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　����聞く�、皆さ

ん�何�思�浮�べ�れ

�で�ょ��。東京ディ

ズ�����で�ょ��、

ユ�バ�サ�・スタ�

オ・��パ�で�ょ��、

それ��、��パ�で、��パ�で��パ�で

�ょ��。�メリ�で�そ�昔、世界�����

化�さき�け�な���な���群�、�ュ�

ヨ��郊外で驚くべき賑わ��見せ���ま�た。

まず�そ�由来�������ま�。

　�メリ���け�最初�大規模な公�����作

�れた�ュ�ヨ���セ����パ���、

����年フ�デリッ�・オ�ムステッ����

バ��・ヴォ���っ��、都市�牧歌主義�理念

�基�設計されま�た。セ����パ���設計

��っ��名�高めたオ�ムステッ��最後�手掛

けた仕事���ゴ万博（��9�年）で�た�、そ

れ���典主義様式で作�れま�た。モ�ュメ�

��な偉観�大衆�示�こ�で都市�高く引き上

げ�����高邁な理念�基づ�たこ�万博�、

ホワ���ティ�呼ばれ、����万�以上��場

者�数えま�た。���ホワ���ティ��化�

要求�息苦�さやセ����パ���清潔さ�、

当時�大衆�必ず��満足����ませんで�た。

ホワ���ティ�併設された��リエ��ョ�施

設ミッ�ウェ�・プ�ザ�ス（世界�民族�����

��様���されたパ���や、�大な観����様���されたパ���や、�大な観���

売り物で�た）�方��気�集めた�で�。��

ゴ�ミッ�ウェ�・プ�ザ�ス�大成功�、ま�

なく�ュ�ヨ������������飛び��

ま�た。

　野�さぎ（konijin）��命名された����

��������、十九世紀初頭��娯楽���

���気�集め���ま�た。�����ュ�ヨ��

市民�海水浴場����親�まれ���たこ�海岸�

�、ホテ�、ダ�ス場、酒場、射�場、見世物小

屋、占�、各種�屋台など、大衆�迎合��あり

�あ�ゆ�娯楽施設���め����ま�た。（永

井荷��『あめり�物�』���みくださ�。）

�大な象�モ�ュメ��で有名なエ�ファ��ホ

テ����、�象�見�行く��（to see the ele-

phant）(�世間�見����世�中�経験�積む��

�意 ) ���怪��慣用句まで生まれ���ま�。

���������、南北戦争（����～��年）

後��投資�対象�なり、�く�������覇

�競�合����なりま�た。二十世紀初頭��

三大����相次�で開��ま�た。スティ�プ

��ェ�スパ��（��97年開�）�、機械�馬

�乗っ�����ス（スティ�プ��ェ�ス）�売

り物で�た�、�内�ちりばめた下品な仕掛け�

評判�なりま�た。尖塔や楕円形�デザ���特

徴��ナパ��（�9��年開�）�、そ�名�通

り、百万個以上�白熱灯で客�魅了�ま�た

（�9��年��１��平均�場者数９万���）。ま

た�リ�ム���（�9��年開�）�、都市�混

雑��対照�意図���設計され、広々��た敷�

�特徴で�た。これ�三大�����、現���

特集　2010年度オープンキャンパス模擬講義から

遊園地は歴史の宝庫 ―コニ―アイランドから日本へ―

水野　尚之（�間���）　尚之（�間���）尚之（�間���）



2010.10.総合人間学部広報

�

���先駆�な���な共通点�ありま�た。�

場料�取�、������料�����、機械仕、������料�����、機械仕������料�����、機械仕、機械仕機械仕

掛け�乗り物��っ��客�スピ���スリ��味

わわせ�、などで�。こ��た工夫�効�奏���、

また�9��年��下鉄�ここ�まで延伸�たこ�

�あっ��、���������二十世紀初頭�空

前�賑わ��見せま�。た�えば�9�7年�平均

�な週末��、ここ����万通��絵葉��投

函され���ま�。���さ����������

��、や���衰退�時�迎えま�。����相次

ぐ�災や、自��社会��対応�まずさ、近隣�

定住用��パ���増え������それ以上拡張

できな�ったこ�、など�そ�衰退�原因����

挙げ�れ���ま�。

　����������飛び��た�化�多く、

�く�������上陸����ま�。�ナパ��

�、明治末期�東京�浅草公��同名�����

���登場�ま�た。（夏目漱石�『彼岸過迄』で

言及され���ま�。）また大阪�天王寺公�わき

��、�ナパ���できま�た。大阪で現在��

世界������名�残�こ��域�、明治��年�

�、北半分�パリ�モデ��、南半分�����

�����模���造�れま�た。土台�凱旋�、

上部�エッフェ�塔�似せ��、初��通天閣�建

���れた��こ�時で�。�メリ�����フ��こ�時で�。�メリ�����フ�こ�時で�。�メリ�����フ

����ス・プリッ��夢�見た神�モデ���

��作った���ビリケ�像�、�ナパ��内�置

�れ、�世界�名物�なりま�た（現在�通天閣

�、第二次大戦後�建���れた二�目で�。

�9��年��ナパ��閉鎖����行方不明�

なっ���たビリケ��、復�され��二�目通天閣

内�置�れ、現在�至っ���ま�）。

　また、����������9��年開店�た

ホッ��ッグ屋�ネ�サ�ズ���たちまち繁盛�、

�ェ��店����全米�広�りま�た。そ���最

近����進出���きま�た。�����繁栄�

失った�元��������で�、ホッ��ッグ

�大食�競争�毎年行なわれ���ま�。����

何度�優勝����ま�。



No.47 総合人間学部広報

�

　今��“健康��”�

��授業�模擬講義��

ま�。皆さん�“健康�

�”�聞���、どんな内

容�授業�想像�ま�

�？そ�で�ね、高校で

言えば保健�授業�相当

�����れません。

　�������な��ち��気�早������れ

