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国立新美術館

絵画や映画が観放題！ 宿泊施設も泊まらにゃソンソン！

知ってる人だけ得をする

教職員特典集
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絵画や映画がタダで観放題！宿泊施設も泊まらにゃソンソン！

お久しぶりぶり！

情報主はこの人、
学生生活チーム
の井上さん。

ぼく、いちょうくん。

それゆけ！

って言わせんなゴルァ！

東大の教職
員だとおト
クなことが
いっぱいあ
るんだって。

ちょっと歌手の
坂本冬美さん似かも〜

−第２回−

今日はある
情報提供を
受けて学生
支援課に来
てみたよ。

こんにちは。今日は
いちょうくんにいろいろ
教えちゃいますよ。

安田講堂裏手にある学生支援センターのモール階だよ

↗職員証を提示すると

これはそのロゴ

↗さらに企画展（特別展）
も

エッ！ 420 円あれば
学食で定食食えるよ！ ↗
ヤッター！ 300 円
あれば学食で
ラーメン食えるよ！

帽子も似合ってるでしょ？

重要文化財の作品が 13 点もあるの！ 岸田
劉生の「道路と土手と塀 ( 切通之写生 )」な
ど、資料集なんかで見たことがある数々の
作品の実物を観られるの。日本の近代の道
のりを絵を通して実感できるわよ。

割引料金で鑑賞 OK。
約 200 〜 300 円もおトクに！

でも、それってどこの美術館？
どうせしょぼい館でしょ？
井上さんが自分の絵を飾ってるだけの自称・美術館とか…

東京国立近代美術館には

工芸館という別館があっ
てこちらも所蔵作品展は
無料！ 人間国宝の作品
が特に充実しているのよ。
建物は昔の帝国陸軍の庁舎で重要文化財よ

道路と土手と塀
（切通之写生）

へ〜
すごいね〜
ぼくの肖像も展示したいな〜

撮影／上野則宏

いまやっている企画展：
「あなたの肖像
−工藤哲巳回顧展」
（〜 3 月 30 日）
「反芸術」の代表的作家の、
東京初の回顧展。
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へ〜
これまた
すごいね〜

界広しといえど本誌﹃学内広報﹄だけ！

まさか！ 日本を
代表する超一流館
ばかりよ。まずは
こちら、皇居近く
にある東京国立
近代美術館は
日本初の国立美術
館。

430

円

所蔵作品展（常設展）が
通常 420 円のところ
無料で鑑賞できるの。

鉄仮面みたい

う、うん
もちろん
ですとも。

４
※月１日以降

実はアート好きにはもっ
てこいの特典があるの。
それが「キャンパスメン
↗
バーズ」！

※

ここからはイ
ラストに変身

いちょうくん
アートは好き？
教養あふれる
東大関連キャラ
だもん、もちろ
ん好きだよね？

◎表情の少なさと背景の省略っぷりが魅力の﹁いちょうくん﹂が読めるのは世

◎教職員学習マンガ◎

教職員特典集

よざくらおしち〜

知ってる人
だけ得をする
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●国立美術館キャンパスメンバーズが始まったの

東京大学の教職員だといろいろと特典があるって知ってました？
せっかくあるなら使わないともったいない！ というわけで、本部学生支援課が
担当しているアートやスポーツやレクリエーション関連のサービス・施設を中心に、
写真マンガ形式で紹介してみました。ぜひ活用してください、しましょう、しませんか！

建物の設計はあのル・コルビュジエさんよ

年間におよそ5000人の学生・教職員が利用してい
ます。利用時には職員証や学生証を提示するのが
決まり。忘れるとサービスが受けられないのでご
注意を。http://www.campusmembers.jp

そして六本木の国立新美術館。
ここは国内最大級の展示スペース
で、企画展・公募展などを開催し
ているの。ちなみにここには以前、生産技術

研究所と物性研究所があったのよ。

う、うん
もちろん
ですとも。
ガチャガチャの
「考えない人」
持ってるし…

下の版画どことなく「叫び」っぽいね〜
クロード・モネ
《睡蓮》
1916 年
油彩・カンヴァス
国立西洋美術館
松方コレクション

いまやっている企画展：
「エドヴァルド・ムンク
版画展」（〜 3 月 9 日）
ムンクの版画作品 34 点
が一堂に。エドヴァルト・ムンク
1895 年

東京だけじゃないの。
京都にある京都国立
近代美術館、大阪に
ある国立国際美術館
だって所蔵作品展は無
料で観覧できるのよ。

︶
kouhoukikaku@ml.adm.u-tokyo.ac.jp

ワオ！ 今度
出張で出かけ
たら絶対寄ら
なきゃ〜。

リトグラフ

《マドンナ》
国立西洋美術館

それが京橋にある東京国立近代
美術館フィルムセンター。
日本唯一の国立映画機関で、映
画の保存やフィルムの復元だけ
でなく、上映にも力をいれてい
るの。職員証提示で、通常 500
円（4 月 1 日以降 520 円）の上映が無料に、
特別料金の場合も割引に！
6 万本以上もフィルムを所蔵
する定員 310 名の本格劇場よ

へ〜。東大にとっては
特別な場所だね。

いまやっている企画展：
「イメージの力−国立民族学博
物館コレクションにさぐる」
（〜 6 月 9 日）世界各地の造形
物や生活用具などを、アート
としての側面に着目して展示。

もちろん最新作がみられるわ
けじゃないけど、この前は山
田洋次監督特集をやってて
2010 年の「おとうと」なんか
も上映していたわ。ウェブや
チラシで上映作品をチェック
するのがオススメ。

