 理事武田健二氏による（独）理化学研究所理
記念講演

よる専攻の概要紹介木村良晴教授によ

アル（BB「バイオベ スマテリ
新 設
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境界領域の教育・研究を最重視
総合的な学びが能力を高める
　再生産が可能なバイオマス資源を対象にするBBMでは、微生

物・植物資源に関する知識と利用法から化学的・生物学的な操作

による素材化の手法、微細構造と機能発現との相関の解明と素

材化へのフィードバック方法、製品加工のための技術開発など多

岐にわたる分野を総合的に学ぶ必要があります。具体的には生物

資源システム工学、バイオマテリアル化学、バイオ機能材料、バイオ

ナノファイバー、ナノ材料物性、応用バイオテクノロジー、などが主要

な教育・研究分野です。このように境界領域分野の教育・研究が重

視されるために、本専攻では教育の特徴の第一に「インテグレードさ

れた教育」を掲げています。「昨今、境界領域の教育・研究の重要

性が指摘されています。特にBBMを専攻する学生は広範な学術分

野を総合的に学ぶ必要があります。そのために、本専攻は学部を

持っていません。化学、生物、工学系等の学部卒業生を広く受け入

れ、他領域の知識を修得する独自のカリキュラムを採っています。初

期に未履修内容のフォローアップを図るスタートアップセミナーも実

施しています。各自が積極的に交流し、教え合い、互いに理解できる

『専門分野を超えた共通語』で議論できれば、問題解決能力も自ず

と高まっていくはずです」。

　内外の開発動向や産業界が直面している問題など第一線の情

報を把握するために「産業界等の外部機関との連携教育」にも力

を入れています。また、「国際的通用性の確保」も非常に大切であ

り、この能力を養うために欧米の関係研究機関から講師を招聘する

BBM学国際セミナーも開催します。講義はすべて英語で行われ、レ

ポートも英語での作成が義務づけられています。「各自の研究内容

の紹介も質疑応答もすべて英語で行うように指示しています。学生

たちは戦々恐々の状態で、必死で準備しているようです」と、浦川宏

教授は微笑みます。この他に、産業界を対象にした「リフレッシュ教

育機会の拡大」を図り、留学生や社会人のための「秋季入学の実

施」も行う予定です。国際社会で活躍できる卓越した人材を育成し、

BBMを通じて新しい材料科学を牽引するのが本専攻の目的です。

KIT-NEWS 巻 頭 特 集 2

部門長・専攻長

浦川　宏

大学院工芸科学研究科　
バイオベースマテリアル学部門 教授

専門分野は高分子・繊維材料。本専攻の部門長・
専攻長として多忙な日 を々送る。ただし、趣味は多
彩。現在、特に凝っているのは3年前から始めた漬
物。産地と消費者を美味で結ぶ「京都味わい物語
推進委員会」のNPO法人化に向けても活動中。

BBMの合成実験 BBMの紡糸実験

　石炭・石油を初めとするエネルギー・材料資源の枯渇が目前に

迫っています。また、これらを大量消費することによる温暖化現象が

身近になっています。環境保全を図りながら各国の経済発展と人

口増加を支えるためには、これまでの石炭・石油を原料とする非循

環型の生産方法を恒久的に持続可能な生物資源による循環型

の生産に大きく転換しなければなりません。しかし、そのための研究

開発は第一歩を踏み出したばかりであり、これを担う人材も不足し

ています。このような状況に挑み、先端技術の開発で世界をリード

するために、本学では本年4月に世界的レベルにあるバイオ

ベースマテリアル(循環型工業材料)技術を起点にした「バイオ

ベースマテリアル（BBM）学専攻」を大学院工芸科学研究科の博

士前期課程（修士課程）に新設しました。

　すでに、携帯電話やパソコン、自動車など数多くの分野でBBM

が採り入れられています。ただし、現状では企業が環境に配慮して

いることをアピールすることに主眼が置かれており、生産方法の本

格的な転換までには到っていません。BBMの研究開発は日進月歩

の状況にあり、数々の成果をあげていますが、まだ従来のモノと比

較して機能や価格などで超えられない点があるからです。「各業界

において生産ラインへの本格的な組み込みが行われなければ、直

面している危機を根本的に回避し、新たな時代を切り拓くことはで

きません。たとえば、ポリエチレンやPETなどの現在大量に使用され

ているプラスチックのように、長い時間を注いで究められてきた素材

を短期間で凌駕するのは非常に難しい。しかし、環境破壊は刻 と々

深刻化しています。待ったなしの状況です。現時点で多少の課題

があっても、生物資源に基づく循環型工業素材を優先的に活用す

るという発想の転換が必要です。使用率をパーセンテージで表示

し、評価するのも有効な方法だと思います」。本専攻における人材

育成においても、このような新たな観点からモノづくりに挑み、各方

面でイニシアチブの取れる専門家を輩出したいと浦川宏教授は考

えています。

地球環境保全のために、
これからの材料BBMを本格的普及

BBMの評価実験 BBMの合成実験 BBMの紡糸実
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「 伝 統 み ら い 教 育 研 究 セ ン タ ー 」 発 足