ません�、皆さん�京都大��卒業�た後��、

それぞれ�持ち味�生����、世界�大きく羽ば

た���ほ���思っ���ま�。そ�ため�基��、

各自�進む分野�専��知識で��で、これ�ぜ

���勉����くださ�。で�私�、専�知識�

同じく��大事なこ��あ��思っ���ま�。そ

れ�、健康�維持��ため�知識�持�こ�で�。

若�皆さん��健康�あり�たさ�わ�り�く�

���れませんね。私自��皆さん方�頃�そ�

で�た��。

　病気��そ�予防法�わ�っ���な����数

多くありま�。���、“生活習慣病”�呼ばれ

�病気���������違�ま�。若��ち��気

��け�����、一生�通じ�����な��、あ

���、��った�����軽く済ませ�こ��で

き���で�。皆さん�、“３大死因”�知っ��

��で�ょ��。そ�、癌、心臓病、�血管疾患

で�。昔�“成�病”�言っ��年齢�高くなった

�、��っ���仕方な�病気�され���ま�た。

最近、これ��含まれ�病気�多く�“生活習慣

病”、�まり“自分自�で発症リス��減��こ

��でき�病気”であ�こ��わ�っ��きま�た。

　若��ち�獲得�た生活習慣�、そ�まま一生

続きま�。で�、中年以降�なっ����、���

�������生活習慣�変え�������、�ま

くゆ�な�こ��多���で�。頭で�わ�っ��

����、実行�����こ����くくなりま�。

“鉄�熱��ち�打��”���こ�わざ�ありま

�。こ�授業�、“皆さん方�熱�鉄��ち�、

生活習慣�大事さ�気づ������授業”�言�

換え�こ��でき��思�ま�。

　さ��、皆さん�ど���な生活習慣��くな�

�思�ま��。喫煙、そ���りで�ね、�酒、

�み過ぎ�だめで�ね。で�、京都大���生�

喫煙率�一般�り低���で�。�酒��み過ぎ

���そ�多くな���で�。じゃあ、京大生�

健康�な�で�ょ��。実�卒業���社会��

なった京大生�多く�共通���陥りや�� pitfall

�あ��で�。それ�“��不足”で�。

　じっ����過��こ��なぜ健康��くな��

で�ょ��。た�えば��不足�な���邪�引

きや�くなりま�。逆�、����～��分間ウォ�～��分間ウォ���分間ウォ�

キ�グ��������、そ�でな���比べ���

邪�引き�く��言われま�。�邪�ほん�１例

な�で�。先ほど述べた３大死因��ち�ん�こ

�、肥満症、�脈硬化症、糖尿病、脂質�常症、

高血圧症、���症、�知症など、多種多様�病���症、�知症など、多種多様�病、�知症など、多種多様�病

気���習慣�影響�����こ��わ�っ��きま

�た。“�邪�万病�元”�言�ま��、“��不

足�億万病�元”�言っ�����で�ょ�。�っ

�言��、“生活習慣病”��“��不足病”�

言�換え�����く��で�ょ�。

　私�、小�校�頃���育�授業���で�た。

運動嫌いの人がトクをする運動の話

林　達也（�知情報��）
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中�や高校で�長距離走�ありま�た�、真剣�

雨天�願った��で�た。ソフ�ボ��大会で�

サヨナ�エ���今�鮮明�覚え���ま�。私�

��な��能力�、スポ���楽�む��向���

�な����思�ま�。で�私�、あ�こ��

きっ�け����、��������なった�で�。

それ�、��医���勉������なっ��、次

�こ��知った��で�た。

　��の��の������の��の����
　　������ら���よ�　������ら���よ�
　　�������ら���よ�　�������ら���よ�
　　�����������よ�　�����������よ�

　今��タ�����������������

��������なっ���ま�。��好き��、得意

な��、���んばっ���まわな�で�ょ��。

また、����まくな�������勝ちた����

思っ���まわな�で�ょ��。������、�

��不得手な��ほ��、肩�力�抜け�����

��れな�、���こ�で、こ���なタ���

��けたわけで�。�������で�損��な

�����たほ��正確な言�方���れませんね。

　健康�ため�基�����有酸素��で�。有

酸素����、ウォ�キ�グや�ョギ�グ、自転

���など、手足�大きく���な��持続��

行����こ��言�ま�。毎���分以上、で

きれば��分、細切れで����で、有酸素��

�時間���������、先�述べたさまざま

な病気�対���予防効果�出��く���で�。

　����さ�、次�表� Fairly light ～ Some-

what hard く��で十分�考え�れ���ま�。隣

������できなくな���な Hard な���、

やっ�����けれど、不必要���こ��なりま

�。Somewhat hard で��？皆さん方�年齢だ

�、軽��ョギ�グく��で�ょ�ね。�両親�

年齢だ�、さ��ゆっくり�た�ョギ�グ、な�

��速歩��ベ��な��思�ま�。

　������度������度
　　�������ら��������� ���� ������　�������ら��������� ���� ������
　　������������� ������　������������� ������
　　����������� ������　����������� ������
　　�������o������ �����　�������o������ �����
　　�����������の人�������　�����������の人�������
　　����������� �����　����������� �����
　　��ら������������ ���� �����　��ら������������ ���� �����

　�く�中年以降で�筋肉�減り、��固くなり、

平衡機能�低下���きま�。���こ�で、筋力

�����グやス��ッ��グ、バ��ス��な

ど�大事で�。筋力�����グであっ���、有

酸素���同様� Somewhat hard �基�で�。

�筋肉�鍛え�れた�儲け�������く��で

���で�。続け��やっ�����、���ま��

鍛え�れ����こ��気づきま�。

　��、質問�ど�ぞ。�健康���医�部�授

業��何�違��������こ�で�ね。医�部

�授業�、一言で言えば、“他��病気�治�た

め�知識����け�こ�”���こ��な��

思�ま�。健康���授業�、自分�健康管理�

ど�����った����、�まり“医者�不�

生”�な�な�ため�勉�だ�考え��くださ�。

　今��、受験生�皆さん�り、�父さんや�母

さん�熱心�聞�����れ���で�ね（笑）。

無理�な�こ��思�ま�。まだ成������な

�若��たち�、“生活習慣病”�����な言

葉�実感できな���当然だ�思�ま�。�子息

�合格された際��、ぜ�“健康��”�授業�

�����勧めくださ�。また、資料��みな�

�、さ��詳�く勉���授業�目“生活習慣�

生�機能障害”�用意����ま�。

　���暑�中�静聴あり����ざ�ま�た。
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　����������

�������題目�掲げま

�た�、こ�題目���

ささ�同�反復�な�こ

��ありま�。����

���������言葉�

元 来 � � � � � “Bil-

dung” �翻訳�た��であっ��、そ�そ����

��な��だ��で�。���� Bildung����

��メリ�� Bildung���言っ��みればわ�りま

��、これ�た�え��言えば�����わび���

���メリ��さび���言���同じで、�なり

違和感�あ�。�わび��や�さび������以外

�何��で�な����、��＝ Bildung �また

����以外�何��で�ありません。

　こ����、訝���方������れません。

英�で������ culture だ�、���で��社

会�������������あ������あ���

��言�で�な��、�。���、英独辞典で

culture �引���み��、まず�じめ� Kultur

（�化）�出��きま��、����������通

例、博識・良き趣味・正��作法��関連で使わ

れま�。�今東西��物��く�み、芸術な��

芸事�通じ、�前で恥ず��くな�振�舞��で

き���こ����で�一般�����あ����

�呼んで�ま��、���それ������

Bildung ��根����な�用法な�で�。

　大���っ�������勉��ればわ�りま�

�、����� Bildung ��詞 bilden �名詞形

で、こ� bilden ����詞��形成������

�意味�持っ���ま�。�まり Bildung ���来

�形成�����意味であっ��、���������

�形成された結果�����博識や作法�重心�置

�������対�、形成�過程な��形成それ自

��重心�置�れ���ま�。そこ����育���

��意味�派生���く��で��、それ��関連

���こ� Bildung ���言葉��、ユ��ピ��

�で�呼ぶべき独特�理念�孕まれ�����で�。

　そ�理念��フ�ボ���理念���呼ばれ���

ま�。フ�ボ�������、ゲ�テや����

同時��で、彼��共�������主義�生き

たプ��セ����政治�で�。裕福な貴族�

坊っちゃんで�た�で、�来な�高級官僚����

�政務�傍�ギリ��・�テ����翻訳���

雅な生活�����れば��った�ずな�で��、

�9世紀��っ��時��彼�政治�中心�連れ去

りま�。����年、対ナポ�オ�戦争�敗北�た

プ��セ��、そ�結果国土��口�半分�奪わ

れ����国�存亡�危機�直面�ま�た。こ�

危機�際���国王フリ��リヒ・ヴィ�ヘ�ム三

世��物�な力�����失った���、国��精

神�な力で補わねばな�な����言っ��、札�き

�理想主義者であったフ�ボ���プ��セ��

育改革�全権�委ねた�で�。これ�後世���後世������

����時���常で、�常な�物�機会�与え

た���言われた�事で�た�、フ�ボ���こ�

役割�敢然����引き受け、国�再建�精神�支

柱�な�大��創設�向け��獅子奮迅�働き��

た�で�。

　そ�大��ベ�リ�大�、現在�フ�ボ��大

ドイツ的教養について

大川　勇（国際�明��）
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�で�。����年�創設で��で今年ちょ�ど創

