
 
 
    

 
同窓の皆さん、お元気で活躍されてお見えと推察しま

す。台風や大雨が多い夏でしたが皆さんのご家庭はいか

がでしたでしょうか。 
理学部は 1966 年の文理改組から４1 年目の秋を迎え

ています。大学も法人化から 2 年あまり、大学で生活し

ている方々には相当のご苦労があるように思われます。

また、少子化による諸問題も少しずつ押し寄せているこ

とが感じられます。ぜひ、同窓生の皆さんにあらためて

大学や教育に目を向けると共に先生方や学生の思いを

聞き、共感し支援の気持ちを表していただければと考え

ます。まず、美しく大きくなった大学へ機会があれば尋

ねられ、旧交を温める機会を持たれることを願っていま

す。近いところでは、11 月 3~5 日には大学祭が予定さ

れています。ご紹介しておきます。 

日本の社会は急速な貧困化が進んでいるという二つ

の報告を読む機会がありました。一つは OECD（経済

共同開発機構）の報告です。それによれば、相対的貧困

率（国力に対する貧困層の割合）が、アメリカに次いで

世界第二位ということです。全体として日本は格差が増

大し、富が一部に集積し下層が急速に増えると共に、そ

の質の低下も激しいとのことです。今一つは北大の青木

紀（おさむ）教授の「現代日本の貧困観」というレポー

トです。これは民生委員、児童相談所職員、司法書士な

どの 1500 人以上の人々の調査です。それによれば日本

人の意識として「貧困を貧困と感じない状況」があると

いうことです。  

その例として「貧困の中にあるか」という問いに対し

て「ホームレスをしている」は 36.7%、「一年以上の失

業」40.6%、「サラ金から借りて生活している」60.0%、

「老人が一人で地域で生活」75.5%、「健康保険がない」

40.3%と多くの人が「こうした状況」を貧困とはとらえ

ていないという結果を提供しています。一方、これらを

「貧困」ととらえる人はおおむね 30%程度です。何を持

って貧困というのかの基準が相当低くなっていると言

えます。「給食費が払えない」「授業料減免の増大」「相

当体調が悪くても通院できない」「生活保護より低いア

ルバイト収入」「結婚できない年収」「老人の孤独死」な

どなどいくらでもそうした例があるのが現実です。でも、

「生きていられるじゃないか」というのでしょうか。生

活保護を受けられなくて「餓死」しても「行政としては

適切に対応」といえる思想はどこから生まれてくるので

しょうか。 
「社会保障制度は本来日本人が持ってる、助け合いの

精神の延長上にあるもの」との主張が声高かに言われま

す。「助け合いの精神」は日本人だけの特質かと言う疑

問があります。人類が長い歴史の中で築いてきた文化の

一つだと思うのですがどうでしょう。 

そして、その社会保障制度は延長上にあることは一つ

の側面としてそうだとは言えても「制度」としての社会

保障は「人権」の一つとしての「生存権」をすべての国 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
民に保証するという、世界的な取り組みの成果ではない

でしょうか。 

ところが「助け合い」を主張する人々は、この部分を

意図的にさけ社会保障を「施し」のレベルに引き下げよ

うとしていると言えます。そこには「お上の恩恵」とい

う時代錯誤の思想が見え隠れします。 
「自助努力」「自立の精神」はそのままの意味で言え

ば大切なことであっても「国は社会保障から手を引く」 

ので「自己責任で生きてください」という言い分の論立

てに使われるのであれば「それは違うだろ」と思うので

す。 

何よりも多くの有能な未来ある青年が大学進学をあ

きらめる、大学で学ぶことは手にとどかないものと考え

てしまうような状況におかれていることを憂慮します。 

 このことは「大学の貧困」に対しても「まだましさ」

と思わされていることにつながっているような気がし

ます。そのことが「文化の貧困」に結びつくのはそう距

離のあることではありません。 
 今、いたるところで「貧困化の競争」とでも言うべき

状況が作られている気がします。「貧しいことは悪いこ

とだ」と正面切って言うことが必要なことではないでし

ょうか。 
 大きな流れとしての大学と教育の再構築の取り組み

と、現に存在する矛盾をどう克服するかと言うことは簡

単なことではないにしても、科学・学問の進歩と若い学

生の旺盛な学びの中で必ずできることと考えます。微力

であっても理学部同窓会はそのために地道な努力を進

めていきたいと考えています。ぜひ、同窓生の皆さんの

熱い支えをお願いするものです。 
 
＊＊退 職 さ れ た 先 生 の 近 況＊＊ 
 
名古屋での生活   大堀 正幸（数理自然情報） 

退職後どこに住むかでなかなか妻と意見が一致せず，

私が折れて妻の実家がある名古屋に住むことを決めた

のは去年の 9 月でした。妻がネットで見つけた中古マン

ションを購入するのに，私の退職金では少し足りません

でした。マンションは地下鉄東山線の今池駅から徒歩１

５分のところにあり，付近には戸建住宅，マンション，

商業ビルが立ち並んでいます。道路を挟んで東側には

15 階建てのマンションがあり，そのマンションの北側

の隣接する土地に 2 棟の 15 階建てのマンションが建設

中ですが，地区の住民が「太陽を奪うな」と建設会社を

相手取って訴訟を起こしています。近くにはスーパーマ

ーケット，コンビニ，書店等の店舗や病院が多く，生活

には便利なところです。定年後は仕事をしていないので，

外出する機会が少なくなりました。 
ときどき美術館やフォトギャラリーへ行きますが，名

古屋ボストン美術館で開かれた肉筆浮世絵展「江戸の誘

惑」はあまりのすばらしさに 2 回も見に行きました。明
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治時代に来日したアメリカ人医師が買い集め，帰国後ボ