濱田泰以

センター長
大学院工芸科学研究科 
先端ファイブロ科学部門

専門分野は複合素材・物性、高分子・繊維材
料、構造・機能材料、機械材料・材料力学。多彩
な研究を牽引しながら、海外に飛び、国内を駆け
巡る日々。その成果はNHKテレビを始めマスコミ
でも注目されている。

　本年4月に「伝統みらい教育研究セン
ター」が発足しました。平成17年（2005）か
ら5年間にわたって数多くの成果を積み重
ねてきた教育研究プロジェクトセンター「伝
統みらい研究センター」を母体にした常設
の教育研究センターです。伝統産業の匠
たちが継承してきた「暗黙知」を科学的に
解析することによって「形式知」化し、日本
独自の新たなものづくりに活かすために、同
センターでは身体の動きを捉える赤外線
マーカーや眼球運動を測定するゴーグルな
ど先端機器を駆使した研究開発を推し進
めてきました。京都の匠の方々の積極的な
協力を得て取り組んだ分野はきわめて多岐
に及び、その貴重なデータは継承者の育成
と伝統技術の新分野での活用に大きく役
立っています。

数多くの研究成果を礎に
さらに画期的な新製品の開発を

守るのではなく攻める
その挑みが伝統産業の次代を拓く

　たとえば、千利休が茶室に好んで用いた
ことから京町家などにも広まった京壁。その
土塀塗り技術を対象にした研究では、姿勢
のちがいが仕上げの優劣に大きく影響して
いることが判明しました。熟練の職人は肩
の位置が常に両足の幅以内にあり、その
傾斜も少なく、重心が安定していたのです。
この解析結果を前にした匠は「舞うように
優雅に塗る職人は上手…」という教えを思
い出し、深く納得しました。この考察は左官
学校の教本づくりにも採り入れられる予定
です。希少な伝統技術になっている京提灯
づくりでは職人の親子の技を比較し、特に
糊の塗り方に差異があることが解りました。
熟達の匠は手首を巧みに使っていました
が、若手の場合はこれを肘の動きで補って
いたのです。京蒔絵では漆の黒の美しさに
注目しました。その独特の色調は「深み感」
と称されています。「日本人が特に好むこの
色合いをプラスチック製品に採り入れて高

級感を生み出せないかと考えたのです。多
数の試験片を作った結果、ほぼ同様の光
沢と色彩を持つ漆調プラスチックの試作に
成功しました。その活用分野は多彩であり、
新たな市場の創出に直結すると確信して
います」。これも伝統技術の活用で新分野
を拓く事例の一つです。濱田泰以教授はこ
れまでの多数の研究成果を礎に、新セン
ターでさらに多角的な視点から新製品の開
発に挑みたいと意気込んでいます。

　「伝統みらい教育研究センター」では研
究・教育・地域連携・拠点形成の4部門に
取り組みます。まず、研究部門では新たに
「匠の見極め」をテーマに掲げ、脳科学と生
理科学を融合させた研究に挑みます。職人

はものづくりの仕上げにおいて「これでよし!」
という判断を下します。この直感が何に基
づいて行われているのかを科学的に解明し
たいと濱田教授は考えています。「これまで
よりも数段難しいと思います。しかし、ユーザ
ーがしっくりくるとか、愛着を感じるといった
高品位な製品を創り出すためには、これを
ぜひとも知る必要があります。各分野の
方々のご協力を得ながら明らかにしていきま
す」。技やコツの解析を経て、研究は感性
の領域に踏み込んでいきます。
　教育部門では大学コンソーシアム京都
で「伝統産業工学」の講座が開講しまし
た。他大学の学生も履修できる単位互換
の授業です。欠席率ゼロが物語るように熱
気に満ちた学生が集っています。社会人教
育や後継者育成にも力を入れていきます。
地域連携部門では伝統産業と先端産業
の技術融合と人材育成を推進し、文化・芸
術資源を活かした新しいビジネスモデルな

どを公募する「京都府ベンチャーコンペティ
ション」への積極的協力、本学の「京丹後
キャンパス」を中心とする研究・ビジネスの
支援を推進します。また、拠点形成部門で
は「伝統産業工学研究のための他研究機
関との共同研究」、「京都伝統みらいモデ
ルの他地域への普及」、「伝統みらいフォー
ラム形成」を試みます。「現在、他地域への
モデル普及では京丹後市の他に愛媛県や
島根県でも展開を予定しています。これは、
新産業を創成するための取組です。共同
研究やフォーラムを具現化するために全国
の高等専門学校の先生方にも積極的な
働きかけを行っている最中です」。守るので
はなく、果敢に攻める。その挑みの姿勢が
新市場を創出し、ひいては伝統産業の活
性化にも繋がる。これが濱田教授の次代
に向けた主張です。

