
 

 

学友の皆さんお元気のことと思います。 

 今年は冷夏といわれ、梅雨も長引き、西の方ではあち

こちで集中豪雨に見舞われました。被害に遭われた方が

おみえでないかと気になります。8月半ばから暑い日も

続き農作物も持ち直したと伝えられていますが、皆さん

の地域はいかがでしょうか。 

 さて、教育条件も政治と無関係でないことは、ここ

10 年あまりの大学の状況を見れば明白です。科学・技

術・文化を発展させると共に教育と学問を大切にする政

治・社会となることが期待されています。  

8 月下旬総選挙が行われ、政治の世界は大きく変化し

ました。二大政党政治を目指すとして導入された小選挙

区比例並立型の選挙制度ですが、前回の郵政選挙でも、

今回でも、かくも大幅な議席の増減となって表れたこと

や、あまり好きな用語ではありませんがいわゆる「死票」

の多さも気になります。その結果、左右、中間の小政党

の得票が過小に評価されるのはどうかなと思います。民

意が議席に可能な限り正しく反映される制度はどうい

うものなのかを考えてみたいと思います。 

 もともと民意は多様で、どの政党のマニュフェストに

対しても賛成のところと反対のところもあるというも

のです。また、一つ一つの政策に対しても、それぞれに

温度差があるものです。必要なことは一つ一つの課題の

独自性と関連性を押さえて、手間暇かかっても意見や考

え方のちがいを十分な論議と国民的合意で克服してゆ

く立場を可能な限り貫くことでしょう。そうできるよう

に一歩ずつ近づけていければと思います。 

 今回の選挙戦を通じて全政党が教育の分野で画期的

な合意をしたことに注目したいと思います。 

それは、選挙戦中盤で給与制奨学金制度を創設すること

に全党が合意し、すでに文科省も概算要求をしたことで

す。また、高校授業料の無償化は 4 月に参議院で可決さ

れており、今回の連立政権合意の中にも「高校教育実質

無料化」が入れられています。 

 このことに関わって二つのことを思い起こしました。

一つは、2年ほど前から京都の学生が中心となってゼロ

ネットという会が活動していることです。この会は二つ

のゼロ（学費ゼロと学費で困っている人ゼロ）を目指し

ています。学生自治会の活動があまり伝えられてこない

今の時代に頼もしい取り組みと感じたことです。 

今一つは会報 5 号（05 年春）に伊藤建夫前学部長が

「先進国中では群を抜いて低い高等教育に対する公財

政支出、まさに国辱もののその名に値しない『奨学金制

度』（ローンであってスカラーシップでない）には怒り

と言うよりも情けない気分になってしまいます」とお書

きになったことです。私が現役の頃、奨学金は研究者や

教師になれば返済しなくてもよい制度でした。今は有利

子のほうが多く、無利子でもすべて返済しなくてはなり 

 

 

 

 

 

 

 

 

ません。大学の卒業と共に 500 万円、大学院終了なら

1200 万円前後の借金を抱えて社会に出るというのが現

実です。若い社会人に、そのはじめから借金を背負わせ

るのはどういう国なのかと思います。 

 今回の合意は、はじめの一歩ですが貴重な一歩です。

「教育は教育を受ける人の利益になるので自己負担が

当然」という考え方から、「国民がより高い教育を受け

ることは、国の土台を創ることで、社会とすべての国民

の利益になると言う立場」に切り替えていく大事な一歩

です。このことを大切にしてやせ細ってきている大学の

研究費・教育費の増額、安心して研究し教育し学べる大

学へ向けて私たちも少しでも役立てるよう努力してい

きたいと考えます。 

 

今年一年は大学創立 60 周年記念年です。6 月には大

学創立 60 周年の様々な記念する行事が集中して行われ

ました。多くの学友の皆さんのご参加によりどれも盛大

に行われました。 

大学が主催したものとして、記念シンポ(6/1)や記念

コンサート(6/6)などが行われ、それぞれの会場は満員

でした。また、松本市美術館での「よみがえる名画」展

は、のべ 4000 人以上の方が鑑賞しました（詳しくは大

学ホームページをご覧下さい）。 

 理学部も6月6日(土)にホームカミングデーをもうけ

昼食会には 120 名以上の学友・先生方が集いました。 

 地質の藤田先生の化石コレクションは貴重な標本の

オンパレードでした。文理の先輩、野口清人監督の映画

の上映と講演(6/5)は、経済学部の半円の教室で和やか

に行われました。いずれも別項に報告を書いていただき

ましたのでお読み下さい。 

理学部同窓会も6月6日午前総会を行うことができま

した。会場いっぱいに会員の方々にご参加いただき、規

約改定、新役員の選出など予定した議題すべてを満場一

致で承認していただきました。規約改正に伴い新役員は

副会長 4 名体制（学内 2学外 2）とし、理事は学科教室

との連絡を密にし、全体的取り組みに配慮できるよう各

科より 1 名の 6 名体制、幹事は各科同窓会との連帯を密

にし、互いに学び協力できるよう各科同窓会と文理自然

学科から合わせて 7名体制とすることとしました。こう

した、役員体制は初めてのことですので、事を進めなが

らそれぞれの役割を具体化していくこととなります。今

後ともよろしくお願い申し上げます。 

特筆することとして、文理学部自然科学科の先輩を会

員に迎えることができたことと、同日生物学科・生物科

学科の同窓会も設立されたことはとてもうれしいこと

です。これらについてもそれぞれに報告がありますので

お読み下さい。 
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「60 周年ホームカミングデーにあたって」 武田三男 
 

 理学部同窓会会員の皆様方におかれましては、常日頃、

理学部卒業生あるいは大学院修了生として先輩のお立

場から理学部の発展のためにご支援ご協力いただき誠

に有り難うございます。 

 本学は、1949 年に新制国立大学として創立されてか

ら本年でちょうど 60 周年になりました。人間で言えば

『還暦』の人生における節目を迎えました。教職員の一

人として、また、本学理学部の卒業生としてあらためて

お祝いとお礼を申し上げます。この 6 月 6 日に創立 60

周年記念式典が開催されました。これに併せて理学部で

もホームカミングデーを開催しました。午前は「各学科

の集い」と「理学部同窓会総会」が行われ、お昼に理学

部主催の「創立 60 周年記念昼食会」を開きました。学

科の集いでは、各学科の同窓会総会などが行われました

が、この中で特筆すべきことは「生物同窓会」が発足し

たことです。これで、理学部 6学科全ての学科同窓会が

揃いました。お祝いとともに、ご尽力いただいた関係の

同窓生及び教職員各位にお礼申し上げます。理学部同窓

会総会では、規約改正を行い、先輩にあたる文理学部自

然科同窓生を正会員としてお迎えすること、また、理学

部教職員全員に特別会員となっていただくことが決ま

りました。それぞれのお立場から、同窓会を通して理学

部の運営にご協力ご指導をいただければと思います。 

 理学部主催の昼食会には、理学部同窓生並びに教職員、

さらに文理学部の自然科の先輩方にも大勢参加してい

ただきました。総数で 100 名を超える賑わいで、ロビー

の「思い出写真パネル」をご覧いただきながら、旧交を 

温めていただきました。また、地質学科の技官をされて

いました藤田敬氏のご好意により氏の収集された学術

的にも大変貴重なアンモナイトや三葉虫の化石のコレ

クションの「藤田敬コレクション-教科書で見た化石-

特別公開」が創立記念行事として開催中でしたので、こ

ちらもご覧いただきました。同窓会総会と昼食会では貴

重なサジェスチョンも頂戴いたしました。今後の理学部

の教育研究の発展に生かして行きたいと考えています。 

 本学も 5 年前の 2004 年に国立大学法人として独立法

人化され、組織運営は大きく様変わりし、地域と社会に

対しての貢献が求められるようになりしましたが、こと

教育と研究については本質的な変化はありません。40

年ほど前の私が学生であった頃はもちろん、1985 年に

教養部に赴任した当時はまだまだのんびりとしたかつ

ての地方国立大学の雰囲気が充分残っていました。その

後、1990 年代から始まった教養課程廃止とそれに伴う

教養部解体等を経て、全国一律のいわゆる「護送船団方

式」の反省からか教育の現場に「競争原理」なるものが

導入され始めました。さらに、法人化後、目先の成果を

常に求められ、教育研究にも「ゆとり」がなくなってき

ました。しかしながら、自然科学を学ぶことにより、論

理的な思考方法と深い洞察力を身につけた学生を社会

に送り出すのが教育機関としての理学部の責務である 

 

ことに変わりありません。大学にとって大切なことは好 

きな学問をのびのびと学べる場を学生に提供し、学習の

手助けをすることではないかと思います。理学部では地

道な教育と研究の場であり続けたいと考えています。 

 理学部同窓会員の皆様方には、今後とも本学とりわけ 

理学部の発展充実のために尚一層のご協力とご指導を

お願い申し上げます。 

―――――――――――――――――――――――― 

「理学部の歩みと現状報告」   尾関寿美男 
 

 昭和 24 年 (1949 年)に信州大学が設立され、松本高

等学校を母体に文理学部が発足しました。17 年後（昭

和 41 年）に改組されて数学科、物理学科、化学科、地

質学科の4学科、教官数26名の理学部が誕生しました。 
 昭和 44年(1969年)から大学紛争が起き、教養部校舎

が封鎖されたようです。ちょうどその頃理学部校舎が新

築され、ほぼ現在の形（A、B棟）ができました。昭和

50 年に生物学科が設置され、翌年講座制に移行しまし

た。平成 4年になって、物質循環講座、翌年に自然情報

講座が設置され、さらに、発展的に物質循環学科、数理

自然情報科学科に改組して、現在の体制が出来上がりま

した。 

平成 7 年に教養部が廃止され、14 名の教官が理学部

に配属されて、理学部体制は充実しました。また、平成

10 年に大学院工学系研究科に理学部が参加して、地球

環境システム科学、数理･自然情報科学、物質基礎科学

専攻ができました。しかし、建物は増築されず、狭隘化

が深刻でした。翌年になって理学部Ｃ棟の新営工事が開

始され、次いで理学部Ａ棟と講義棟が改築されましたが、

依然として大学院スペースは確保されず、現在に至って

います。 

臨湖実験所は平成 14 年に山岳科学総合研究所へと組み

込まれ、平成 17 年の大学院総合工学系研究科の設置に

よって特色ある研究所に育ちつつあります。翌年には、

全学教育機構の設置による共通教育の強化が図られま

したが、「やはり復活か」という思いは拭えません。 
平成 13 年ごろ、自然誌科学館構想が持ち上がり、足

らない面積の確保をにらみつつ、バーチャルな活動が始

められ、「自然のおどろき」が開始されました。青少年

や一般の方を対象に“理科”を体験していただく 2日間

のイベントは今日まで継続され、市民、青少年の楽しみ

に定着しつつあります。社会貢献への大きな取り組みの

始まりでした。 

平成 16 年に国立大学法人信州大学が誕生しました。

これ以後、産学や地方自治体との連携による研究・事業

展開や、男女共同参画、環境マインド、e-learning教材

開発などのプロジェクトへの取り組みが活発化してい

ます。運営費交付金の毎年 1％削減、それに伴う人件費

を削減しながらの教育、研究、社会貢献、国際交流の充

実・活発化は、すべての教職員、学生をも疲弊させてい

るように思えます。 
 研究経費は言うに及ばず、教育経費も競争的資金で賄

ホームカミングデーの学部主催の昼食会は、出席された皆さんの紹介や参加された先生方の自己紹介を交えて和やかに進み

ました。 

60周年にあったっての学部長の挨拶をいただきました。昼食会での尾関寿美男先生による「理学部の歩みと現状報告」を全

文掲載します。なお、出欠はがきにお書きいただいた会員の近況報告、メッセージをまとめて後ろにのせましたのであわせ

てご覧下さい。 



わねばならず、運営費交付金さえも競争的資金の間接経

費を当てにするに至っては、大学が今後 10 年健全に推

移しうるか、心配になる状況です。その上、6年刻みの

中期目標・計画での達成状況を評価、評価で締め上げ、

膨大な時間と労力を浪費しております。 
 その中で、理学部は社会人、学生へのサービスのため

の文部科学省のプロジェクトに採択され、存在感を示し

ています。平成19年から3年間、社会人の学び直しニー

ズ対応教育推進プログラム「自然環境診断マイスター養

成」は第4コースまで開催されております。山岳、生物、

環境、保全、災害をキーワードに大学生から年配の方ま

での20名程度が毎週末数ヶ月に渡って熱心に学んでい

ます。女子中高生の理系進路選択支援事業は平成19年、

20年に実施され、「わたしもサイエンティスト」と銘打

って、全国から募集し、親子でフィールド体験をして、

女性サイエンティストを目指してもらおうというプロ

ジェクトです。理数学生応援プロジェクト「能動的学習

意欲を持つ理数学生の発掘と育成プログラム」は今年度

から始まり、入試で24名程度の意欲ある学生を募集し、

特別プログラムで有為な人材に育てるのが目的で、その

ための準備に入っているところです。 

法人化後、忙しくなっただけのことはあって、学生へ 

の教育･生活支援、地域へのサービス、情報発信、学内

外での教員同士の連携が活発化しており、良い面もあり

ます。一方で、出前講座、公開講座、理科啓蒙イベント、

年 14 回の入試業務など、教育・研究に割く時間の減少

や若手教員の多忙化などは深刻です。 

 こういう厳しい状況の中にあって、理学部のよき理解

者や支援者は重要との認識にたち、卒業生や地域住民を

大切にする意義が大きくなりつつあります。なんといっ

ても同窓会は最も強力なサポーター（スポンサー）であ

り、絶大な協力を頂いております。たとえば、自然のシ

リーズや公開講座の開催費用援助や一昨年の理学部全

教員紹介冊子「信州で学ぶ」の出版費用援助などです。 

今後ますますいろいろな方の支援を頂きながら、基礎

科学の重要性を認識して理学部の更なる発展のために

教職員一丸となって努力し、理学部学生を羽ばたかせ、

研究を花開かせるようにしてまいりたいと存じます。理

学部同窓会のご支援を心よりお願い申し上げます。 

 
 
会場１、２階ロビーには、思い出写真パネルコーナーを設けました。 

文理学部・理学部の各学科の懐かしい写真が展示され、参加した同窓

生の皆さんは、食い入るように見つめながら良き時代を思い出してい

るようでした。 

 