ストン美術館に寄贈した日本美術のコレクションの中

から，肉筆浮世絵の一部が 120 年近くの後に里帰りして

公開されたものです。退職して時間だけはたっぷりある

ので，これからは在職中に読めなかった本をじっくり読

もうと考えています。 
 

定年ことはじめ                    山田 銹二（物理科学科） 
私は今年の３月、理学部を定年退職した。岐阜大学か

ら移ったのが 1994 年だから、12 年間信州大学理学部に

居たことになる。最初、信州の冬の寒さが身にしみたが、

最近やっと慣れてきた。定年後は、安曇野市（旧穂高町）

の隣、松川村に住むことになった。在職中、研究室が６

階、生活しているアパートも 5 階だったから、どちらも

標高 600m 近くのところで生活していた。「気圧が低く

ければ、酸素もそれだけ少ないのでは」などと考えた。

酸素量が少なければ、身体の運動量も減らせば良いと、

できるだけ身体を動かさないように、あまり運動をしな

かった。そのため、体重がかなり増加し、人間ドックで

は医者から「よくそれで生きていますね」などと散々に

言われた。家内が 10 年ほど前から弓道会に所属して弓

を引いており、家内

の誘いもあって、私

も定年後松本の弓道

教室に入門し、弓を

引いている。正確に

いうと、まだ弓を引

く真似ごとである。

信じられないことに、

弓道会には70歳台の

人が多く、60 歳半ば

の私は新米の若手で

ある。最初、弓道は

あまり体を動かさな

い楽なスポーツだと思っていたが、精神力と体力がかな

り必要であることが分った。「心と技が一体とならなけ

れば正しい射とは言えない」と私の指導者が教えてくれ

た。単に「的に中てよう」と考えて引いてはいけないと

のことである。結構な運動量で、弓を引いた日はぐっす

りと熟睡できる。在職中はいつも研究のことで頭がいっ

ぱいで、こんなには熟睡できなかった。また、数ヶ月で

5 キロの減量にも成功できた。 

在職中一番苦労したのが、学生１人１人に適した卒業

研究や修論研究のテーマを与えることであった。あらか

じめ答えが分かっているようなものは研究にならない。

かといって、全く先の見通しがないテーマでは、卒業ま

での１年間で成果が得られるはずがない。安易に自分が

そのとき行っている研究を手伝わせるようなことはし

なかったので、それとは別に、ある程度方向性の見えた

テーマを出さなければならなかった。しかし、「どうや

れば良いですか」と時々質問されたことがある。どうや

れば良いか分かっておれば自分でやってしまうと思い

つつ、「こうしてみたら」とか「ああしてみたら」と思

いつくまま返答していた。あるとき、修士の学生が研究

室にきて、「先生の言う通りやってみたが、駄目だった」

と申し出てきた。まるで、テストの解答を尋ねているよ

うな雰囲気だった。「それが駄目なら、どうしたら良い

か自分で考えなさい。それが研究だよ」と答えた。その

学生は、その後自分なりに試行錯誤を繰り返し、最後に

は立派な修士論文をまとめて卒業していった。こうした

経験は、社会に出てからも大変役立っているものと私は

確信している。これは又、私の弓道の練習にも通じたこ

とだと思っている。技術をいくら指導者から教わっても、

なかなか自分のものにならない。自分で工夫しながら習

得することが求められている。 
何か問題を見つけたとき、その答えをどのように引き

出すか。ハムレットではないが、「それが問題である」。

最初は、どうしたら良いか全く分からず、試行錯誤を繰

り返すうちに何となくある方向性が見えてくる。そして、

その方向に向かって推理を進めるうちに答えが予想で

きるようになる。あとは、予想した答えの裏づけをする

だけで良いのである。勿論、予想した答えが間違ってお

り、その裏づけができなければ、改めて別の推理を始め

なければならない。まるで推理小説に見られるような手

法だ。学生時代、ある先生が、「クロフツの書いた『樽』

という推理小説の中から自分は物理の手法を学んだ」と

言っていたのが思い出される。早速その本を買い、繰り

返し読んでみたが、あまり参考にならなかった。 
教育とは、教えるだけでなく育てることでもあると誰

かが言っている。自分は、巧く教え、十分若者を育てる

ことができなかったかもしれない。しかし、皆さんは、

単に大学で学んだ知識を活用するだけでなく、卒業研究

や修論研究を通して学んだ手法を使い、現在自分が抱え

る問題を解決してもらいたい。これは、定年後始めた弓

道にも通じたものであると自ら戒めている。 

最後に、受験を控えた子供たちが居たにもかかわらず

何度も単身で海外に出掛けたり、信州大への転勤のため

50 歳を過ぎてから転居を強いることとなったが、いつ

も私を支えてくれた家内に感謝する。 
 

＊＊新 し い 先 生 を 迎 え て＊＊ 
自 己 紹 介      物理科学科  宮丸 文章 

2006 年 4 月から物理学科に赴任しました宮丸文章で

す。以前から松本には山ごもりなどでたびたび訪れてい

ましたが，まさかこの地で暮らすことになるとは想像し

ていませんでした．しかし北アルプスを眺めることがで

きるのはうれしい誤算ではあります． 

さて，私の専門は物性物理学で，特に光物性物理学を

学生の頃から一貫して研究しています．具体的には，フ

ェムト秒パルスレーザーと呼ばれる1兆分の1秒程度の

時間幅のパルスレーザーをいろいろな物質に当て続け，

その際，極超短時間のタイムスパンで物質がどのように

変化するかを観測します．レーザーを当てられる物質に