伝統の匠たちの
「暗黙知」を科学的に解析し、
その「形式知」を活かして
新たな市場を創出する

「 伝 統 み ら い 教 育 研 究 セ ン タ ー 」 発 足

セ ン タ ー だ よ り

京壁の土塀塗り技術

京蒔絵の漆調研究京提灯づくりの技
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米国イリノイ大学の
スマート構造技術研究所で

先進独自の低エネルギー型振動制御装置の
開発に挑む

　本学では次代を担う教員の教育研究能力
の向上を図るために、長期海外派遣事業
「若手教員海外研究派遣プログラム」を新設
し、初回は3名の教員を海外の教育・研究機
関に派遣しました。その1人に選ばれたのが
機械システム工学部門の射場大輔准教授
です。研究期間は平成21年（2009）3月1日
から本年2月28日までの1年間、派遣先機関は
米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に
あるスマート構造技術研究所です。「このプロ
グラムは本学独自の試みであり、第1回派遣の
メンバーに選出された時は嬉しかったですね。
派遣先での身分は客員研究員です。12月初
旬に決定したのですが、その後は手続きや渡
米準備などが年度末の時期と重なり、かなり
慌しい日々が続きました。ビザを取得したのは
出発の半月前だったと記憶しています」と、射
場准教授は当時の様子をふり返ります。
　イリノイ大学は米国中西部を代表する大
学の一つで、18の学部を有する州立の総合
大学です。工学系も全米で5本の指に入る
ほどの高い評価を得ており、土木環境工学

の大学院にも全米はもとより世界各国から
学生が集っています。スマート構造技術研究
所は構造物の性能向上を図るための革新
的な技術の開発に取り組んでいる研究所で
す。スマート構造とは構造物にセンサやアク
チュエータ(エネルギーの供給を受けて機械的
な仕事に変換する装置)を配し、状況に応じて
形状や素材特性を変化させる高知能構造
のことです。射場准教授が師事したスペン
サー教授の研究室では、振動制御とヘルス
モニタリングを研究し、現在は特に後者の探究
に重点を置いています。ヘルスモニタリングと
は構造物に設置した測定器で対象物の状態
を診断することで、ワイヤレスセンサーネット
ワークを用いた最先端の高機能診断システム
の開発が進められています。射場准教授は
念願であったスペンサー教授の示唆を受けな
がら、減衰系数励振を利用した省エネルギー型
スマート構造物に関する研究を行いました。

　振動制御には振動エネルギーを消散させ
る装置であるダンパ（減衰器）やアクチュエー
タが用いられます。能動型のアクチュエータ
は性能の向上が期待できますが、エネルギー
消費が激しいのが課題です。そこで、射場准
教授は地震によって構造物に生じる応答の
振動数と直接的な関係がない地震の他の
振動数成分を可変ダンパによって周波数変
換して共振させる手法に着目したのです。地
震自体の振動エネルギーを巧みに利用した
この方法を用いれば、異なる振動数同士の
干渉を容易に実現できる低エネルギー型振
動制御装置を創出することができます。ちな
みに、可変ダンパとは粘弾性を外部からの磁
力で変化させることのできるMR流体（磁気粘
性流体）などを利用したセミアクティブなダン
パのことです。MR流体は磁場の作用によっ
て粘性流体から半固体状へと粘性が変わる
のです。このMR流体を用いた可変ダンパを
MRダンパと称します。近年、減衰係数を制
御できる可変ダンパを活用した振動低減技
術の開発が盛んに試みられ、数多くの研究

成果が発表されています。しかし、いずれも機
械・構造物の減衰を増加させる観点から利
用したものであり、振動エネルギーの有効活
用をテーマにした研究は射場准教授独自の
ものです。なお、この開発に利用している「減
衰の係数励振によって任意の振動数で共
振を誘起する手法」は本学が特許出願をし
ています。　
　今回の派遣で特に大きな成果が得られた
のは研究所が誇るリアルタイムハイブリッドシ
ミュレーションを利用した振動制御実験でし
た。「数値モデル化された構造物と実物のダ
ンパを組み合わせたハイブリッド試験装置で
す。要するにリアルとバーチャルの複合化。
特にリアルタイムのシステムは土木構造物
向けのダンパの性能試験を行うために研究
所で開発されたばかりのものです。半年近く
かけて試作した制御器をこの最先端の試験
装置で実験し、私の探究する制御方法を具
体的に検討することができました。スペンサー
教授のご尽力に深謝しています」。これらの
研究成果は間もなく複数の国際会議で発表
する予定であり、今後の共同研究にも大きな
期待が寄せられています。

