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学部の存在理由であり、大きな手がかりと言えるの

ではないでしょうか。 ご挨拶   森 淳        
同窓会はこれまで、卒業のお祝や退官される先生の

お祝、学科の学生教育活動への補助、学部の市民開放

講座への参加などの活動をして参りました。その一つ

一つは、わずかなものとしても信大理学部に生活する

人々への大きな励ましであったと考えています。 

 

今後、この新しい状況を前にして、二つのことを進

めていこうと考えます。一つは同窓の皆さんのきずな

をより強めていくための活動です｡二つ目は大学が一

層知の創造と継承の場としてふさわしく発展するよう

及ばずながら支援することです。そのため、まず同窓

会名簿の改定をし、お届けすることにしました。また、

各科ですすんでいる文理の先輩を含めた「学科の同窓

会」活動を支えたいと考えます。理学部を外から支え

る力の一端を担うことも、大学と相談しつつ行ってい

きたいと考えています。さらに、そうした活動を保証

する財政基盤の充実です。 

  
各地でご活躍さえていられる同窓の皆さん、お元気

でしょうか。はやいもので一番の年配者は５０代の半

ばになられます。激動のうねりと渦の中で、それぞれ

に地道な努力を積み重ねておられると思います。本来

希望あふれるはずの２１世紀は、大きな矛盾が幾重に

も重なりあって幕をあけました。あたかも、大海原の

中で自分の位置を計るものさえ失って翻弄される小舟

のような状況に、私たちは追いやられています。そん

な時代だからこそ、今改めて求められていることは、

人と人のつながりの中で、互いの励ましあえる関係を

作り出すことではないでしょうか。そして互いの知恵

と力から学びあうことではないでしょうか。「同窓」と

言う関係が、その一部を形成していることは各所で見

られることです。それをもう一段進め。「きずな」を強 

こうした取り組みの具体化をはかってまいります

折には、皆さんの物心両面のご協力・御援助が不可欠

です。改めてよろしくお願いするものです。 
同窓の皆さん１５年前に発行した名簿の挨拶で、

「科学と思想（精神）の水路を、自由と民主主義の理

想の投げかける光を 
満身で受け止めつつ誤らず舟を繰り進む一人一人は、

決して孤 めようではありませんか。 
立しているのではない」と記しました。今日あらため

てこの言葉を皆さんに送り挨拶とします。 
さて、大学もまた日本の貧困な展望のない文教政策

のもとで、大きな曲がり角にきています。その原因の

一つは、大学の「独立行政法人化」にかかわる問題に

あります。予算を含めた大学の運営のあり方や、選別

淘汰を内包する再編のことなど、いくつもの問題や課

題が伝えられています。何より私たちにとって気がか

りなのは、大学の自治、学問・研究の自由、基礎研究

の軽視にかかわる問題と、教官をはじめとする大学人

の身分保障の問題であろうと思われます。いずれにし

ても大学を、大事なものがないがしろにされる所にし

てはなりません。信州大学理学部が、今日まで築いて

きたものの上に立ち、一層教育・研究機関として発展

していくには、どうあるべきか、当面そのため何を手

がかりとして考えるのかが直面した課題と言えます。

もちろん、今日までの研究内容・教育の水準が土台に

なることは言うまでもありませんが、もうひとつ、長

野県における最高学府としてこの地域の文化・学問の

水準をささえる一端を担ってきたことや、松本という

地方都市にあって若い人の「教育を受ける権利」を保

証してきたことなどは、県民の誰もが疑わない信大理 

 

理学部同窓会誌発行にあたって 

 
信州大学理学部長  永井寛之 

 この度、理学部の同総会の連携を親密にするために、

同窓会誌）を発行される由、おめでとうございます。

現在のような情報化社会においてはどうしても必要な

ことですが、世話人は大変だろうとお察しいたします。 

 国立大学の法人化が平成 16 年から始まる予定で、大

学は無論のこと、信州大学理学部においても、その準

備で忙しい日が続いております。本学部は基礎的な教

育研究が理念・目標ですから、経済的利潤を目指す応

 
 



用学部とは非常に異なっております。我々理学部関係

者は、今こそ基礎学問の重要性を訴えていく必要があ

ると痛感しております。 

 平成 10 年度から本理学部を基礎とした博士後期課

程「地球環境システム科学専攻」がスタ-トし、一層の

学術の高度化と総合化が進むとともに柔軟かつ独創的

な研究が出来るようになりました。今までに学位取得

者も 20 名以上を出し活発な教育研究活動が行われて

います。 

 同窓生の皆様は、今後益々複雑な状況下であらゆる

情報が必要となるでしょうし、横のつながりが非常に

重要になってきます。こうしたときに、同窓会誌を発

行されるのはタイミングも良く、同窓生間の単なる親

睦のみおらず、いろいろな問題解決が必要な時に、相

互に連絡をとり相談することも可能になります。こう

した時にこそ同総会誌の役割は益々重要になります。 

 国立大学の法人化の次は、少子化が深刻な問題とし

て大学のみならず、我が国の将来を左右することにな

るでしょう。 

 同窓生の皆様が、この度企画されている情報誌を活

用され、ご健勝で益々ご活躍されますようお祈りいた

します。 

 信州大学理学部がいつまでも皆様の心の故郷であり

ますように・・・  

 