とっては，ときには音もなく破壊される危険性のある，

なんともつらく苦しい研究ですが，窓もない暗闇の実験

室で一人寂しく実験を行う私にとってもなんともつら

い研究です． 
最近では，砒化ガリウムなどの半導体にフェムト秒パ

ルスレーザーを当てると，テラヘルツ光と呼ばれる電磁

波が放出されることが知られており，その放出されるテ

ラヘルツ光を用いて，物質の様々な特性の研究をはじめ，

産業応用への展開などを行っています．テラヘルツ光と

いうは電磁波の一種で，周波数領域で言うと，遠赤外線

(魚と焼き鳥がおいしく焼ける電磁波領域)とマイクロ

波・ミリ波の中間に位置しています． 

最近新聞などで，封筒に入れられたプラスチック爆弾

及び麻薬の透視技術や，医療診断応用への可能性が期待

されている光として紹介されています．紙や陶器などの

透過性がよいので，封筒の中の物体の形状を透視するこ

とができます．ここで，”透視“というキーワードだけ



で，X 線とよく比較されることがありますが，実態は全

く異なります．あえてテラヘルツ光のイメージを述べる

ならば，電波のようになにやらふわふわしながら空気中

を進む一方，用いるレンズなどは俗に言う光学部品を使

うので少し光というものを意識しなければならない，そ

ういうなんとも曖昧でとらえどころのない電磁波です． 
なぜ 21 世紀の今になって，テラヘルツ光という電磁

波の研究をする必要があるのかという疑問をお持ちか

もしれません．その理由は，「今まで，テラヘルツ光の

良い光源がなかったから」です．テレビやラジオ，さら

には携帯電話などで使用されている電波と呼ばれるも

のは，電子回路技術によりその光源を確保してきました．

そして電子回路技術の進歩により，その周波数はどんど

ん上がり，ついには数百 GHz というオーダーまでその

周波数帯域を延ばしてきました．しかし，それ以上の周

波数領域は電子回路の物理的な制約上，今日まで実現さ

れていません． 
一方，可視光から出発する高周波数の光源は，古くか

ら物質を高温にすることによって得られていました．熱

輻射と呼ばれるものです．この熱輻射は可視光や近赤外

線付近が強度のピークとなり，低周波数側(つまり，遠

赤外線や電波側)になるほどその強度は急激に減少しま

す．その減少の度合いはすさまじく，テラヘルツ光領域

になるころにはほとんど強度を得ることができません．   
ではレーザー技術ではどうか？というと，やはりテラ

ヘルツ光領域の実現は困難です．レーザーの原理は，物

質中の電子のエネルギー状態変化に伴う，エネルギーの

コヒーレントな放出です．電子が高いエネルギー状態か

ら低いエネルギー状態に移る際に，その余剰分のエネル

ギーを光として放出します．このとき放出された光は，

さらに電子の状態変化を促し，それらは一斉に光を放出

します．このレーザーの原理は簡単ですが，その実現に

は電子状態の高い安定性が要求されます．特に常温下で

の熱などによる揺らぎによって電子状態がめちゃくち

ゃにされてしまうと，レーザーの発振はできません．可

視光におけるフォトンのエネルギーは常温と比較して

非常に高く，熱の影響はありません． 

しかし，それがテラヘルツ光領域なると，テラヘルツ

光のフォトンのエネルギーは，逆に常温よりも非常に低

いので，300K での窒素や酸素分子の揺らぎにすぐに負

けてしまい，レーザー発振など望むべくもありません．  
このように，電波技術の面からも，光技術の面からも，

テラヘルツ光は長い間見放されていた光でありました． 

しかし近年，比較的高強度なテラヘルツ光源が得られる

ようになりました．主な発生方法は 2 種類．1 つめは，

先に述べたフェムト秒パルスレーザーを半導体などに

照射させることによって発生させる方法，もう一つは，

レーザー技術を用いる方法です．フェムト秒パルスレー

ザーを半導体に照射させると，フェムト秒からピコ秒オ

ーダーの時間領域で，半導体内の電子反応が起こります．  
この時間領域は周波数でいうとちょうどテラヘルツ光

領域になり，それ故テラヘルツ光が放射されます．逆に

言うと，フェムト秒パルスレーザー技術の発達によって

初めて，テラヘルツ光技術の研究が存在できます． 
テラヘルツ光の研究で論文を書いている私は，フェム

ト秒パルスレーザーに足を向けて寝ることができませ

ん．レーザー技術を用いた発生方法としては，量子カス

ケードレーザーというものがあります．先ほど，レーザ

ー技術ではテラヘルツ光の発生は難しいと述べました

が，レーザー媒質を極低温まで冷やすとテラヘルツ光領

域でもレーザー発振が可能になります．近年この技術は，

数ｍＷ程度のテラヘルツ光強度を得られるまでになっ

ており，この強さはテラヘルツ光研究者に夢と妄想を抱

かせるのに十分な強度です． 

自己紹介と言うよりは研究紹介になってしまいまし

た．しかもまだテラヘルツ光の応用なども述べていませ

んでしたが，紙面の都合上，それは別の機会にします．  

ようやく最近，信州大学での業務に慣れてきたところ

です．A 棟 5 階の陽光がさんさんと降り注ぐ夏の暑さに

もめげず，雨が降ると突然急降下する気温の変化にもう

ろたえず，そして，これからやってくるであろう山国の

冬の寒さにも負けずに，研究と教育及び，少々の研究予

算獲得に励んでいこうと思います． 
 

＊ ＊ 卒 業 生 便 り ＊ ＊ 
 
近況報告 長野県飯田風越高等学校編 
 本校数学科は、職員９名の内６名が信州大学数学同窓

生です。ひょんなことから栗林先生にバレまして、この

