
山梨工業会東京支部総会資料　 平成３０年６月９日　早川

建築中の大村智記念学術館　平成30 年６月８日

平成30 年 ６ 月 ８日 （ 金） 山 梨日 日 新聞 朝刊１面

｢水晶庫｣引ら張って移設 山梨大
山梨大が水晶の保存などのため1927年

に設け、甲府空襲を逃れた「水晶庫」の

移設作業が７日、甲府市武田４丁目の同

大で始まった。開始を記念し、大学関係

者は移設用レールが敷かれた建物を綱で

引いた。

建物ごと持ち上げて移動させる「曳家

（ひきや）方式』を用いて､今月中旬までに

北側へ18も､東側へ25な動かす。島田真路

学長ら14人が、土台とつなかった綱をひ

っぱると､建物はゆっくりと動きだした。

移設場所は、同大の官業生でノーベル

医学生理学賞を受賞した大村智・北里大

特別栄誉教授の功績を記念した「大村智
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記念学術館」の北側。式典で島田学長は

「学術館とあわせて地域を盛り上げる施

設にしたい」とあいさつした。

同大によると、水晶庫の登録有形文化

財への指定を目指している。〈土屋圭佑〉



【HI 】ラ ン キ ン グ ご と に 異 な る 大 学 の 顔 ぶ れ~ＴＨＥの各ランキングにランクインした日本の大学例

世界版２０1８
順位 �区 分 � 教育機関

46 �国 �東京大学

＝74 �国 �京都大学

201-250 �国 �大阪大学

201-250 �国 �東北大学

251-300 �国 �東京工業大学

301-350 �国 �名古屋大学

351-400 �国 �九州大学

401-500 �国 �北海道大学

401,500 �国 �東京医科歯科大学

401,500 �国 �筑波大学

501-600 �私 �藤田保健衛生 大学

501-600 �公 �首都大学東 京

601-800 �公 �会津大学

601-800 �国 �千葉大学

601-800 �国 �広島大学

601-800 �私 �順天堂大学

601-800 �国 �香川大学

601-800 �国 �金沢大学

601-800 �私 �慶泄 義塾大学

601-800�国 �神戸 大学

601-800�国 �高知 大学

601-800�国 �熊 本大学

601-800 �公 �名古屋市立大学

601-800 �国 �岡山大学

601,800 �公 �大阪市立 大学

601-800 �国 �東京農工 大学

601-800 �私 �東京理科大学

601-800 �私 �早稲田大学

601-800 �公 �横浜市立大学

801-1000 �私 �中央大学

801-1000 �国 �愛媛大学

801-1000 �国 �電気通信大学

801-1000 �国 �岐阜大学

801-1000 �国 �浜松医 科大学

801-1000 �私 �法政大学

801-1000 �国 �岩手 大学

801,1000 �私 �東京慈恵会医 科大学

80M000 �国 �鹿児島大学

801-1000 �私 �関西医 科大学

801-1000 �私 �近畿大学

801-1000 �私 �北里 大学

801-1000 �国 �京都工 芸繊 維大学

801-1000 �国 �九州工業 大学

801-1000 �私 �明 治大学

801-1000 �国 �三重 大学

801,1000 �国 �宮崎大学

801,1000 �国 �長岡技術 科学大学

801-1000 �国 �長崎大学

801-1000 �国 �名古屋工業 大学

801-1000 �公 �奈良県立医科 大学

801,1000 �国 �新潟大学

801-1000 �公 �大阪府立 大学

801-1000 �私 �立命館大学

801,1000 �国 �佐 賀大学

801-1000 �国 �埼玉大学

801,1000 �私 �埼玉医 科大学

801-1000 �国 �滋賀医 科大学

801,1000 �国 �島根大学

801-1000 �国 �信州 大学

801-1000 �国 �静岡大学

801-1000 �私 �昭 和大学

801-1000 �私 �上 智大学

801-1000 �私 �東 海大学

801-1000 �国 �徳 島大学

801-1000 �国 �東 京海洋大学

801,1000 �国 �富山 大学

801-1000 �国 �豊橋技術 科学大学

801-1000 �国 �山形 大学

801-1000 �国 �山口 大学

801-1000 �国 �山 梨大学

801-1000 �国 �横 浜国立 大学

ほか｢1001 ＋位｣に18 大学がランクイン

3 E3et ｗｅｇｎ ２０１８ ５-6

アジア版２０1８
順位 �区 分 � 教育機関

８�国 �^東京大学

１１�国 �京都大学

28 �国 �大阪大学

30 �国 �東北大学

33 �国 �東京工業大学

35 �国 �名古屋大学

=48 �国 �九州 大学

=55 �国 �北海道大学

=60 �国 �東京医 科歯科大学

63 �国 �筑波大学

=83 �私 �藤田保 健衛生大学

=104 �公 �首都大学東京

109 �国 �広島大学

=127 �私 �慶庖 義塾大学

131 �公 �会津 大学

134 �国 �千葉大学

=135 �私 �早稲田 大学

=149 �国 �金沢 大学

=149 �国 �神戸 大学

=151 �私 �順天 堂大学

153 �国 �東 京農工大学