 
藤田化石コレクション展         大塚 勉 
 
 2009 年 6 月 1 日から 6 日までの期間、理学部Ｃ棟の

展示解析室で、「藤田化石コレクション展 教科書で見

たあの化石」が、理学部と理学部同窓会の共催で開催さ

れました。この展示会は、 信州大学創立 60 周年記念事

業の一環として位置づけられるものです。 

 藤田 敬さんは、昭和 41 年から平成 4 年まで信州大

学理学部地質学教室で

技官として活躍され、信

州大学の発展に大きく

貢献されました。その一

方で、藤田さんは個人と

しても貝類や化石の研

究に情熱を注ぎ、今では

現生貝類 1500 点、化石

450点に及ぶ膨大なコレ

クションを、松本市島内

のご自宅に所蔵されて

います。 

 展示会にあたり、藤田

さん所蔵の化石から、と

っておきの約 80 点を選

んでいただきました。学校の教科書には、各地質時代を

代表する化石が写真として紹介されています。今回は皆

さんが一度は目にしたことがあるそのような化石に焦

点を絞っていただきました。いずれもすばらしい保存状

態のものばかりです。その中には、七色に輝く美しいア

ンモナイトや世界最大級の三葉虫などの貴重なものも

多く含まれています。みごとに立体的にクリーニングさ

れた三葉虫も来訪者の目を引きました。 

 準備では、理学部の学生が重要な役割を果たしました。

標本の借り出しや返却はもちろんのこと、標本を展示す

る台や説明のラベルを多数製作してもらいました。とて

も盛況で、会場を訪れた方は 700 名を超え、ノートに感

想を残してくださいました。理学部同窓会長を始め多く

の卒業生が訪れ、藤田さんと歓談する光景が見られまし

た。会場では、学生を中心とするスタッフが来訪者に対

して化石の説明を行い、好評でした。人に説明すること

をとおして、学生自身の

勉強にもなったようで

す。 
 会期が終わって、展示し

た化石たちを撤収する段

になると、スタッフ一同と

ても名残惜しい気持ちに

なりました。もう少し長い

期間展示会をやってほし

かったという意見も寄せ

られました。藤田さんの頭の中には、もう次の展示会の構想

が描かれているようでした。この化石展を行うに当たり、同

窓会からは資金面で援助をいただいたほか、多くの方にご協

力いただきました。記して感謝申し上げます。 

理学部ならびに同窓会がお願いをした藤田先生の化

石ｺﾚｸｼｮﾝ展は大変盛況でした。食い入るように眺める

子どもたちや、団体で来てくれた中学生にとっても学

ぶことの多い行事でした。化石展の紹介、藤田先生と

スタッフの感想を乗せました。 

化石展ポスター 

展示されデボン紀の三葉虫 



化石展示会場での幸福感              藤田 敬 

 

 本年 6 月、信州大学創立 60 周年の祝賀記念行事とし

て、私『藤田化石コレクション』の特別展示が行われま

した。 

 藤田化石コレクションは、全く私の化石好きから始ま

ったプライベートコレクションで、自宅で小規模な展示

をして楽しんでいるものです。一般公開はしておりませ

んので、極端な言い方をすれば私の手元で半分眠ってい

るコレクションとも言えるでしょう。 

 図らずも今回理学部と理学部同窓会のご要望で、上記

のような特別展が行われ、80 余種が初めて公開展示さ

れました。私自身のコレクションを一度にこれだけ広げ

て見るのは初めてのことでした。理学部地質科学教室の

皆さんのご努力で見事な展示ができ、化石もさぞかし晴

れがましく、見られ甲斐があったことでしょう。 

 展示には 700 人を超える見学の方が来場され、ご好評

をいただいたのもありがたいことです。また、教室の皆

さんが見学の方へ、積極的に解説の労を執られたのも好

評の原因の一つであったと思います。 

 今回の展示に大勢の方が見えられましたが、望外の喜

びであったのが、信大文理学部や理学部の卒業生の皆さ

んにお目にかかれたことです。とりわけ文理学部の皆さ

んとは 50 年の歳月の壁もあって、遠い思い出の彼方と

思っていたものですから、皆さんのお元気な姿を拝見し、

しばし懐旧の念にかられました。文理時代、若かりし頃

の卒業生の皆さんには白髪の方も多く、『彼は昔の彼な

らで』の感を改めて持ちました。 

 原田哲朗（原ヽ、はらちょん）さん、河内晋平（河ヽ、

かわちょん）さん、那須孝悌さんなど、文理学部地学教

室から出て活躍された中の何人かが亡くなられました。 

 文理学部地学教室の腕白坊主であった原ヽさんの奥

様がお元気な姿を見せられました。また物理の卒業で、

橋梁設計の専門家であった楠さんも亡くなられたそう

ですが、やはり奥様がおいでになりました。遠い文理時

代のお話しができ、お二人ともお元気そうなのは何より

でした。 

 ほんの短いひとときでしたが、これらの方々との再会

は、昔の思い出

が走馬燈のよう

に巡り、懐かし

く楽しいひとと

きを過ごすこと

ができて幸せで

した。 

 私の齢から考

えても無理かと

は思いますが、

このような幸せな機

会が再びあることを

心から願っています。 

 

藤田化石コレクション展の準備に携わって 

          工学系研究科 1 年 鈴木俊之 

 

 私を含めた何人かの学生が、今回の化石展の準備をお

手伝いさせていただくことになりました。我々の仕事は、

藤田氏宅へのご挨拶と展示する化石の選別から始まり

ました。個人的に一番時間を割き、多くを任せていただ

いたのは展示に用いる展示台の作成でした。最初にいた

だいた指示は、「化石が見やすい黒い下地の斜面台、斜

面の角度は 12°で」というものでした。藤田氏から教

えていただいたこの

12°という角度はとて

も重要だそうで、これ以

上角度をあげると上に

のせた化石が滑り落ち

てしまうようです。もち

ろん斜面台だけでは展

示できない大きな化石

もあるため、他の学生にも協力をお願いし、いろいろな

展示台の寸法、台を黒くする方法、化石を固定する方法、

脚の大きさや接着箇所を一緒になって考えました。そし

て金槌、かんな、のこぎりなど、普段使い慣れていない

工具の数々に苦労しながら、指示の通りに(極力近づく

ように努力して)作った台、自分たちの発想を混ぜて完

成させた台は 10 作品以上。完成に至らなかった失敗作

も数作品……。これらを採用していただき、化石の展示

が終了したときの達成感は大きいものでしたが、まだま

だ仕事はここからです。次は展示品の説明に用いるパネ

ルの作成です。こちらの仕事はその過程で化石に関する

知識がたくさん得られてとても勉強になりました。 

 当日、たくさんの方が展示会にいらっしゃったのは、

我々の作業を含めた今回の企画が成功した証拠だと思

います。このような機会を与えてくださって、本当にあ

りがとうございました。 

 

 

信州大学創立 60 周年記念 文理学部同窓会参画事業 

音楽ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ映画「ララ歌は流れる 中山晋平物語」 

鑑賞と晋平曲の合唱 文理独文 14 回 高根 恒子 

 

総会後は経済学部第一講義室において映画鑑賞会が

おこなわれた。一般市民も含めて 120 人ほどが楽しんだ。

ここでこの映画の内容を紹介してみたいがもし勘違い

や誤解があればお許し願いたい。 

「ララ歌は流れる中山晋平物語」のタイトルが示すよう

にこの映画の中には晋平の作曲歌が 21 曲も流れている。

松井須磨子に扮するソプラノ歌手の「カチューシャの

唄」「ゴンドラの唄」あり、子供の歌手の「肩たたき」

「シャボン玉」あり、大人の合唱「旅人の歌」あり、山

下洋輔のジャズピアノあり、演歌師の「バイオリンとカ

チューシャの唄」等多彩である。彼が一生の間に作った

曲は三千曲とも言われている。晋平は長野県中野に明治

20 年（1887 年）に生まれた。村長であった父は 45 歳で

死亡しその時彼は 6歳であった。 

母「ぞう」の支えもあって苦労の末代用教員になった。

しかしそれに飽きたらず東京で島村抱月の書生をしな

がら東京音楽学校を卒業した。抱月の依頼でトルストイ

原作の「復活」の劇中歌として大正３年（1914 年）27

歳のときに「カチューシャの唄」を作曲した。これは日

本古来の俗謡とドイツリートの中間のメロディーを目

指しているそうだ。これは須磨子自身の歌声をレコード

で聞かせていて貴重である。これは竹久夢二が楽譜の表

紙絵を描いたことと演歌師によって全国にひろまった。

「神に願いをララかけましょか」の「ララ」は彼自身が

故郷の村祭りでなじみ深い舞い・式三番叟から思いつい

た囃子言葉であり、曲を引き締めているという。明治政

化石展会場で森同窓会長と歓談

する藤田さん（左） 



府文部省音楽取調掛長、伊澤修二たちの方針により古今

和歌集出典の格調高い小学唱歌が国文学者により作詞

されていた時代からすでに 30 年経っているとはいえ、

このような砕けた感じの「ララ」が使われたことはさぞ

かし新鮮な驚きを民衆に与えたのではないだろうかと

私は思う。大正 8 年から始まった童謡運動にも参加し、

今までの型にはまったものではなく、子供の目線に沿っ

た本当に歌いたくなるような曲作りを目指していった。

池田町出身の浅原鏡村作詞の「てるてる坊主」は晋平が

童唄のメロディを元にして、転調を少なくし、低すぎる

音を直して歌いやすいように工夫して大正 10 年（1921

年）に作曲したものである。これはイタリアの国際コン

テストの優秀曲に選ばれている。野口雨情作詞の「証城

寺の狸囃子」は振りがついて子供が楽しげに踊っている。

戦後始まったラジオ英会話のテーマ曲「カムカムエブリ

ボディ」としてもおなじみである。ジャズピアニストの

山下洋輔氏はこう絶賛している。『「砂山」を初めとし

て「あの町この町」「シャボン玉」「雨降りお月」などの

晋平メロディーはすばらしい。日本音階だけでなくそれ

に独特の節回しがあり、掘り起こしても尽きない大きな

何かが埋め込まれている』と。又晋平は地方の民謡作り

にも励んだ。端唄を元にしてまず「須坂小唄」がうまれ

た。「東京音頭」は今やヤクルトスワローズの応援歌と

なっている。「越後十日町小唄」は映画の中では市丸が

歌っているが私にとっても越後出身の友人がよく唄っ

てくれた懐かしい民謡である。晋平の民謡には「野沢小

唄」の「ユラユラユラリは湯のけむり、チャラチャラチ

ャラリは水の音」のように作詞者と組んで、ふんだんに

囃子言葉を入れているのが特徴のようである。彼は民謡

作りの依頼が入ると必ず現地を見に行ったという。 

又軍国主義の嵐のなか軍歌指名作曲家となったが軍人

は嫌いだと言っていた。1944 年には工場より依頼され

た曲も含めてたった 3 曲しか作らなかったし 1945 年に

は一曲も作らなかったという。1945 年の東京大空襲の

なか義父晋平の手を引いて逃げた思い出を長男卯郎の

妻中山富子がユーモアを交えて語っている。 

「大衆の口ずさむ調べと共に私は生きる」と晋平が述べ

ているように彼の目指す芸術の方向ははっきりしてい

た。①大衆に受け入れられる芸術②皆が口ずさめる親し

みやすい歌作り③日本人に長年支持されてきた伝統芸

能の上に西洋芸術を取り入れる等が師島村抱月からの

教えであり彼はそれを守って極めてきた。それ故、後に

続く者も多いという。時代のふるいにかけられてもなお

歌い続けられている晋平の曲が多いのはこういう理由

によるものだったのだろう。この映画の副題「音楽ドキ

ュメント」が示すように資料に基づいて晋平の生涯は順

を追って描かれている。誇張や押し付けが無く抑えた表

現のなかに含蓄があり、見ていてさわやかである。野口

清人監督は文理学部独文科で私には先輩にあたる方な

のだが、お人柄がそのまま映画に反映している気がして

嬉しくなる。映画の最後に流れる吉井勇作詞の「ゴンド

ラの歌」は大正 4 年（1915 年）28 歳時に抱月より依頼

されて作曲したツルゲーネフ原作「その前夜」の劇中歌

である。これは母危篤の知らせを受けて中野へ急ぐ汽車

の中で作曲したものだそうだ。晩年晋平は映画館で黒澤

明監督の「生きる」を見た。ハイライトシーンで志村喬

ふんする主人公が「ゴンドラの歌」を歌うのを聴いた。

映画の主人公に死期が迫っていたのと同じように、その

28 日後彼はすい臓炎のため死去した。享年 65 歳であっ

た。「命短し恋せよ乙女」と澄んだソプラノが朗々と流

れてこの晋平映画は終っている。特別出演の歌手島倉千

代子のナレーションが映画に花を添え、しみじみした温

かい雰囲気をかもしている。松井須磨子に扮する歌手が

歌っている舞台はわれらが母校、重文、県の森の講堂だ

ろうか。全編に登場する長野県の風景はみずみずしく透

明感がありこの映画をいっそう魅力的にしている。こん

なすばらしい映画を作ってくれた野口清人先輩に乾杯。

鑑賞後の観客の反応はアンケートにも現れているよう

に好意的なものばかりであった。休憩後、音研 OB と賛

助 4人の 16 人で 10 分間晋平の曲の合唱をした。指揮は

佐久隆明氏、ピアノは大倉孝子氏、曲目は音研 OB の「砂

山」「ゴンドラの唄」、会場全体の「背くらべ」「雨降り

お月」である。「砂山」はたった 2 日の練習では不十分

だったということもあり四部合唱が八部合唱に聞こえ

たのではないかと恐縮している。「ゴンドラの歌」は斉

唱ということもあり朗々と気持ちよく歌うことができ

た。会場全体の歌もスクリーンに歌詞が出て懐かしい気

持ちでみなさんが歌ってくれた。翌々日の 6月 7日付市

民タイムスには合唱の写真を載せて頂いたし、賛助の佐

藤進氏がイベントの様子を7月3日付市民タイムスのコ

ラム欄で紹介して下さるという嬉しいおまけもついた。

その後は中野和朗元松本大学学長の人物紹介と野口清

人監督の「映画作りの苦労話」が続く。 

 

人文・理学・経済各学部同窓会に感謝  
          文理学部同窓会長 可知 偉行 

 
昭和 24 年に信州大学文理学部が県の森に松本高等学

校を引き継ぐ形で創設されました。文理学部は人文科学

科、社会科学科、自然科学科の 3学科からなり、他学部

の教養課程の教育の場でもありました。昭和 41 年に理

学部・人文学部に改組され、旭町に移りましたが、文理

学部の卒業生にとって、県の森は、青春の場であり学び

舎の場でした。校舎は国の重要文化財に指定され、周り

は公園として市民の皆さんに活用されています。 

今年、信州大学創立 60 周年を迎えるにあたり、文理

学部同窓会が企画した創立 60 周年記念事業の「ララ、

歌は流れる-中山晋平物語-」（文理学部第５回独文卒・

野口清人監督）の映画鑑賞会と野口監督との懇談会の開

催にあたり、３学部の同窓会に共催して頂き、多くの

方々に参加いただき大成功であったことを感謝をこめ

て報告させていただきます。 

すべての文理学部同窓生は還暦を迎えましたが、元気

で活躍しております。今後も血の繋がる学部の同窓会の

会員として良いお付き合いを願いたいと思っておりま

す。最後に人文・経済・理学の 3学部の発展と同窓会の

活躍を祈念いたします。 

映画「ララ歌は流れる－中山晋平物語－」の映画監督野口清人先

輩から晋平への思いをお書きいただきました。長文ですので後の頁に

掲載させていただきます。 

これは文理学部同窓会報に掲載されるものを文理同窓会長の好意

により掲載させていただくものです。全文は 6 節にわたるものです。 

紹介―松本市民タイムス 7 月 3 日号リレーコラム欄に佐藤進氏

（地域営農リーダー育成塾長）の「輝かしい無形ブランド」という一

文が掲載されました。晋平の偉さを民衆の心に生きずいていた

音色を自分の曲に結晶させたと述べ、信州ほど音楽好きが多い

ところは他にない、信濃路は昔も今も音楽好きが住まうところ、そ

れ自体が無形の一大ブランドなのだと述べられています。 

 



 
 

 

総 会 会 長 挨 拶        森  淳 

 