射場 大輔 
大学院工芸科学研究科
機械システム工学部門 准教授

専門分野は機械力学・制御。イリノイ大学
の研究環境は申し分なく、今回の派遣で
数多くの友人にも恵まれたとのこと。家庭で
は3児の父親として子育てに没頭中。祇園
祭では八坂神社の祭礼で御輿も毎年担
いでいる。

最先端のハイブリッド試験装置で
制御方法の具現化に大きな成果

第1回目の選考で機会を得て
念願のスペンサー教授に師事

特 別 企 画

「長期海外派遣事業成果報告」

University of Illinois
at Urbana-Champaign

Illinois

リアルタイムハイブリッドシミュレーションシステム
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　徳川家康（1543-1616）の有名なエピソードに「金のな

る木」がある。「鳴かぬなら、鳴くまで待とう時鳥」と言ったと

伝えられる家康の言葉としては意外な感じもするが、この言

葉は、家康の教えとして語りつがれている。

　江戸時代後期の文人画家中林竹洞（1776-1853）が、

世話になった豪商の求めに応じて描いた作品に「金のなる

木の図」がある（参考図、個人蔵）。この絵の賛を読みながら、

この家康のエピソードを簡単に記述してみよう。

　ある時、徳川家康が、周囲に仕える小

姓たちに「金のなる木」というものを知って

いるかと問うたところ、誰も知らなかった。そ

こで家康は「幹三本の木」を描いて、「是

を常々信用する時ハ必富貴を得るなり」と

言ったという。その三本の幹は「よろづ程よ

木」（よろづ程良き）「慈悲ふか木」（慈悲深

き）「しやうち木」（正直）であった。すると、そ

ばにいた細川三斎が、左右にこんな枝を加

えたらいかがでしょうかと言って、「あさお木」

（朝起き）「いさきよ木」（潔き）「しんはうつ

よ木」（辛抱強き）「ゆたんな木」（油断なき）

「かせ木」（稼ぎ）「ついえのな木」（費えの

なき）「やうしやうよ木」（養生良き）「かない

むつまし木」（家内睦まじき）を加えた。家康

は一段とすばらしいものになったと大いに

喜び、周囲の人びとに、それぞれ写し取っ

て家の者にも伝えよと話した。

　実際に描かれているのは、中央に太い

幹のように「よろづ程よ木」「慈悲ふか木」

「しやうち木」とあり、そこから「あさお木」な

どが枝となって伸び、その枝には花とともに葉のかわりに小

判が描かれている。

　これは「人生は重荷を背負うて坂道を行くが如し」と語った

とされる家康の人生観をものがたるエピソードである。家康

は、家内繁盛を願う格言としてこれを伝えたかったようだ。そ

して、この逸話は江戸時代を通してかなり流布していた。家

康を祀る久能山東照宮には、根元から三つにわかれた樹齢

350年と言われる大木があり、それは「金のなる木」と言われ

ている。

　ところが、当然のことではあるが、「金のなる木」を商売繁

盛の格言として捉える人びとが出てくる。たとえば、図１の引

き札には、恵比寿と大黒が床の間の飾りを整えている様子

が描かれる。大黒は小判がたわわに実る「金のなる木」を植

えた鉢に水を差しており、恵比寿は「みゝ にあるべ木」という

木をあらたに鉢に植えようとしている。この木には、「御恩あ

つ木」「親に孝ふか木」などの幹があり、枝は「こゝ ろひろ木」

「ふ実のな木」などであり、根は「よき正ね」（良き性根）であ

る。まだ若い木で緑が美しいが、鉢には土のかわりに小判が

詰まっているので、やがてこの木もたわわに

小判を実らせるのだろう。一方、恵比寿の

足下には「よくふか木」「なさけな木」が幹に

なっている「にくむべ木」が切り倒されてい

る。商売繁盛のありがたくもおめでたい絵

柄である。

　引き札とは江戸時代の後期から流行す

る宣伝用の「チラシ」である。ここに掲載し

た引き札には左側に、京都市新麩屋町仁

王門南にあった「諸油木炭雑貨各種」を扱

う池松商店という店の名前が入っている。

この店の広告になるわけだが、この部分

は別刷りであって、同じ絵柄で他の商店が

使った引き札もあったはずだ。この引き札が

つくられたのは明治に入ってからであるが、

この種の引き札は、江戸時代後期から明

治時代にかけて、広告メディアとして作られ

続けている。そして、この引き札というメディ

アには「金のなる木」がいろいろなかたちで

用いられる。たとえば、七福神の乗る宝船

の帆が「金のなる木」であったり、正月の年

始まわりに持ってきた植木鉢に「金のなる木」が植わってい