度会報に載せていただくことになりました。それぞれの

近況を報告します。“あーあいつか…”と、思い出して

いただける方がいらっしゃれば幸いです。 

※ 松澤 勝治（文理十五回卒） 
 私は平成十七年三月、長野県の高校を退職、現在、再

任用の二年目（ハーフ）です。高校の現場も次第に多忙

化、せわしい思いをすることが多くなっています。しか

し、講師という立場のおかげか、少しは授業を楽しんで

やれているのでは、と思います。 

 文理の時代は遠くになりましたが、松本での青春の

日々、数学のノートに必死の思いで取り組んでいた事は、

今でも鮮明な思い出です。 

※ 伊坪 一徳（16S） 

 高校の教員になって五校目の飯田風越高校にこの春

から勤務しています。転勤と同時に高野連の支部役員と

なり、大会のたびに飯田と諏訪を往復する毎日で、少々

疲れ気味です。もう若くはないと実感する今日この頃で

す。 

 大会が開催されていれば、諏訪湖スタジアムを覗いて

みて下さい。券売所に居ます。 
※ 桐生  正（16S） 

 四月二十九日、都合で同窓会総会には出席できなかっ

たのですが、夕方、同期の岡村、各務、藤木とともに“玉

川寿司”（かつて、旭町小の前で“かっぱ寿司”をやっ

てた…）に行き“塩から”を味わいました。 
 お店の大将も交えて、懐かしさに溢れた時間を過ごし

ました。が、大将の言った“（16S の）みんなが卒業し

た後あたりから学生の気質が変わったね”という一言に

さみしいものを感じました。 
※ 吉川浩昭（旧姓：臼田、17S） 

 予備校講師を経て、穂高中・上村中・佐久浅科中・高

森北小・飯田養護学校、そして現在、飯田風越高等学校

にお世話になっています。昨年度、風越に来て、一つ上

の先輩の桐生先生がいらして、驚きました。 
 高校の数学とはずっと無縁でしたので、教科書を開い

てみて「こんな定理あったんだなあ」と感嘆しながら生

徒とともに学んでいます。（数学の楽しさを生徒に伝え

られれば…と考えていますが、なかなかうまくいきませ

ん。） 

※ 林  浩（18S） 
 四月、小学生の親子を対象とした蕎麦打ち大会。六月、



マレットゴルフ大会。七月、小学生対象の野外体験学習

と軽スポーツ大会。八月、人形劇フェスタの運営…。何

とかここまではクリアーしましたが、この後も、運動会

やお祭り、成人式などが控えており、休む間も無いです

ね。 
 何の話かというと、今年は地区の公民館の役員となっ

てしまったので、地元に貢献する年となってしまいまし

た。数学とは関係ない話ですみません。 
※ 下平 哲也（21S） 
 大学卒業後、南信地方のいくつかの高校で働き、現在

は、長野県飯田風越高校に勤務しています。大学時代に

は卓球部に所属しており、卒業後もしばらくはＯＢ会に

参加していましたが、ここ十年ほどご無沙汰させていた

だいております。 
 高校でも卓球部の顧問として、指導の傍ら生徒と共に

白球を打ち、技術の向上に努めています。 
 
生物学科卒業生 17s の動向     加藤 伸志 

入学が 1982年 で卒業が 1986年－なんと卒業してか

ら 20 年もたってしまいました。 
86 年の卒業当時は、就職の状況もさほどよくない経

済環境でしたがほどなく”バブル”と呼ばれる時代がき

てそしてはじけて長期低迷－。最近はいいのか悪いのか

よくわからない状況になってきました。みなさんはどう

でしょうか？ 
さて、生物の 17s のメンバーですが 3-4 名の所在が不

明ですが、その他はたぶん次のような仕事をしていると

思われます。教員 ９名、会社員 ６名、公務員 ３名、

大学職員 ２名、塾経営 １名、その他 ８名 
教員と公務員は別として多くの人は、転職をしている

ようです。私の把握が正しければ 2 名だけは会社をかわ

っていません。一番多くかわったのは４社目か５社目と

いう人もいるはずです。私も卒業後５年ほどで製薬会社

から IT 関連に転職し、現在は「生物」とは全く関係の

ない営業の仕事をしています。 
13 名が長野県内で暮らし、他の人は北は秋田から西

は大阪までに暮らしているようです。海外へいってしま

ったという話はきいていません。 
9 割近くの所在がわかっているというのは、結構すご

いことではないかと我ながら思っています。卒業後、全

員に年賀状を出し続けてきたことにより、年に一度です

が皆の生活スタイルが見えてきています。最初から一度

も返信のない人や、途中から「宛先人不明」で戻ってき

たことで以後出さないこともありましたが、返信の有無

にかかわらず 23 人には送っています。 

子供が大学生になったというSさんや子供が4人いる

K さんなどいろいろで楽しいです。年賀状を私としかや

り取りしていない無精者がいるだろうと想像できまし

たので、5 年ほど前から 17s のメンバー専用掲示版＆メ

ーリングリストの運用をはじめています。ログインが必

要なクローズドで運用していますので 17s 以外の方に

ご覧いただくことはできませんが、年に 20-30 件の投稿

があります（発言者は限られていますけど）。 
いままでに何度か同窓会の話が出ましたが実現に至

りませんでした。今年が卒業後 20 年ということで、10
月 14 日に松本で同窓会を行うことにしました。何人が

集まれるか心配ですが楽しみにしています。 

加藤の連絡先：katos@or.tv 愛知県東海市在住（妻、子

供４人と暮らしています） 
 

「近況報告」   物質循環学科 ２期生 間瀬春樹 