 会長を務めさせていただいております森です。創立 60

周年ホームカミングデーに合わせて、時間をいただき総

会を開催させていただきました。多くの方々に御参集い

ただきました。感謝申し上げます。 

 同窓会が創られましたのは 1983 年（昭和 58 年）12

月のことです。26 年になります。この間、いろいろな

ことに取り組んでまいりました。通年的な学科への補助

や卒業生への記念品を贈ることなどを基本にしながら、

自然誌科学館という年一回の大学開放行事への参加、会

報年 2回発行、そして昨年は「信州で学ぶ」の発行など、

前進的な取り組みを進めてきました。 

 しかし、何といっても大きな変化は、ここ 10 年各学

科同窓会が次々と設立されたことです。化学科には 1964

年以来化学学士会という、私たちの先輩格の会がありま

したが、他はそうではありませんでした。物理と地学が

2002 年に、数学と物質循環が 2004 年に同窓会を誕生さ

せました。生物科学科は先ほどまで同窓会の設立総会を

開いてみえ、学友と先生方の御努力の結果設立の運びと

なりました。これで全学科の同窓会がそろうこととなり

ました。共によろこびあいたいと思います。しかも、六

学科とも文理の自然学科の先輩を交えての会というこ

とです。それは理学部自体が、文理学部自然学科のそれ

ぞれの専攻、学問研究の様式・スタイル・文化を引き継

いでいるわけですから、きわめて自然なことと言えます。 

また、2004 年には全信大の同窓会連合会もつくられ、

全学的な交流の歩みを始めました。 

 こうした状況の変化、前進にふさわしい学部同窓会の

あり方はどうあるべきか、共に考えてまいりたいと思い

ます。それは、全学、学部、学科同窓会のそれぞれの独

自性を尊重しつつ連帯と協同を進めることが基本とな

ることはまちがいのないことと思います。そのための一

つとして後ほどご提案いたしますが、規約改正の御論議

をお願いすることとしました。 

 次の 10 年を新しい取り組みに挑戦しつつも、会員の

友情をいっそう深めるための土台作りを基本にすえつ

つ、60 年分の学友の力を宝として、理学部の発展、理

学部に生活する教職員、学生の学問研究条件の改善への

協力など地道に歩みを進めたいと考えます。 

 会員の皆さん一層のご協力、ご理解をお願いすると共

に、積極的な参加、ご提案をお願いしてご挨拶とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理学部同窓会総会報告       白肌 真由美 
 

信州大学理学部同窓会総会が理学部ホームカミング

デーにあわせ、6 月 6 日(土)に理学部 13 番教室にて開

催されました。立ち見もいるほど本当に多くのかたにご

参加いただきました。ありがとうございました。 

森会長の挨拶では、同窓会がいろいろと取り組んでき

た報告と共に、各科の同窓会がそれぞれ開かれ、とりわ

け生物学科では学友と先生方のご努力により本日同窓

会が設立され、全ての科の同窓会が足並みをそろえるこ

とができたとの報告がありました。会長挨拶の後、事業

報告・決算報告、規約改定、事業計画、予算案が審議さ

れ全てにおいて盛大な拍手のもと承認されました。 

特に、規約改定においては、信州大学文理学部自然学

科の同窓生を会員として迎えること、理学部学部長に名

誉会員になっていただくこと、理学部の教職員の皆様に

特別会員になっていただくことが新たに承認されまし

た。このことにより文理 1 回生から今年までの 60 年間

に卒業した卒業生・教職員の皆様と厚みを待った同窓会

として新たな出発をすることになりました。 

最後に、役員についての提案があり全ての役員につい

て承認されました。新役員は次の通りです。 
役 員 紹 介 

会  長   森  淳 （数 1S） 

副会長   田村 裕二 （化 8S） 石川 厚 （化 14S） 

     山本 雅道 （生 8S） 可知偉行 （数文理） 

理  事    栗林 勝彦 （数 17S） 志水 久 （物 92SA） 

     太田 哲（化 22S）  藤山静雄 （生 特別） 

     大塚 勉（地 9S）   朴 虎東 （生 88SA） 

幹  事     守谷 武久 （数文理） 高藤 惇 （物 2S） 

     中野 博文 （化 18S） 菅野 修 （生 11s） 

     富樫 均  （地 13s）  白肌真由美（循 95S） 

     宮沢 武矩 （化 文理） 

会計監査  竹沢 愛子(数 2s)  竹谷 貞彦(化 13s) 

名誉会長  理学部長 

顧   問  各学科長 6 名 

 

生物同窓会発足と今後の御願い         藤山 静雄 
 

 本年 6 月 6 日の信大 60 周年記念行事の中の理学部ホ

ームカミングデイの各学科の行事に絡めて、生物では生

物同窓会の設立の会をもたせて頂きました。以下にその

概要をご報告申し上げます。 

 これまで生物も同窓会設立に向けて準備が行われて

きましたが、なかなか実現しない状況でした。そこで、

この度の信大 60 周年記念行事にむけて設立すべく、各

方面からの激励を受けながら、準備会を行ってきました。

そして思い切って6月6日のホームカミングデイの生物

行事に合わせて、生物同窓会の発足ための会をもたせて

頂きました。当日は、設立の呼びかけに続いて事前に用

意された同窓会規約案の審議、承認、役員候補者の承認

を主な目的として審議をし、最後に以下に記載の役員に

より就任のご挨拶があり、無事に生物同窓会は成立いた

しました。当日の出席者は 23 名と少なかったのですが、

会合の呼びかけに対する葉書に対しての賛同、在校生の

賛同を含め 200 名以上の賛同署名を頂いておりました。

それでこの機会を逃すと設立がいつになるか分からな

いと言う思いもあり、とりあえず同窓会を設立にこぎつ

けました。  

 生物同窓会は、文理学部自然科学科生物専攻、理学部

久々の同窓会総会は 12 番教室満杯の会員の参加で成功裏

に終わりました。開会に際しての会長挨拶および総会の模

様の報告をのせます。また、生物同窓会の発足、数学・化

学のつどいについても報告をいただきました。 



化学科生物履修コース、生物学科、生物科学科の学生お

よびその大学院生として在学した人すべてを含む形で

作られました。当日選任された役員をご紹介いたします。 

 

会 長 ：木下 哲雄（文理第 1回）、 

副会長 ：菅野 修 （生物第 2回） 

事務局長：上田 昇平（生物科学 4 回）、 

事務局員：熊崎 達也（生物 9回）、小西繭（生物 20 回） 

会計監査：今井 晶子（生物 2回）、 

宮島 悠 （生物科学５回） 

任期は会則により 2年です。さて、生物同窓会役員会で

は、本年度の事業として(1)生物同窓会のホームページ

を作成し、生物同窓会の発足、同窓会役員の紹介を掲載

し、生物同窓会の存在を周知すること。(2)同窓会名簿

の作成につとめること、および在校生の勉学意欲向上に

資することを立案、実行することを目標に掲げておりま

す。どうか、発足間もない生物同窓会に皆さんのご支援

を御願い致します。なお、ご意見、住所変更など御座い

ましたらそれらを信州大学生物科学科内の事務局員宛

にお気軽にお寄せ下さい。 

最後に、同窓会設立に向けては生物学科 1 期生有志の

方々を中心に地道な準備が行われてきました。今回の同

窓会の設立は彼らの努力あっての結果ですのでここに

記して準備に携わられた皆さんに記して御礼申し上げ

ます。                 

 

ホームカミングデーに合わせて数学科同窓会のつどい

が楽しく開催されました。 

 6 月 6 日の理学部ホームカミングデーに合わせ、数学

科も同窓会総会を開きました。5年前に数学科同窓会が

設立され、隔年で総会を開いています。今回が第 3 回総

会になります。守矢会長の「大学と地域との一体化・密

接化が模索されている昨今、数理自然情報科学科として

も何らかの方策があるのではないか」との挨拶の後、竹

田宏さん(20S)議長の下、林浩一郎(8S)事務局長から経

過報告、高橋聡(20S)会計担当事務局員から会計報告、

左光文雄(9S)会計監査から監査報告、続いて役員選出と、

用意した議題は承認されました。 

 午後 2 時から”数学科のつどい”を開宴。つどいには

退官された鹿野健、横田一郎、可知偉行先生も出席され

華を添えて下さいました。鹿野先生からは「かつての同

僚や学生諸君に久しぶりに会えるのを楽しみにしてい

ました」とメッセージを頂き、横田先生には急遽挨拶を

お願いしました。さすがに髪毛は白くなられたもののお

元気で横田節は健在でした。可知先生は歴代のサマーゼ

ミ（現在は実施されていません）の写真をはじめ、先生

方の飲み会の写真（故小柴、松田、斉藤先生の写真もあ

りました）などを持参して下さいました。スクリーンに

映した写真の中に参加者それぞれが、まだ頭髪が黒々と

している頃の姿を見つけつつ杯を注ぎ合いました。文理

２回卒の児玉敏夫さんが今回も参加され、旧文理学部校

舎の往年の写真を持参下さいました。今は幹周り２メー

トルを超え校舎を覆い隠すほどに成長したヒマラヤス

ギの、植栽をした当時の写真に一同改めて時の流れを感

じました。場も落ち着いたところで、今回の目玉である

「Boys」バイオリンの近藤聡さん(24S)とチェロの嘉納

雅彦さんが演奏しながらの登場。事務局会で会計監査の

丸山洋之さん(12S)から、数学科卒でバイオリンを演奏

する異色の人がいるとの話から「音喜楽 Boys」に出演

を依頼しました。クラシックから歌謡曲まで会場のリク

エストにも答えながら、テンポよく約 30 分のオンステ

ージで”つどい”を盛り上げてもらいました。 

 4 時 30 分”数学科のつどい”を終了。卒業年度ごと

の懇親会に移行する集団もあれば、ひとり松本に旧知を

訪ねる人もあればと、次回の懐かしい出会いを心より楽

しみに各々再会を期して散会。  

 

ホームカミングデー 「化学科の集い」 報告 

 

 化学科では、今年3月に退職された藤森邦秀先生をは

じめ、横井政時先生、笹根昭伸先生、化学科現教員の吉

野和夫先生と樋上照男先生もお越し下さり、30名近い皆

様にお集まりいただきました。また、理学部主催の昼食

会には加藤博先生もいらっしゃいました。今回は総会と

いう形式は取らず、会長の野村俊明先生のご挨拶の後、

出席者の皆様にお一人ずつ近況報告をしていただきま

した。1時間半の短い時間でしたが当時の懐かしい思い

出話に花が咲きました。 

出席者：川口博巳、五藤俊久、五藤真佐子、田村祐二、

安藤俊幸、石川厚、生越公男、小澤賢一、小澤摩美、

梶原さをり、櫛引

圭子、越川浩之、

三好雅文、 

宮森薫代、山口敏

章、小山智史、酒

井慶次、太田 哲、

寺尾幸一、小松敦

志 
 

 
 
 
学 科 同 窓 会 か ら の お 知 ら せ 
 
第７回松本化学学士会総会報告 

 7月25日（土）、午後2時から松本キャンパス旭会館に

て第7回松本化学学士会総会・懇親会を開催しました。

昨年から当番幹事制を導入し、今回は理学部第2回生

（2S）に企画を担当していただきました。総会では、会

員名簿の発行再開、および新会長・諸役員の選出に向け

て準備を始めることが承認されました。講演会では中村

俊夫先生をお招きして、これまでのご研究や大学の現状

についてお話を聞かせていただきました。懇親会は中村

俊夫先生と吉野和夫先生にもご参加いただき、盛大に行

われました。次回第8回総会も多くの皆様がご参加くだ

さいますようお願い致します。 

総会は二十余名の参加で全議題を十分議論しました

が懸案事項が残りました。来年までの課題です。 

 それは、①会員名簿の発行再開について、②化学学士

会の組織の充実、③諸役員の選出について、④秋季在学

生対象講演会講師の推薦、⑤役員手当等についてです。 

次回総会開催（当番幹事制）、平成22年度：理学部3

回生＋4回生（サブ幹事） 

引き続き講演会（15：00〜16：00）で、中村俊夫先生

より、「大学生活四十年の思い出− ケミストリーはおも

しろい！ 役に立つ！− 」というお話をうかがいました。 
出席者は、井政時、野村俊明、藤森邦秀、中村俊夫、吉野和

夫、宮澤武矩、斎藤 実、犬飼紀喜、兼岩英文、蓑手吾一、

宮下喬一、五藤俊久、下村修平、竹岡みち子、小山 裕、 



高坂浩子、宮本桂子、長井陽三、滝澤律夫、湯本弥助、中川

二郎、石川 厚、

畔上博志、大道修

司、小山智史、小

山博子、酒井慶次、

太田  哲、武田啓

徹、小松敦志、郡

上恭子です。 
 

 

 

 

訃報：浅田洋光 理学部 6回 平成 20 年 12 月 8日逝去 

 

松本化学学士会 第 7 回講演会 
上條信二大先輩から二つのお話が伺えます。杏林製薬株式

会社(専務取締役)での御経験はもちろんですが、最近は世界

各地へ御旅行をなさっておいででこちらのお話も伺えること

になっております。在学生向け講演会ですが、卒業生の皆さ

まも御都合よろしければどうぞお出かけ下さい。 

 

日時 11 月 11 日（水）15:00～16:30 

場所 理学部 C棟 13 番教室 

講師 上條信二（文理第 9回卒） 

演題 1「日本の医薬品産業の構造：進路選択の参考に」 

2「目で見る世界遺産：旅の思い出アルバム」 

懇親会 17 時より 

 

 

 

 

研 究 紹 介       生物科学科 高田啓介 
 

私の研究テーマは、淡水魚類の種分化や絶滅のプロセス

を解明することです。その生き物にとっての顔形、生活

の仕方、すなわち形態的特徴や生態的特徴は、自分と同

じ仲間を識別したり子孫を残したりするのにとても重

要な役割を果たします。こうした特徴はその生物を対象

として研究する研究者にとっても種を区別するのに好

都合です。実際、私が研究をする上でこうした特徴を用

いているのは言うまでもありません。しかし、生き物の

中にはこうした特徴が変異に富んでいる同一の種類と

みなしていいのか、あるいはよく似てはいるが複数の種

類からできているのか判断に迷う生物も少なくありま

せん。 

 研究テーマは『淡水魚類の種分化や・・・解明』と書

きましたが、新しい種がいくつか生まれるということは、

それらの新しい種は１種類の共通の祖先を持つため、新

しく生まれたばかりの種同士はその特徴がとてもよく

似ているはずです。場合によっては通常用いる形態的な

特徴では区別できないこともよくあります。しかし、遺

伝子の違いを比較する方法が可能になり、同一の種類な

のか別の種類なのかを DNA 解析によって、正確にまた簡

便に識別することができるようになってきました。形態

的に区別が難しい種類を遺伝子解析を用いることで、こ

れまでの想像だにしなかったその生物の過去が解明で

きた例を、トミヨの仲間とモツゴの仲間の研究からご紹

介いたします。 

 高校生物の教科書に出てくるイトヨは雄の婚姻行動 

第 6 回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会ご案内  

松本化学学士会関東支部の第 6 回同窓会を、11 月第１土曜

日の 7 日に、新宿のライオン会館内の安具楽亭（あぐら）で

開催致します。前回参加できなかった方々にも、是非ご出席

いただき、より多くの参加者による総会となるよう願ってお

ります。 

15時より総会、16時より同窓会を開催する予定でおります。

昨年は、11 月の第 2 土曜日に同所で開催し、松本の本部から

石川先生にもご参加いただきました。 

久し振りに旧交を温める良い機会になると思います。同窓

会という特別な雰囲気の場で、年齢層も職種、経験も種々異

なる方々との交流は、必ずや有益な時間となります。常連の

参加者の皆さんは心温まる方々ですので、気軽に幅広い卒業

年度各位の参加をお待ちしております。 

総会および同窓会 15:00 

場所：新宿ライオン会館 5F 安具楽亭 

会費：8、000 円 

同窓会幹事：上條信二、高木直美、中川二郎、三好雅文 

 

 

 

 

 

