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政府を動かし新しい歴史をつくる力にな

言）、「大多数の世界市民の声が国際社会

つある」（広島市長平和宣言）と人間への

の動きを背景にして語られたことです。

りました。大学の先生方は日々の教育・

心に進めていらっしゃいます。しかし、

費の窮屈さと、あれこれの新しい取り組

は、大学と教員の持てる力を十分に発揮

いるのではないかと心配になります。

を及ぼす、学生との過ごす時間が忙しさ

たり、知らない内に後回しになりはしな

の真只中にいる時は「相当がんばりすぎ

いものですし、「大事なものを欠落させて

いものです。

言で言い「一種の民営化」と理解してし

あまりに大雑把過ぎるのではと近頃思い

によれば「国立大学を設置することを目

とあり、ここでは「国立大学法人」と「国

、法人は大学の「設置者」ということに

なります。国立大学が法人化されたのではなく、設置者が国から法

人に変わったということです。

学校設置者は、法によれば「学校を管理」し「学校の経費を負担

する」ものなのですから、その二つの責務が国から法人に変わった

のです。このことは、国が土地や建物の管理や研究・人件費などの

財政負担責任を、直接的には負わないことを意味しています。国が

各大学法人の設置者として、各法人への財政責任を負うことについ

ては、法によれば、国は「予算の範囲内で」「必要な金額の全部また

は一部に相当する金額を交付することができる」となっていて、責

任範囲の限定化と曖昧さを生み出しているのではと思います。

法人は設置者として、大学の学校運営経費を確実に用意する義務

を負うことになっているものの、法人が国の予算削減のもとで、不

足分を用立てする力を十分持っているわけではありません。おのず

と法人は出資者である国の意向に従ったり、競争にまきこまれるこ

とになり、責任だけが法人に負い被さってくることになります。

さらに「学校の管理」の範囲について、無原則に拡大していくこ

とがありはしないか、気になるところです。「学問の自由」「大学の

自治」が強く打ち出され、何かにつけて基本にもどることを意識せ

ざるをえない歴史がありました。私たちには大学が、かつて戦争に

協力した歴史などの反省から、学校設置者が学校運営に過度に介入

することに対して注意深くありました。大学設置者としての「法人」

の運営と大学そのものの運営が大きく重なっている中で、国と「法

人」と大学の関係をふまえて、あらためて検証する必要がありはし

ないかと思います。

いずれにしても、私たちの願いは大学が大学で生活するすべての

人々にとって、より良い働く場・研究の場・学びの場であることと、

国民・地域の人々の文化・科学・技術の向上という大学の使命を果

たすことのできるものにさらに発展することです。大学が学問の府

で有り続けることを本当に願っています。

消費税論議が急浮上しています。一見平等の顔をした税ですが、

収入の多少により、その負担感は明らかに異なります。収入全部で

生活を毎日維持している者にとって、消費税はその分だけでの減収

と同じことです。とりわけ、年収 200万円以下で暮らしをしている

多くの若者にとっては、決定的な影響を受けることになります。

若者に関する報告が9月に入って次々と出されています。今年 3

月の大卒者のうち、就職も進学もしなかったものは 16.1％約 9万人

にのぼり、高卒では 5.6％約 6万人と文部科学省は発表しました。

就職できずやむをえず進学したものも、相当予想されるともコメン

トされています。

また、若年労働者（15～34才）で「自身の収入のみ」で生活して

いる人は 44％にとどまるという厚生労働省からの報告もされまし

た。残りのすべてが独身で親がかりということではありませんが、

経済的に自立できていない若者が多いことは、読み取れます。就職

難はおのずと低賃金労働者を増大させ、身分保証も安全衛生でも弱

い者を大量に生み出します。私たちの子供や若い同窓生のことを思

えば、他人事ではありません。

今回「文理改組から理学部へ」という特集をはじめて組みました。

たくさんの思い出の記をお寄せいただきました。来春号にも続きま

す。多くの先生方、学友の皆さんからの投稿をお待ちしております。

同窓会は、これまで理学部・学科への援助をはじめさまざまな取

り組みをしてきました。今後も信大と理学部・学科、そして卒業生

を結ぶものとして努力してまいります。

会 長 挨 拶 森 淳



―――――― 退職のごあいさつ ――――――――――

お世話になりました－学都松本で過ごした４０年－

化学科 中村俊夫

理学部同窓会の皆様にはご清祥のことと拝察いたします。私は去る３

月末をもちまして定年退職いたしました。その節、同窓会の皆様には

多々ご尽力いただき、過分の記念品を頂戴いたしましたこと重ねて御

礼申し上げます。

駆け出しの若輩から始まりました私の松本での生活は、昭和４４年に

文部教官として理学部に赴任いたしましてより始まりました。教育・研究

におきましてはただひたすら分析化学の道を歩んで参りましたが、最終

講義では、大学四十年を振り返る―電気化学計測のための機能界面の

創成と非水溶液用化学センサーおよびバイオセンサーの開発とその応