立���周年�あたりま�。ヴィ��大�やハ�デ

�ベ��大�など、中世�起源���大��比べ

���������大�で��、ベ�リ�大��

そ�創設�際���フ�ボ���理想主義�理念�

吹き込まれ、現在�研究大��モデ��な�画期

�な大�����誕生�ま�た。�9��年�始まっ

た��ベ�賞�受賞者��9��年�まで圧倒��

������っ��占め�れ���たこ���存じで

�ょ��。それ��9世紀�後半以降、ほぼ�べ

����問分野で����世界�最先端�走っ���

たこ������表れな�で��、そ�礎�築�

た��ベ�リ�大�であり、さ���ベ�リ�大

��作ったフ�ボ���理念で�た。なぜ�。彼

�理念�第一�あ��研究��育�統一���、さ

���第二�理念�あ���問����間形成��

�、従来知識�伝承�場で��な�った大��、

知�探究�場��質��大きく変えた��で�。

　ベ�リ���たな大��作��際����、当初

研究��育�分離�唱え�れ���ま�た。研究�

�術��デミ���せ、大���育�専念�れば

�����考えで�。これ�対���フ�ボ���、

�問��たんな�知識�獲得で�な�、まだ形�

な�な����追求��行為であり、追求����

獲得できな����な��追�求め�行為だ�

言っ��、�問���知�営み�永遠�探究���

性質�付与�ま�た。そ���な探究�場�ふさ

わ����、�え��授��わ��生���関係

で�なく、まだ見ぬ知�共�求め�同志�����

�授��生���関係で�。そこで�授�講壇�

��え�垂れ��で�なく、志�同じく��者�

共同��な�で�生�エネ�ギ��吸収����

生�導����く��なりま�。そ����生�、先

行者������授�導�れ��、内�な欲求�駆

�れ���問�打ち込み、そ���こ���っ��自

���間形成�行��で�。フ�ボ����っ��

何�り大事だった��、こ���問����間形

成��で�た。啓蒙�時��求め�れた、社会�

�っ���有用な市民���育成��こ��り�、自

��固有性�伸ば��自由な�間���育���ほ�

�����重要であり、それ�結果��国��た

め��な�、�考え���た�で�。実際、そ�後

�����大��発展�みれば、フ�ボ���考

えた��り�なった�で��、知�探究���、

�間形成���、そこ�����どこ�常軌�逸

�た性格�ありま�。永遠�探究������問�、

�間形成������問�、どこまで�っ���これ

で�����到達点�ありません。そこ��到達

不可能性���過激なユ��ピ�性�孕まれ���

ま�。

　た�えば受験勉�であれば、京大�合格��た

め��こ�程度までやれば�����枠���な

���ありま�。���永遠�探究������問

��、�間形成������問��、そ���な枠

�ありません。����、こ�考え�中��、現

実社会�規定�����枠それ自��突破����く

破壊�な���含まれ���ま�。そこ��、哲�

�法��医��、あ�ず��な�神�まで研究�

尽く�、それで�満足できず�無限�世界�突き

進����たファウス���通じ�、危険な探究

意志�あ��で�。

　��������、じ��そ���な恐���

��で�た。そ���京大�、そ�過激なフ�ボ�

��理念���で最初�受容�、紆余曲折�経��

な��内部�息づ�せ����大�で�。皆さん�

来年、あ���再来年、京大���くぐっ��こ�京大���くぐっ��こ�こ�

過激な理念�共有され���来�こ��、私たちされ���来�こ��、私たち��来�こ��、私たち

�心待ち�����ま�。
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　私�専�����で�。

���主��球���一

分野����研究され��き

ま�た。���噴��時

�甚大な被害��た��、

過去���明�滅亡��

こ��ありま�た。一方

で、���温泉など�恵み��た����くれま�。

今�����世界�皆さん��招待�ま�ょ�。

�．火山��何か

　�����下�あった�グ��直接�上�噴き

出�、何����形�作った��で�。あ��き

�高まり�、またあ��き�凹み�作��で�。

噴出物�積み重な��高���なりま�。た�え

ば、富士���グ��作った典型�な��で�。

　さ��、�����言葉�何�由来���で�ょ

��？英�� volcano ���起源�持ちま�。

���神�����神さま�名前��始まりま�た。

ウ��ヌス（Vulcanus）�、�タリ�南部�エ�

ナ���下で、鍛
か

冶
じ

�仕事�����ま�た。エ�

ナ���噴��こ�神さま�起こ�た、�ヨ�

�ッパで�信じ�れ���た�で�。

　ウ��ヌス�名前�、�タリ�半島�西��中

海�浮�ぶヴ���（Vulcano）島�名前����

�残っ���ま�。これ�英��み�なりボ�ケ�

��なった�で�。������っ��噴��珍�

���で�ありませんで�た。西暦79年��き

たナポリ近郊�ヴェスヴィオ���大噴�で、ポ

�ペ��住む�����ほど�市民�犠牲�なった

こ��有名で�。

　多く��者��っ��、噴��目���機会�あ

まりな����れません�、���噴����そ

�姿�見�者���え��離�ません。

　�球���エネ�ギ��実感でき�最大�機会

�、噴��自分�眼で見た�きで�な�で�ょ�

�。�9��年�伊豆大島で起きた割れ目噴��、

私��っ��一生忘れ�こ��できな�ほど��烈

な印象�残�ま�た。くわ�く�私�ホ�ムペ�

�（http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/~kamata/）

����ただければ幸�で�。�球����使っ

��噴出��エネ�ギ��、�間�力で�制御��

こ��できな�ほど�大な��な�で�。

�．日本�世界有数の火山国

　���世界で�有数���国で�。全世界�陸

�面積����分�１���狭�国土�、世界中�

��分�１��数����あ�����列島な�

で�。た�え��言えば、���ピ�ス��グソ�パ

ズ��１ピ�ス�上だけで賑わっ����バ�ゲ�

会場���な��で�。

　これ��噴���可能性�あ����、活
かつ

�
か

�
ざん

�呼ばれ���ま�。�過去１万年前�り後�噴�

�た�����選ばれ�����で�。

　���活���全部で���個ありま�。�除夜

�鐘���同じ数な�で覚えや���で�な�で

�ょ��。噴���きどき災害�起こ��で、仏

��説く煩
ぼん

悩
のう

�１���知れな�、�私��く思

�ま�。

　１万年��途方�なく大昔�思われ����れ

火山はすごい！

鎌田　浩毅（自然���）　浩毅（自然���）浩毅（自然���）
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ません�、�類�農耕�始めた頃�こ�で�。�

��活�周期�、数��年��数����年単位��

����なりま�。１万年く���見����な�

�、近�将来噴������見落��恐れ�あ�

�で�。

　�ったん噴��始ま��、活���周辺�住む

���っ���大きな影響�被�こ��なりま�。

避難�たり住宅や耕��被害�受けたり、大変で

�。また、����離れ�������っ���、大

規模な噴��起き��他���で�なくなりま�。

��中���灰���われ���な�大噴��、

過去��１万年�１回ほど�頻度で起き��きま�

た。

�．火山の恵み

　����ったん噴��起きれば、災害�引き�

こ�厄介な��で�。今年４月���ス���で

起きた噴��、上空�覆った��灰�影響で航空

便�欠航�相次ぎま�た。被害�額�����億円

�超え�甚
じん

大
だい

な���なりま�た。

　�っぽ�、噴��休んで���き�����、

数多く�魅力�ありま�。�まで����、世界

中で�気�あ�場所�一�で�。���作った�

形��美�����多く、���国立公��９割

����域�含んで���で�。

　活�中�時期�除き、���む��恵み�癒
いや

�

��た����くれ���で�。�光明媚な土��

�く�だけでなく、そこ��温泉�湧
わ

く��で�。

さ��、広����裾野�、果樹��適����ま

�。た�えば、�����ワ��用�ブ�ウ�栽

培�始めた場所�、�タリ�・ナポリ�近�ヴェ

スヴィオ���麓
ふもと

で�た。

　

４．短�災害�長�恩恵

　����長年���恩恵�あず�っ��きま�た。

温泉�言��及ばず、溶岩流��くった美���

景�、大切な観光資源�なっ���ま�。����

わき出た清流�湧き水�なり、��灰�野菜栽培

�適�た水�け�良�土壌�作りま�。

　これ��恵み�、噴��噴��間�私たち�享

受でき����贈り物��っ�����で�ょ�。

�まり、災害�一時期�過��た後、ふたたび長

期間�恩恵�受け�こ��でき��で�。

　�災��短く、恵み�長���。これ�����

私たち�受け取�こ��でき�大事なメッセ��

で�。こ�エピソ���拙著『��噴�』( 岩波

�� ) ��紹介�ま�た�で��くださ�。

　短�期間�起き�災害�、���力�用����

まく避け�こ��できま�。噴�予知��球��

で�。これ�成功�れば、そ�後��長�恵み�

く��で�。ここで、災害��我���守�ため

�����大事であ�こ��、分�っ���ただけ

��思�ま�。

　���噴���震��なり、事前�予測��や

���で�。多く����者�最先端�研究��

こなった結果、噴�予知�現実��可能�なっ��

きま�た。�������世界で��ップ�ベ�

�ありま�。

　�����活���囲まれた��列島�住むため

��、噴��対��正��知識�持�こ��大切

で�。����そ�ため��、����全員�

�っ��重要な�問�１��言え�で�ょ�。皆さ

ん��、ぜ����上手�付き合っ���ただきた

��願っ���ま�。
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森谷教授

　��医���最��知��医���最��知

見�����、以下�テ������、以下�テ�以下�テ�

�で講義�行った。

�  ．生活習慣病�おけ�

���栄養の役割

　こ�講義で�生活習慣病�発症メ��ズム�超

��不足����れ�宇宙飛行士�例��っ��、

２週間�フ���で筋肉・�����ウム�約

��％�減少�、心臓循環�機能���年以上�退

化��こ�など��ばせた。�っ��大量�糖質、

脂質�エネ�ギ��消費��筋肉�無重力下で�、

極度�なまく��なり、糖�謝など�糖尿病患者

以上�悪くなり、筋萎縮、���ょ�症など�廃

用性���変化�想像�超え�スピ��で起き�

こ��知った�生諸君�反応�こ�講義�目玉で

�あ�。

�．肥満のメカニズム�その予防・改善法

　わ�国�一�１�あたり�エネ�ギ�摂取量�、

�97�年頃��,���kcal �ピ������減少�転じ、

����年 � ��,9��kcal �、 終 戦 直 後 ��,9��kcal

�ほぼ同じ水準�まで低下�����。こ�間、食

事��摂取��エネ�ギ�量�減少�続け����

����わ�ず肥満者�増え続け�����であ�。

理由�����、便利で����さな�近��な

生活����エネ�ギ�消費量�減少����エネ

�ギ�摂取量�減少���上回り、“相対�なエネ

�ギ�過剰”�なっ����こ��考え�れ�。こ

こで�、�重�節�司�自律神経�働き、食欲�

節ホ�モ�、肥満関連遺伝子など�最��知見�

講義�た。肥満��近なテ��であり、�生諸君

�肥満�な�な�食生活や���抗肥満・メタボ

効果�最��知見�提供��こ��出来た�思っ

����。

�．老化の生理学

　ここで�、特�加齢����増加���知症、

糖尿病、���ょ�症、癌など�発症機序���

���ばせ�����、最近注目�浴び������

�大��及ぼ�効果��触れた。特��習・記憶

�司�海馬で��由来神経栄�因子（BDNF: 