=168 �国 �岡山 大学

=171 �公 �名古屋市立大学

=173 �公 �横浜市立大学

=175 �国 �香川 大学

=175 �私 �東京理 科大学

=182 �国 �高知 大学

184 �国 �熊 本大学

=185 �公 �大阪 市立大学

=194 �国 �徳島 大学

=200 �国 �横浜国立大学

201-250 �国 �電気通信 大学　　 、

201-250 �私 �東京慈恵 会医科大学

201-250 �私 �関西医 科大学

201-250 �私 �近畿 大学

201,250 �国 �長崎 大学

201-250 �国 �名古屋工 業大学

201-250 �国 �新潟 大学

201-250 �国 �埼玉 大学

201-250 �国 �滋賀医 科大学

201-250 �国 �信州 大学

201-250 �国 �豊橋技術 科学大学

201-250 �国 �山形大学

201-250 �国 �山梨 大学

251,300 �私 �中央 大学

251,300 �国 �愛媛 大学

251-300 �国 �岐阜 大学

251-300 �国 �浜松医科 大学

251-300 �私 �法政 大学

251-300 �国 �岩手大学

251-300 �国 �鹿 児島 大学

251-300 �私 �北里 大学

251-300 �国 �示郡工云繊 維大字

251,300 �国 �九州工業 大学

251-300 �私 �明治大学

251-300 �国 �三重大学

251-300 �国 �宮崎大学

251-300 �国 �長岡技術 科学大学

251-300 �公 �奈良県立医科 大学

251-300 �公 �大阪府立 大学

251-300 �国 �佐賀大学

251-300 �私 �埼玉医科 大学

251-300 �国 �島根大学

251-300 �国 �静岡大学

251-300 �私 �昭和大学

251-300 �私 �上智大学

251-300 �私 �東海大学

251-300 �国 �東京海洋 大学

251-300 �国 �富山大学

251-300 �国 �山口大学

ほか｢301-351 ÷位｣に19 大学がランクイン

日本版２０1８
順位 �区 分 � 教育機 関

＝1 �国 �京都大学

＝1 �国 �東 京大学

３�国 �東北大学

４ �国 �東 京工業大学

５ �国 �九州 大学

６ �国 �北海 道大学

７ �国 �名 古屋大学

８ �国 �大阪 大学

９ �国 �筑波 大学

１０ �私 �慶雁義 塾大学

１１ �私 �早稲田 大学

１２ �公 �国際 教養大学★

１３ �国 �広島 大学

１４ �国 �一 橋大学★

１５ �私 �上智大 学

１６ �私 �国際基 督教 大学★

１７ �国 �東京外国語 大学★

１８ �国 �神戸 大学

１９ �国 �千葉 大学　`

20 �国 �金沢大学

=21 �国 �長岡技術科学 大学

=21 �私 �立命館ｱ ｼﾞｱ太平洋大学★

23 �私 �立命館 大学

24 �国 �九州工業大学

＝25 �国 �岡山大学

=25 �国 �横浜国立大学

27 �私 �立教大学★

28 �私 �同志社 大学

29 �国 �東京農工大学

30 �私 �東京理科大学

31 �私 �関西学院大学

32 �国 �お茶の水女子大学★

33 �私 �神田外語大学★

34 �公 �会津大学

35 �私 �明治大学

＝36 �国 �熊本大学

=36 �公 �首都大学東京

38 �国 �豊橋技術科学大学

=39 �国 �東京医科歯科 大学

=39 �国 �山口大学

41 �国 �東京海洋大学

42 �国 �京都工芸繊維大学

=43 �国 �長崎大学

＝43 �公 �大阪市立大学

45 �私 �関西大学

46 �公 �横浜市立大学

47 �国 �山形大学

４８ �私 �芝浦工業大学

49 �私 �近畿大学

50 �私 �青山学院大学★

=51 �私 �中央大学

＝51 �国 �新潟大学

53 �私 �法政大学

54 �国 �信州大学

=55 �国 �電気通信大学

=55 �私 �津田塾大学★

57 �国 �福井大学

58 �国 �秋田大学

59 �国 �名古屋工業大学

60 �私 �南山大学★

61 �私 �学習院大学★

62 �公 �福岡女子大学★

６３ �国 �佐賀大学

64 �国 �群馬大学★

65 �公 �大阪府立大学

66 �私 �東洋大学

67 �国 �宇都宮大学

＝68 �国 �鹿児島大学

=68 �私 �豊田工業大学★

70 �国 �埼玉大学

71 �国 �茨城大学

ほか｢72･150 位｣に80 大学がランクイン

[ 二] 国 立 大 学

［ コ 公 立 大 学

口] 私 立 大 学

＊｢ ★｣ は日 本版の みにランクインしている大学

＊｢=｣ は同順 位の大学 あり

＊同ランクでの掲載 順は

原則 大学名 の英 語表 記のアルファベット順

各 ラ ン キ ン グ の

分 野 と 割 合

世界版２０１８

産業界からの収入2.5％

ア ジ ア 版２０１８

産業界からの収入7.5 ％

日本版２０1８

国際性20
％ 教 育

リソ ース

３４％

教育

充実度

２６％

＊分 野内 の 指標 の 内 訳はランキン グIにより

異なる場 合 があります｡，
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