 

理学部の現在の体制と入学定員 

信州大学理学部は現在、数理・自然情報科学科（５５

名）、物理科学科（３５名）、化学科(３５名)、地質科

学科（３０名）、生物科学科(３０名)、物質循環学科(２

５名)の６学科から構成されています。大学院理学研

究科は改組により信州大学大学院工学系研究科とな

りました。前期過程は数理.自然情報科学(１６名)、

物質基礎科学（２６名）、地球生物圏科学(２８名)の

３専攻、後期過程は地球環境システム科学専攻(６名)

となりました。 

同窓生の皆様にはなじみのない名称となっている

学科や新設の学科もありますので、それぞれの学科の

主任に学科の変遷や、教官の構成等について書いてい

ただきました。 

 

 

数理・自然情報科学科の現状と歴史 

        数理自然情報学科主任 可知偉行 

理学部が設置され、３５年が経過しました。昭和 41

年 4 月文理学部が改組され、理学部が設置され、「数学

科」は代数学、幾何学、解析学、位相数学の 4 学科目

が定められ、教官定員 12 名、入学定員 35 名で発足し

た。最初の入学試験は 4 月に行われた。その当時の教

官は斎藤素、小柴善一郎、横田一郎、浅田明、岸本量

夫、内山三郎、菊地茂樹、鹿野健、松田智充、本瀬 香、

大堀正幸の諸先生と、事務官として、南山さんと藤澤

さんが勤務されていた。その後、定年退官や転出によ

り、現在、一回生を知っている人は、４名のみになっ

た。 

現役の教官を含め、３４名の教官が在籍した。その

内訳は、現在の教官は、神谷（1969～）、井上（1971

～）、真次（1973～）、高木（1992～）、一ノ瀬（1998

～）、二宮（1995～）、向井（1995～）、阿部（1995～）、

本田（1993～）、中山（1995～）、服部（1996～）、花木

（1998～）、西田（1998～）、松田（1968～）、大堀（1969

～）、谷内（2000～）、乙部（2001～）、玉木（1993～）、

可知（1968～）である。元教官は、望月、杉江、広中、

伊東、上野、板谷、千原、の諸先生である。 

昭和 52 年 4 月に関数解析学講座が増設され、教官定員

13 名、入学定員が 45 名となる。 

平成３年４月に自然情報学講座が増設され、教官定員

16 名、入学定員 55 名となる。 

自然情報学講座は、自然科学の諸分野にコンピュータ

の使用による情報科学的研究が盛んになり、数学・情

報科学・物理学をベースとして、自然情報学を学ぶ講

座として増設された。 

平成７年教養部廃止とともに、教養部から３名（向井、

二宮、阿部）の教官を迎え、理学部の学科改組により、

「数学科」を、数学と自然情報学を学ぶ学科であると

して「数理・自然情報科学科」に名称を変更した。そ

の後、平成１０年に、講座名を数理構造講座（代数学）、

空間構造講座（幾何学）、数理解析講座（解析学）、自

然情報学講座（自然情報学）に変更し、教官定員１９

名、入学定員５５名で、現在に至っている。 

平成１３年には、理学部の校舎の増築、改装が完成し、

数理・自然情報科学科は６階から４階と５階に移動し、

冷暖房完備で快適である。ストーブもいらなくなり、

扇風機（もともとなかった）もいらない。また、教室

としての使用面積も増え、以前は一部屋であった学生

研究室も各講座に研究室を設置し、学生諸君の勉学、

研究環境が整備された。 

教養部は廃止されましたが、１年次は共通教育セン

ター（旧教養部）で、新しいカリキュラムに従って学

び、２年次から各学部で学ぶことは以前と変わりない。

数理・自然情報科学科では、2 年次に進むとき、代数

学、幾何学、解析学といった伝統的な数学を対象とし

た、数理科学コースと、自然情報学コースに別れ、そ

れぞれのコースに定められた講義を受け、卒業する。

カリキュラム、講義科目名も時代に合わせて、変更さ

れてきた。数学科及び数理・自然情報科学科の卒業生

は約１２８０名、大学院修了生は１３５名になります。

約２０名位の人が大学院に進学します。就職組の人も

ほとんど在籍中に決まりますが、今就職難といわれて

いますので、卒業生のみなさん、ぜひあなた達の会社

で採用していただけるよう配慮をお願いします。 

 
新入生歓迎の行事は、花見を兼ねながら城山公園で

行われており、時々救急車のお世話になることもあり

ます。年に２回のソフトボール大会が行われています

が、いまいち参加者が少なく、教官チームも組織でき

ないような状態である。夏に行われていたサマーゼミ

は休止中で、大学祭は毎年行われていますが、浮世亭

もなくなり、数理・自然情報科学科の諸君が大学祭に

参加する機会がなくなりました。先輩のみなさん、な

んとかしてくれないか。とにもかくにも、学生気質は

たいして変わってはいない。時には元気な顔を見せに



大学に来て下さい。そして後輩と大いに語り合って下

さい。みなさんの今後の活躍に期待します。 

 