で有名ですが、その仲間であるトミヨ類もイトヨと同じ 

ように雄がジグザグダンスを踊り、水草に巣を作って雌

の産む卵を保護することで知られています。この魚は夏

でも 20℃以下の冷たい水を好む冷水性淡水魚であるた 

め、日本では北陸以北にしか分布していません。このト

ミヨの仲間は外観からの形で種類を区別することは難

しいとされていました。最近の私たちの DNA などの遺伝

子情報をつかった研究で、シベリア大陸からカムチャッ

カ半島、サハリン、日本列島周辺には少なくとも 4種類

のトミヨの仲間が分布していることが明らかになって

きました。しかも、遺伝子の情報を使うことにより、こ

れら４種が現在までの 200 万年ほどの間に１つの共通

の種から現在見られる 4つの種へと進化（種分化）して

いることを突き止めました。 

 私は研究に取りかかった頃は、形態では区別できない

ほど似ている種類は、誕生して間もない新しい種類であ

ろうと予想していました。つまりトミヨ類の共通祖先種

が数万年前にはじまり１万年ほど前に終わった最終氷

河期に、あちらこちらの避難場所に分断され、それぞれ

の場所で異なる種類と進化したのであろうと考えてい

ました。ところが、実際には予想よりもはるかに古く種

分化を起こしてしまっていたのです。では、彼らはどの

様なきっかけで種分化を起こしたのでしょうか？ 私

は予想した年代よりもさらに古い過去の寒冷化と温暖

化が交互に起ったことと彼らの種分化と関係について

仮説を立て、その検証に取り組んでいます。 

物質循環学科同窓会 

総会を 10 月 31 日（土）17：00～の日程で開催します。 

詳しい内容は、メール又は HP でお知らせします。皆様のご参

加お待ちしております。 

また、3 月6 日（土）午後ホテルブエナビスタにて塚原弘昭先生

最終講義があります。詳細等は改めてご連絡を致します。皆

様予定を空けておいてください！ 

 

3 人の先生の文章をいただきました。高田先生からはご自分の研究紹介、石田先生からは化石発見の顛末、美谷島先生からは退職

に際してと題してこれまでの研究生活について書いていただきました。いずれも興味深いものです。 



トミヨ類の例は、何百万年もの前に起こったことでし

たが、次の例は、我々の住んでいる信州を舞台に、モツ

ゴの仲間 2 種が現在繰り広げている凄まじい闘争の実

体です。モツゴの仲間はコイ科の小魚で、本州各地をは

じめ松本平や善光寺平などに数多くあるため池に分布

しており、いわば里川の魚です。2種のうちの一方、シ

ナイモツゴは環境省によって絶滅危惧種に指定されて

います。絶滅危惧種であるシナイモツゴの生息地であっ

た池が、次々とモツゴに置き換わった例が最近東日本各

地で報告されています。信州にはもともと分布していな

かったモツゴがたくさん入ってきてはいますが、まだシ

ナイモツゴが生息している池が多数残っていました。な

ぜシナイモツゴは絶滅していっているのか、この原因を

解明するために生態的な調査や遺伝子解析をはじめと

して色々な角度から調査をしました。 

シナイモツゴとモツゴの両方の種類がいるため池を

調べると、シナイモツゴとモツゴの２種類に混じって、

形態的にはどちらの種とも判別できない個体が採集さ

れました。遺伝子を手がかりにしてこの個体の種の判別

を試みました。すると、この個体は両方の種の雑種であ

ることが分かったのです。しかも、この雑種は卵も精子

もできない不妊でした。雑種の不妊は子孫を残せないと

いう不利益をその両親になった種類両方に均等にもた

らします。にもかかわらずなぜシナイモツゴだけが減る

のでしょうか？ そこで母系遺伝をするミトコンドリ

ア DNA を使って雑種の母親種を調べると、驚いたことに

雑種の母親は例外なくシナイモツゴでした。つまり、モ

ツゴの雌は同種の雄と交配することによってモツゴの

子孫をちゃんと残しているのですが、シナイモツゴの雌

の多くはモツゴの雄との交配してしまい、そのためにシ

ナイモツゴの雌の多くは子孫の残せない不妊の雑種を

産んでいたのです。モツゴとの交雑がシナイモツゴにだ

け不利益をもたらし、ひいてはシナイモツゴの絶滅の大

きな要因になっていたのです。 

ここでご紹介した研究は、私の研究室で卒業論文、修

士論文、あるいは博士論文の研究に取り組んでくれた学

生・院生諸君との長年の共同研究で明らかになったもの

です。生物科学科に現在在籍中の学生・院生諸君は、卒

業・修了された方々に負けず劣らず優秀で活力に富んで

います。これからも彼らと一緒に興味深いテーマに取り

組み、研究と教育に邁進していきたいと思っております。 
 

―――――――――――――――――――――――― 
 
今 夏 の 話 題 か ら 

 
大型化石の発見〜県内 2例目のダイカイギュウか？ 

地質科学科 石田 桂 
 

 2009 年 8 月 20、21 日、信州大学理学部地質科学科の

教員・学生による重要な発見があり、県内のテレビニュ

ースや紙面上で大きく報道されました。同窓会の皆様に

も、この場をお借りして、詳細を報告させていただきま

す。 
1．発見は学生のおかげ！？ 

 2009 年 7 月中旬、本学理事の小坂共栄先生と院生・

学生らとともに、子供に化石堀りを体験させるための材

料を採りに行ったときのことだった。上水内郡中条村の

川の中で、貝化石が密集した河床の露頭で”つるはし”

を振るっていた地質科学科４年の関谷くんが、ふと手を

止めた。その日はとても暑く、陰が全くない場所でずっ

と作業をしていたため、近くにいた私は、関谷くんが休

憩をしているのだと思っていた。それにしてはあまりに

も休憩が長

い。残り時間

もあまりな

いし、声をか

けようかふ

と振り返っ

て関谷くん

をみた。その

ときの彼は、

小さな破片

を手にじっ

と見つめて

いた。関谷くんは化石が好きで、いろいろな発掘調査に

参加しているほどである。手の中をのぞくと、それは何

かの骨だった。 

「これは・・・骨だね！」 「やっぱりそうですよね！」 

ということになり、その場は貝化石の採取どころではな

くなってしまった。ちょうど、貝化石を採取しようと壊

した地層から長さ約 30cm の扁平な化石がでてきたのだ。

まだ地層の中には約 40cm 程度の化石が残っていたが、

あいにくその日は時間がなく、すぐに帰らなければなら

ない用事があったため、後日発掘にくることにした。 

 私は同行した中で一番背が低く、みんなが向こう岸に

わたる場所が深すぎたため、一人下流にまわって浅いと

ころを渡ることにした。きっと、先ほどの化石の発見が

頭に残っていたのだろうと思う。地面を眺めながら歩い

ていると、明らかにおかしな形をしたものが 2つ、河床

に並んでいた。やや楕円に近い断面をして、斜めに河床

から突き出ていた。「これは、もしかして、大型化石？」

見た瞬間そう思った。しかし、これまで 15 年ほど地質

に携わってきて、野外で何度も調査しているが、今まで

一度も大型化石を見つけたことはなかった。それどころ

か、野外で発見された現場すら見たことがなかったため、

慎重に、心を落ち着かせてじっくりと観察をした。楕円

の直径は、約 10cm、見えている部分は約 15cm、しかも

同じようなものが 2本並んでいる。周りをいくら見渡し

ても、やはり同じような形のものは見あたらず、これま

でにみたことがない。「まさか、これも何かの骨かもし

れない！」そう

思って、急いで

みんなのとこ

ろへ行き、「も

う一カ所化石

があるかもし

れない」と話し

た。小坂先生は

化石をみて、

「これは化石

だ、すごいぞ！」。 

 発見場所の付近では、約 40 年前に本学地質科学科の

学生らによって、ミエゾウ（当初はシンシュウゾウと命

名）の上顎の化石が発見されており、この大きさはゾウ

の骨かもしれない、と最初は考えられた。大学に戻った

私たちは、全学教育機構の大塚 勉先生にも協力を求め、

信州大学と理学部の支援をうけ、掘削の計画を練った。



あいにく、今年度の 7 月下旬〜8 月中旬は例年になく豪

雨が多く、予定していた掘削の日程は 2度も延期された。

河川の増水で化石が流されてしまわないか心配したが、

その間に、信州大学理学部が取り組んでいた「環境診断

マイスター養成講座」の第一期卒業生である竹重 聡さ

ん（シブヤキ建設）が発掘の指揮をとり、中条村から多

大な支援をいただけることが決まり、あとは天候の回復

と河川の増水が収まるのを待つのみとなった。 
 

2．いよいよ発掘 

 そして、8 月 20 日（木）、快晴の空の下、ついに発掘

調査が行われた。2 本並んでいる化石は重機を使って、

関谷くんが発見した化石は、関谷くんと工学系研究科の

院生 2名が掘削することにしていた。非常に残念なこと

に、関谷くんが発見した化石の残りの部分は、増水で流

されており、すでに化石がなくなっていた。中条村の支

援は想像以上に大きく、発掘調査をスムーズに行うこと

ができた。2 本の化石は地層の中でどこまで伸びている

かわからず、安易に掘って化石を破壊する恐れがあるた

め、余裕をもって周囲から重機で掘削した。化石の周囲

に幅 1m 深さ 1m ほどの溝が掘られた後、化石がないこと

を確かめながら内側の地層を徐々に掘り進めていくた

め、重機で地層を削った瞬間、化石が地表に見えている

ところまで一気に割れ目が入った。見守っていた人たち

の中から、「あ〜っ！！」という驚きの声があがった。

化石が壊れたかのように見えたのだが、実は、化石が入

っている層に沿って地層がはがれて、少しずれたのだっ

た。21 日（金）の朝から作業は再開され、今度は“た

がね”や“つるはし”で少しずつ化石を掘り出していく

作業が始まった。そして、午後 10 時半頃、地層に隠れ

ていた化石の全体が明らかになった。全長約 60cm、ゆ

るく曲がった 2 本の骨が、約 500 万年ぶりに地層から現

れた。 
 

3．何を発見したのか？ 

 信州大学地質科学科の卒業生でもあり、発掘に駆けつ

けてくださった野尻湖ナウマン象博物館の近藤洋一学

芸員や長野市戸隠地質化石博物館の田辺智隆学芸員に

よると、発見された化石はおそらく、ジュゴンやマナテ

ィーの仲間であるダイカイギュウの肋骨ではないか、と

のことだった。ダイカイギュウは寒冷な海でコンブなど

の海藻を食べていたと考えられるほ乳類である。その骨

は鯨などの骨に比べ緻密な部分が多く重いのが特徴で、

確かに発掘した化石はずっしりと重かった。発見した化

石は肋骨の一部だと思われるが、その大きさから全身を

復元してみると、体長は 8 m ほどはあったのではないか

と予想できる。想像するのも難しい大きさの生物である。

しかし、実は西暦 1800 年前後まで、同じ仲間のステラ

ーダイカイギュウと呼ばれる大型のカイギュウが地球

上に生きていた。しかし、人間の乱獲により、絶滅して

しまっている。 

 今回化石が発見された地層は約 500 万年前の日本海

に堆積した地層で、周囲の地層からはこれまでに鯨やセ

イウチなどの化石も発見されている。今から約 40 年前

に、長野市戸隠でダイカイギュウの肋骨の化石が発見さ

れており、今回の化石は県内では 2 例目のダイカイギュ

ウ化石の発見になる可能性があるほか、戸隠で発見され

た約300万年前の化石より200万年も古い地層からの発

見となり、非常に学術的価値が高いと予想される。また、

中条村やその周辺地域では、これまでに海生動物の化石

がたくさん発見されており、当時これらの地域が、海藻

が繁茂し大型海生ほ乳類が多くすむ豊かな海であった

ということがわかる。  
 

4．終わりに 

 発掘した化石はまだ一部砂や泥に覆われたままで、そ

の全体が明らかになっていません。また、肋骨のどの部

分なのかなど、不明な点も多く残っています。今後は、

化石についている砂や泥をきれいに取り除き、その学術

的価値や意義を正確に明らかにするため、地質科学科で

研究を継続していく予定です。成果が明らかになった後

に、改めて同窓会の皆様に報告する機会をいただければ

と思います。 

 繰り返しになりますが、発掘には中条村役場、中条村

教育委員会、大久保建設（株）および村民の方々の多く

の支援と協力をいただきました。また、信州大学および

信大理学部の支援を頂き、発掘には、信州大学の小宮山

淳学長、常本幹事、理学部の武田三男学部長、三原常和

副学部長ほか、多くの大学関係者ならびに県内博物館関

係者に参加していただきました。長野県建設事務所にも

お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げ

ます。そして何より、無謀なお願いを快諾くださった竹

重 聡氏、ともに発掘に携わった小坂先生、大塚先生に

深く感謝いたします。 

―――――――――――――――――――――――― 
 

退 職 に 際 し て 
          信州大学特任教授  美谷島 實 

 私は、この 3 月末日で全学教育機構の教員（但し、工

学系研究科及び総合工学系研究科を兼担）として信州大

学に 32 年間勤務して定年退職しました。専攻は、物理

学（理論物理学：素粒子論）です。 

私の 20 歳代の略歴は以下の通リです:昭和 42 年



(1967)に信州大学文理学部を卒業して、昭和 47 年

（1972）に東京教育大学理学研究科修了と同時に学位を

取得しました。4 月から 45 日間の日本学術振興会の特

別奨励研究員を経て、神戸学院大学薬学部の助手に採用

されて関西へ移動しました。勤務地は神戸市と明石市の

境界線上でしたが、住む処は大阪府池田市石橋にしまし

た。薬学部で物理学の研究は、無理があるという管理職

の方々の理解もあって大阪大学基礎工学部の共通講座

の研究生（高木･川口研）になりました。関西に 5 年間

住みまして、その間に武田薬品の研究所あるいは他の大

阪･岐阜の薬品会社の研究所を訪問しました。他方、阪

大では伏見康治先生の退官記念講演、メスバーワーの講

演、吉川幸次郎氏の漢詩の講演等を聞きました。（後年

吃驚したことは、基礎工学部の望月和子先生（「量子力

学の担当」）が、阪大退職後信大理学部の教授に赴任さ

れたことです。毎年基礎工の廊下の黒板に、量子力学の

試験成績が張り出されていたことが強く印象にあり、松

本で先生と話題にしました。） 

昭和 52 年（1977）に信州大学教養部の専任講師に採

用され、松本市へ移りました。この時、阪大で経験した

ような「昼飯を食べながら物理の議論をして研究を進め

ることは不可能なので、SLAC や CERN の研究者のやらな

い或いは流行でない研究課題を選ぶ。そのために何が必

要か」を真剣に考えました。量子光学の進展を参考にし

ながら「素粒子（中間子及び陽子）の干渉学」を選びま

した。信大で作成した論文も研究者仲間に評価されたの

で、海外研究を考えました。幾つかの財団へ応募して、

昭和5７年にロート製薬が関係する山田科学振興財団の

援助が得られました。選んだ場所は西ドイツ（当時は東

西ドイツが存在）のフランクフルトの北約 100ｋｍにあ

る大学街のマールブル大学です。訪問先は、マールブル

城のすぐ下にある物理学の研究所でした。此処に同じよ

うな研究課題を調べているグループ(Weiner(ワイナー)