たりというように。家康は、百姓は「生かさぬよう、殺さぬよう」

と言ったと伝えられているくらいだから、もちろん人びとが儲

けに走ることは否定したかったのだが、なにせ「金のなる木」

である。ほとんど、商売繁盛のシンボルのようになっていたこ

とがわかる。

　明治32年（1899）に創業された信天堂山田安民薬房は、

創業者である山田安民が開発した胃腸薬「胃活」が売れて

商売は軌道に乗るが、創業10年後にさらなる飛躍をする。そ

れは、ドイツで学んだ眼科医井上豊太郎が処方した点眼薬

をロート目薬として売り出したことによる。結果的にはこれが

成功して、現在のロート製薬になる。

　ここに一枚の縦長の目薬の広告がある（図２）。中心に大

きく「金のなる木」の植木鉢がある。しかも、この木は、花の

部分が貨幣で葉の部分が紙幣になっている。鉢の部分には

「すぐさしてごらん」「井上博士のロート目薬」「山田安民薬

房」などが記されている。そして、木の横には「胃病に胃活　

泣く児に乳」という山田安民薬房のキャッチコピーも記され

ている。この広告の最下段には、「大取次」として「松本薬

局」とある。現代でもそうだが、会社が広告を作り、それに販

売店の情報を刷り込んで広告として流通することになる。

　この広告は、われわれにとってありがたいことに、制作年

代がわかる。この「金のなる木」にシルクハットに正装した口

ひげの男が登って一枚の暦を下げているからだ。これは大

正3年（1914）の暦である。暦もまた印刷物として早くから流

布するものであるが、その暦と引き札が合体している例も多

い。その理由は簡単だ。暦がついていれば、すぐに捨てられ

ることなく、うまく行けば一年間は台所などに貼ってもらえる。

もともと引き札は正月に配ることが多かったため、引き札と暦

の合体は必然でもあった。

　図１として紹介した引き札に比べれば熱気には乏しいが、

第一次世界大戦が勃発した年に作られたロート目薬の広告

は、引き札からポスターへという新しい時代の広告を予見さ

せるものである。

　引き札にしてもポスターにしても、そして、暦にしても、所詮

は使い捨てられるものであった。しかし、それが現代に伝存し

ていることにより、われわれは当時の風俗や印刷技術、広

告の方法を知ることができる。徳川家康が語った「金のなる

木」が大正時代の新しい薬と結びつく。しかも、小判が小銭

や紙幣になって。そんなことを考えながら、いまに伝わったさま

ざまな広告を見るのも楽しいものだろう。そんな広告やポス

ターが、昨年度美術工芸資料館の資料として加わった。そ

れを少しずつ紹介していきたい。

　　美術工芸資料館長　並木 誠士

図2

図1

参考図. 金のなる木
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学長挨拶

　大学創立６０周年記念事業によるキャンパス整備の一環として、研究交流施設「６０周年
記念館」、同窓会の拠点となる施設「同窓会パビリオン」、学生食堂を建替えた新たな施設
「ＫＩＴ ＨＯＵＳＥ」を新設し、竣工記念式典を開催しました。
　「６０周年記念館」の建設は、大学創立６０周年記念事業の目玉の一つであり、本学建築
造形学部門木村博昭教授により設計されました。伝統と新しさの融合をイメージしたデザ
インの建物であり、１階にはギャラリーとして使用することができるスペースと179人収容の
記念ホール、２階には大小２種類の大きさのセミナー室を設けています。学外共同研究者の
発表会や学会など様々な規模のイベントの開催が可能です。
　「同窓会パビリオン」は、同敷地内に建つ「工繊会館」、「ＫＩＴ倶楽部」と合わせ、「松ヶ崎ＫＩ
Ｔ会館」として学内外の交流と親睦を図ることを目的としています。平成２０年度末に実施
した設計競技にて、優秀賞に選定された、本学建築造形学部門の角田暁治准教授による
設計であり、過去から未来へと積み重ねられる本学の歴史や理念を見据え、現代における
存在感を結晶化した形をイメージしたデザインとなっています。
　「ＫＩＴ ＨＯＵＳＥ」は、従来の学生食堂が老朽化してきたことや、学生の増加に伴い食事ス
ペースが手狭となったことなどから、学生・教職員の厚生及び、生活上のサービス向上に寄
与する施設として整備したもので、本学岸和郎名誉教授により設計されました。キャンパス
の景観形成とアメニティの向上を図り、食事スペースを従来よりも増加させ、２階にはミニ
コープと購買部・ブックセンターが移転して入りました。オープン後は多くの利用者で賑わ
い、「以前よりもさらに快適に利用できるようになった」などの声が聞かれました。