 大学を卒業して７年目になり、来年には３０歳になり

ます。つい先日まで大学でワイワイガヤガヤやっていた

と思っていたのに。時間が流れるのをすごく早く感じて

います。卒業してからは、まったく物質循環学科で学ん

だこととは関係の無い業種の会社に就職をしたため、卒

業生のほとんどの方と関わりがないと思います。なので、

今回は、卒業してから今までについて簡単に報告をさせ

ていただきます。 
 卒業してからは、商社に就職しました。商社といって

も、大手総合商社ではなく、エクステリアといって住宅

の外構資材の卸売業者です。そこで、営業をしました。

営業という仕事を理系の方では敬遠する方が多いかも

しれませんが、実はやってみると面白いんです。単純に

今月はいくら利益を出したということが数字で出てく

るんです。売れなくて悩んだ時期もありますが、大きな

利益を上げたときは達成感があります。また、営業とい

う職種は、人脈が豊富になります。携帯電話のメモリー

に入りきらないほどの人間と知り合いました。その会社

では、丸５年働きました。そして、転職し、現在に至り

ます。 
 現在はというと、名古屋市内で「Bar 風神」というバ

ーを経営しています。経営してるといっても、小さい店

で、一人で店を切り盛りしてるかたちです。ここでも、

いろいろな人と知り合うことができました。毎日いろい

ろな人と話をするのが楽しいです。課題も山盛りです。

酒の知識も接客も日々勉強してがんばっていきます。 
 みなさんももし宜しければ一度お立ち寄りください。 
 

＊ ＊学 科 同 窓 会 活 動＊ ＊ 
 
信州大学物理同窓会（信州物理会）活動報告 
 2006 年 6 月 3 日（土曜日）に愛知厚生年金会館（名

古屋市）において第 9 回信州大学物理会総会が開催され

ました．今回の総会は，名古屋で開催する最初の総会と

言うこともあり，開催前に参加者の確保が大変心配され

ましたが，多くの方々のご協力により，総会当日には，

文理 1 回生から 02S までという幅広い年齢層の 33 名

（文理卒 12 名，理学卒 20 名，来賓 1 名）もの方々に

お集まり頂き，大変充実した総会となりました。総会の

写真（髙藤氏 (2S) 提供）を示します． 
 総会は，午後１時に始まり，楠 同窓会会長 (文理 7) 
の挨拶，来賓の理学部同窓会・森 会長の挨拶のあと，

信州大学の状況，活動報告，会計報告が成されました．

信州大学の状況についての報告では，武田 事務局長 
(4S) から，受験生がなかなか集まらないと言う厳しい

母校の状況に関する説明がなされました．本件に関して

は，今後，総会でも継続して議論されるとのことです．

なお，総会での審議事項は全て承認されました． 

 記念講演会では，2004 年に仁科賞を受賞された丹羽

公雄氏（文理 17 回生・名古屋大学大学院理学研究科・

教授）に「ニュートリノは物質？」という題目で，原子

核乾板をもちいた素粒子研究と，宇宙の dark matter 
の謎について，熱弁をふるって頂きました．講演の途中

で，丹羽氏は学生時代の思い出にもふれられ，信大時代

に「電磁気学」と「量子力学」といった物理学の基礎を

しっかり勉強できたことが良かったというお言葉は，多

くの同窓生の印象に強く残りました．文理学部から理学

部に至る，この良き伝統が今後も受け継がれて行くこと

を期待したいと思います． 



 午後３時からの懇親会は，小島 幹事代表 (1S) の挨

拶のあと，青木氏 (文理 1) による乾杯の音頭で宴がス

タートしました．懇親会では、多くの参加者の自己紹介

がなされ，また各自、久々の再会に話が弾み、大変有意

義な時間を過ごすことが出来ました．最後に全員が肩を

組み，清水氏（文理 11）の指揮のもと恒例の「春寂寥」

の高唱があり，盛会のうちに総会は終了しました．なお、

総会の様子は本会の公式 HP（http://www.supaa.com/）

でご覧いただけます。次回（第 10 回）の物理会総会は、

2007 年に信州で開催の予定です。 

第９回物理会総会現地幹事 岩田 真 (19S) 

 
 信州大学物理会総会（名古屋市愛知厚生年金会館） 

 

松本化学学士会総会報告 

平成18年7月22日（土）、松本キャンパス旭会館にて第

4回松本化学学士会総会を開催しました。総会では、昨

年度の活動状況と会計報告、ならびに今年度の活動計画

と予算案について審議しました。懇親会では横井政時先

生にもご出席いただき、楽しいひとときを過ごしました。

次回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
信州大学公開講座「生活をささえる化学」開講案内 

主催 信州大学理学部化学科 

   共催 信州大学理学部同窓会 
日時 平成18年10月14日（土）9:30～16:30 

場所 信州大学理学部 

対象 一般・高校生 

参加費 6,400 円（理学部同窓会から 3,000 円の補助

がありますので、参加者は残額 3,400 円のみご負担下

さい） 
講座内容：生活に関わる身近な化学に興味を抱いている

人のために、講義及び実習を行い、化学が人々の生活

をいかに支えているかを知っていただきます。基礎化

学の研究で行われる知識や情報の取得、実験・解析・

議論・発表などの体験を通じて、化学の魅力と可能性、

有用性を伝えます。参加申込方法等、詳しくは化学科

ＨＰ（http://science.shinshu-u.ac.jp/~chem/index.html）を

ご覧ください。 

 