教授)が居たことが主な理由です。グリム兄弟が学んだ

大学、或いは 1912 年に大陸移動説を提唱したウエゲナ

ーが私講師（ドイツの独特な大学教員制度）をしていた

大学というのは、全くの偶然です。此処で、素粒子の衝

突現象を記述するには、確率的な手法が有効であること

を見つけて論文にしました。また陽子干渉学の計算の為

に、パンチカードを持って、街中の大学本部に有った計

算センターへ通いました。帰国後、マールブルク大学の

｢科学研究者｣という職名で 2 度招聘されました。1990

年には、Weiner 教授を、日本学術振興会の枠で信大へ

お呼びして、日本各地へ案内しました。 

教養部時代に、経験したエピソードと言えば、モスク

ワのレベデフ研究所の Dremin 教授が、東京から電話一

本で松本へ来たことです。彼の訪問は、その後「旧ソ連

邦の崩壊後のロシアの科学者を経済的に援助しようと

する支援事業」（伏見委員長）からの支援研究へと発展

しました。（物理学会誌（2009 年 4 月号）伏見康治特集

号の小沼通二氏の記事参照。信大のことも引用されてい

ます。） 

その後、日本の大学を取り巻く雰囲気は段々怪しくな

って来まして、1991 年に大学教育の改善に向けた「設

置基準の大綱化」（学士教育課程の編成の自由化）が決

まり、最終的には 1995 年教養部は廃止されました。私

は、理学部物理学教室に配属されて 11 年間（1995～2006

年 3 月）過ごしました。この間に経験した研究者交流と

言えば、Wolschin 博士(ハイデルベルグ大学)の来日で

す。2002 年フランスの Nante（ナント）の QM02（重イ

オン国際会議）から帰国して暫くしたら、大学本部へ電

話だかメールが来た様でした。段々分ったことは、私が

Nante で発表した論文を Wolschin 本人でなく彼の知人

か誰かが見て、Georg(Wolschin 博士のこと)へ「確率過

程論のアイデアで RHIC のデータを解析した人間がい

る」と連絡した様でした。それからが大変で、DAAD の

締め切りは過ぎていたのですが、訪日の推薦状が欲しい

と言うので認めたら、平成 17 年（2005）2 月来日が実

現しました。彼には、「確率過程論への贔屓の引き倒し」

の面もありましたが、最近はドイツの科研費を獲得して、

ポスドクを雇い、世界中の関連する会議に出席していま

す。丁度、彼の滞在中、Higgs 粒子検出の S/N（信号/

雑音）比の研究を一緒にした同僚の寺澤修さん（年が近

いので何時も「さん」と呼んでいました）が在職中に亡

くなられたことは、大層残念でした。 

この2005年には、世界物理年2005（1905年のEinstein

の有名な 3論文発表を記念）に合わせて、教室の公開講

座（市民の方々から受講料を頂く）開催と長野県下の高

校との連携講座開催の事業（放送大学支援）がありまし

た。文理学部･理学部物理学科の同窓の方々からの多大

なご協力を得ました。他方現場の高校の先生方といろい

ろな交渉が必要になり、良い勉強になりました。 

10 数年間理学部物理科学の「電磁気学」の講義を持

っていて、気になったことがあります。：講義は、全員

を満足させることはできませんので、平均的な学力の学

生諸君に合わせ、試験等で理解力･計算力を判断します。

処が、数年前から講義への欠席の割合が多くなり、出席

してもノートを取らない学生諸君が増えました。板書を

そのまま写す必要は無いですが、要点を理解してメモす

る訓練及び日々の復習は、多くの学生諸君にとって生涯

必要なことと思います。 

平成 16 年（2004）の国立大学の法人化という制度変

更を経て、信大に全学教育機構が設置されました。平成

18 年（2006）4 月に、理学部から全学教育機構へ移り、

機構の立ち上げの運営の仕事（基幹教育ｾﾝﾀｰ長、副機構

長）及び主に 1年生の物理教育に取り組みました。大学

院研究科の方は、そのままでしたので、修士課程の学生

諸君及び博士課程の諸君との輪講･研究は続きました。 

大学の使命の一つに社会貢献が加えられたので、

「2005 世界物理年の事業」実施を踏まえて、此処 3 年

間、科学技術振興機構の援助と化学科の石川厚先生及び

多くの物理･化学の学生･院生諸君の協力で SPP

（Scientific Partnership Project）事業にも取り組ん

できました。ある程度大学入試に役立つ、しかし高校の

授業では出来ない実験テーマを選ぶのは、理科の勉強

（時々中学と高校の教科書を眺める）が必要でした。因

みに、今年のセンター試験の物理は箔検電器の問題で、

昨年の私たちの SPP 事業の物理実験の一つは、箔検電器

を用いた光電効果の実験でした。正電荷の摩擦電気を移

動するのは多少難しいので、クラスで 2 度の演示実験を

しました。今になっては高校生一人一人にさせるべきだ

ったと反省しています。（原因は、小道具を整える労と

時間を惜しんだ結果です。）最後に、これらの中高大連

携事業に遂行には、理学部同窓会からのご支援がありま

したことを報告かたがた感謝申し上げます。 

（平成 21 年 8月記す）    



 

第 5回小柴昌俊科学教育賞を受賞しました 
               神 田 健 三 (3S 物理) 

    理学部同窓会のみなさん ここここんにちは。私は現在、

石川県加賀市にある「中谷宇吉郎 雪の科学館」の館

長をしております。 
当館は「雪は天から送られた手紙である」の言葉で知

られる雪の科学者 中谷宇吉郎を記念した博物館で、宇

吉郎の生地 片山津温泉の近くにあります。白山と柴山

潟を背景に、磯崎新氏が設計した特徴ある館です。館内

では雪や氷の

いろいろな実

験を行ってお

り、美しさや

ふしぎを感じ

る入館者のど

よめきがしば

しば起ってい

ます。 
当館が開館

したのは 15年
前の 1994 年

11 月ですが、

館ができる前

に私はここで働くことをすすめられ、名古屋での高校教

師生活を辞め、94 年 4 月に加賀市に赴任し、館の開設

準備の段階から関わってきました。 
それから 15年たち、私は今年 3月に定年退職し、引

き続き嘱託により館長を続けているのですが、この区切

りの時期に、小柴昌俊科学教育賞の受賞という嬉しい出

来事がありました。近況などをご報告させていただきま

す。 
小 柴 昌 俊 科 学 教 育 賞 

平成基礎科学財団が主催する小柴昌俊科学教育賞に、

私は「氷作りから始めるふしぎで楽しい氷実験プログラ

ム」で応募しましたが、一次審査を通過し、審査委員に

よる現地調査も経て、3 月 22 日、東京大学小柴ホール

で最終審査と表彰式があり、奨励賞を受賞しました。最

終審査のプレゼンテーションで、私はチンダル像の実験

を行い、氷の実験の科学教育における意義について発表

しました。表彰式では、ノーベル賞受賞者で財団理事長

の小柴昌俊氏から、お祝いと励ましの言葉をいただきま

した。 

審査講評では、以下のように、これまでの館での活動

全般について評価が示され、財団のホームページに、審

査会・表彰式の写真などと共に公開されています。 
 

＜審査講評＞「故中谷宇吉郎博士の遺志を真摯に継承し、

業績を保存・紹介するとともに、身近にある氷と雪を

主題として児童・生徒から社会人にまで、意外性に満

ちた美しい物理現象（チンダル像など）を実験・観察

と映像により体験させている。現場は科学館内だけで

なく、小・中学校の教室から家庭にも及び、身近な材

料で氷の面白い実験を手軽に楽しめるように指導し

ている。館内の定期的な「子ども雪博士教室」ととも

に、全国の関連機関とも協力して実験教室を開いてい

る。雪と氷の芸術と文化の面でも、市民や児童の関心

を持たせる工夫がなされている。これらのユニークで

創意に満ちた活動成果は、全国各地の科学館などでの

活動にも刺激を与え、児童・生徒から成人までの理科

教育の発展に大きくつながる可能性を示している。以

上の点から小柴昌俊科学教育賞奨励賞に相応しい活

動であると判断した。」 
 

信州大学での学生時代から雪の科学館まで 

 私は統計研で磁性実験をして卒業しましたが、学生時

代を通じて力を入れてきたのは自然科学研究会（自然

研）の仲間と一緒に穂高岳の涸沢に登って雪渓を調べる

ことでした。

又、宇吉郎の

随筆にも親

しんできま

した。現在の

仕事は、その

後の紆余曲

折を経て、そ

の延長線上

にあると思

っています。 

宇吉郎や雪に関心を持ったのは高 3 の時で、喜多方高

校の恩師石井征夫先生のアドバイスがきっかけでした。

信大で自然研に入り、岡田菊夫氏(2s 物理)の松本平の

逆転層の研究を手伝い、森淳氏(1S 数学)の科学方法論

に耳を傾けました。そして 1 年（1968）の夏、朝日新聞

の文化欄に載った「雪渓の記録をとろう」を読んで、自

然研で涸沢の雪渓調査を始めることを決め、9 月末には

第 1回の調査に出かけたのです。 

文化欄にその記事を寄せたのは、宇吉郎門下の樋口敬

二教授で、

北大から

名大に転

任し、剣

沢の「は

ま ぐ り

雪」の調

査を始め

られた頃

でした。

その記事

を読み、

樋口先生

に、穂高

の雪渓調査を始めたいと手紙を書いたところ、すぐに沢

山の資料を添えた返事をいただき、以後、今日に至るま

でご指導をいただく関係が続いています。大学を卒業し、

高校教師の道を選びましたが、場所を名古屋にし、時々、

樋口先生がおられる名大の水圏科学研究所に出入りさ

せてもらいました。そして、自然研の後輩らによる涸沢

雪渓調査が 20 年続いたのを機に、1987 年、私は高校を

1 年休職し、樋口研の研究生になり、雪の勉強や、雪渓

資料の整理・分析に取り組みました。収入がなくなり、

学費を払う生活は楽ではありませんでしたが、じっくり

取り組む時間ができ、研究者との交流が広がりました。 

復職し、高校生に雪氷の面白さを伝えたいと思うよう

3S の神田さんが小柴賞を受賞されました。近況報告と共

に原稿をいただきました。今後、卒業生の便りをのせて

いきたいと考えています。 

前列は小柴氏（中央）と各受賞者（小柴氏の

左が筆者）。後列は審査委員 

中谷宇吉郎雪の科学館 

穂高岳涸沢雪渓（1989 年 10 月 9日）。観測史上最大

の規模だった 



になり、チンダル像の実験に取り組み、宇吉郎門下で雪

氷学会会長だった故東晃先生から OHP を使った実験の

ノウハウを教えていただきました。そして、愛知「サマ

ーセミナー」の講座でこの実験を紹介し、確かな手ごた

えをつかみ

ました。 

 

1993 年の

初夏、樋口先

生から電話

があり、宇吉

郎の記念館

（当時はそ

う呼ばれた）

ができるの

でそこで働

かないか、と

のお話でした。先生は館の展示専門委員長をされており、

専門に通じた学芸員を探していた加賀市の意向に基づ

いたお話でした。それは、私にとって夢のような話で、

家族も賛成してくれました。  

そして、新しい生活が始まりました。既に展示の構想

はかなり出来ていましたが、チンダル像の実験コーナー

作りが私に任され、最初の仕事になりました。それから

15 年余り、いろいろな人との出会いがあり、助けられ

ながら、忙しい、しかしやりがいのある日々を過ごすこ

とができたと思っています。 

 
提供します 「氷であそぼう」「雪とあそぼう」のテキスト 

    

 近年、館で力を入れていることの一つは、雪氷の実験

コーナーの充実です。チンダル像に続いて、ダイヤモン

ドダスト、人工雪、過冷却、氷のペンダントなどの実験

がいつでもできるようになり、希望に応じて、氷釣り、

筋状雲の発生などを追加しています。これらを体験する

ため、小中高校などから学級単位で来館するケースも結

構あります。 

また、館では氷の体験学習の普及のため、６つの実験

と実験用の氷作りについて紹介した学習テキスト「氷で

あそぼう」（A4、カラー4P）を 1 万部発行し、入館者や

教育関係などの希望者に配布しています。これより前、

2003 年には「雪とあそぼう」（A4、カラー12P）を、こ

れも 1万部発行し、まだ残部があります。いずれも無料

で提供しています。関心のある方は、お申し出下さい。 

このほか、「中谷宇吉郎雪の科学館通信」（最新号は

16 号、20p）に館の活動を紹介しており、学習テキスト

とともに館のホームページに PDF で掲載しています。

時々ご覧いただければ幸いです。また実際に館をおたず

ねいただければと思っています。 

 

 

中谷宇吉郎雪の科学館  

 

 

 

 

一本指で本当に作曲したの 

 映画『ララ歌は流れる』をご覧になった方は、登場す

る中山晋平が一本指でピアノのキーをたたきながら作

曲している姿を見て多分首を傾げたのではないかと私

は想像しています。 

  「えっ、何故？」。 

 東京音楽学校（現東京芸術大学音楽学部）ピアノ科を

卒業した人が「一本指」で作曲するなどということは常

識では考えられないことです。晋平が作曲するイメージ 

は常識的には両手を使ってビアノに向かっている姿に

なるのではないでしょうか。 

 「一本指」による作曲については、晋平の子息・卯朗

の連れ合い、中山富子さんに聞いて知ったことでした。 

「早朝あるいは深夜に閃いて」或いは「散歩から帰宅す

るとそそくさとピアノに向かって」という答えを期待し

て「晋平先生が、作曲をなさる様子を知りたいのです 

がとても変なんです、晋平先生は一本指でピアノをたた 

き、何度もそれを並べかえているんです。」というもの

でした。富子さんにとっても「一本指」はカルチャーシ

ョックだったようです。答えながら可笑しさに堪えきれ

ない様子でした。これは晋平の身近にいた人の証言で

す。たまたま訪れた際に、一本指で鍵を叩いていたのを

見つけたのとは訳が違います。真実でしょう。 

 そのことを知ったとき、はじめに思ったのは「助かっ

た」と言うことでした。何故かというと、晋平役に選ん

だ人は少年役から老人役までピアノの演奏が出来なか

ったからです。手先はピアノが弾ける別の人のものを撮

影して差し替える方法をこの映画では採用するつもり

でした。一本指による作曲が事実ならば、最小限の差し

替えで済みますから・・・不謹慎にも「助かった」と思

ったのです。 

 しかし、この「一本指」による作曲の裏には実に重い

問題が潜んでいました。富子さんの返事の意味するもの

に分け入ってみようと思ったものですから、晋平の日誌

や手紙などを繰り返し読み直しました。直接「一本指」

に言及するものは見つかりませんでしたが、音楽の原点

に立ち返ることの大切さについてはしばしば言葉にし

ていました。恩師島村抱月の「民衆を忘れては芸術は成

り立たないよ」という教えと敬愛する母親からの「私に

もうたえる歌をたくさん創っておくれ」という願いに対

する晋平の創作上の答えに当たる部分で。「大衆」問題

は晋平の前には大きな壁となって立ちはだかり、その難

問の解決に苦闘していました。辿りついたのが音楽の原

点とも言える素朴な音列づくりで、曲づくりの原点に分

け入る過程で掴んだのが一本指だったのでしょう。 

 高等教育の場で音楽を学んだことのない「民衆」（当

時の言葉で「庶民」「大衆」と言い直しても良いかも知

れません）がうたえる歌とはどういうものか・・・絶え

間ない自問自答を晋平は繰り返しました。民衆の一人で

ある目の前にいる松井須磨子は作品を口移しで教えて

も、半音の♯記号を表現することすらできません。晋平

が立ち会わなかった『カチューシャの唄』のレコード吹

き込みでは、♪せめて淡雪♪の「て」に付けておいた♯

は無視されていました。実兄への葉書のなかでそのこと

に対する悩みを訴えてはみたものの、愚痴にとどまり、

チンダル像。氷に強い光があたり、氷の内部が

溶けると、雪の結晶のような形ができる 
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本質的な解決には至りません。東京音楽学校で学んだ価