物理科学科     物理科学科主任 美谷島 實 

  平成 14 年度の教室主任をしている関係で、理学部同

窓会誌への教室紹介をします。教室の構成員は、教養

部の解体と教官の配置換えで平成 7 年 4 月以前と以降

では事情がことなります。以前は、4 講座（12 名に臨

時定員増で 1 名増）13 名から成立していました。（技

官、事務官、実験補助員は除いて）。以降は、教養部か

ら 4 名の教官が移行しましたので 17 名になりました。

（色々な理由で現在 16 名で）その内訳は以下の通りで

す。 

物性物理学大講座：◎磁性理論（旧物性研）：山田、寺

尾、樋口（在外）、志水、◎磁性実験（旧統計研）：永

井、天児、◎誘電体：武田（和田）。 

素粒子・宇宙物理学大講座：◎素粒子理論（旧素粒子）：

美谷島、寺澤、小竹、川村、◎宇宙線実験（旧電子研）：

宗像、安江、加藤、◎素粒子実験：竹下、長谷川、（職

員以外に 2 年任期の信州大学特別研究員 1 名）。 

  学部入学定員 35 名、9 月現在の在籍者数は 178 名で

す。１年生の時だけ共通教育センターに所属します。2、

3，4 年生は理学部所属になります。各研究室配属は以

前と同様で年生になつた時点で決定します。各学年に

学習相談に応じる教官を指定しています。 

  大学院は平成 11 年に改組されました。工学部と繊維

学部と一緒で大学院工学系研究科を組織して博士前期

課程（修士課程）は、化学科と合同で物質基礎科学専

攻を組織しで院の入試を実施します。両学科合計で定

員は 24 名です。物理科学科の在籍者数は 32 名です。

博士後期課程（博士課程）は、理学部全体で定員 6 名

の地球環境システム科学専攻のもとに 3 講座がありま。

そのうち物理科学科が関係するのは地域環境システム

科学講座と、環境機能解析科学講座の２講座です。物

理科学科の在籍者数は 8 名です。従って教官の教育上

の仕事は、学部 1 年生の共通（教養・基礎専門）教育

から博士課程の研究指導まで 9 年以上の期間にわたり

ます。 

  交通手段及び通信技術の進歩で、各研究室の研究課

題・規模も、国内のみならず国外に広がっています。

理学部のホームページにも入ってみて下さい。 

  研究室の配置も、大型改修の後で、数学科（数理・

自然情報学科）と入れ代わりまして A 棟の 5，6 階にな

りました。図書室も 3 教室統合の方向になりつつあり

ます。 

  卒業生の方々にとっては、何年度の卒業かによって

物理教室の構成及び組織の変化が激しいか否か判断が

分かれることでしょう。そのことはとも角、上記の状

況が平成 14 年 9 月の物理科学科の現状です。 

 