私は前にソ連の無声映画にピア
ノの即興伴奏を付けた作品
を観たわよ

◎﹁裸子植物界のスター﹂こといちょうくんに励ましのおたよ りを！↓本部広報課︵

お次は上野公園にある国立西洋美術館。その名の
とおり西洋美術の名だたるコレクションが揃っているの。
モネの「睡蓮」とかロダンの「考える人」とか
さすがに聞いたことあるでしょ？

。
は平成19年度から（東京大学は初年度から参加）

結構最近の作品もあるんだ！
こりゃかなりおトクだね！
でもさ、なんで無料で利用で
きんの？ これって裏ワザ？

ま、いちょうに出張命令なんて出ないけど…

いいえ！ 教育において美術館を
有効に活用し、学生と教職員が美
術に親しむ機会を増やすために、
大学が年会費を納めているわけ。
だから堂々と利用していいの。

さらにさらに、美術だ
けじゃないの。職員証
提示で映画が無料で鑑
賞できる映画館もある
のよ。

エッ！映画も
タダ !? きょうび
映画館なら前売で
も 1300 円はしまっ
せ〜。

そっか〜
ガンガン利用
しなきゃ！
ワオ！ でもそんなに
安いってことは、
大した作品は上映して
ないんじゃ…？
井上さんが撮ったビデオ映像とか…
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ヨロシク〜

チラシや各施設の案内
は学生支援センターの
学生ラウンジに置いて
あるから見に来てね。
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●東大は東京国立博物館（東博）
と国立科学博物館

●八王子セミナーハウスは公益財団法人大学セミ

●東京大学運動会に入会するとさらに特典がたく

（科博）のキャンパスメンバーズにも加盟していま

ナーハウスの施設で、維持運営には大学間の壁を

さんあります。たとえば、運動会会員の場合は、

す。ただ割引の対象が異なります→〔美術館…学

はずした国公私立大学が参加しています（2015年

戸田寮・下賀茂寮・乗鞍寮は1泊1900円のところ

生／教員／職員、東博…学生／教員／引率の職員、

で開館50周年）
。草津セミナーハウスは関東甲信

が1800円に、山中寮は1泊2500円のところがなん

科博…学生のみ〕学生に紹介するのはもちろん、

越地区国立大学（24校）の共同利用合宿研修施設

と2000円に割引されます。さらに、運動会会員は

授業や留学生イベントなどで活用してください。

で、群馬大学が運営を担当しています。

グライダー、馬術、アーチェリーなど、なかなか

ではここからは
私が説明
しましょう。

で、特典は何も芸術
関係ばかりじゃない
の。レクリエーショ
ンやスポーツに関し
ても東大の教職員に
はいろいろ特典があ
るわ。

エッ、そうなの？
教えて教えて〜。

わっ、
誰？
何？
体育チームの赤井です。
運動会のマスコット・
イチ公で失礼します。

まず知っておきたいのは
東京大学運動会が管理し
ている 4 つの保健体育
寮。南伊豆町の「下賀
茂寮」と沼津市の「戸田
寮」と松本市の「乗鞍寮」
は 1 泊 1900 円、山中湖
村の「山中寮」は 1 泊
2500 円で利用できるぞ。
エッ！そうなの！？
きょうび、ユースホステル
でも 1 泊 3000 円くらい
しまっせ〜。

そういえばイチ公、先月号にも出てたね

中でもおすすめは平成 21 年にきれいに改築
された山中寮。職場の研修旅行はもちろん、
ゼミ合宿やシンポジウムにも最適だね。
新宿駅から高速
バスで約 2 時間
半だし、近くに
は忍野八海や富
士急ハイランド
もあるね。旅行
の拠点にしたり、
楽器の練習をし
たり、湖畔をサ
イクリングした
り、ひとり静か
に過ごしたり、
そういう使い方
も OK さ。

東大の施設じゃないけど、国立大学共同利用
研修施設である八王子セミナーハウスと
草津セミナーハウスも教職員がおトクに利
用できるよ。八王子は 1 泊 2880 円、草津は
なんと 1 泊 1500 円から利用できるんだ。
↓八王子の施設内は Wi-ﬁ 完備

そっか、個人的に使っ
てもいいんだ…。最近
立ち位置に迷いがある
から、自分を見つめ直
しにいこうかな…。

↓草津はスノーボード講習会も◎

ワオ！ 1500 円で泊まってゆったり温泉め
ぐりやスキーができるなんて最高だよね。
※詳しい利用法については、各施設のウェブサイトや、本学ウェブの
「キャンパスライフ」
→「共同利用研修施設等」をご覧ください。

太極拳やサバットもあるぞ︒
ヒップホップやハウスなどの
ダンスシリーズもあるぞ︒

月・水曜の夕方には指導員付き
のアクアエクササイズもあるぞ︒

お次はスポーツ！ 運動好きな教職員な
ら御殿下記念館に入り浸ろう。1 日
300 円でプールやトレーニング室が使い
放題。年間パスポートでも 10000 円だよ。

ワオ！ 前に行ったフィットネスジムは
ひと月でそのくらいだったよ。

特におすすめなのは、エアロビクスやダン
スやヨガといった各種運動プログラム。
プロのインストラクターがきっちり教えて
くれるのにすべて無料で利用できるんだ。

ワオ！ アンビリーバボーだね。民間のヨガ
スタジオだと月額 1 万円くらいするよ。
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●TFT（TODAI for tomorrow）は東京大学と卒業