値観を物差しにしない作曲の方法を探る努力が続けら

れました。西洋音楽がわからない大衆を「能力に欠けた

人」と看做して良いのだろうか・・・、西洋音楽を学ん

だ側の先入観故に、大衆を一段と劣る者と看做してしま

う自分の頭から一歩抜け出す道の一つとして音を並べ

替える方法に行き着いたようです。しかし、和音の進行

で表情をつくる考えを捨てたわけではありません。 

 その結果はどうだったか・・・。世界的なフリージャ

ズピアニストの山下洋輔氏は映画『ララ歌は流れる』の

インタビューのなかで語っています。「中山晋平さんの

曲は基になっている音列がすごく素晴らしいんです」

と。山下氏は晋平の作品『砂山』『兎のダンス』『シャ

ボン玉』『あの町この町』『雨降りお月』などを例示し

ながら「音列」には「いくら掘り起こしても尽きないよ

うな何かが埋め込まれている」と語っています。 

 山下氏が例示の一つにあげた『砂山』は北原白秋の詩

に曲をつけたものですが、結果的に名高い作曲家五氏に

よる競作になりました。晋平の曲はそのなかでもダント

ツの出来栄えです。四分の四拍子の曲には「野趣を込め

て」の指示があり、「低音部は太鼓のつもりで」と民謡

『樽きぬた』の太鼓イメージを内包したもので代表作の

ひとつになりました。 

 （一つひとつの音を並べる方法は最近欧米でも高名な

音楽家が次々に試みています。とりわけ音楽教育の場面

では盛んで、べルリオーズやマーラーの曲を素材にした

DVD も幾つか出ています。）原点に戻ることには、もと

もと歌には「わらべ歌」や「仕事歌」にみられるように

所作が伴うということも当然含まれています。 

うたう者の思いを引き受ける 

 晋平音楽は「わかりやすく、楽しい」と言われていま

す。そのための努力は並大抵のものではなかったようで

す。例えば童謡の実質的な処女作『てるてる坊主』をみ

てみましょう。私は最初に創った『てるてる坊主のうた』

を追いかけて、東京・上野にある国際児童図書館に出か

けました。『少女の友』大正 10 年 6月号を借り出して、

載っている楽譜を見たときのショックを忘れることは

出きません。楽譜の前半はロ短調四分の二拍子ですが、

後半になるとイ短調四分の四拍子に転調していました。

八分音符と四分音符が中心で、16 小節の作品でした。

早速うたってみましたが、なかなか難しい。ところが、

この時から一年余を経過して改作発表した『てるてる坊

主』の方は映画でも紹介しましたが、四分の二拍子に統

一したうえに、後半が低くてうたい難いために一音高く

し、更に嬰ハ短調からロ短調に転調、八分音符は十六分

音符に、四分音符は八分音符に変え、全体を 12 に縮め

たのです。このためウキウキしたリズムを刻むことにな

り、短調なのに明るさを感じさせる歌になりました。詩

は一連を全部カット、原作の♪お酒を♪の「を」を「も」

にしました。 

 歌いやすく、且つ魅力的なものにするために原詩に手

を加えることは一度や二度ではありませんでした。『証

城寺の狸囃』(大正 13 年 12 月)の原詩が♪月夜だ 月夜

だ友達来い 己等の友達ァ どんどこどん♪だったこ

とを知っている人は少ないでしょう。大正 14 年 1月の

『金の星』では現在のような『証城寺の狸囃子』になり、

♪証 証 証城寺～ ツ ツ 月夜だ 皆出てこいこ

いこい♪に変え、♪ぽんぽこぽんのぽん♪でしめたので

す。出張から帰って、このことを知った雨情は多分仰け

反ったのではないでしょうか。 

 長野県の竜岡小学校に招かれて指導した『シャボン

玉』は別の意味で「うたう者の思いを引き受ける」作品

としてつくりあげました。この歌の詩は雨情が 1922 年

11 月に大日本仏教コドモ会発行の『金の塔』に発表し

たものです。子どもを亡くした親の鎮魂歌という説もあ

り、「消えた」が四回も書かれる暗い内容ですが、晋平

はその楽譜に「ゆかいに」うたうように、という注文を

つけています。青臭いペシミズムに落込むことを避けよ

うとしたものと思われます。原譜は変ホ長調で書かれて

おり民謡のテクニックを取り入れたユニークな旋律を

使っています。スピードをあげてうたうと楽しく、スロ

ーにうたうと物悲しいうたになります。それに♪風 風 

吹くな♪ のところには伴奏譜がありません。映画では

「みなさんの好きなように歌って・・・」という台詞を

入れておきました。クラシックのヴァイオリン曲には演

奏者に一定の部分を任せるものがありますが、大正時代

の童謡のなかでこうした大胆な試みを晋平はしていた

のです。晋平は童謡は「歌ふ人の心任せで差支えない」

（童謡小曲第一集解説）という考えを持つようになって

いました。 

 今年の 8月 8 日飯田市で開かれた「人形劇フェスティ

バル」に私は自作の劇を今年も持参して参加しました。

上演先に決まっていた竜岡地区で、偶然にも大正１２年

の春に晋平がここで『シャボン玉』を指導した時の写真

や招く側の中心になった、自由画教育の実践で著名な木

下紫水などの手紙を保存している K さんに出会い、お話

をする機会に恵まれました。「唱歌」以外を認めない古

い体質の学校のなかで、晋平等を招いて「童謡」を指導

する場を設けた竜岡小の職員集団の心意気にいたく感

動しましたが、同時に、子どもに対して純粋に向き合う

晋平の姿に触れて感銘を受けました。 

晋平音楽は何故愛され、広がりを持ったのか 

 2007 年の春に「親子で歌いつごう日本の歌 100 選」

という催しがありました。（PTA 連合会などの会員が投

票で行ったもの）その中に晋平が創った曲が六つ入って

います。この数は勿論第一位です。戦後晋平が亡くなっ

てからのことですが、『てるてる坊主』はボローニァで

開かれた子どものための作曲国際コンクールで優秀賞

に選ばれています。彼の作品が愛され、歌い続けられて

いる秘密はどこにあるのでしょうか。私は晋平が圧力や

壁（後にこのことについては少し触れます）をはねのけ

て確保した「自由」を最大限活用し、創作上の「限定の

なさ」の確保に彼らしいやり方で迫り、創作したからだ

と考えています。つくりあげた場は新しい思考を生む土

壌になりました。 

 作曲家としてのデビューは抱月・須磨子の「劇中歌」

でした。その作品の底に流れている考えは自立しようと

する女性への応援歌です。かのエレン・ケイが「20 世

紀は女性と子どもの世紀」になると予言しましたが、正

に晋平はその応援役を担ったのです。 

 「カチューシャの唄」は最初こそ「文字ある階層」（イ

ンテリ）の支持だけでしたが、やがて広く大衆に愛され

るようになり、一世を風靡するようになりました。壺井

栄の自伝小説『風』の主人公茂緒（栄がモデル）は役場

に勤めていますが、彼女は自己主張する度に『カチュー

シャの唄』を口ずさんでいた様子を小説に書き込んでい

ます。そうした性質の歌として受け止められていたので

す。雑誌『新日本』（大正 9 年 11 月号）の巻頭論文「大



正世相史観」（松崎天明）は『カチューシャの唄』が「時

代のキーワード」になっていることを報じています。 

 しかし、全てが順調であったわけではありません。

「劇中歌」はいずれも「うたうことを禁止」（九州日日

新聞昭和 3 年 6 月 27 日付け他）されました。劇中歌が

織り込まれた劇が丸ごと上演禁止になったことすらあ

りました。 

 抱月と須磨子が亡くなり、劇中歌が創れなくなってか

ら始めた「童謡」は学校からシャットアウトされていま

した。「国家・国土の称揚、皇室崇拝をはじめとして国

民意識の発揚に資するのが唱歌」であり、童謡は危険と

されていたのです。学校で童謡の指導を引き受けてくれ

たのは自由教育をしていた（先に触れた長野県竜岡小学

校など）限られた所だけでした。♪枯れススキ♪の『船

頭小唄』は創ってはみたもののレコード化には三年間待

たされ、庶民の中に広まるようになると今度は「こんな

歌が流行するから大震災が起こるのだ」というめちゃく

ちゃな理由によるパッシングが晋平に襲い掛かりまし

た。歌謡曲『東京行進曲』は♪粋な浅草忍びあい♪とい

った歌詞が逓信局の逆鱗に触れて、放送禁止歌謡曲に指

定（東京日日 1929 年 6 月 15 日付け）されました。晋平

は禁止に次ぐ禁止にもめげず、流行歌がだめなら小唄

で、とジャンルを変えて創作活動を続けます。そうした

なかで強い支持もまた広まりました。『東京行進曲』の

内容を襦袢に染め込んで楽しんでいた様子は映画に入

れておきました。しかし、時代はそうしたことすら許し

ませんでした。当時の文部省は個別の歌の禁止だけでな

く「鎖歌政策」（東京日日新聞 8月 28 日付け）を採用、

「歌の検察官」を創設「音楽浄化」に乗り出しました。

大阪や秋田ではこの制度が先行実施されました。 

創作を支えた人々のユニークさ 

 いくら考えが前向きであっても一人ではどうするこ

ともできません。晋平には、その生き方を共に考え、歩

んだユニークな人がたくさんいます。例えば荒畑寒村

氏、学生時代から親交があり、劇中歌をはじめとした楽

譜の表紙を引き受けてくれた竹下夢二氏といったヒュ

ーマニズムの立場に立った人々です。その全てをここで

挙げるわけにはいきませんので、今回は日常的に創作活

動を共にした別分野の人を取り上げてみます。 

 「作曲家中山晋平の生誕百二十周年記念の映画を作っ

ている人達（つまり私達です）がいてインタビューをさ

れる」という書き出しの『山下洋輔の文字化け日記』（小

学館文庫 2009 年刊 248～249）の最後の方に「中山晋

平の活動期、そのピアノ伴奏で踊った革新的な日本舞踊

家藤蔭静枝という人がいる。この二代目の人が京都にい

てこれまた 2000 年にニューヨークトリオと共演をした

ということがあった。その話もする。初代の藤蔭静枝師

匠はパリから晋平さんに電報を打って送金を頼んでい

る（後略）」という記述されている藤蔭静枝さんのこと

です。 

 晋平には仕事の上での「晋平ファミリー」と周りから

言われた人が三人いました。歌手の佐藤千夜子と平井英

子、それに舞踊家の藤蔭静枝さんです。この三人は創作

活動全般について忌憚なく話し合う仲間でした。時には

お互いに自己主張を曲げないために舞台の上で取っ組

み合いをすることもままあったといいますから正に「自

立した女性たち」と晋平でした。 

 藤蔭静枝さんはその生涯に 15 回も名前を変えるほど

の波乱万丈の生き方をした人です。若いときには「文学

芸者」の別称もついた文学愛好家で、佐々木信綱門下の

歌人として著作もあります。彼女をモデルにした作品は

片手に余るほどあります。例えば永井荷風の『花火』、

吉井勇の『月』、小山内薫の『足拍子』等々。彼女は永

井荷風と結婚したものの彼女の方から三行半を突きつ

けたこともありました。芸者をやめて日本舞踊の革新の

旗手（戦後はこのことが評価され紫綬褒章、文化功労賞

などを受章）として立ちます。彼女は、言葉に合わせて

踊る「当て振り」を否定したことでよく知られています。

その心は晋平の曲づくりに通じるものがあり創作上の

又とない同志になり、お互いを支えあいました。「パリ

から送金を頼む間柄」だったのです。 

 彼女はプロレタリア作家勝本清一郎とも親密で、その

勝本が表した『芸術運動における前衛性と大衆性』とい

う著書は晋平にも渡っています。 

 こうした人脈での仕事をしていたからでしょうか、晋

平は「自由大学」の講師を引き受けています。「自由大

学」とは 1920 年代のはじめから 30 年代のはじめにかけ

て長野県、新潟県を中心に全国で展開された「地域民衆

の自己教育運動」です。哲学の土田杏村、同志社大学の

恒藤恭教授、文学のタカクラテル、治安維持法に反対し

てテロにあった山本宣治代議士などが講師を務めまし

た。晋平が講師をしたのは新潟県で、1923 年 8 月 6 日

にあった魚沼自由大学、と 1925 年 8 月 1 日の六日町で

開かれた八海自由大学の二回です。講師の顔ぶれを見て

も分かるようにいずれもリベラルな考えの持ち主ばか

りです。そうした人々と一緒の講師を引き受けるという

ことは勇気のいることです。講師は例外なく「アカ」と

いわれていましたから。 

戦火が迫るなかで 

 晋平が活動した時代は日本が近代化を精力的に進め

た時代です。近代化の進行とともに社会の矛盾は深ま

り、米騒動にみられるように「庶民」が歴史の表舞台に

登場してきます。レコードに続いてラジオ電波が発射さ

れ、マスメディアが身近なものになったことも特徴的な

ことです。晋平はその後半生は職業音楽家として生きま

す。 

 1931 年 9 月に起きた「満州事変」、1937 年 7 月の盧

溝橋に端を発した日中戦争、そして 1941 年 12 月の真珠

湾攻撃にはじまるアジア・太平洋戦争。人々は否が応で

も「戦火」と向き合わなければならない時代になってい

きました。陸軍、海軍、情報局、大政翼賛会が主導した

「総動員体制」が築かれ、そこに音楽家も日本音楽文化

協会を通して組み込まれて行きます。「音楽は軍需品」

と言った（1941 年 7 月）のは海軍省軍務局第四課長の

平出英夫氏ですが、権力は音楽をそのように見ていたの

です。内務省は検閲を強めるだけでなく「流行歌」を国

民の教化・動員の手段にし（1937 年）ました。政府機

関や新聞社は公募などの手段で運動の先導役を担いま

した。これらの企画で生まれたものは、『露営の歌』（東

京日日と大阪毎日 古関裕而）『海ゆかば』（国民精神

総動員運動強調週間テーマ曲 信時潔）『愛国行進曲』

（内閣情報局公募）などいっぱいあります。晋平もこう

した曲を委嘱されることがありました。朝日新聞による

1942 年 6 月の「勤労報国隊歌」懸賞募集がそれです。

入選歌の『楽しい奉仕』（入選は吉川鷲さん）の曲は伊

藤翁介さんがつくりました。佳作の『われら勤労報国隊』

（藤瀬雅夫さん作詞）の作曲は晋平が委嘱されました。

晋平は締め切りギリギリまで苦闘しましたが、出来栄え



は今ひとつでした。急かされると「曲づくりは生来遅い

ので」と言い訳をしますが、そうしたものが通じる相手

ではありません。拒否すれば牢獄が待っていました。 

 このような仕事は晋平の世界とは異質なものでした。 

 晋平の姿勢がどのようなものであったかがわかるひ

とつのエピソードを明らかにします。それは 1942 年（昭

和 17 年）8 月 22 日付けと 24 日付け、それに 12 月 24

日付けの東京朝日新聞の記事です。当時、商工省と農林

省は「南方建設」つまり侵略して獲得した東南アジア諸

国での日本語普及と日本精神涵養のために音楽を輸出

することにしたのです。8 月 23 日付けの記事は晋平等

が選んだ 45 曲を紹介しています。『からたちの花』『浜

辺の歌』『荒城の月』『別れのブルース』『宵待草』『酒

は涙か溜息か』『かっぽれ』『島の娘』『愛馬行進曲』

『江刺追分』『唐人お吉』『砂漠の旅』『海ゆかば』・・・。 

しかし、この選曲は上層部が気に入らなかった模様で、

8 月 26 日付けの記事では「全部ご破算」改めて選定作

業をすることがニュースになっていました。 

 そして 12 月 24 日付けの新聞に掲載された歌は『君が

代変奏曲』『さくら変奏曲』『千鳥』『松竹梅』『六段』

『越後獅子』『靴がなる』『さくらさくら』『兵隊さん

よありがとう』『めんこい子馬』『箱根八里』『愛国行

進曲』『軍艦行進曲』『月月火水木金金』というもので

した。これ以上解説を加えることはやめましょう。富子

さんは「軍人は嫌いだ」と晋平が呟くのを何度も聞いた

そうです。事態は速度をあげて破滅に向かって進んでい

ました。晋平はそうしたなかで、ゲーテがよく使った

Die Entsagenden（諦念しつつある人）にならざるをえ