第 4 回 松本化学学士会講演会 
松本化学学士会（化学科同窓会）では本年度も恒例

の講演会を下記のように開催致します。理学部在校生
を対象としておりますが，同窓生の聴講も歓迎致しま
す。ご都合の付く方は是非ご来聴頂きますようご案内
申し上げます。 

主催 松本化学学士会 
共催 信州大学理学部同窓会・理学部化学科 
日時：平成 18 年 11 月 8 日（水）15：00〜 

場所：信州大学理学部 C 棟２階大会議室 
演題：「科学と文学の関わり」 
講師：工学博士 村瀬平八氏（界面科学技術機構代表） 

講師の紹介：信州大学文理学部 11 回生，昭和 37 年度卒 
 関西ペイント株式会社入社，ドイツ シュトゥットガ

ルト大学塗料顔料研究所研究員を経て関西ペイント技

術本部長、工学博士（東京大学）、山形大学および信州

大学客員教授、第 16 期日本学術会議委員、日本工学ア

カデミー会員受賞等：1980 年 FATIPEC（欧州塗料高分

子国際会議）グランプリ、1990 年色材協会賞、 著（訳）

書：「ゲーテ先生，生きる知恵を聞かせて」（鳥影社）マ

ンフレート・ヴォルフ編著、村瀬有編訳 
 

会員訃報  

宮島 坦之 文理 3 回 平成 17 年 5 月 6 日 逝去 
平松 克一 理 12 回 平成 17 年 11 月 10 日 逝去 
大熊 妙子 理 14 回 平成 18 年 6 月 12 日 逝去 

 
松本化学学士会関東支部の総会同窓会へのお誘い 

松本化学学士会関東支部を立上げて 3 年目になりま

した。毎年，総会と同窓会を開いております。詳細は松

本学士会のホームページをご覧下さい。本年も下記の要

領で関東支部総会と同窓会を開催したいと思いますの

で，お知り合いの同窓の方を誘って，是非，ご参加下さ

います様，お願い申し上げます。 

もちろん，同窓会だけの出席も大歓迎です。久し振りに

旧交を温めてみませんか。 

総 会：2006 年 11 月 11 日（土）15:00 

懇親会：2006 年 11 月 11 日（土）16:00 

会費：8,000 円 
場所：新宿ライオン会館（添付地図参照）5F 

安具楽（あぐら）TEL：03-3352-6606 



文理学部第９回卒 上條 信二、 

TEL：044-952-3889， E-mail：kshj1937@slp.nir.jp 
理学部第１回卒  高木 直美 

TEL＆FAX：0280-57-3596 

E-mail：ntakagi@d9.dion.ne.jp 
理学部第 13 回卒 中川 二郎 

会社 TEL：03-3279-2302 

E-mail：jiro_nakagawa@pharm.kissei.co.jp 
 
2006 年度物質循環学科同窓会総会のご案内 

 日増しに秋も深まり、ようやくしのぎやすい季節とな

りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も銀

嶺祭の中で、第 2 回物質循環学科同窓会総会を開催致し

ます。また、13:00~15:00 に物循談話会があります。 
総会では、2001 年度に退官され、現在、信州ツキノ

ワグマ研究会の代表である、林秀剛先生に講演をしてい

ただく予定です。 
ご多忙のところ、誠に恐縮ではございますが、同窓生

同士お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

談話会、総会予定 

日 時 2006 年 11 月 3 日（土） 

   13:00～ 物循談話会 100 回記念講演会(下参照) 

  15:00～ 物循同窓会総会   

総会議題(1)役員の選出に関すること 

        (2)事業計画に関すること 

        (3)予算及び決算の承認に関すること 

        (4)その他 

会 場 信州大学理学部 1 番教室 

講 演 林 秀剛 先生(総会後) 

懇親会 学科と共同開催の予定 

総会および懇親会への出欠に関しては、e-mail 又は郵

送にて 10 月 20 日（金）までにお知らせ下さい。 
連絡先：物質循環学科同窓会事務局 

〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学理学部物質循 

環学科物質循環学科同窓会 事務局 

e-mail：dousoukai_butsujyun@hotmail.com 

同窓会 HP：http://yamakiso.shinshu-u.ac.jp/mate/  
 

物質循環学科談話会 100 回記念会 

案内物循学科の学術交流に大きく貢献してきた物

循談話会が 100 回目を迎えることを記念して、2006

年度の同窓会の総会の前に、11 月 3 日 13:00～15:00

に鈴木・公文・朴がそれぞれ講演をします。詳細は物

循 HP へ。懇親会は合同で盛大にかつ安い価格で行う

ので、みんな来てね。(公文) 

 