やる機会がない各種スポーツ講習会にも参加する

●東大生協（東京大学消費生活協同組合）に加入

ことも可能になります。学部生は年会費2500円で

するには、出資金16000円と学生証・職員証が必

生の絆をより深めるためのオンラインコミュニテ

通常会員に、院生は年会費2500円で準会員に、教

要です。少し勇気がいる額ですが心配は無用。脱

ィ（登録無料）
。卒業生だけでなく在学生や教職

職員は年会費3000円で特別会員になることができ

退時には出資金全額が返還されるのです。書籍や

員も対象です。下で紹介したほか、帝国ホテル（東

ます（職員が退職した場合は年会費3000円で賛助

CDが好きな人なら絶対おすすめ！ http://www.
utcoop.or.jp/share/support/info.html

http://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/tft/

会員に）
。http://www.undou-kai.com/

それから千葉の検見
川総合運動場。サッ

スポーツ観戦なら春と秋の六大学野球の
応援に神宮球場へゴー！ 一般だと入場料
が 1100 円かかるけど（内野席）、教職員は前もっ
て学生支援課に行けばチケット無料だよ！

カー場 5 面、テニス
コート 8 面、野球場、
ラグビー場、体育館、
クロスカントリー
コースまである施設
だよ。学外者は 1 泊
2 日 2600 円だけど、
教職員なら 1600 円
で利用可能だ。

ワオ！タダで
あの感動が味わ
えるなんて〜。

ワオ！ 1000 円もおトク！

zzz...

に

→

１

食

員

合

組

協

生

る

生協組合員になれば書籍 1 割引、CD15％引きに

に

な

→2000 円の本なら

たすかるなぁ〜

ト

お

T

FT

やすらぐなぁ〜

200 円のおトク！

BO
O
こん K B
にちOOK
は

ク

円

の
新 会員
国 に
→
21 過 立
30 000 円去の例劇場なれ
00 が ・「 の ば
円 18000蝶々 チケ
の
夫

に 人 ッ
… 」 ト
公 が
！
演
S 割
席 引

440 円のおトク！

本郷・二食横のテニスコート
もタダで使えたんだって。た
だし工事でいまは使えないけ
ど…。

コミュニケーションセンター
（UTCC）では 1 月末まで
オリジナルワインの教職員限定割引
キャンペーンをやっていたんだって。
またやるかもしれないぞ ! ?

な

で

！

生協組合員になれば （8 枚綴り 1000 円）
柏の生協カフェでコーヒーチケットが買える
→通常 1 杯 180 円なので

れ
ば
50 のメ 生協
円 ニ 食
の
ュ 堂
お
ー 医
ト
ク
が 科
！
割 研
引 店
に

に
ク
ト
お ると
も す
種 と ！
で 接 度 ク
ー 防 円程 ト
タ 予 00 のお
ン ザ 30
セ ン 常 0円
健 エ 通
保 ル → 50
フ
ン
イ Ｔ登録でサッカーミュ
三井ガーデンホテル柏の葉
ＴＦ
に優待価格で泊まれる
ージアム入館料が割引に
↓通常５００円が４００円
ス
↓１泊１２００００円︵シ
ウ
ングル︶が８４００円に
１００円
になるので
ハ る
３６００円
のおトク！
ィ な
なって
テ に
のおトク！
ル 引 提示
カ 割 証 ！
ァ が 職員 ク
フ 代 が おト
岡 食 0円 の
ヶ 飲 80 円
向 の ー
・ ジ スキ 00
郷 ン イ …2
本 ウ ・ウ に…
ラ 例 円
S →一 600

まだまだ
あるから
集めてみ
たよ。
学生支援
課とは直
接関係な
いけど…。

京・大阪）での優待サービスも用意されています。

おトク祭
りだね〜

ささる…
さ、ささる…

ってことは！

東京国立近代美術館と工芸館と国立西洋美術館と国立新美術館
と京都国立近代美術館と国立国際美術館とフィルムセンターに
1 回ずつ行ったとすると、それだけで 3020 円のおトク！

下賀茂寮と戸田寮と乗鞍寮と山中寮と八王子セミナーハウスと草
津セミナーハウスに 1 泊ずつ泊まったとして、ユースホステルを
1 泊 3000 円と仮定すると、5500 円のおトク！ 月に 4 回御殿下
のヨガプログラムに通ったとして、民間のヨガスタジオが月額 1
万円と仮定すると、8800 円のおトク！ 硬式野球部の応援で神
宮球場に 1 回行ったとすると、1100 円のおトク！

東大教職員でよかった！

字が多すぎる…

その他上記の特典を全部利用すると 8090 円のおト
ク！ということで、しめて約 2.6 万円ものおトクに！
もちろんこれはあくまで計算上のことだけど…。

ワオオオ〜〜！
おトクすぎて目が回っ
ちゃうよ〜！もう利用
しまくるしかないね〜！

いちょうくん、
仕事も忘れないでね…

協力：学生支援課 制作：本部広報課（22031）
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大槌発!