　本学の田中信男学長特任補佐・名誉教授及び、京都大学大学院理学研究科中西和樹
准教授、株式会社京都モノテック代表取締役水口博義氏が、「シリカモノリスの構造制御と
HPLCの高性能化に関する研究」において、平成２２年度科学技術分野の文部科学大臣表
彰科学技術賞（研究部門）を受賞し、新宿の京王プラザホテルにて表彰式が行われました。
　この賞は、日本の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は開発を
行った者を対象に、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図
り、科学技術水準の向上に寄与することを目的として選定されるものです。
　「シリカモノリスの構造制御とHPLCの高性能化に関する研究」は、広い範囲の物質分離
に使用されている高速液体クロマトグラフィー（HPLC）において、一般的分析の高速・高性
能化のほか、複雑混合物の分離のために必要とされる高い分離能力をもたらし、生命科学
関連研究など、他分野の研究の加速に寄与することが期待されています。

本学学生を対象に８月と１０月に実施するオープンキャンパスのポスターデザインを
募集し、今年度は３４名、計５１作品の応募のうち、以下の３名の方が入賞しました。

大学院工芸科学研究科博士前期課程
機械システム工学専攻２回生
山下 耕学 （やました  こうがく）
大学院工芸科学研究科博士後期課程
生命物質科学専攻２回生
脇 玲子 （わき  れいこ）
大学院工芸科学研究科博士前期課程
デザイン経営工学専攻１回生
西林 慶祐 （にしばやし  けいすけ）

International Symposium on Scheduling 2009, Best 
Paper Award for Scheduling Theory受賞

国際核酸医薬シンポジウムにおける優秀ポスター賞
（Nucleic Acid Research Award ＆ Antisense
（Kawahara) Award）受賞

フィンスイミングの競技活動　●日本選手権で、５０m、１００m、２００mの
３種目で優勝（うち大会新がひとつ）　●CMAS World Championships
（世界選手権）において、２００mビーフィンで第６位入賞

●関西学生広告連盟主催マーケティングコンテスト２００７ 準優勝　●関西
大学ビジネスプランコンペティション２００８ マンダム賞　●第２回京都文
化ベンチャーコンペティション 虎屋賞　●平成２１年度京丹後市起業アイ
デアコンペティション 特賞　●京都府人権サポート会議委員

大学院工芸科学研究科博士後期課程
生命物質科学専攻１回生
谷川 哲朗 （たにがわ  てつろう）

課外活動 対象となった活動

学術研究活動 対象となった活動

工芸科学部
造形工学課程　４回生
工芸科学部
デザイン経営工学課程　３回生
工芸科学部
造形工学課程　４回生

林 由樹彦 （はやし  ゆきひこ）

穴井 太郎 （あない  たろう）

三澤 建人 （みさわ  たけと）
※賞状の授与は、平成22年６月21日に実施。

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

　本学は、陶芸家で重要無形文化財保持者（人間国宝）の五代伊藤赤水(本名：伊藤窯一)
氏に対し、学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であると認め、名誉博士記を贈呈し
ました。 
　本学の第３号名誉博士となる伊藤氏は、本学工芸学部窯業工芸学科の卒業生であり、昭
和５１年に五代赤水を襲名、江戸時代から続く「無名異焼」を通じて日本の陶芸における学
術分野の発展に寄与し、平成１５年に重要無形文化財保持者に認定、平成１７年には紫綬
褒章を受章するなど、その学術的、文化的功績は大きく、本学において顕彰することが適当
であると認められました。
　 同称号の授与は、本学名誉博士称号授与規則に基づくもので、贈呈式では恩師の奥田
進名誉教授等の同席の下、江島義道学長より名誉博士記が贈呈されました。
　また、同氏の作品「無名異練上花紋皿」が寄贈されたことに対する、感謝状の贈呈も行わ
れました。

本学は、役職員の報酬・給与等について公表しております。詳細は、本学ＨＰに掲載していますので、下記アドレスをご覧ください。
http://www.kit.ac.jp/08/pdf/m54-mp100630.pdf

　本学は、京セラ株式会社名誉会長の稲盛和夫氏に対し、本学における教育研究の進展及
び、学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であると認め、名誉博士記を贈呈しました。
　同称号の授与は、本学名誉博士称号授与規則に基づくもので、贈呈式では、役員並びに
教育研究評議会委員等の同席の下、江島義道学長より名誉博士記が贈呈され、本学第２号
名誉博士となった稲盛氏からは、「アカデミックな学校とのお付き合いは、京都工芸繊維大
学が最初であり、また、先生方とは、セラミックの技術面だけでなくて人間としてのお付き合
いをしていただけました」との挨拶がありました。
　 同氏には、平成１６年４月から６年間にわたって、経営協議会委員として本学の経営に関
する指導助言をいただいた他、平成１８年には「ミラノサローネ展」に本学学生の作品を出
展するに当たり多大な支援をいただくなど、本学における教育研究活動に寄与いただきき
ました。