化学科        学科主任 尾関寿美男 

 ここ数年で大学を取り巻く状況が大きく変わり，学

生の教育や研究に熱心に取り組んでいても職責を果た

していると胸をはれないような雰囲気になってきてい

ます。地域，企業，市民，青少年，果ては小学生まで，

大学が社会貢献として教育，啓蒙，成果の還元の対象

とする範囲は際限なく広がりつつあります。従来の職

務に対する評価への対応も含めると，先端を極める叡

智を養う環境はことごとく脆弱になってきているよう

に思えます。 

 このような状況にあっても，化学科の体制は，大講

座制への移行を除けば，従来とほとんど変わっており

ません。構造・計測化学講座と反応・物性化学講座の

二つの講座に統合されてはいますが，前者は無機化学

（笹根教授，吉野助教授，石川講師）と分析化学(野村

教授，梅本教授，中村教授，樋上助教授)，後者は有機

化学（藤森教授，手塚教授，小林助教授，太田助手）

と物理化学（尾関教授，藤尾助手，飯山助手）とから

なり，学問的色分けはそのまま残しています。基礎研

究分野としての化学を推進し，学生を教育するために

はこの体制を維持することが必要であるとの合意に基

づいてのことです。 

 
 新入生ゼミナール，物理学セミナー（新入生用補講），

担任制度，就職委員会の設置などによって学生サービ

スを強化し，シラバス（授業計画書）に基づく講義と

厳格な単位認定，学生による授業評価の導入によって

効果的な講義に仕立て上げる努力がなされています。

また，国内外の研究者による先端の話題を「化学コロ

キウム」で公開しております。 

 研究は多岐にわたり，分子設計と合成（光応答性分

子，中性子捕捉用ホウ素化合物，奇数炭素環分子，新

規反応），金属錯体中の分子運動，イオン交換による同

位体分離，電極や水晶発信子によるセンシング，電極

表面近傍の界面状態，ナノスペース中の分子クラスタ

ーの構造と運動，分子高次集合体の構造，磁場による

構造・物性制御などに精力的に取り組んでおります。

大学院博士後期課程が設置されて４年が経ち，進学者

は少ないものの，研究留学生（５人）とともに研究の

活性化に貢献しております。 

 化学科としての活性化は不可欠な要素であるため，

教育効果の増進，研究活力の推進と連携，社会貢献の

あり方などの話し合いを始めております。これらを具

体化するためには，教官，学生，事務官の総力を注ぐ

必要があります。ソフトボール大会，ボーリング大会，

ビアーパーティー（退官教官も参加），縦割りコンパは

大いに役立っております。同窓会メンバーの方も化学

コロキウムやビアーパーティーなどにご参加いただき，

化学科の発展のためにご尽力いただければ幸いに存じ

ます。 

 

地質科学科    地質科学科主任 森清寿郎 

現在の地質科学教室のいろいろな側面を伝えるため、

羅列的で“～白書”のような記述となったが、了承願

いたい。 

＜学科の体制＞  現在、地質科学科は大講座制をと

っており、学部では地層科学と地球物質科学の２講座

からなっている。大学院（工学系研究科）博士前期課

程では、地質科学科教員は、地球生物圏科学専攻の中

の地層科学と地球物質科学の２講座に所属し、一方博

士後期課程では、地球環境システム科学専攻の中の地

域環境システム科学講座と環境機能解析科学講座に所

属している。大学院に関しては別に記述されるので、

以下は地質科学科の学部の理念や研究教育体制につい



てである。 

＜学科の理念＞ 信州大学グランドデザインのなかで、

信州大学の理念として高度専門職業人養成がうたわれ

た。地質科学科もこの理念にそって、学科として技術

者教育認定制度(JABEE)を 2003 年に受審することとし

た。しかしながら、研究者養成や教育者・教養人養成

の道も、堅持している。 

＜学生定員と入試制度＞現在の学生定員は 30 名であ

り、2003 年度入試より、前期入試（小論文＋センター

試験）により 15 名、後期入試により 15 名、選抜する。 

3 年次編入試験を実施し、毎年二人ほど 3 年次に編入

している。留学生の数は年度により変化が大きく、2002

年では０名である。 

＜卒業後の進路＞ 大学院進学者は非常に増え、４年

生の２／３が信州大学や他大学の大学院に進学してい

る。地学の教員採用がほとんどないため、教職につく

卒業生の数は激減している。    

＜教官定員＞  正規の教官定員は 11 名であるが、

2002年度現在は 10名である。（酒井潤一先生が退官さ

れた後，そのポストを理学部の定員削減枠にあてざる

を得ず、3 年間新規採用ができないためである）。 

 

 

＜教育＞ 

卒業には 124 単位の取得を要する。専門教育について

は、それほど大きな変化はないが、共通教育（以前の

一般教育）の内容が大きく変化した。第 2 外国語の履

修がなくなったこと、新入生ゼミナールが設けられた

こと、情報教育が必修となったこと、などである。ま

た、1 年から 2 年次への進級に関門がなくなった。地

質科学を履修するうえで必要となる専門基礎科目を重

視し、線形代数学・微分積分学を必修、物理・化学・

生物学およびそれらの実験を選択必修としている。4

年次へ進級するためには、２年次までの必修単位を取

得していることを要件としている。4 年の卒業研究に

は、９単位をあてており、従来どおり、マンツーマン

の指導がなされている。 

＜取得資格＞教員免許状（中学、高校）、測量士補、博

物館学芸員。地質科学科が日本技術者教育認定制度に

パスしたときには、JABEE プログラムを履修した学生

に対して、技術士第１次試験免除の資格が付与される。 

＜施設＞ 2000 年 3 月、Ｃ棟が完成し、地質科学科は

その 4 階に移転した。また、2001 年には、理学部新講

義棟が完成した。Ｃ棟には、地質、生物、物循学科共

同利用の図書室・閲覧室が設置された。地質科学科は

所蔵している和書をすべて中央図書館へ移し、市民が

利用できるようにした。Ｃ棟には、パソコン実習室が

あり、学生はいつでも使用できるようになっている。 

＜社会貢献＞ 地質科学科が主体の公開講座(2002 年

は信州の自然：人を支える大地の成り立ち)は、ほぼ毎

年開催されており，40-50 名の参加がある。年配のか

たが多く平均年齢が 65 歳くらいである。また、理学部

全学科による「自然のなぞ」などの名の理学部公開も

毎年おこなわれるようになり、地質科学科も多数のパ

ネル、ブースを開設している。 

＜自己点検・評価＞ 平成 11 年(1999)、外部評価を実

施した．2002 年には、大学基準協会(JUAA)会員となる

ため、自己点検・評価資料を提出した．また、2002 年

には、博士後期課程の研究に対して、自己評価・点検

をおこなった。  

＜参考資料＞ 

信州大学文理学部地学教室業績目録：1965 年 3 月信州

大学文理学部地学教室、信州大学理学部地質学教室小

史：1976 年 3 月信州大学理学部地質学教室、信州大学

理学部 20 年史資料.1986 年 9 月信州大学理学部、理学

部における研究と教育：1993 年 3 月信州大学理学部、

新たな創造と交流をめざして：信州大学 50 周年記念

誌.1999 年 6 月 信州大学  

 