第18回

ほうらい

岩手県大槌町の大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターのすぐ目の前に、
蓬莱島という小さな島があります。
井上ひさしの人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルともされるこの島は、
「ひょうたん島」の愛称で大槌町の人々に親しまれてきました。
ひょうたん島から大槌町の復興、
そして地域とともに復旧に向けて歩む沿岸センターの様子をお届けします。

大震災3年目を迎えて
大竹 二雄 大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター 教授・センター長
さる1月12日に大槌町城山中央公民館

大槌町が取得した

で大槌町成人式が開催され、私も来賓の

後に東大の敷地と

一人として参列する機会を得ました。新

等積交換される予

成人の多くは、震災時に避難所となった

定で、現在、大槌

大槌高校で被災者の世話に当たった大槌

町による用地買収

高校の生徒だった人たちです。大槌高校

が進められている

の避難所で4日間を過ごした私には、高

ところです。新し

大槌町町方の風景（2014年1月）
。

校生たちと一緒に味噌汁の鍋を運んだり、

い沿岸センターの

水の冷たさに手を真っ赤にしながら皿洗

研究棟や宿泊棟に

いをしたりしたことなどが昨日のことの

ついては、 昨年

ように思い出されるとともに、避難所に

2013年に大気海洋研究所内に組織され

動に備えているところです。しかし、宿

おける彼らの献身的な働きぶりをみて、

た渡邊良朗教授を委員長とする建設ワー

泊施設がないことなどまだまだ沿岸セン

この若者たちが担う大槌町の未来に大き

キンググループで基本設計が作成されま

ター所属の教員・学生や共同利用研究者

な希望を感じたことなどとても懐かしく

した。復興のシンボルとなるような斬新

に不便をかけているのが現状です。

思い出されました。
「光陰矢のごとし」

な、そして赤浜地区の風景に溶け込むよ

といいますが、早いものであの大震災か

うなデザインの建物が計画されています。

を願う声がしきりに聞かれます。沿岸セ

ら3年目を迎えようとしています。大槌

沿岸センターは共同利用・共同研究拠

ンターの復興が赤浜地区の復興の加速剤

赤浜地区の方々からも一日も早い復興

として、大槌町の復興のシンボルとして、

町にもようやくそこかしこで重機が動き

点の研究施設として、また文部科学省

始め、復興の槌音が聞こえるようになっ

「東北マリンサイエンス拠点形成事業」

期待されていることを感じずにはいられ

てきました。まだ町の形は見えてきませ

の拠点として、震災後も全国の多くの研

ません。2011年6月30日付け岩手日報に

んが、一日も早い復興を願うばかりです。

究者に利用されています。2013年度は

掲載された「沿岸センターは蓬莱島とと

さて、震災で壊滅的な被害を蒙った国

12月末現在で延べ1,500人日の研究者に

もに地域の宝」という赤浜地区の方の言

際沿岸海洋研究センター（沿岸センタ

利用していただきました。沿岸センター

葉に大いに勇気づけられましたが、地域

ー）は大槌町の赤浜地区内の盛土・造成

ではこれまでも被災した研究棟の3階を

に支えられながらここまで来たという感

する住宅予定地に隣接した場所に移転す

整備して使用してきましたが、これをさ

がしています。一日も早く沿岸センター

る方向で計画中です。移転場所は、まず

らに改修・整備して、活発化する研究活

復興が実現できるよう努力していきます。

ぴ ー ち ゃ ん 日 記
新沿岸センター研究棟完成が遅れる!?

国際沿岸海洋研究センター事務職員の「ぴーちゃん」です。
5年前、岩手
震災で
大学から出向で沿岸センターに着任し、
大槌町で3年程過ごすも、
2年の時を経て2013年4月から東大に戻ってきました。
再び岩大に異動。

岩手県が平成25年12月末に更新した

とのことでした。町によると、下水道工

んでしまいます。

復旧･復興工事の工程表によると、大槌

事等他の復興事業との調整や、用地の契

「3.11」
。あの日からもうすぐ3年です

町全体の防集（防災集団移転促進事業）

約手続き、作業員や資材確保が思うよう

………。

団地や公営住宅などの整備計画が、半年

にいかないこと等が遅れの原因とのこと

から、場所によっては１年以上遅れるこ

です。この動きは、当然沿岸センター研

とが分かりました。また、水門・防潮堤

究棟新設と無関係ではなく、同様に新研

の完成時期も、１年ずれて平成28年度

究棟完成が遅れることを意味しています。

末になりました。

未だに造成予定地の樹木の伐採もされず、

沿岸センターのある赤浜地区の公営住

造成工事が開始されない現状を見ると、

宅完成時期も、
「平成27年度半ば」から

あと何年間、被災した現沿岸センターに

「平成28年度後半」へと１年以上遅れる

留まらなければならないのか、と落ち込

沿岸センター建設予定地（2014年１月）
。
制作：大気海洋研究所広報室（内線：66430）
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第9回

−東大基金で森を動かす−
海を越えて東大に来た学生に聞きました。

第10回

市村 英孝

社会連携部
渉外・基金課 係長

ナイジェリア

ヌイボ・ダニエル・
ドン

ステキな本との別れ方

さん

Nwibo Daniel Don

そろそろ春ですね。春は何かが始まる季節であるの

薬学系研究科修士課程1年

と同時に、異動、退職、お引越しなどの「別れの季節」

エボニ州の州都アバカリキの
出身。好きなサッカークラブ
はリバプール。自らの信念も
クラブと同じ「You'll never
walk alone」だそうです！

でもあります。それまでお世話になった方々へのご挨
拶は欠かせませんが、新しい生活に踏み出す時は、大
切にしてきたけれど不要になってしまったモノたちに、
やむをえず別れを告げなければならないこともあるで