＊＊ 活 動 報 告 ＊＊ 

信州自然誌科学館「自然のささやき」の開催報告 
実行委員会委員長 鈴木啓助 

 信州自然誌科学館主催の「自然の・・・」シリーズも、

今年で 6 回目を迎えました。毎回、たくさんの小中学生

や父母の皆さんにお出でいただき、真夏の週末に科学の

楽しさをお伝えする恒例の行事となっています。これま

で「おどろき」、「なぞ」、「ふしぎ」、「だいすき」、「まわ

る」をキーワードにしてきましたが、2006 年は「ささ

やき」をテーマに 8 月 5 日（土）～6 日（日）の 2 日間

しました。 

 「自然のささやき」に込めた意味を、ここで紹介しま

す。自然は、様々な法則性のもとに成り立っています。

リンゴが木から落ちたり、昼と夜が交互にあったり、冬

には雪が降るのに夏になると雨になったりすることも、

それぞれ理由があります。人は昔から自然現象に対して

「ふしぎだなあ」と感じては「どうしてだろう」と考え

てきました。「ふしぎだなあ、どうしてだろう」が科学

の基本です。雨が降ってくるとき、「雲の中では雪だっ

たんだけど、途中で溶けて雨になっちゃったんだよ」と

か「空に塵や埃が無いと雪や雨は降らないんだよ」と大

きな声で叫んではくれません。もし、叫んでくれたら、

「ふしぎだなあ、どうしてだろう」と考えることもあり

ません。自然は、小さな声で囁いています。とてもきれ

いな法則性の上に成り立っているんだよと囁いていま

す。この「ささやき」を心を澄まして聴くことが科学す

ることだと考えています。 
心を澄ましていないと「ささやき」と「雑音」の区別

が付きません。自然現象をじっくり観察したり、繰り返

し実験をしたりしながら「自然のささやき」をもっとも

っと聴き取れるようになりたいものです。いわゆる環境

問題と言われる現象のすべては、人が「自然のささやき」

をきちんと聴き取らないままに活動しているからに他

なりませんので、「ささやき」を理解する作業はとても

大事なことです。 

 今年の「自然のささやき」には、2 日間で延べ 1984
名の来場者がありました。好天に恵まれ、暑い中での会

場巡りでしたが、各所に「だまし絵」や「ステレオグラ

ム」を配置し、なぞを解きながら巡ることが出来るよう

に企画しました。そして、受付では氷菓子を配り、少し

でも涼感を誘うように配慮しました。 

 「自然のささやき」の開催に際し、理学部同窓会並び

に物理科学科・生物科学科・物質循環学科の各同窓会か

らは過分なご寄付を頂戴いたしました。ここにあらため

てお礼申し上げます。信州自然誌科学館 2007 もお楽し

みにお待ち下さい。 
 
世界物理年 2005 報告  全学教育機構 美谷島 實                     

 昨年理学部同窓会より、物理学教室の事業（「世界物

理年 2005」）へご援助頂きました。此処に、その活動報

告を致します。（尚、小生は、本年 4 月 1 日に理学部か

ら全学教育機構へ配置換えになりました） 

「補助内容」平成 17 年信州大学理学部物理学教室が実

施した放送大学受託事業 高校生向け公開講座「物理」

での諸実験器具の（部分）購入、撮影に用いたデジタル

カメラ及びメモリーの購入。 
「成果発表」(1)平成 17 年信州大学理学部物理学教室が

実施した放送大学受託事業 高校生向け公開講座「物

理」報告書。尚、放送大学の HP によれば、この応募の

競争率は、約 13 倍で 22 校が選ばれていました。また、

放送大学作成のパンプレットに印刷になりました（3 つ

の大学）。 
(2)美谷島 實、「R. Brown は、ブラウン運動を如何に

観察したのか」、日本物理学会誌 61(2006)606． 

(3)美谷島 實、日本物理学会 2006 年秋季大会、 
企画講演「ブラウンが見たままのブラウン運動再現実験

と 2,3 の関係すること」、（45 分） 

2006 年 9 月 23 日、（千葉大）。 
講演の別刷りは、郵送可能です。興味のある方はご請求

下さい。 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成17年度予算 平成17年度決算

普通貯金総額　　　　　　　　4,893,482円

信州大学事務局所持金　　　213,620円

会計担当者所持金　　　　　　106,299円

100,000 (44,670) ▼ 38回生（卒業生）まで5名分(入会借受金に含まれている）

新入生　　　　　 30,000円×162名分

（過年度卒業生５名分を含んでいる）

（郵便局の振り込み手数料が含まれている）

6,000 5,708 ▼ 貯金利息・寄付など

10,239,401 10,074,559 ▼

平成17年度予算 平成17年度決算

信州大学担当者への振り込み手数料

入会借受金（八十二銀行分）振り込み手数料

会長の出張旅費

役員の信州大学等での駐車料

消耗品費 20,000 0 △
人件費 100,000 0 △
渉外費 10,000 0 △
雑費 10,000 0 △

事務費小計 840,000 146,580 △

総会費 500,000 0 △ 本年度開催せず

理事会費 100,000 12,750 △ 平成1８年度事業等の検討会等　　　２回

会報編集会等　　　　　　　　　　　　　  ３回

雑費 20,000 0 △

会議費小計 640,000 20,219 △

会報印刷費 900,000 934,498 △ 同窓会報の発送費用を含んでいる

卒業記念品費　　　812,600円

修了記念品費　　　153,000円

退官・退職記念品費 150,000 140,400 △
学生研究活動助成金 600,000 400,000 － 数理、物理、地質、物循の４学科への補助

慶弔費 50,000 0 △

事業費小計 3,780,000 2,875,498 △

300,000 0 △
0 0 －

1,640,000 1,380,000 －
3,039,401 5,652,262 △

10,239,401 10,074,559 △

7,000,000
7,000,000

14,000,000

以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。

平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日
　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印

以上、会計監査の結果、適正なものと認めます。以上、会計監査の結果、適正なものと認めます。以上、会計監査の結果、適正なものと認めます。以上、会計監査の結果、適正なものと認めます。

平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日

信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　沢　　愛　子　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　沢　　愛　子　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　沢　　愛　子　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　沢　　愛　子　印

信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　谷　　貞　彦　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　谷　　貞　彦　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　谷　　貞　彦　印信州大学理学部同窓会　　会計監査　　竹　谷　　貞　彦　印