生物科学科      生物科学科主任 伊藤建夫 

現在、生物科学科は生体生物学講座と進化生物学講

座の二大講座から構成されています。1995 年の信州大

学教養部廃止と物質循環学科の増設にともない、学科

の名称が生物学科から生物科学科に変わりました。同

時に、従来の生理学講座と発生学講座を合わせて生体

生物学講座とし、高地生物学講座と生態学講座を合わ

せて進化生物学講座としました。生体生物学講座と進

化生物学講座の名称はその中身を思い浮かべるのがち

ょっと難しいかと思われますが、時代の流れに対応し

た分野を取り込み易くするという意図がありました。

一方、改組にともない、信州、あるいはアルプスにち

なんだユニークな名称であった「高地生物学講座」が

廃止されました。そのかわりと言うわけでもありませ

んが、全国でもユニークな「進化」を冠した大講座が

設置されました。大学院の方でも、従来の理学研究科

は廃止され工学系研究科に所属しているため、教育・

研究の内実を示さない研究科の名称となっています。

また、修士課程の生物学専攻の名称もなくなりました。 

教養部廃止にともなう新規の加入と物質循環学科

の増設にともなう転出をはじめとして、この前後から

しばらくの間に、定年退官、物故、転出、振替などに

より相当数の教官の入れ替えが行われました。その結

果、教官の教育・研究の専門分野も大きく変わり、従

来より広い生物学の分野をカバーするものとなってい

ます。すなわち、生体生物学講座の６名の教官の専門

分野は、微生物分子生物学、植物分子生物学、動物遺

伝学、動物発生学、植物生理学、動物分子系統学など

であり、また、進化生物学講座の６名の教官の専門分

野は、植物進化学、動物進化学、進化生物学、動物生

態学、植物生態学、植物分類学となっています。近年

の生物学の発展によりよく対応している面がある一方、

教官の総数が少ないため、研究面でのまとまりが難し

くなる傾向は否定できないのが現実であります。 

教育面では、自然に恵まれた信州の地の利を生かし

た観察、実習なども活用して、分子から生態・環境ま

で生物学の広い分野についての基礎の修得によって、

生命と環境の２１世紀に対応し、幅広い知識と柔軟な

思考力を有する人材の育成を目指しています。この方

針を徹底するために、従来よりも必修科目を減らし、

また卒業研究を必修から選択とし、学生による履修科

目の選択の自由度が大きくなっています。卒業研究を

選択にすることにより自然科学の基礎研究を全く経験

しないで卒業する学生が多く出ることが危惧されまし



たが、卒業研究選択が望ましいとの指導により、ほと

んどの学生が卒業研究を選択するという状態が続いて

います 

 

物質循環学科    物質循環学科主任 鈴木 啓助  

 白銀に輝くアルプス、清らかな渓流、信州大学は美

しい自然にめぐまれた環境のなかにあります。この豊

かな自然環境の中でこそできる講義や実習、研究が私

たちの学科のセールスポイントです。最近、こんな自

然環境がいつまで保てるのだろうか？と心配されるよ

うになってきました。地域でも、地球規模でも自然環

境の変化が目につくようになってきたからです。その

原因はいうまでもなく人間の活動によるものです。私

たちは自然との共存をはかり、環境を維持しながら生

活し続ける道を探っていかなければなりません。 

 環境変化の仕組みは複雑に絡みあっていて、人類と

自然との共生の道を簡単には切りひらけないのが現実

です。この複雑な絡みあいの仲立ちをしている物質の

流れ－物質循環－をステップごとに正確に理解するこ

とが、この道をひらく第一歩だと私たちは考えていま

す。よく「風が吹くと桶屋が儲かる」と言いますが、

あるところに加わった原因が、全く別のところで環境

変化として現れて来ます。それは、現象の間を仲介す

る物質の変化・移動そして循環があるからです。この

しくみを解明するためには、数学・物理学・化学・地

質学・地球物理学・生物学などひとつひとつの自然科

学の成果を、また時には人間社会・文化についてもし

っかり学習・研究することが必要となるでしょう。こ

のように私たちは、環境変化の根もとにある物質の循

環現象を、広い視点から理解してもらおうというとこ

ろに、この学科の教育目標をおいています。環境問題

は、これからの人間社会が避けて通ることのできない

大きな問題です。身につけた知識を応用して、さまざ

まな問題に取り組むことができる社会人・研究者が育

っていくことを願っています。 

 