Q. どうして日本に来たんですか？

しょう。とりわけ、興味の幅を広げてくれたり、知識
の深化を導いてくれたりした本は、捨てるに捨てられ

母国では理論的な研究が主でしたが、実際に

ないモノと言えるのではないでしょうか？

手を動かして行う実践的な薬学研究がやりた
いと思ったんです。日本がノーベル賞受賞者

基金事務局では、教職員や学生の皆さんに、愛着あ
る本とのステキな別れ方を提案します。古本募金

を何人も輩出していることや、日本語は素敵

「Books For NEXT」です。不要になった本を委託業

な言葉だなと感じていたことも理由ですね。

者が回収し、本の売却代金が東大基金への寄附となり、

Q. ではどうして東大を選んだんですか？

研究や教育のために役立てられるというもの。売却で
きなかった本についても、国内の小中学校の図書館や

日本で一番有名だからです。それと、京都大

海外の研究機関に寄贈することで、有効に活用してい

学工学部出身のおじがいるんですが、彼が「一

ます。手続きは簡単。不要になった本を段ボールに詰

番いいのは東大だよ」と教えてくれたんです。

めて、提携会社バリューブックスに電話するだけ（電
話番号0120-826-292）
。ビジネス書、専門書、文庫本

Q. いま研究しているのはどんなこと？

はもちろん、DVD等の寄附も歓迎します。本5冊以
上であれば、送料の負担も一切かかりません。また本

黄色ブドウ球菌という、化膿性疾患などの感

を段ボールに入れるのが面倒…という方は、駒場の駒

染症を引き起こす病原菌に対抗する薬につい

場図書館、本郷の総合図書館入口にある古本募金ステ

て研究しています。毎日微生物を使って薬の

ーションのボックスをご利用下さい。本をそのまま入

効き目を確かめる実験に取り組んでいます。

れるだけです。なお、既にポスター等でも告知してい

Q. 日本に来て一番印象的だったことは？

ますが、3月下旬には駒場・本郷・柏で古本回収イベ
ントを実施します！（本郷：総合図書館3/20(木)14〜

皆が時間に正確なこと、お店の人のサービス

17時、駒場・柏は調整中）。街の古書店で安価で処分

精神の高さ、それから、東大の先生たちが偏

してしまう予定だった本、大学への寄附として考えて

見なく学生に学問を伝えようとする姿勢も印

みませんか？ 基金事務局から春一番の提案です。

象的です。ただ、授業が日本語で行われるこ
とと、朝の満員電車のひどさは残念ですが…。

Q. 出身地について教えて！
米も魚も野菜も
麺もあって食べ
図書館入口の古

物は少し日本に

本募金ステーシ

近いかも。 キャ

ョンには、不要
な本を入れるだ

ッサバから作る

け。

フフという料理
やオクラスープがお薦めです。写真はエヌグ

東京大学基金事務局 教職員寄附1億円キャンペーン中！

TEL 03-5841-1217
内線21217

という街で友人の結婚式に出た際のものです。

E-mail kikin@adm.u-tokyo.ac.jp
URL http://utf.u-tokyo.ac.jp/

協力：国際センター本郷オフィス 制作：本部広報課
※ご本人が英語で話した言葉を本部広報課が日本語に訳して掲載しています。
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第96回
産業界と大学がクロスする場所から、
産学連携に関する
最旬 の話題や情報をお届けします。
医学部附属病院
管理課 施設管理チーム
（電気担当）

川口 健太郎

産学連携本部

病院地区の電話・ＰＨＳについて

第99回

著作権とはどのような権利？（その3）
今回も前回に続いて、著作物をコピー（複製）する
ことができる複製権を持っている人から許可を得なく
てもコピーできる場合について説明します。
前回（その2）では、
「1.私的使用のための複製の場
合」
「2.引用による利用の場合」について説明しました
ので、今回は「3. 学校その他の教育機関における複
製等の場合」
「4. 試験問題としての複製等の場合」に
ついて説明します。

3. 学校その他の教育機関における複製等の場合

この色の作業着を見たら施設管理チーム。

大学を含む学校その他の教育機関（非営利に限られ
4 4 4 4 4 4 4 4

東大病院で主に構内交換設備（電話・PHS）の管理

ます。
）において、教育を担当する者（授業を実際に
4 4 4 4 4 4 4

を担当しています。他の部局と異なり病院には患者さん

行う者）又は授業を受ける者（学生など）が授業で使

がいます。患者さんが急変したなどの連絡を病院の教職

用するために公開された著作物を必要と認められる限

員は主にPHSで行います。そのためPHSでの連絡をき

度でコピーする場合は、許可を得なくてもコピーする

ちんと確実にとれるようにPHSの機種変更の登録操作

ことができます。

を行ったり、PHSを修理したり、アンテナを点検したり

例えば、教授が通常の講義やゼミで使用するための

しています。

資料をコピーする場合が該当します。しかし、通常の

配属された当初、PHSの登録操作がうまく出来ず看

講義ではなく、公的施設で単発的に講座を開設するよ

護師さんに迷惑をかけたこともありましたが、今では看

うな場合には、許可が必要と解されています。また、

護師用PHS560台の登録操作を出来るほどになりました。

教師が市販の学習用ドリルを一部購入して生徒に配布

不意に登録操作の際、どのボタンを押すか忘れた時に、

する場合や、授業で用いるため市販のコンピュータプ

まぁ身体が覚えているかと思ってしまっている自分がい

ログラムを生徒の使用する複数の端末にコピーする行

ました。

為は、もはや必要と認められる限度を超えているため、

来年度東京大学（柏・駒場なども含め）では電話交

許可が必要になります。

換機（電話の主装置）を更新する計画で動いています。

4. 試験問題としての複製等の場合

更新に伴い一時的な電話の停止が発生するかもしれま

公表された著作物については、入学試験等の試験・

せん。その際はお手数ですがご理解とご協力のほどよろ

検定の目的上必要な限度でコピーする場合は、許可を

しくお願いします。

得なくてもコピーすることができます。
例えば、試験問題として、小説や論文の一部、短い
文章、図表、グラフなどについて必要な範囲でコピー
する場合が該当します。適用される試験としては、学
力評価試験である入学試験、種々の技能検定などがあ
ります。なお、学校等の定期考査の試験問題の場合は、
上記の「学校その他の教育機関における複製等」に該
当するとの考えもあります。


(
! 