なかったようです。子息・卯朗がまとめた記録によると、

1944 年には三つ（『仁科工業社歌』相馬御風詩、『岩

見沢市市歌』奥保詩、『価値抜き太鼓』岡本太郎詩）し

か仕事をしませんでした。敗戦の年 1945 年には全く作

曲をしませんでした。 

 大衆を光源とした作品を創ることに、ひそやかな希望

を持っていた晋平でしたが、叶えられなくなった時代に

作曲を諦めたのでしょうか、ペンを鋤鍬に持ち替えて土

を耕す姿が見られるようになりました。 

意味するところに沿って歌われんことを 

 敗戦によって、再びペンを手にした晋平は『憲法音頭』

を 1947 年 5 月に完成させます。しかし、この作品は普

及半ばにして政治権力が憲法改正の方向に舵を切った

ため埋もれる運命となりました。1952 年 12 月、友に誘

われて晋平は映画『生きる』（黒澤明監督作品）を観ま

した。そこには 28 歳の時につくった『ゴンドラの歌』

が使われていました。死の 28 日前のことです。ゲーテ

が 31 歳の時に作った「すべての山々の頂に静かさが広

がる」という詩を書き付けた壁があるギッケル・ハーン

の狩猟小屋を訪ねたのもやはり死の前でした。50 年ぶ

りの自作との再会に感慨深げだったゲーテのことは良

く知られています。母の死と引き換えに得られた♪いの

ち短し♪の晋平の歌はゲーテ同様、彼の生涯を最後まで

伴走する曲になりました。 

 ところで、映画の後半に入れておきましたが、東京大

空襲の中を逃げ惑う晋平の様子が富子さんによって明

らかにされました。何故妻のタネさんでなくて富子さん

だったのか・・・。坊空法によって重要人物扱いになっ

た晋平のサポート役に富子さんが指名されていた（その

ため、怖くても疎開は出来なかった）からだ、という説

明することに今回は留めて置きたいと思います。富子さ

んの申し出によって、ある時期までは伏せる約束がある

からです。その他幾つかの事実の公開は先送りにしまし

た。しかし、今回の映画では実に沢山の事実の掘り起こ

しをすることが出来ました。須磨子の歌うポーズは手を

叩きながらであったこと（藤原洸『なつめろの人々』）

『カチューシャの唄』のレコードは二万枚ではなく 2、

000 枚だったこと（大阪毎日大正 4 年 3月 13 日）など、

いっぱいあります。いずれの日にか有能な人によって世

に出してほしいと念じています。 

 それにしても、晋平が亡くなってから 20 年余の月日

が既に経ています。晋平の作品はそれぞれの意味すると

ころに沿って歌われることを待ち望みながら死後の生

を生きているように思われてなりません。 

（2009 年 8 月 18 日） 

 

 
 

 

「 数 学 」 
岸本 量夫 (教員)：1996 年に停年退職後、郷里の札幌に戻り十

数年、第二の郷里と思う、松本の街並、信大の変化をこの目

で確かめてみたいと思っていますが、独り身での松本の旅は

いささか不安、果たせずにいます。その内、同窓会誌に近況

報告を送ります。 

鹿野 健 (教員)：かつての同僚や学生諸君に久し振りにあえる

のを楽しみにしています。 

児玉 敏夫 (S25 入学)：後期高齢者になって体力、気力共に弱

ってきました。日曜の新聞に掲載される数独パズルに挑戦し

ています。 

守矢 武久 (S29 入学)：創立60周年記念を迎えるに当たり創立

期ごく近い年代に在学していた自分を今静かに振り返るとき、

霞の彼方に遠く沈んでしまった姿のみが微かに脳裏に留って

いるのを悟り寂しく、また悲しく物思いに耽っています。 

上島 俊一 (S32 入学)：6 月 6 日 地域の行事があり、文理同窓

会に出席することができません。同窓生の健康と同窓会の御

発展を祈念申し上げます。 

福沢 幹彦 (S40 入学)：昔の教室が、文化財として保存され公

園になっていることはすばらしい。あまり勉強しなかったけ

れども、ラクビー部の創部で入部した思い出のみが楽しかっ

たですね。 

久保 雄次( 清水) (S41 入学)：ご案内ありがとうございます。

残念ながら所用のため欠席させて頂きます。当日のご盛会お

祈りいたします。 

徳武 藤吉 (S42 入学)：大学紛争の頃を思い出します。私は自

治会の役員をしていましたので東大まで支援に行きました。

中核の猪瀬直樹にぶんなぐられたことを思い出します。ゼミ

の先生は、代数学の岸本量夫先生です。 

沼田 邦子(内藤) (S46 入学)：数学科のつどいには参加させて

頂きます。よく遊び、よく遊び、少し学ぶ大学生活でした。 

林 浩一郎 (S48 入学)：8S ですので卒業して 30 以上がたちま

す。公立高校の教員をしていますが、あと数年でそっちも卒

業です。数学同窓会の事務局を担当しています。 

宮田 勝昭 (S48 入学)：大勢の同窓の方に会える日を楽しみに

しています。 

高木 美恵子(上島) (S50 入学)：大学で学んだ知識は今の生活

にはほとんど役立っていません。しかし、学ぶために行動し、

やりぬいたという経験はおおいに役立っています。 

翠 雅司 (S51 入学)：当日楽しみにしておりますが、欠席させ

ていただくかもしれません。現在岐阜県で教員をしておりま

す。 

ホームカミングデーの出欠はがきに記載していただい

た近況報告、メッセージを掲載します。 



近藤 浩造 (S52 入学)：卒業して 28 年経ちました。50 才にな

りました。高校の数学の教員として数学の授業をしています。

数学がよくわからなかったこと、深夜放送のラジオをきいて

いたこと、毎日マージャンをしていたことが思い出されます。 

水野 千尋(名倉) (S52 入学)：信大での思い出といったらやは

りサークル(劇団 鳩)で楽しい毎日を過ごしたことです。数年

後になくなってしまったのが残念ですが。ただ、演劇に夢中

になりすぎて学業がおろそかになってしまっただめな学生で

した。 

平林栄美子 (岡本) (S53 入学)：60 周年おめでとうございます。

我が家は夫婦(数学科)と長男(化学科で二代学んだ学部です

ので、思いもかくべつのものがあります。アットホームな雰

囲気での先生方との交流の一方、厳しかったテストや進級の

ことが今では懐かしい思い出です。 

上島 光平 (上嶋 幸) (S54 入学)：60 周年おめでとうございま

す。ますますの発展をお祈りいたします。 

牧村 茂 (S63 年 入学)：卒業後、なかなか出向くことができず、

今回の案内をいただいて、当時のことが懐かしく思い出しま

した。寮生活、学部の違う同級生との同居生活など、学業を

含め非常に有意義な４年間を過ごすことができました。 

近藤 聡(H 元年 入学)：演奏はがんばりたいと思います。 

三重野 順子、三重野 武彦 (土屋) (H2 入学)：あまりにも''デ

キナイ''生徒だったので、先生方はじめ関係者の皆様には人

一倍お世話になりました。相変わらず(ますます？)、数学は

できませんが、数学を習ったお陰で最近はじめたプログラミ

ングがスイスイ身つくので、びっくりすると共にお礼の気持

でいっぱいです。 

野沢 哲平 (H8 入学)：創立 60 おめでとうございます。 

 
「 物 理 」 

斎藤 方成 (文理 11)：楽しい学生時代でした。冬は洗濯、湧水

の温かさ、干そうとすれば、その端から凍る。春夏は自然に

癒やされ、秋が一番でした。 

両角 修四郎 (文理 11)：今後も大学の研究、教育の一層の充実

をはかり、その特色を存分に発揮して、大学の存在感を創生

してほしい。信州大学の益々の発展を祈ります。 
武原 一記 (22s)：同窓会報いつもありがとうございます。松本

は遠くてなかなか気軽に出席出来る状況ではありませんが、

もう少し経って余裕が出て来たら参加したいです。 

松本では北アルプスの山々や美ヶ原の山々を毎日見て新緑の

上高地などが印象深かったです。 

飯田 敬一郎 (1s)：創立60周年とは、私の年齢とほぼ同じです。

理学部物理学科を卒業してほぼ 40 年になります。物理会の第

2回の幹事をしたことが懐かしく蘇ってきます。人生はまだ半

分だと思っています。これからの半分の人生を第 2 幕として

闊歩していく心構えです。 

中川 勇 (13s)：先生よ、自由をくれてありがとう。 

西村 長生（梶田） (文理 14)：古希に手が届く年になり、毎日家

で農作業の真似事をして過ごしています。年を重ねる毎に、

かつての松本、そこでの生活が思い出されます。ほんのたま

に"イシマツ"で食べた鯨の刺身定食は、あの美味は刺身を食

べる度に思い出します。年間 150 本見た銀映などの映画館、

今どうなっていますか。 

当銘 琢哉 (98s)：長野は青春の思い出で溢れています。いつか、

又、たずねることができればと思います。創立 60 周年、おめ

でとうございます。 

伊賀 俊行 (91s)：感謝しています。信大があるから今の私があ

ります。 
竹村 一司 (文理 2)：文理・物理(2 回生)生徒 7、先生 3 at home

の雰囲気。湖の調査やハイキングなどご一緒でした。研修名

古屋で夜中、大地震に遭い大慌て、二階の屋根へ飛び出す。

57 年前のことです。昨年 7月に物理 2回生の集い。5名健在。 

文理 10 三上浩佳：今だに鬱蒼とした、ヒマラヤ杉、初春の常

念岳の美しさは目に焼きついています。もう 50 年も経ちます

が、懐かしいです。 

澤田 裕 (2s)：新設理学部棟と同じ位の思い出は、北アルプス

であり、美ヶ原です。 

黒河内 友成 (文理 12)：長野日報社刊「春寂寥」(元日報記者 荻
上悦子著)を読み、旧制松高の偉大なる諸先輩に敬意を表する

と共にその流れを汲む先生方に教えを乞うた事にも最大の誇

りと喜びを感じました。 

小林 秀 (文理 2)：私は元来不器用で、簡単な実験ですらこなせ

ないのに物理を選んだのは、中学生の頃から読んでいたアイ

ンシュタインの伝記や石原純(理論物理学者)の著書等の影響

でした。相対論は理論物理だから実験が不得手でも何とかな

ると思っていたのは大きな誤算であることが後でわかりまし

た。単位だけは先生方のお情けで貰えて辛うじて卒業できま

したが、其の後は数学の教師となり物理からはすっかり離れ

て真にお恥かしい次第です。いま 70 才を過ぎ、教師をリタイ

アーしてからは数学の勉強を趣味として続けております。 
三枝 成男 (文理 10)：ヒマラヤ杉の鬱蒼と枝を垂らした県の森

で校舎も備品も下駄履きの教官も旧制高校をそのまま引き継

いだ様な 5 年間の学生生活でした。ドッペッタと謂う感覚は

無くのんびり生活させて頂いた輩の一人でした。在り来たり

の学科の勉強以外は研究らしき物は無く精々与えられた文献

を暗室で接写・焼付けした事は記憶しているが内容は記憶に

ない。4人の先生に 1対 1で指導して頂き、狭い研究室に 4人

が机を並べて勝手な勉強？をしていた。それより広い児童文

化研究部室に詰める事が多く更に家庭教師や諸々のアルバイ

トにより多くの時間を費やして社会勉強に精を出していた。 
飯沼 和男 (3s)：今年定年退職しました。「我らが青春ここに

ありき」の碑が建てられ、北杜夫著「ドクトルマンボウ青春

記」の発刊が大学 1年生のときでした。思えばこの頃、小林・

益川理論がねられ昨年のノーベル賞につながったと思うと物

理へのあこがれに心がうずきます。他界した同級生もいます

が松本で同じ時間と空間を過ごした方々に感謝します。 
太平 博久 (6s)：30 年以上もビジネスの世界、とりわけ特許戦

争の渦中にいると、松本平からの、常念山脈の変わらぬ姿に

心を癒されます。それにしても入学直後の春の陽ざしの中で、

教養部の 4 階から見た常念山脈のまばゆいばかりの姿への感

動は忘れられません。 

勝木 渥 (教員)：気持ちの上では年令を重ねたとの実感があり

ません。これからの私のなすべき事として自らに課している

課題は、日本物理学会における草の根民主主義の再生①「杉

並病」の全国的蔓延の阻止②20 世紀を通じて無視・軽視され

てきた巨視的熱力学の復権・哲学的再評価③エントロピー的

生命環境論の深化と普及④日本物性物理学史の(特に物性研

究所設立に至るまでの)実証的研究 そして下の⑤⑥⑦の何

らかの形での刊行 ⑤有山兼孝 日録手帳(1937-1962)抄⑥有

山兼孝 会議録(1946.4.18-1968.3.11)仮目録⑦『物性論グル

ープ事務局報』記事に基づく「物性研ができるまで」⑧エン

トロピー学会 20 年史年表の作成 という次第で、あと 30 年

ほどはかかりそう…。 

 

「 化 学 」 

平石 きみ子(百瀬) (S36 入学)：信大に入学したのは1年浪人

した後でした。その上半年後には病気で入院。退学寸前迄追

い込まれました。がまんして辛うじて留年して、4年のところ

5年もかかったのです。しかし今、油絵を描き、書道や卓球に

遊びとても元気です。あの時があったからこそだと思ってい

ます。 

川口 博巳 (S42 入学)：最近は DNA シトシンのメチル化（エピ

ジェネティックス）に関心を持っております。日常生活では

孫の二歳のお誕生日に備えて「ブンブン蜂が飛ぶ」や「キラ

キラ星」の演奏練習をしています。 

窪田 衛二 (教員)：創立当初より参加して60周年を迎えられる

のは多様に感無量です。信州大学オンラインシステム導入や

学生皆様との交流は貴重な思い出と歴史です。今後の情報潮

流時代における卒業生修了生関係皆様のさらなるご健勝とご

発展を祈ります。同時に本学の自由なご発展を祈ります。  



松原 緑子(大住) (S26 入学)：外へ出る仕事は終わりましたが、

家業の手伝いの方は現役で多忙にしております。昭和二十六

年の四月からもう 58 年も過ぎたのかと夢中で過ごした 58 年

を今ふり返ってみております。4 月 15 日の入学式は良いお天

気でグランドの周辺の櫻の花が満開でした。 
石黒 匠一 (S43 入学)：大学卒業後、30 余年の会社生活を 60 才

定年退職の形で終え、健康な体と精神を維持して現在に至っ

た事を感謝しています。信大も創立 60 周年とのこと、私事と

同様うれしく思います。松本時代は、里山辺に下宿し自然の

中を歩いて大学へ通いました。四季折々の風景が今でも鮮明

に脳裏に残っているのは幸せな事です。これからは周囲の

方々へ恩返しをすべく、自分の出来る範囲で役に立っていけ

たらと考えています。 
小山 智史 (S56 入学)：大自然の中で学生生活を過ごせたこと。

勉学はもちろん、アルバイト、スキー、温泉巡り、部活（剣

道）にと良き時代でした。 

根津 靖彦 (S54 入学)：野沢北高校勤務 6年目になります。母

校での勤務ということもあり、後輩を信大理学部に送るよう、

これからもやっていこうと思います。 
藤田 武史 (S52 入学)：4 年間の大学生活は、信州の自然を満喫

させて頂き、登山と趣味の蝶を追いかけたすばらしい思い出

でいっぱいです。 

船戸 利明 (S44 入学)：信大 60 周年と自身の退職・還暦の年と

重なり、年月の速さに驚かされます。昨年、所用で伊奈から

松本に寄る機会があり、故山根先生の退官記念以来 20 年ぶり

にわずかな時間でしたが、市内を散策してみました。街は大

きく様変わりしていましたが、女鳥羽川と縄手通り付近は面

影があり、40 年前よく行った喫茶店（確か翁堂？）も残って

おり、懐かしく立ち寄って、しばしノスタルジアに浸りまし

た。学生時代を信州松本で過ごせたことを大切な思い出とし

て誇りにしています。  

渡辺 拓夫 (S46 入学)：四年生の時、研究室で高遠まで花見に

行ったことが思い出に残っています。  
川瀬 幸雄 (S35 入学)：学生を大事にする町として、京都、仙

台と共に松本が有名であり、他県からきた私達も“学生さん”