 自然環境は大きく見ると、個々の生命を単位とする

生物生態システムと、これを取り巻く物理・化学的法

則が支配的な地球システムとから成り、それらの間の

密接な相互作用の上に成り立っています。本学科には

「地球システム研究分野」（生物の関わらない地球と

いう大きなシステムからのアプローチ）と「生態シス

テム研究分野」（個別の生物生態系という空間的には

ミクロなシステムからのアプローチ）のふたつの分野

があり、「物質の循環」を共通のキーワードとして教

育・研究を行っています。「地球システム研究分野」で

は、大気圏、水圏、岩石圏における物質循環を中心に

研究・教育しています。主な研究テーマは、物質循環

研究のための化学計測法、岩盤強度と地下流体につい

ての研究、河川水の水質形成に関わる地質条件につい

ての研究、堆積物による地球史解読、水循環に伴う化

学物質の循環機構についての研究、地層形成プロセス

の研究です。「生態シス 

テム研究分野」では、生物の働きが重要な役割を果た

している物質循環を研究・教育しています。主な研究

テーマは、集水域を含めた水域での物質循環の研究、

水界生物の相互作用についての研究、流入負荷に対す

る微生物群集の応答解析、植物プランクトンに含まれ

る毒性物質の研究です。 

 信州大学の周りには、物質循環を理解するための実

習や研究にぴったりの自然が、いたるところにありま

す。この有利な立地条件を積極的に活かし、実習や野

外調査に重点を置いたカリキュラムが組まれています。 

 学科の教育目標は、数理・自然情報科学科・物理科

学科・化学科・地質科学科・生物科学科からの応援・

協力を受けて、基礎学力を重視しながら、幅広い理解

力と、探求方法論を身に付けた人材を養成することで

す。 

 