施設管理チームの人たち。
得意ワザ：酒の場で眠ること
自分の性格：のび太
次回執筆者のご指名：登島弘基さん



※東大病院の教職員が
東京マラソンにチャリ
ティーランナーとして
参加しています。





(
)

次回執筆者との関係：元病院の初代スマイルランナー※

1.($*(
2. '+,
3. #((
'+,
4.
&"%(

次回執筆者の紹介：法学部のランナーでありボクサー

http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/
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渡邊 雄一郎

第33回

本学の救援・復興支援室の最近の状況や、
遠野分室の日々の活動の様子をお届けします

（1月〜3月）
救援・復興支援室の活動

譲り合いの精神と
科学技術コミュニケーション

1月

キャンパスで教室に向かう際によく学生と出入り口
で鉢合わせする。駒場ではそのときに学生の方が先に
通ろうとすることが多い気がする。自分たちの時代に
は相手がシニアであれば一歩ひく、あるいは遠慮した

岩手県陸前高田市「学びの部屋」学習支援
ボランティア

1月30日

第 20 回救援・復興支援室会議

1月〜3月

福島県相馬市「育英館・寺子屋」学習支
援ボランティア

2月

岩手県陸前高田市「学びの部屋」学習支
援ボランティア

ものである。こうした学生が専門課程、さらには大学
院生とすすみ、社会にでると変わるのであろうが、周
囲の状況をみて行動してほしいものである。駒場の学

ザシキワラシの日常

生が当面の目標にむかって突き進む姿は羨ましくもあ

本部企画課係長
（遠野分室勤務）

るが、もう少し周りを見回すゆとりを持ってほしいと

文： 佐藤

克憲

ここ岩手県遠野市は冬の寒さが厳しく、私の前任者

おもう。授業の選択にしても、進学振り分けの際に有
利に働くような授業をとる傾向が強いことは否めない。

がこの欄において、-20度を経験した旨記していまし

せっかく教員スタッフが教育効果等を考えて、いろい

たが、今冬も御多分に漏れず、このコラムを書いてい

ろな魅力的なプログラムを提供しても、かれらの行動

る時点での最低気温の最高値は「-16.4度」
（1月24日）

を引きだすまでにはいたらない。多面的な視点を持っ

となっています。

てほしいのだが。大学院の修了発表会においても自分

救援・復興支援室の各種登録プロジェクトの構成員

の研究室メンバーの発表のみ聞いて、他は聞かないと

や、本学が募集・派遣を行っている「学習支援ボラン

いう傾向も強まっている。もうすこし周辺領域にも目

ティア」への参加者の、ミーティングや宿泊等に供す

を向けようよ。

るため遠野市内に設置しているプレハブ施設「遠野東
大センター」
。この建物、冬季は低温に加え利用者が

科学技術コミュニケーションを考えていても同じ目
線で考えてしまう。大学院まで進学、研究者として進

少ないこともあって建物内部の温度がかなり低くなり、

む人が、時に科学全体のなかでの自分の位置づけ、社

私の前任者によると、水道管の水抜きを行っても水が

会との関わりを考えながら研究をつづけることは重要

出なくなることもしばしばだったそうです。当然のこ

であろう。社会からは当然なされていると思われてい

とながら水道管凍結防止工事を行ってもらうべく市内

るだろうが、実際はどうか。既得権、前例が有る無し

の水道工事業者を当たったものの、沿岸部の被災地域

が相変わらず横行していないだろうか。研究のなかで

へ出向いていて人手が足りない業者が多く、設置以来

激しい競争などが、そういった人間性に立脚した部分

約2年半工事を行うことができずにいました。

を忘れさせるのだろうか。3.11は科学をめざす者、コ

昨年12月、ようやく悲願が叶って引き受けてもらえ

ミュニケーションをはかる者たちには自省を促すきっ

る業者が見つかり、工事が完了しました。これで水道

かけとなっているはずである。昨今グローバル化とい

管凍結対応という冬季の遠野分室の大きな負担と、凍

う言葉が多方面で聞かれるが、これは国際的に外国語

結により利用者に不自由を強いる可能性が大幅に減り

を操ることができることのみではなく、お互いの文化

ました。
登録プロジェクト構成員の皆様、冬季も「遠野東大

を理解し、尊重し合い、新しい価値観を生み出すこと

センター」を是非御活用ください。

だと思っている。言葉の障壁のみではなく、専門分野

今回もお読みいただき「オアリガトガンス！」

をこえて価値観をだしあい、共有できる接点を生み出
し、さらに社会と交流するという科学技術コミュニケ
ーションの目標も、広くグローバル化という概念に含
めて考えてほしいと思う。現場に行って、大学の先生
は使えないことをやっているといわれるような悲しい
思いはしたくないものである。