として非常に厚遇され、60 年安保の年に入学の私達がカンパ

活動をして各戸訪問した時も厚く応援していただきました。

思い出一杯で、今も松本は第２の故郷として、誇りに思って

います。化学教室の実験設備には松本高校の名が記載されて

おり、冬、最後に帰る時には地下の水栓をして配管中の水抜

きをして帰ったことも松本ならではの思い出です。お蔭で今

も頑張ってます。 

増澤 國泰 (S24 入学)：理学部同窓会報（13 号）「みずすまし」

の記事、星合誠さんの写真を拝見し、久しぶりに 58 年前の学

生時代を思い出しました。 

「先生２人、生徒２人の補習講義」 

私が過ごした４年間の居城（松本市、清水、宮澤家の 2F、8

畳）４人が坐り込み、早速、星合誠先生がノートを拡げて“今

日の話はむつかしかった！”すかさず、青木治三先生が“化

学屋さんのお二人には無理だろうな（浅輪君と私）。それでも

電磁気学（向井さん）、量子力学（松ちゃん）の話は後で役に

立つと思うよ。単位は一寸ムリだろう”星合先生のノートを

見ながら青木先生が偏微分（？）の数式を説明・・・・ウー

ン。その後は相変わらずトランプ遊び。 

伊藤 悟(H8 入学)：私が大学に在籍していた頃、長野オリンピ

ック（1998）が開催されました。同時に開催されたパラリン

ピックに所属していた吹奏楽団で演奏しに行った（ボランテ

ィア）ことがとても思い出です。天皇・皇后両陛下もいらっ

しゃっていました。  

菊地 滝太郎( S51 入学)：在学中の思い出は、卒論の為に夜おそ

くまで実験のデータをとるため学校にいたことと、その時に

同級生といろいろな事をして過ごしたことが良い思い出にな

っています。 
 

 

倉澤 勝仁 (Ｈ10 入学)：卒業後 10 年が経過しました。文部科学

省の社会人の学び直し講座で理学部の「自然環境診断マイス

ター」を受講しています。信大とは縁がありますが、益々の

発展を心より祈っております。 
 

「 地 質 」 
森 義直 （文理Ｓ26 年入学）：もう 60 年ですか、早いものです

ネ。小生元気ですが、目を悪くして非常に苦労しております。

信州大学のますますのご発展を祈念しております。 

宮下 昌溥 （文理Ｓ37 入学）：小坂共栄教授と二十歳前後の頃、

群馬県下仁田の宿で何日も歩き、のみ、騒いだつきあいが、

何十年ぶりにお会いしたとき、自然によみがえる。 

水野 学 （Ｓ44 入学）：ﾌｨｰﾙﾄﾞや教室で地質学の考え方（基礎）

を学んだことが、現場（石油の探鉱）でも役立っています。 

永江 勉 （Ｓ48 入学）：60 周年記念事業のご盛会をお祈りしま

す。 

田崎 正和（Ｓ49 入学）：こまくさ寮に１年、下宿に１年、思誠

寮に３年・・ 思誠寮の３年は、ほとんど寮に戻らず、大学

と山で生活していたように思います。楽しい５年間でした。

大学や松本は大きく変わりましたが、その頃の友は変わらず、

今も身近な存在です。60 周年おめでとうございます。 

武田 尚幸 （Ｓ49 入学）：母校信州大学が創立 60 周年を迎える

とのこと。OB としてとてもうれしく思っております。残念な

がら記念事業には出席できませんが、盛会になられることを

願っております。 

西川 康（狩谷） （Ｓ50 入学）：おめでとうございます。卒業後、

30 年がたちます。ずいぶんと変わってしまったんでしょうね。

母校の発展をお祈りします。 

堀田 亨 （Ｓ53 入学）：大学時代は授業ばかりではなく、野外で

の団体研究や野尻湖発掘、自治会活動など、楽しく、しかも

中身の濃い思いでばかりです。錚々たる先生方、個性は強か

ったですが暖かい同級生・先輩・後輩にも恵まれたと思って

います。いま、二人の息子が理工系に進み、大学生活を謳歌

している姿を見ると、なつかしく思い出されます。地質コン

サルタントで主に地質調査を担当しています。 

斉藤 浩史（Ｈ15 入学）：学科や寮の同級生と夜に信州の各所へ

ドライブに行ったことが思い出です。 

 

「 生 物 」 

木下 哲雄 (S24 文理入学)：信大に入学して 60 年今昔の感にた

えません。きわめて自由の風、自由な発想を大切につないで

いただきたい。 

飯島 敏雄 （S26 文理入学)：生物科に入学した学生は私一人。

先輩の学生を合わせて 7 人の研究室は、先生方の御家族を含

めて和気あいあい。しかし真剣そのものでした。講義も教授

と 1 対１と言うこともありました。春秋の遠足、自然観察し

ながらの楽しい１日冬の深夜ストーブの灰片付けての帰宅、

一つ一つが思い出です。当時教えていただいたことが、今日

でも私の中に生き続けています。  

関 根栄 (S34 文理入学)：理学部ではのんびりした勉強で終わ

ってしまい、後悔していますが、昔を振り返るとき、いつも

一番に大学生活を思い出しています。昨年久しぶりに県の森

を訪ね、変わってしまった風景にはびっくりしましたが、ヒ

マラヤスギがなつかしかったです。 
松岡 明彦 (S54 入学)：時間をかけてあこがれの信大に入り、

すぐ出るのがもったいなく、学部修士合わせて 7 年松本に住

みました。信大は本当に私の青春の一コマそれも大きなもの

でした。松本を出てからもう 20 年以上、またなつかしい町に

戻ってみたいものです。 

中島 勝 (H5 入学)：信州大学での経験は今でも人生の各場面

で生きています。今でも信州の自然のすばらしさを思い出し、

なつかしく思います、今後も諸先輩方や同窓生の皆さんとの

つながりを大切に良き人生となるよう前進していきたいと思

います。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 年度は、「信州で学ぶ」（信州大学理学部教員より全国の高校生へのアピール）という小冊子を作成することを企画しました。今年度

の収入分で通常の事業を行いこれまで貯蓄していた約 300 万円をこの冊子の作成発送にあてることになります。また、22 年度には「信州

で学ぶ」改訂版ならびに中学生向け冊子作成の予定があります。従って運営費は収支ぎりぎりという状況です。 

 年間の事業計画を見直し本会の行う事業と学科同窓会で行う事業とを分けることにしました。さしあたって「学生研究活動助成金」につ

いては、各学科同窓会であつかうこととしました。 

来年度平成 21 年度に限っては、「信州大学 60 周年記念事業」と「生物同窓会の発足」で通常より 150 万ほど多く支出することとなりま

した。すべての方の理学部同窓会入会をお願いすると共に同窓の皆さんからの寄付等もお願いできればと考えているところです。 

 

平成20年度予算 平成20年度決算

150,000 0 ― 41回生（卒業生）までの同窓生不明

（郵便局の振り込み手数料が含まれる）

10,000 19,757 △ 貯金利息・寄付など

13,027,938 13,338,125 △

平成20年度予算 平成20年度決算

振込み手数料　　　　　　1,295円

切手代等　　　　　　　　　　870円

会長の出張旅費等　　　　　　　　　　　　　　235,000円

役員の信州大学等での駐車料金等 　　　　 5,960円

消耗品費 30,000 14,700 △ 同窓会長印

人件費 0 0 ―
渉外費 10,000 0 ―
雑費 10,000 0 ―

事務費小計 320,000 257,825 △

総会費 0 0 ― 本年度開催せず

理事会費 150,000 227,170 ▼ 平成20年度及び21年度事業等の検討会等　　　3回

会報編集委員会等　　　　　　　　　　 　　　　　　　 7回

雑費 10,000 0 ―

会議費小計 200,000 228,449 ▼ 会議費以外に予備費より支出

会報印刷費 1,100,000 1,025,070 △ 同窓会報の発送費用を含む

卒業記念品費　　　724,500円

修了記念品費　　　252,000円

退官・退職記念品費 250,000 210,000 △ 退官4名

学生研究活動助成金 600,000 300,000 △ 生物科学、物質循環、数理自然情報科学の3学科への補助

慶弔費 50,000 0 ―
「信州で学ぶ」冊子印刷費 3,000,000 2,890,650 △ 平成20年度のみの事業

雑費 100,000 0 ― 公開講座等補助費へ

事業費小計 6,920,000 6,202,220 △

1,650,000 1,550,000 ▼
平成20年度末までに確認できた仮入会人数：155／183名
（生物科学科を除く）

70,000 70,000 －

300,000 0 △ 会議費へ支出　　　28,449円

0 0 －
普通貯金総額　　　　郵便局普通貯金　　　　　4,273,128円

　　　　　　　　　　八十二銀行普通貯金　　　　　　300,710円

信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　 455,793円

13,027,938 13,338,125 － 基本金より支出せずに済んだ

7,000,000
7,000,000

14,000,000

                        以上の通り報告いたします。

                         平成２１年(2009年)　６月１日
　　　　　　　                       　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。

                        平成２１年(2009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　谷　　貞　彦　　　印

《会計監査報告》

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】

平成20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）

支出合計

5,029,631

信州大学理学部自然誌科学館、高校大学連携SPP事業等への補助

事
業
費

卒業・修了記念品費

公開講座等補助費 800,000 ▼

1,120,000 976,500 △

700,000

会
議
費

委員会費 40,000 1,279 △

2,165 △

250,000 240,960 △

収入合計

項　　　目

事
務
費

【支出の部】

備　　　考

通信費

交通費

20,000

決　　算　　報　　告（経常費）平成20年度

【収入の部】

項　　　目 備　　　考

平成19年度より繰越金

同窓会費（入会金）

7,827,938 7,827,938
普通貯金総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,796,931円

5,040,000 5,490,430 △同窓会入会借受金

その他

信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　　 31,007円

平成21年度新入生　　　　　 (30,000-322)円×185名分

各科同窓会への振り分け金

信州大学同窓会連合会納付金

平成21年度への繰越金 3,567,938

予備費
基本金への繰り入れ金

△



  

編集後記 
 

今号は開学 60周年の行事報告と言うこともあり、内容も多岐にわたり、盛りだくさんで頁も増えました。多く

の方にお書きいただきました。感謝。 

 総会で承認された会計報告予算案を掲載しました。なお、改正規約全文はホームページに載せましたのでご覧下

さい。 

 次号は、研究紹介、卒研紹介を中心に編集予定ですが、会員の方々の近況報告もと欲張って考えています。書い

ても良いという方、「あの方の文を」という推薦、各科担当の理事、幹事まで一声お掛けいただければ幸いです。 

 皆さんのお仲間で、会報が送られてこない方をご存じならば、これも理事、幹事までお知らせください。 
 今回の編集も大詰めを迎え、5人体制でやっています。夜も更けてきました。何となく学生気分になっているの

は私だけのようです。(森) 

平成20年度予算 平成21年度予算

普通貯金総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,573,838円

150,000 150,000 － 42回生（卒業生）まで  30,000円×5名

平成22年度新入生　　 (30,000-322)円×184名分

（振り込み手数料を含む）　　　　(入学生230名の8割相当)

10,000 15,000 △ 貯金利息・寄付など

12,817,938 10,655,383 △

平成20年度予算 平成21年度予算

郵便局、銀行の振り込み手数料　　　　　10,000円

連絡用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000円

交通費 250,000 250,000 － 会長の信州大学同窓会関係の出張旅費、駐車料金等

消耗品費 30,000 30,000 －
人件費 0 100,000 ▼ 総会での学生補助金
渉外費 10,000 10,000 －
雑費 10,000 10,000 －

事務費小計 320,000 420,000 ▼

総会費 0 500,000 ▼ 平成21年度総会開催予定

理事会費 150,000 250,000 ▼
委員会費 40,000 10,000 △
雑費 10,000 10,000 －

会議費小計 200,000 770,000 ▼

会報印刷費 1,100,000 1,100,000 － 会報印刷費（発送費用を含む）　　550,000円×２回

「信州で学ぶ」冊子印刷費 3,000,000 0 △ 平成21年度印刷せず（理学部教官から高校生へのアピール冊子

卒業記念品費　　　　4,000円×230名＝920,000円

修了記念品費　　　　2,500円×80名＝200,000円

退官・退職記念品費 250,000 250,000 －
学生研究活動助成金 600,000 0 △ 平成21年度より各科同窓会事業へ移行

公開講座等補助費 700,000 700,000 － 信州大学理学部「自然誌科学館」や高大連携事業等への補助金

慶弔費 50,000 50,000 －
雑費 100,000 100,000 －

事業費小計 6,920,000 3,320,000 △

1,650,000 1,650,000 －
各学科へ　　10,000円×165名分
生物学科の同窓会費は本会預かり

70,000 70,000 － 平成18年度より毎年70,000円納付

300,000 300,000 －
0 0 －

3,357,938 4,125,383

12,817,938 10,655,383 ▼

7,000,000
7,000,000

14,000,000

【生物科学科の会計】 （理学部同窓会本会会計の中に含まれる）

会計入金年度 入金 支出 振り分け対象年度生物科学科新入生人数
平成16年度 240,000 平成17年度新入生24名分
平成17年度 220,000 平成18年度新入生22名分
平成18年度 240,000 （自然誌科学館賛助金） 平成19年度新入生24名分
平成19年度 280,000 50,000 平成20年度新入生28名分
平成20年度 未確認
小計 980,000 50,000

生物科学科同窓会費 930,000 平成20年度新入生まで98名分

同窓会費

項　　　目 備　　　考

平成21年度 　　予　　算　　案（経常費）

平成19年度より繰越金 7,827,938 5,029,631

4,830,000 5,460,752

事
業
費

会
議
費

事
務
費

－

－

20,000 20,000

備　　　考

－

信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　　  455,793円
▼

予備費
基本金への繰り入れ金
平成21年度への繰越金

信州大学同窓会連合会納付金

通信費

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

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）

卒業・修了記念品費 1,120,000

各科同窓会への振り分け金

支出合計

【基　本　金】

平成20年度まで

【支出の部】

項　　　目

1,120,000

【収入の部】

その他

同窓会入会借受金

収入合計