　本学の創立記念日を迎えたことを祝した記念式典等を開催しました。
　今年は、本学同窓生や、昨年度行った創立６０周年記念事業をご支援頂いた方々をお招
きして、記念式典や施設見学ツアーなどの事業を行いました。
　記念式典では、学長挨拶に続き、６０周年記念事業部会副部会長であった古川敏一氏
（京都工芸繊維大学同窓会顧問）、本学元学長・名誉教授の巽友正氏より、今後の本学の
発展への期待と激励を込めたご挨拶を頂きました。引き続き、６０周年記念事業についてス
ライドショーを交えた報告を行った後、ご寄附を頂いた方々に対し、感謝の意を表して記念
プレートを贈呈しました。
　また、６０周年を記念して新設した建造物を中心に施設見学ツアーを行い、参加者の方々
には、本学の変遷に思いを寄せながら、キャンパス散策をお楽しみ頂きました。
　美術工芸資料館では、現在開催中の企画展「荒川修作＋マドリン・ギンズ」展を無料開館
としたほか、６０周年を記念して京都市営地下鉄に設置したサインボード等の原画となる
「京都工芸繊維大学八景」（中野仁人准教授デザイン）や、新たに収集した収蔵品の特別
公開を行いました。
　そのほか、教員OBOG会、大学の貴重資料展および同窓会の主催する懇親会などが開催
され、晴天に恵まれた本学創立６１周年の記念日は、和やかな一日となりました。

60周年記念館

稲盛名誉博士を囲んでの記念撮影

テープカットの様子

ＫＩＴ ＨＯＵＳＥ

同窓会パビリオン

名誉博士記の授与

名誉博士記の授与

無名異練上花紋皿｠

受賞者記念撮影
「入試広報ポスターデザイン
コンペ」最優秀賞作品

TOPICS KIT NEWS Vol.24

「60周年記念館」「同窓会パビリオン」「KIT HOUSE」竣工記念式典を開催しました

田中信男 学長特任補佐が平成２２年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞しました

第5回入試広報ポスターデザインコンペ受賞者

五代伊藤赤水氏に卒業生初の名誉博士記を贈呈しました

国立大学法人京都工芸繊維大学の役職員の報酬・給与等について

稲盛和夫氏に名誉博士記を贈呈しました

創立記念日事業を実施しました

4/13
火

5/12
水

5/6
木

3/30
火

5/31
月

※表彰式は、平成２2年３月２５日卒業証書学位記授与式終了後に実施。 ※表彰者の学年は当時。

工芸科学部　応用生物学課程 ４回生
定家 和佳子 （さだいえ  わかこ）
工芸科学部　生体分子工学課程 ４回生
新井 太一朗 （あらい  たいちろう）
工芸科学部　高分子機能工学課程４回生
稲田 雄飛 （いなだ  ゆうひ）
工芸科学部　物質工学課程４回生 
西村 英起 （にしむら  ひでき）
工芸科学部　電子システム工学課程４回生
西岡 祐司 （にしおか  ゆうじ）

学業成績優秀者
工芸科学部　情報工学課程４回生
野原 将輝 （のはら  まさき）
工芸科学部　機械システム工学課程４回生
金森 悠樹 （かなもり  ゆうき）
工芸科学部　デザイン経営工学課程４回生
前田 一歩 （まえだ  いほ）
工芸科学部　造形工学課程４回生
龍田 祐貴 （たつた  ゆうき）
工芸科学部　先端科学技術課程４回生
池田 佳加 （いけだ  よしか）