（左）
保温材を巻き、
更に電熱で保温
（左中央部にコード）
。
（右）
浴室では、
シャンプー置き場裏にしっかりと！

科学技術インタープリター養成プログラム
http://science-interpreter.c.u-tokyo.ac.jp/

http://www.u-tokyo.ac.jp/public/recovery/info_j.html
Email：kyuenfukkou@ml.adm.u-tokyo.ac.jp
内線：21750（本部企画課）
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トピックス
全学ホームページの「トピックス」
（http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/）に掲載した情報の一覧と、その中からいくつかをCLOSE UPとして簡単にご紹介し
ます。それぞれの記事の詳細は、全学ホームページよりご覧ください。

掲載日

担当部署

タイトル

実施日

1月23日

本部国際企画課

マスダール科学技術大学と全学協定締結

1月21日

1月23日

本部学生支援課

東京大学運動会が主将合宿を開催

1月10日〜12日

1月29日

サステイナビリティ学連

気候変動枠組条約・第 19 回締約国会議 /COP19 参加学生報告

2013年11月11日

携研究機構

〜22日

1月31日

総合文化研究科・教養学
部

駒場学生相談所 60 周年記念式典開催

2013年11月15日

2月3日

本部総務課

沖縄科学技術大学院大学と全学協定締結

1月28日

2月5日

新領域創成科学研究科

柏キャンパスにて森本麻衣さんピアノコンサートを開催

1月11日
（1月17日〜2月14日掲載分）

お知らせ
人事異動情報など全学ホームページ「お知らせ」
（http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/notices/）
・東大ポータル等でご案内しているさまざまなお知らせを一部掲載
します。

掲載日

担当部署

タイトル

URL

1月29日

本部入試課

平成 28 年度推薦入試について（予告）

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/notices/1794/

2月1日

本部人事給与課

人事異動（教員）

http://www.ut-portal.u-tokyo.ac.jp/wiki/index.php/ 人事異動（教員）

退職教員の最終講義（3 月開催分）

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/notices/1901/

2月14日

（1月17日〜2月14日掲載分）

CLOSE UP 沖縄科学技術大学院大学と全学協定締結（本部総務課）
沖縄科学技術大学院大学（OIST）と本学と

博昭大学院理学系研究科長他計5名が出席し、

者の学術交流の推進を目的として、1月28日

全学協定締結に続き、沖縄科学技術大学院大学

（火）
、全学協定締結に係る調印式が総長室にて

科学技術研究科と本学大学院理学系研究科との

執り行われました。

学生交流に関する覚書の調印も併せて行われま

調印式には、沖縄科学技術大学院大学からジ
OISTのドーファン学長と総長ら。

濱田純一総長、松本洋一郎理事・副学長、相原

の大学間における学術研究の促進、学生、研究

した。

ョナサン・ドーファン学長他計5名、本学から

CLOSE UP 森本麻衣さんピアノコンサートを開催（新領域創成科学研究科）

コンサートの様子。

1月11日（土）、柏キャンパスでは、恒例の

講義室の為、コンサートホールのような設備

餅つきに合わせて初めてピアノのコンサートを

はないので、プロジェクターで各曲目を連想さ

開催しました。東京藝術大学大学院ご出身の森

せるような映像を映し出したり、森本さんが作

本麻衣さんにお願いし、芸術とは無縁の大講義

曲家のこと、これから弾いてくださる曲のこと

室でのコンサートを行いました。北風の吹く冬

を解説してくださったりと、講義室ならではの

晴れのなか、180名もの方々にご来場いただき、

設備を生かして、演出の工夫を行いました。

会場のFSホールはほぼ満席となりました。

柏キャンパスでは初めてのピアノコンサート

普段ほとんど弾かれることのない古びたグラ

で、何をどう準備していったら良いかなど運営

ンドピアノは、繊細、華麗かつダイナミックな

面で戸惑う点もありましたが、関係者の皆様の

ピアニストの手で息を吹き返し、透明感、躍動

ご協力もあり大盛況の内に終了しました。次年

感にあふれる音を会場いっぱいに響かせました。

度以降も開催できればと考えています。
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退任の挨拶
このたび退任された副理事の退任に当たっての挨拶を以下のとおり掲載します。