研究科長 

大学院の体制と学科の紹介  地球環境システム科学

専攻長 三宅康幸 
理学部に深く関連している大学院の体制には，博士

課程前期と同後期とがあります． 
博士課程前期は以前は修士課程と呼ばれていまし

たが，後述する博士後期課程ができてからはこのよう

に呼ばれています．修了生は修士号を得ることができ

ます．以下の３つの専攻からなっています：数理・自

然情報科学専攻，物質基礎科学専攻，地球生物圏科学

専攻．たとえば地球生物圏科学専攻に対応している学

部の学科は地質科学科，生物科学科，物質循環学科の

３学科です．以前はこれら３学科別個に入学試験がお

こなわれていましたが，この専攻にまとめられてから

は，共通の入試問題を作成して入試を行っています．

各専攻とも，主要な指導は学科ごとにわかれてなされ

ていますが，学科を越えて指導を受けられるような工

夫もされるようになってきたところです． 
理学部にも博士後期課程（博士号をもった後継者を

養成する機関）を設立することは永年の夢であり，理

学部のみならず信州大学が一人前の高等教育機関と認

知されるための必要条件でもありました．平成９年に，

学部と全学の関係者諸氏の大変な努力の結果，工学系

研究科地球環境システム科学専攻が設立されて，その

課題は実現されることになりました．設立にあたって

は，すでに工学部と繊維学部を母胎として存在してい

た工学系研究科の中に新たな専攻を加える形をとりま

した．そのために工学系という名前を冠してはいます

が，理学部関係のスタッフや学生達は，理学分野の基

礎研究に大いに務めていますし，修了生は工学博士以

外に，理学博士，学術博士の称号を得ることもできま

す．同時に，理学部内の学科や分野の壁を越えた研究

指導を可能にし，かつ，工学部や繊維学部との連携の



もとに，技術と結びつく科学分野も育成することを目

指しています．この専攻は以下のような目的をもち，

さらに後述する３つの講座に細分されています． 
地球環境システム科学専攻：産業界等の技術革新の

担い手としての高度技術者の養成を目的とする工学系

研究科にあって，基礎研究を中心とした理学系専攻と

して，学術研究の一層の充実と独創的な研究開発能力

と広い視野をもつ技術者・研究者の養成を目的とする． 
地域環境システム科学講座：信州の地理学的

および地質学的特性を生かしながら，自然環

境や生態系についての基礎的および応用的

な研究を行い，環境計画や防災を確立するこ

とをめざす． 
物質・生命解析学講座：自然界に存在する物

質および生命体の諸機能とその基本原理の

理解，そして新しい物質や新しいバイオテク

ノロジー開発への適用研究をめざす． 
環境機能解析科学講座：地球環境システムの

理論的研究，およびその基本的構造と機能面

からの動的な解析をめざす． 
以上の３講座には，理学部内６学科の教員が混在し

て配置されて，学生は多分野から指導を受けられるシ

ステムとなっております．まだまだ模索段階であり，

必ずしも有効にこのシステムが稼働しているとは言い

難いのですが，信州ならではの「学風」を築き上げて，

卒業生のみなさんにも誇りをもっていただけるような

高等教育機関となるよう努力しているところです．幸

いにして，専攻で定員６名のところ，毎年それを大幅

に越える（平成 10 年 22 名，11 年 12 名，12 年 12 名，

13 年 14 名，14 年 16 名）入学者を迎えています．そ

のうちでは計十名を越える社会人入学者も迎えました．

信州大学の卒業生が多く含まれています．入学しなく

とも論文を提出して論文博士の資格を取得することも

できます．個々人の資格が重要視される社会状況の中

にあって，卒業生の皆様にも大いに活用していただけ

る制度ですので，是非ご活用ください． 
 

現在各学科の同窓会が立ち上がり始めています。文理

当時からある松本化学学士会について、野村先生に、

本年度立ち上がった信州大学物理同窓会と、地質同窓

会について事務局長よりご紹介いただきます。 

 

化学教室と松本化学学士会 

 化学教室の歩みについて書いてほしいとの依頼を受

けましたが、理学部の歩みの中で、多くが述べられる

ことと思いますので、特に化学教室に関係のある事項

について述べてみたいと思います。 

昭和４１年４月に、文理学部が人文学部と理学部に

改組されました。改組された当時は、数学科、物理学

科、化学科及び地質学科の４学科で発足し、化学科は

分析化学、無機化学及び有機化学の３学科目（学生定

員：３５名）のみでした。この３学科目に物理化学が

加わったのは、昭和４４年４月からで、翌年の４月に

は理学専攻科（化学専攻）が設置され、昭和５１年４

月にはこの専攻科に代わって、大学院理学研究科（修

士課程、化学専攻）が設置されました。大学受験人口

の急増に伴い、昭和６１年に入学定員が３７名に、昭

和６３年には４０名となりましたが、平成７年度から

は入学定員が減少し始め、現在では従来通りの３５名

に戻っております。また、平成７年度から、いままで

の４講座制から２大講座制（「化学科の体制と化学科の

紹介」記事参照）をとるようになりました。さらに平

成１０年４月には、理学研究科（修士課程）は工学系

研究科に加わり発展的に解消され、現在に至っており

ます。 

このように化学教室は変遷してきましたが、化学科

には、縦のつながりを密にするために、松本化学学士

会という同窓会があります。これは文理学部自然科学

科化学専攻卒業生、理学部化学科卒業生及び修士課程

化学専攻修了生から構成されております。理学部の前

身である文理学部自然科学科化学専攻卒業生からなる

化学教室同窓会（仮称）はまとまりがよく、会合をた

びたび開いておりました。昭和３９年４月３日に開か

れた東京在住者の会合のおり、有機化学の教授であっ

た故桜井武平先生に松本化学学士会の名称をいただき、

この日を松本化学学士会の発足日と定めました。昭和

４０年４月１日には会則を定め、会長は文理学部第１

期生の木内一巳氏、本部長は同第８期生の野村俊明が

務め、年会費１００円で運営することになり、８月に

は会員の近況などを掲載した会報第１号を発行しまし

た。この会報は数年間毎年発行してきましたが、運営

が苦しくなり、昭和４２年度から会費を逐次値上げ（昭

和５１年以降は５００円）するとともに、昭和４６年

以降は会報を会員名簿に変更して発行しました。これ

でも運営が苦しく、会員名簿を２，３年に１回発行（昨

年第１５号を発行）するようにし、平成９年度からは、

年会費を永年会費１万円にして現在に至っております。

会員は文理学部（化学専攻）卒業生（亡くなられた方

を含めて１１５名）、理学部化学科卒業生及び大学院修

士課程修了生を含めて約１２００名の大所帯になって

おります。最近、木内会長が亡くなられ、その後任が

未定であり、松本化学学士会全体の会合は持たれてお

りませんが、東京在住者の集まりは毎年東京で開催さ

れております。理学部同窓会が十分に機能するために

も、松本化学学士会が十分に機能する必要があると思

っているこのごろです。 （理学部 野村俊明） 

 

信州大学物理同窓会 

 

 本年（2002 年）５月に念願の「信州大学物理同窓会」

が無事発足しました。もともとこの同窓会は松本の地

で「物理」を学んだものがざっくばらんに一杯きこし

めしながら思い出などを語ったり、恩師のお話しを拝

聴したりしていた会が発展したものです。したがって、

会員は文理学部で物理学を専攻した卒業生から理学部

物理学科、物理科学科の卒業生、さらに大学院の理学

研究科物理学専攻及び工学系大学院の物理関係専攻の

修了生です。また、文理学部当時からの教官と現役の

教官が会員となっています。 

 独立行政法人化などの流れの中で少しでも母校の発

展に寄与できればとの意味もあり、正式な同窓会とし

て発足となりました。本会は従来の同窓会活動に加え



て、ホームページ（HP）を充実させ隔月単位でメール

マガジン（会報）を出して行くことになっています。

HP のアドレスは以下の通りです。これは、信州大学の

公式 HP（大学関係）や信州大学理学部の HP にもリン

クさせていただいていますのでそちらからも入ること

が で き ま す 。 一 度 ご 覧 下 さ い 。

http://www.insatell.co.jp/physics/ 

 