《会計監査報告》《会計監査報告》《会計監査報告》《会計監査報告》

信州大学理学部自然誌科学館への補助

5/31までに確認できた仮入会人数：162名
地質科学科へは同窓会費を振り分けていない

信州大学同窓会連合会への納付金
（来年度からは別枠）

基本金総額 貯金利息については普通貯金の口座へ振り込み

【基　本　金】【基　本　金】【基　本　金】【基　本　金】

平成１7年度まで
郵便局定額貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）
八十二銀行定期貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）

基本金への繰り入れ金
各科同窓会への振り分け金
平成18年度への繰越金

支出合計

予備費

事
業
費

卒業・修了記念品費

公開講座等補助費

雑費

965,600 △

500,000 400,000 －

1,080,000

500,000 35,000 △

会
議
費

委員会費 20,000 7,469 △

8,830 △

200,000 137,750 △

収入合計

項　　　目

事
務
費

【支出の部】【支出の部】【支出の部】【支出の部】

備　　　考

通信費

交通費

500,000

決　　算　　報　　告（経常費）決　　算　　報　　告（経常費）決　　算　　報　　告（経常費）決　　算　　報　　告（経常費）平成17年度平成17年度平成17年度平成17年度

【収入の部】【収入の部】【収入の部】【収入の部】

項　　　目 備　　　考

平成16年度より繰越金

同窓会費

5,213,401 5,213,401

4,920,000 4,855,450 ▼同窓会入会借受金

その他

平成 17 年度の決算報告をします。収入の面では、会計年度の末（平成 18 年 5 月末）現在で、入学

生 237 人のうち 143 人の納入者で、入学生全体の 60.3％でした。学科別納入率の開きがあり、少な

い学科では 50％前後ということでした。そこで、例年のことではありますが、学部学科ガイダンス

の折に、同窓会の支援事業の話をしていただき、同窓会費を納入するよう促してもらうように理学

部の先生方に要請しました。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成18年度予算 平成17年度予算

100,000 100,000

6,000 6,000

10,588,262 10,239,401

平成18年度予算 平成17年度予算

交通費 200,000 200,000
消耗品費 20,000 20,000
人件費 100,000 100,000
渉外費 10,000 10,000
雑費 10,000 10,000

事務費小計 360,000 840,000

総会費 1,000,000 500,000
理事会費 100,000 100,000
委員会費 20,000 20,000
雑費 20,000 20,000

会議費小計 1,140,000 640,000

会報印刷費 1,000,000 900,000

退官・退職記念品費 150,000 150,000
学生研究活動助成金 600,000 600,000
慶弔費 50,000 50,000
公開講座等補助費 500,000 500,000
雑費 100,000 500,000

事業費小計 3,495,000 3,780,000

300,000 300,000
0 0

1,610,000 1,640,000
70,000 －

3,613,262 3,039,401

10,588,262 10,239,401

7,000,000
7,000,000

14,000,000

以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。以上の通り報告いたします。

平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日平成１8年(2006年)　６月１日
　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印　　　　信州大学理学部同窓会　　会長　　森　　　淳　　印

各学科へ　　10,000円×161名

各学科　　100,000円×６学科

平成18年度より毎年70,000円納付

会報印刷費（発送費用を含む）　　500,000円×２回

卒業記念品費　　　　4,000円×230名

修了記念品費　　　　2,500円×70名　　　

新入生　　　　　 30,000円×161名分(入学生230名の7割)

（振り込み手数料を含む）

貯金利息・寄付など

収入合計

4,830,000 4,920,000

同窓会費

項　　　目 備　　　考

普通貯金総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,426,477円

信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　　225,785円

39回生（卒業生）まで  10,000円×10名

項　　　目 備　　　考

事
務
費

通信費
郵便局、銀行の振り込み手数料　　　　　10,000円

連絡用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000円

会長の信州大学同窓会関係の出張旅費、駐車料金等

平成18年度平成18年度平成18年度平成18年度 　　予　　算　　案（経常費）　　予　　算　　案（経常費）　　予　　算　　案（経常費）　　予　　算　　案（経常費）

平成17年度より繰越金 5,652,262 5,213,401

【収入の部】【収入の部】【収入の部】【収入の部】

その他

同窓会入会借受金

【支出の部】【支出の部】【支出の部】【支出の部】

1,080,000

20,000 500,000

事
業
費

会
議
費

信州大学理学部「自然誌科学館」への補助金

平成18年度総会開催予定

卒業・修了記念品費 1,095,000

予備費
基本金への繰り入れ金
各科同窓会への振り分け金

平成19年度への繰越金
信州大学同窓会連合会納付金

基本金総額 貯金利息については普通貯金の口座へ振り込み

支出合計

【基　本　金】【基　本　金】【基　本　金】【基　本　金】

平成１８年度まで
郵便局定額貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）
八十二銀行定期貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）

編集後記 

松本は暑い夏でした。梅雨がぐずぐずと長引き、七月下旬にはもうれつな雨が降りました。もっとも

日照が必要な時に雨がおおかったために、デラウエアの収穫は大きな打撃とのことでした。九月に入っ

たら急に涼しくなり高原の秋という風情です。大学の夏休みも明日まで、10 月 1 日からは後期が始まり

ます。 

今回の会報は退職された先生、新しい先生からの寄稿、卒業生便り 3 本、学科同窓会の報告や総会の

予告、自然のささやきなどの活動報告 2 本など盛りだくさんです。 

全体として生き生きとした同窓会の活動が伝えられるものとなったと考えています。少々ページが増

えてもいいと思いますがどうぞ皆様原稿をおよせ下さい。(森) 

例年のように予算案を作りました。連合会費用を新たに計上しました。また、同窓会総会の開催

を予定して予算を計上しました。 