Brain Derived Neurotrophic Factors）�、��

��り増加��こ��明���なっ���り、神経

可塑性、神経栄�伝達、�習改善､ �神経細胞保

ポケットゼミの授業風景

「脳と身体のおもしろ科学」

森谷　敏夫（�知情報��）
津田　謹輔（�知情報��）
齋木　　潤（�知情報��）

講義テ��　 こ�講義で���（��医��、予防医�、食欲�節、自律神経、肥満メ��ズムなど）

����（視覚�知機能�関���内メ��ズム、特�眼球��、�波、機能�核磁気共

鳴画像�析など）�最��知見�基礎��分りや�く�説��こ��目指�た。

講 義 形 式　講義�３��先生方�リ��形式
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護（虚血��来��損傷�抑制など）及び食欲・

�謝�節�関与�����こ���ばせた。

４．心電図測定��律神経解析�実習�

　最後�、実習����各��血圧、心電図�記録

���、そ��釈や心臓自律神経活��定量化、心

因性突然死�リス�であ�心電図Ｑ－Ｔ間隔時間

測定など�行った。自分�心臓�電気�変化�直

接見�機会�恵まれ、交感神経や副交感神経�バ

��ス、機能水準など�把握できた�で�生諸君

��っ��貴重な経験�なった�思�。

津田教授

テーマ：

　�o ��o� �o�� �o���o ��o� �o�� �o��

　厚生労働省�、健康づく

り�心得����、�１��

�、２�食事、�っ�り�

煙　最後��スリ�����キ�ッ�フ��ズ�提最後��スリ�����キ�ッ�フ��ズ�提�����キ�ッ�フ��ズ�提

唱�����。

�回目

　食事、��、�煙�重要性�講義�た後、受講

生�討議���、各自自分�食生活や��活�量�

測定��こ���た。

�回目

　加速度計�装着�、１週間���活�量�測定

�た。年齢、�長、�重��力��こ���り、

基礎�謝、�����消費エネ�ギ�量�計測�

�こ��でき�。特���活�量�３METs 以上、

４METs 以上�分け��示���くれ�。�健康づく�健康づく健康づく

り�ため���指針������で�、１週間�３��で�、１週間�３で�、１週間�３３

METs 以上������E�（エ�ササ�ズ）、そ������E�（エ�ササ�ズ）、そ���E�（エ�ササ�ズ）、そそ

��ち４METs 以上���活��４E� 以上�勧METs 以上���活��４E� 以上�勧４E� 以上�勧E� 以上�勧

告�����。

　ちなみ�１METs ��、��活���さ��静ちなみ�１METs ��、��活���さ��静１METs ��、��活���さ��静

時�何倍�相当���で表�単位であ�。座っ��

�静������れ�状態�１METs、普通歩行�

３METs �相当��。１E� ��１METs ���E� ��１METs ���１METs ���METs ���

�１時間�た時���量であ�。

　加速度計��け��早速走り出���、何メッ�加速度計��け��早速走り出���、何メッ�

�����������確�め��生�で��きた。

そこでこ�時間�加速度計�装着�、�内�散歩、

�ョギ�グ���こ���た。

　１週間後�、１週間���活�量�プリ���

ウ����検討�た�、ほ�んど��生さん�こ�

目標��リ�����た。

�回目

　尾池前京大総長�、自���験�『�性心筋�『�性心筋�心筋�

塞���生還』（��出�）�記述�����れ�。』（��出�）�記述�����れ�。（��出�）�記述�����れ�。

こ���な�験�栄�問題�関心���きっ�け

�なった���思われ�。総長���、ブ��ナ

��、ホワ��ナ���有名であ��、総長経費

�基盤�なり、『健康づくり��手伝�』���『健康づくり��手伝�』���健康づくり��手伝�』���』������

栄�計算�でき�ソフ���成�����。京大病�でき�ソフ���成�����。京大病でき�ソフ���成�����。京大病

院�ホ�ムペ���リ�����あり、簡単な�力

で、摂取エネ�ギ�量など�知�こ��でき�

（http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ %7Eeiyou/）。 近

年����若者�摂取エネ�ギ�量�減少����

���われ�。各自 PC で自分�食生活�点検�

た�こ�、思ったほど食べ���な�った�、間食

�多��、様々であった。今後�参考�なったこ

��思�。

４回目

　�めくくり�、自分���評価�行った。

　糖尿病患者さん�自分�血糖�測定��器機で、

各自血糖�測定�た。食後血糖����～���台で血糖�測定�た。食後血糖����～���台で
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糖尿病�心�な�生��な�った。そ���、京大心�な�生��な�った。そ���、京大