退任のご挨拶

前副理事

このたび、1 月 16 日をもちまして東京大学を退職

平井 明成

りましたこと感謝に堪えません。

するに伴い副理事の職を退任いたしました。
施設部長・

特に、総長や理事方からは、常に、前例に捕らわれ

資産管理部長として着任以来、4 カ年余り、主として

ない大胆な発想とやり遂げる粘りを教示されながら

キャンパスの整備に携わってまいりました。

引っ張っていっていただきました。また古巣の役所に

我が国の国立大学のなかでも、最古の歴史、最大の
規模、最先端の教育研究環境を有する東京大学のキャ

戻ることになりますが、今後は、前田学校の卒業生の
一人として恥じない仕事ができればと思います。

ンパスは、守るにせよ、開発するにせよ深謀遠慮のも

大学は今、改革の佳境に入り、同時にキャンパスの

としっかりとした計画に基づいて着手することが求め

環境も大きく変わろうとしています。大きな工事が幾

られます。また、キャンパス計画は学内に留まらず地

つも続き、一時的に多くの関係の方々にご不便をおか

域・まちづくりにも大きな影響をもたらします。その

けしている中で退任することには忸怩たる思いもござ

ため、在職中には、各方面において実に多くの方々に

いますが、完成後には、世界に誇れるすばらしいキャ

ご指導、ご助言、励ましを戴くなど、大変お世話にな

ンパスとして生まれ変わることをご期待申し上げます。

CLOSE UP 駒場学生相談所60周年記念式典開催（総合文化研究科・教養学部）
2013年11月15日（金） に、

たが、中身は非常に濃く、駒場学生相談所を通

セミナー室にて駒場学生相談

して東大駒場の歴史を知るという幅広い内容に

所60周年記念式典およびパー

なりました。出席者からも「今まで知らなかっ

ティーを開催しました。

たものを知ることができ、とても良い機会であ

第一部の式典では、駒場学
生相談所長である大学院総合

記念式典後の集合写真。

式典は約1時間という短い時間ではありまし

駒場ファカルティ・ハウスの

った」との声を聞くことができました。
引き続き第二部として、式典会場の隣に設け

文化研究科長の石井洋二郎教

た会場で記念パーティーを開催しました。

授が、駒場キャンパスにおけ

教養学部等事務部の関谷孝事務部長からの挨拶

る駒場学生相談所の存在意義

のあとで乾杯となりました。関谷事務部長から

の大きさについて述べました。続いて、駒場学

は、学生を支援していくためには教職員全体の

生相談所運営委員長の丹野義彦教授が、
「駒場

連携が大切であるとの言葉がありました。

キャンパスと学生相談所の60年」と題して、

歓談の後、学生相談所（本郷）所長の倉光修

駒場キャンパスの経年の変容や学生相談所スタ

教授、長谷川壽一理事・副学長が60周年の祝

ッフの変遷を写真や図表を交えて説明しました。

辞を述べ、キャンパスにおける学生相談所の必

その後、駒場学生相談所の石垣琢麿教授が

要性について、それぞれの立場で話しました。

「60周年の現状報告」と題して、主として過去

記念パーティーには式典の出席者全てが参加し、

3年間の学生相談所の実績データをもとに、駒

和やかな雰囲気のなかで、出席者それぞれが

場学生相談所の現在の姿について説明しました。

60周年の歩みを分かち合いました。

最後に、前駒場学生相談所運営委員長であり、

最後に、駒場学生相談所運営委員長の丹野教

現帝京大学教授である繁桝算男名誉教授が、駒

授より、駒場学生相談所および学生支援機関全

場時代に自身が実感したことを述べ、現スタッ

体のさらなる発展を祈念する締めの言葉が述べ

フへのエールとしました。

られ、パーティーは幕を閉じました。
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七徳堂鬼瓦

東京大学憲章を読んでみませんか
教育・研究以外の各部局や全学の管理的業

究が人類の平和と福祉の発展に資するべきも

務を教員は「雑用」と呼ぶことが多い。国立

のであることを認識し、研究の方法および内

大学法人化以降、雑用が増え、教育・研究に

容をたえず自省する」ことが掲げられている。

割く時間が減少していることは事実であるが、

これは、ブレヒトが戯曲「ガリレイの生涯」

誰かが分担すべき重要な仕事でもある。最近、

の中でガリレイに「科学の唯一の目的は人間

教育や研究のバックグラウンドを持った管理

の生存条件の辛さを軽くすることにある…」

専門職をURA (University Research Admini-

と語らせた内容に通じている。

strator)として育成し定着させようとする施

昨今、○○の改変・修正、××の捏造、△

策が始まった。物性研究所でもURAが公募

△偽装、□□不正などの事象が、大学の内外

され適任者が選ばれた。活躍が期待されてい

で報告されている。
競争社会では、
目先の目的

る。

（利益）のためには手段を選ばずという風潮

さて、「雑用」のうち印象に残っているの

が残念ながら散見される。これを倫理や道徳

は昨年度の総長補佐の経験である。私自身は

で律しようという方策もあるが、芥川龍之介

本学卒ではないので東大の教育を受けていな

は「侏儒の言葉」の中で、「道徳の与えたる

い。さらに、本郷や駒場から離れた柏の研究

恩恵は時間と労力との節約である。道徳の与

所に勤務しているので、大学がどのようなメ

える損害は完全なる良心の麻痺である。＜中

カニズムで動いているのかを知らずにいた。

略＞良心は道徳を造るかも知れぬ。しかし道

「東大の使命は体制内エリートを育成するこ

徳は未だ甞て、良心の良の字も造ったことは

と」という昔からのステレオタイプな印象を

ない。」と喝破した。さて、良心を造るには

漠然と持っていた。ところが、補佐会で東京

どうしたらよいか。もちろん、研究倫理の定

大学憲章（平成15年施行）というものがあ

着は不可欠である。受験競争の勝ち組である

り、東大は「公正な社会の実現、科学・技術

東大生を世界的視野をもった市民的エリート

の進歩と文化の創造に貢献する、世界的視野

に育てることができれば、将来、世の中は良

をもった市民的エリートが育つ場であること

くなるかもしれない。

を目指す」ことを知った。これは、体制内エ
リートとは対極の概念である。さらに、「国

先人たちの英知と歴史に立脚した「東京大
学憲章」を一度読んでみませんか。

際性と開拓者的精神をもった各分野の指導的
人格の育成」と言い換えられ、教育の目標と

𠮷信 淳

されている。また、研究の理念として、「研

（物性研究所）

この「学内広報」の記事を転載・引用する場合
には、事前に広報室の了承を得、掲載した刊行
物若干部を広報室までお送りください。なお、
記事についての問い合わせ及び意見の申し入れ
は、本部広報課を通じて行ってください。
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