記念撮影（左から奥田名誉教授、江島
学長、伊藤名誉博士、同夫人）

施設見学ツアー

記念プレートの贈呈（左は、衣笠同窓会を
代表して会長の松原藤好氏）

左から江島学長、田中学長特任補佐、竹永副学長

学長室での受賞報告 楯

賞状

学生表彰 本学では、学会での受賞など学術研究活動において優秀な成績を収めた学生や、
課外活動及び社会活動などで活躍した学生を対象に学生表彰を実施しています。



平成23年度  京都工芸繊維大学  入学試験関係日程表

8月以降の主なイベント

INFORMATION
学　部

入試種別

AO入試

社会人特別入試

一般（学部３年次含む）

一般

社会人

外国人

社会人

外国人

私費外国人留学生入試

一般入試

募集要項
配布開始

入試種別 募集要項
配布開始

入　学　試　験　実　施

入　学　試　験　実　施

出願受付期間

9月30日（木）～10月  7日（木）

9月30日（木）～10月  7日（木）

8月31日（火）～  9月  ６日（月）

1月24日（月）～  2月  2日（水）

試験実施日 合格者発表

出願受付期間 試験実施日 合格者発表

配布中

配布中

配布中

配布中

配布中

配布中

配布中

配布中

配布中

10月上旬

第1次選考 ： 10月30日（土） 第1次選考 ： 11月11日（木）
最終選考 ： 11月27日（土）・28日（日） 最終選考 ： 12月  9日（木）

11月27日（土）
  9月22日（水）

12月  9日（木）
  9月30日（木）

前期 ： 　2月25日（金）・26日（土）

後期 ： 　3月12日（土）・13日（日）

前期 ： 　3月  8日（火）

後期 ： 　3月23日（水）

大学院

第Ⅱ期　資格認定申請締切　  7月３０日（金）
 8月31日（火）～  9月  ６日（月）
第Ⅲ期　資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）
第Ⅱ期　資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）
第Ⅱ期　資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）
第Ⅰ期　資格認定申請締切　  7月３０日（金）
  8月31日（火）～  9月  ６日（月）
第Ⅱ期　資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）
第Ⅰ期　資格認定申請締切　  7月３０日（金）
  8月31日（火）～  9月  6日（月）
第Ⅱ期　資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）
資格認定申請締切　１２月  ３日（金）
１２月１５日（水）～１２月２２日（水）

※応：応用生物学専攻、　生：生体分子工学専攻、　高：高分子機能工学専攻、　物：物質工学専攻、　情：情報工学専攻、　機：機械システム工学専攻、　
　デ経：デザイン経営工学専攻、　造：造形工学専攻、　先：先端ファイブロ科学専攻、　バ：バイオベースマテリアル学専攻

９月２１日（火）・２２日（水）

２月　９日（水）・１０日（木）

２月  ９日（水）

２月　９日（水）・１０日（木）

９月２１日（火）

2月  ９日（水）

９月２１日（火）

2月  ９日（水）

2月  ９日（水）

10月  ７日（木） （応、生、高、先、バ）

（造形以外）

（全）

（全）

（全）

（全）

（全）

（全）

（生、高、物、情、機、
デ経、先、バ）  ２月１７日（木）

  ２月１７日（木）

  ２月１７日（木）

10月  ７日（木）

  ２月１７日（木）

10月  ７日（木）

  ２月１７日（木）

  2月１７日（木）

備　　考
（　）内は選抜実施専攻※

博
士
前
期
課
程

博
士
後
期
課
程

学内・学外を問わず参加いただける講演会などのご案内です。詳細は、それぞれのお申し込み先、お問い合わせ先へお気軽にお尋ねください。

第5回バイオ材料プロジェクト
「次世代のライフスタイルを支えるバイオ材料の
飛躍開発をめざして」シンポジウム（仮題）

組紐1日ワークショップ

組紐1日ワークショップ

組紐1日ワークショップ

繊維科学センター
第２回大阪地区講演会

 8月27日

開催日 イベント 参加費（有料・無料）

 9月14日

10月15日

12月10日

11月30日
（予定）

材料費など
（1000円～3000円）

材料費など
（1000円～3000円）

材料費など
（1000円～3000円）

無料

無料

申し込み期限

有

有

有

有

有

問い合わせ先 会　　場
伝統みらい教育研究センター(共催)

（075）724-7850

繊維科学センター
（fiber@kit.ac.jp)

繊維科学センター
（fiber@kit.ac.jp)

伝統みらい教育研究センター(共催)
（075）724-7850

伝統みらい教育研究センター(共催)
（075）724-7850

総合研究棟４F
多目的室

総合研究棟４F
多目的室

総合研究棟４F
多目的室

60周年記念館

綿業会館（予定）

この他、本学では体験入学などさまざまな催しを企画しています。
イベント情報は、ホームページ http://www.kit.ac.jp からご覧ください。

平成22年7月12日（月）～平成22年9月16日（木） 
近代日本のグラフィックデザイン－大正・昭和のポスターを中心に－

平成22年8月9日（月）～平成22年10月1日（金） 
ここにもあった匠の技 －機械捺染－

平成22年10月12日（火）～平成22年12月24日（金） 
浅井忠が選んだフランス陶磁－明治35年購入の図案科標本より－

平成23年2月7日（月）～平成23年4月30日（土） 
京都のモダニズム建築1920'S－70'S

美術工芸
資料館
展覧会

内容：大学紹介、個人相談、研究室公開、施設見学等
事前予約、参加費は不要です。直接大学へお越しください。

■平成22年10月17日（日）
　13：00～16：30

第2回オープンキャンパス

●再生紙を使用しています。
●再生紙を使用しています。

INFORMATION

表紙デザイン　デザイン学部門　中野デザイン研究室
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