病院�あ� IN BODY ���器機で、各自��組

成分析�行った。筋肉量、脂肪量、水分量など�

打ち出され、自分����詳細�知�こ��でき

�。�々�食事、���結果�自分����作っ

����こ���感できたこ��思�。

齋木教授

　齋木研究室担当分で�、

心�働き、またそれ�支

え���機能��べ�た

め�様々な研究手法��

験��理�������こ

��目指���、実習形式

でポケッ�ゼミ�行った。

　最初�授業�、研究室で主�行っ����視覚�

���識�関��研究�内容�講義�、そ�中で、

実習で扱�眼球��、fMRI、�波測定�����

簡単な�説�行った。残り三回�、三��小グ

��プ�分�れ��、実習�実施�た。そ�際、小

川特定准�授、��助���協力�賜った。

　小川特定准�授担当分で�、眼球��測定�実

習�行った。まず基��な眼球���メ��ズム

��説�た後�、実際�眼球��測定装置�装着

���、�く���デモ�ス����ョ��実施�

た。注視位置�周辺�み�リ��タ�ム�見えな

く��視野制限�デモ�ス����ョ�で�、中

心視野�重要さ�気づ�た受講生��驚き�声�

あ�っ���た。また、眼球����そ���好み

�推測��選好予測�デモ�ス����ョ���

験�た受講者���、そ�推測���ゴリズムな

ど�����多く�質問�出た。

　��助�担当分で�、大�視覚過程�ブ���

�メ���グ���研究手法�概説�た後、磁気

共鳴画像化法（MRI）で撮像�た実際��画像

デ�タ�対象�、��構造�機能�関��初歩�

な�析�実習�行った。�構造�析�実習で�、

�画像デ�タ��復元�た大��３Ｄモデ��

様々な方向��観察�た。�機能�析�実習で�、

視覚刺激�提示�呼応���変化���活��探索

�た。受講者�積極��取り組み、�研究技術�

進歩�実際�触れ��驚�た様子だった。�メ��

�グ�被験者�募った�こ�、全員�自����

見��みた��被験者登録�行った。

　齋木�授担当分で��波測定�実習�行った。

研究室�大�院生�被験者��、実際�電極�装

着�、視覚記憶�関連���波�測定��手順�

実演�、�説�た。測定�ステム�仕組みや測定

�原理など�興味�持�受講者、毛髪��ェ��

注���など測定準備�意外�大変であ�こ��

驚く受講者�多�った�、中��自分��波�測

定���みた����受講者��た。そ�後、�析

�ステム�使っ���波デ�タ��析法��説�た

�、�波で何�測�こ��でき���、など様々

な質問�出された。

　全�����、研究手法�実際�見�����こ�

で、講義形式�授業で��験できな��研究�現

場���一端�覗くこ��でき、受講者��っ��有

意義で�な�った��感じ����。
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�．トカラ語����

　始め��私事で恐縮で

��、��出��井上靖

氏���『敦煌』、『楼

蘭』�昔���愛��で、

縁あっ��それ��都市�

位置���������

�������奈良時��頃�使われ���た言�

（����）�����研究��こ��なりま�

た。������現在�中国�疆ウ�グ�自治区

で����使用され���た言�で、�統�����

�・ヨ��ッパ�族�属�、���多く�点で西

方�ケ���や�テ����類似性�示����

奇妙な現象�示����ま�。�ち�ん、そ�理由

����、�������者たち�西ヨ��ッパ��

中央����至�長�道�り�移��たこ��挙

げ�れま�。�����言�資料�西暦６世紀�

�８世紀頃��け����れた仏��経典�翻訳�

主��、それ�������世紀初頭���、フ

��ス等�国々�派遣�た中央���探検隊�発

掘�査��り�た�された��で�。そ�出土�

�������天�北路�沿った東����ファ

�、������、���等�オ��ス諸都市で、

東����（����Ａ）�西����（���

�Ｂ）�２��方言�区別されま�。�で�述べ

た���、�����早�時期�ヨ��ッパ�そ

�故��推定され����・ヨ��ッパ祖���

分離�たため�、同��他�諸言���見�れな

�幾多���言��特徴�保持�����こ�で知

�れ���ま�。

�．トカラ語の写本

　各国�発掘�査隊��り、ヨ��ッパや���、ヨ��ッパや���ヨ��ッパや���

�た�された��������ベ�リ�写�、パリ

写�、���グ���写�����そ�保管��

�り命名され���ま��、中で�ベ�リ�写��

分量������研究���������他�類�見

な����言えま�。ベ�リ�写�����手�

けた�������サ�ス�リッ�研究者であ�

Sieg ��び弟子� Siegling �二���者で、彼

����世紀前半�����Ａ����表裏��7葉、

����Ｂ����表裏���葉、合計����葉�

���字�転写���出��ま�た。現在フ���

フ��大�比較言���で�、TITUS Projekt

��り���・ヨ��ッパ諸��電子ファ��化

�行�、ネッ�上�公開����ま��、そこで�

Sieg ��び弟子� Siegling �出��たテ�ス�

��通�番号��で、THT １�� THT ���まで�

����Ｂ、 THT ����� THT ����まで���

��Ａ、���具合�分類����ま�。TITUS

�さ�������� THT ������ THT ����

まで�公開����り、これ�������そ�多

く�断片であ����え、従来指摘され���な�

�形や���現れ���ま�。

�．ポケットゼミ�おけ�本授業の理念・内容

　こ�授業で�、�で���済�テ�ス��内容

��同じ種類�属�����テ�ス��対比��

こ���り、ゼミ出席者�後者�テ�ス����

�試み、中央���オ��ス都市��け�従来知

�れ���な�った説���発掘、これまで報告され

「古代シルクロード文献学入門������������������������
���ト�ラ�の���文�に���ン�し��！」�ト�ラ�の���文�に���ン�し��！」

齋藤　治之（�知情報��）
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���な�農耕方法、祭祀様式など�実態�浮�び