 

 

「信州大学物理同窓会」設立趣意書  

 旧制松本高校から新制文理学部へ、そして理学部へ

と脈々と受け継がれた信大・物理学徒の同窓生が集う

「信州大学物理同窓会」も、ことし（2001 年 5 月開催）

で 4 回を数えるまでになりました。誰いうともなく生

まれた会合ですが、ここでは恩師の講演を中心に、年

代の差を超えた懇親、再会、旧交、そしてさまざまな

情報の交流がなされてきました。  

 そこで、この気運をさらに発展させ、文理・理学の

垣根を取り払った恒常的な機関として「信州大学物理

同窓会」（仮称）を設けようとの動きとなりました。  

 これまでは有志が幹事となって会を開いてまいりま

したが、恒常的な機関を設けることによってよりスム

ーズな運営が可能になります。さらに、この会合の存

在すら知らなかった同窓生への周知を図り、会員が拡

大することによってさまざまな知恵が集まります。ほ

かの事業にも眼を向けることができるのではないでし

ょうか。  

 ふつう「同窓会」というと、名簿の管理、会報、な

ど、すべて印刷物と郵送に頼ってきたため、ややもす

ると動きが悠長になりがちで、活動が沈滞する要因と

もなっていました。こんにちでは、IT を活用して、E

メールや WEB 上でそれらを行い、簡便化、双方向化す

るとともにスピードアップと省力化を図ることができ

ます。会員相互、あるいは事務局員や役員が、たとえ

何処に住んでいても常に活動に参加できる条件が整っ

ています。  

 一方、近い将来、大学の在り方が大きく変わろうと

しています。そのひとつは独立法人化が強く叫ばれ、

国立大学といえどもどう経営していくかが求められて

います。そんな時代には、同窓会など卒業生の組織と

の連係も視野に入れた対策も考えられるでしょう。逆

に「同窓会」としても、これまでとは違った役割を果

たすことができます。  

 当会では、これまでのような「同窓会活動」に埋没

することなく、できる範囲で一歩前に踏み出すことを

ご提案します。たとえば、優れた研究や論文に対する

顕彰や発表・公開を行うなども一案です。また、同じ

ような性格を有する「松本化学学士会」との共催事業

を行っていくことも考えられます。  

 会員同士、先輩・後輩、あるいは師弟、大学と OB、

相互に交流しあい刺激しあい協力しあうことによって、

厳しい時代ではありますが、会員各位と母校の発展に

寄与できる同窓会に成長できれば幸いに思います。以

上、簡単ではありますが、世話人会の“設立趣意”と

させていただきます。  

  2001 年 7 月吉日 「信州大学物理同窓会」設立世

話人会 

文責 物理学科（4S）信州大学物理同窓会事務局長 

武田三男 

 

同窓会ではここ数年学部が行う行事に対して賛助金

を出しております。 

2000 年「青少年のための科学の祭典」、2001 年「自然

のなぞ」、2002 年「自然のおどろき」です。「科学の祭

典」について実行委員長の吉江先生に状況をお書きい

ただきました。 

「2000 青少年のための科学の祭典ー松本大会ー」に

ついて 
 科学の祭典は日本で１０年前に始まりました。「青

少年に体験を通して科学や科学技術に興味関心をもっ

てもらい、これを知る喜び、新しい事実を発見する喜

びまでに発展すること」を願って始めたものです。 
 長野県の開始は１９９８年の長野大会が一回目で、

松本大会は三回目にあたります。２０００年８月１２

日～１３日に信州大学共通教育センター、第一体躯館

および武道場で開催し、当日のブース６２、２日間の

入場者数；2,659 名と盛大でした。出展者、補助者、

ボランテア；607 名が協力してくれました。 
 実行委員会の最大の悩みは開催費用のことでしたが、

幸い、各企業（理学部同窓会、信州大学生活協同組合

を含む）、信州大学本部、理学部、工学部が協力して下

さり、大会を運営することができました。中でも、信

州大学理学部同窓会の御協力は特に大きく、ここに心

より厚く御礼申し上げます。 
 さて、最近の子供達の「理科離れ」が問題になって

おりますが、私の考えでは小、中、高の理科の先生の

理科実験離れがあるように思えて仕方ないのです。私

の在勤中に講義した「おもしろい物理学」の受講生４

００名（入学したばかりの一年生で８学部にまたがる）

にアンケートした結果ですが、小学校から高校までに

一度も実験したことない、見たこともないが４割もい

ました。これには驚きました。 
 そんなわけで「科学ｎ祭典」は今後も必要かと思い

ます。 
2000 科学の祭典・松本大会実行委員会事務局長 
         前信州大学理学部教授 吉江 寛 
 
同窓会の財務状況 