上��せ�こ��目指�ま�た。

　テ�ス��次������分け�����行�ま

�た：

　１．Jātaka（���タ�）

　２．Prātimoksha（戒律）

　３．Buddhastotra（讃仏詩）

　４．Abhidharma（�ビダ��）

　５．実用�

　１．Jātaka（���タ�）�関����、Aranemi- 

Jātaka（��ネミ・���タ�）（THT ��～9�）

�並んで、���箇所（THT ����～����）�用

�、これ��������タ�集��残され���

な��知�説��であ�こ��確��ま�た。��

�����、bhūtolānk（����a）“prosperous”、at-

walaññe（����b）“transitory” ���な��見出

され、また、ガ��ス河�詩�な描写（����a- 

��b）�印象�な箇所で�。

　２．Prātimoksha（戒律）�����既��箇所

（THT ��7）�並んで、�����（THT ����）

�取り上げ、tranko “sin”、samghāvaśes “tempo-

rary excommunication” ���罰則�段階�１箇

所�記され����興味深�箇所であ�こ��指摘

�ま�た。���、keñc ����出��意味�

�まだ不明で�。

　 ３．Buddhastotra（ 讃 仏 詩 ） � 既 � � 箇 所

（THT ���、���）�紹介��まりま�た。

　４．Abhidharma（�ビダ��）��仏�哲�

�基��な�え�説�た�物であり、これ�既�

�箇所（THT �9�、�97）�紹介��まりま�た。

　５．実用������、“農耕”�関�����

箇所（THT �99�、���9、����）、同じく“祭祀”

�関�����箇所（THT ����）�取り上げま

�た。THT �99�で��あまり力むこ�なく�面

�掘�れ�べきであ�。力��れ�ぎ���面�

乾燥���塵�生じ������箇所�、当時�中央

����気候状態�感じ取�れ、THT ���9、

����で��麦�腐敗�防�����注意�再三繰

り返され���ま�。また、“�開��祓�”�述

べ�れ���� THT ����（添付資料３～４行目参

照）で�、�犠牲獣����３頭�羊�殺され、�

�拡げ�れ供物�方法で燃やされ������箇所

�、従来、専�仏��信奉され���た�され��

����で������思われ����祭祀�行

われ����こ��知り大きな驚きで�た。���

� �� �、nawaci（����b）“new field”、eyāvi（����b）

“sheep”、śemi（�99�a）“ground” ���な��見

出されま�。

　以上、��ファ�、���等�オ��ス諸都市

���������化伝播�１��出発点で、そ

�終点�奈良であ����こ�������んで

����く感じ取れま�。あ�ゼミ出席者��ポ�

�で、����あたっ���べた結果、亀茲国（�

��）�関���不明瞭な点�多く残され�����割

り切れな�思���た�、それだ��こそ�問�

対象����あ��だ��。ポケッ�ゼミ�受講�

��そ��た“分��な�こ�”�立ち向��研究

�あり方��ぶこ��できた��、���感想��

ただきま�た。�生�皆さん�既存�枠組み��

�われ�こ�なく自��道�切り開���行�れ�

こ��期待����ま�。文献 THT����b �～�行目
“eyavi trai swara hanti.....karts ay
prasarasahawanaitithyaknesa......salpau” と読める。
訳は本文参照。
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　����年４月１�付け１�付け付け

で、共生�間�専�� 思、共生�間�専�� 思思

想�化論講座 創造行為

論分野�准�授����着

�致�ま�た。

　私�専���ギリス演

劇で、特�、現存��

�ェ��スピ�脚��分析�通���当時�上演状

況�明�����こ��研究�重点�置����ま

�。現���ギリスや�������、�ェ��ス

ピ��ど����上演され�����、そ���ど�

���映画やバ�エ等�翻案され��������

���考察����ま�。

　４月�り、研究�一端�舞台芸術論等�授業で

紹介���同時�、１・２回生�英��担当���・２回生�英��担当���２回生�英��担当���

�ま�。２回生�授業で�実験���ェ��スピ

��『��ベス』�題材�選び、現��英���

触れ�����ため�、関係��エッセ�や�聞記や�聞記

事�速��行�ま�た。。

　英���ミュ�ケ��ョ������抑�、あ�英���ミュ�ケ��ョ������抑�、あ�

��ど�音節�ど���な�勢��け��、�非

常�重要で�。�ェ��スピ�作品�、１行���ェ��スピ�作品�、１行��

音節��音節�交��５�繰り返され���５歩�交��５�繰り返され���５歩５�繰り返され���５歩

格（iambic pentameter）���韻律で��れ��

�ま�。��行程�覚え、こ�韻律�従っ��朗唱

�、紙����訳��メ����く、���テス

��行った�こ�、多く�受講生�正確����

�移�替えただけでなく、見事なリズムで英��英���

�み上げま�た。受講生���ケ����れば、受講生���ケ����れば、��ケ����れば、

リズム�規則正��テキス��音���場合、恥

ず��さ�感じず�抑��付け��英���み上げ�抑��付け��英���み上げ抑��付け��英���み上げ英���み上げ�み上げ

易���で�。�ェ��スピ�作品�リズミ��

なだけでなく内容��奥行き�あ��で、興味�

�っ��くれた����れません。

　実用�な英�����け�上で音声�側面�無

視できません。これまで数限りなく英���章�

��れ��きま�た�、心�打�名�や名台詞�紙

上で�音声上で�取り上げ、そ�こ�で実用英�

�効果�な習得�貢�できな�だ���、そんな

こ��思っ��模索����ま�。

新任教員より

新任のご��ご����

桒�　智成（�間���）
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編集後記

◆『総合�間�部広報』第�7号��届け�た�ま�。

今号で�、総合�間�部着��先生�一��就��御

����頂戴�、さ���ポケッ�ゼミ��前期�統括御

報告�夏期休暇中��オ�プ�キ��パス��時�御講義�掲載させ��頂きま�た。残念な��、

御担当�先生方�べ���原稿�頂くこ��できませんで�た�、御執筆頂�た先生方たち�玉稿

�大変刺激�な内容で、今後�総合�間�部�さ�な�発展�大�な�寄与�あたえ��くださっ

���ま�。

（�・�）�・�））