用―の表題で話をさせていただきました。登山で言う「やぶこき」のよう

な時期も多くあり、いたずらに長き感、無きにしもあらずですが、何とか

一区切りを迎えることができまして、楽しく過ごさせていただいた年月に

感謝しながら、皆様に御礼申し上げる機会でありました。自然に恵まれ

た岳都であり、学問に適した松本で過ごせましたことにも特別な感慨が

あります。

以下お世話になりました４０年に及ぶこの間の足跡を概観して、退任

の挨拶とさせていただきます。

本学部に赴任しまして後、小松寿美雄教授、伊豆津公佑教授、野村

俊明教授には懇切なご指導を賜り、分析化学を中心とする専門科目や

共通教育科目を担当いたしました。また、研究におきましては分析法の

開発に従事いたしました。この間、主指導教員として 67 名の学士 (理

学) 、21名の修士（理学）、3名の博士（理学）を社会に送り出すことがで

きました。現在大学教員、中・高等学校教諭，企業や研究所の研究員・

役員、技術者、公務員として活躍されています。また、電気化学会編の

「基礎電気化学測定法、 基準電極－非水溶液用基準電極－」、および

信州大学理学部基礎理学教科書編集委員会編の「基礎理学」を執筆す

る機会に恵まれました。最終年には本学元教授梅本喜三郎編集委員の

ご指導の下、森北出版の吉村壽次代表編、化学辞典(第2版)に、「移行

活量係数他26項目」の執筆に関与できました。外国人研究者の長期受

け入れや共同研究も思い出深い経験となりました。

研究におきましては、最終講義の副題としました「電気化学計測のた

めの．．．」に関して、昨年の本同窓会報、および高校生対象に編纂さ

れた「信州で学ぶ」に一部紹介いたしましたが、大きく分けて以下の２

つあります。第１番目は、非水溶液用イオンセンサー（イオン選択性電

極）を開発して、非水溶液中でのアルカリ土類金属イオンなどの錯生成

定数・溶解度・溶媒間移行ギブスエネルギーの測定法を確立し、溶媒

の酸性度あるいは塩基性度の違いによる溶媒効果について、これまで

どのような方法によっても計測できなかった知見を得たものであります。

一連の研究から、開発したイオンセンサーの電位応答機構に関して一

定の理解が得られました。第 2 番目は、非水溶液用バイオセンサーの

開発とその応用に関するものであります。白金電極表面に親水性高分

子であるポリアクリルアミドの薄膜、あるいは自己組織化膜を形成し、こ

れに酵素やメディエータを固定して、非水溶媒中の基質との不均一系

化学反応を追跡できるバイオセンサーを開発しました。このセンサーに

より非水溶液中での酵素反応の速度パラメーターの決定や、酵素反応

への溶媒効果を実証することができました。一部は、信州大学を出願人

とする2件の特許(特開2007-187449，および特開2009-265051)となり、

信州 TLO 関連の信州大学新技術説明会(科学技術振興機構共催、東

京)で講演しました。イオンセンサー・バイオセンサーの成果につきまし

ては、日本分析化学会中部支部創立50周年記念会で招待講演する機

会に恵まれました。

大学の管理運営では、入試出題責任者を始め、学科主任や学生委員

会委員(理学部学生委員会委員長)などを務める機会に恵まれ、理学部

学生の皆さんと親しくお付き合いすることができました。信州大学出前

講座の実施や諏訪清陵高校SSH（スーパーサイエンススクール）との連

携、アルプスハイランド地域センタ－との連携による「アルプスハイラン

ドヒューマンカレッジ」の開催も思い出深いです。在任中に修士課程・

博士課程の創設に関わることができましたことも幸いでありました。学会

として、日本分析化学会中部支部支部長や(財)日本メンデル協会理事、

日本分析化学会第 62 回分析化学討論会の事務局を担当いたしまし

た。

長い間ほんとうにお世話になりました。多くのかけがいのない友人・学

生に恵まれました。この後、何か役に立つことがありましたら微力を尽く

す所存です。今後ともなお一層のご交誼・ご鞭撻いただきますようお願

い申し上げます。

皆様のご健康と理学部同窓会の今後益々のご発展をお祈りしており

ます。

――――――――

退 職 し て

生物科学科 伊藤 建夫

信州大学理学部に赴任して１５年弱、この３月末日で定年退職しまし

た。この間、理学部教職員の皆様にはいろいろお世話になりましたこと

をたいへんありがたく思っております。また、同窓会からは理学部に対

して財政的、精神的な種々のご支援をいただきましたことを厚くお礼申

し上げます。私の退職に際してもお心遣いいただき感謝しております。

実のところ、３月まで座っていた机でこの文章を書いていますので、

本当にこの文章を書く資格（？）があるのか疑問が無い訳ではありませ

んが、常勤の教員でなくなったことは事実ですので、お許し下さい。と

言う訳で、現在は理学部と生物科学科のご好意により、特任教授として

生物科学科に居候させてもらいながら、大学院修士課程の学生さん達

と研究を続けさせてもらっています。また、後期からは非常勤講師とし

て、全学教育機構と理学部で授業を担当します。したがって、のんびり

と暮らしていますとは言えない毎日ではありますが、管理運営上の義務

は無くなり、それなりの開放感を感じています。

私は、大阪大学大学院博士課程で学位を取得後、大阪大学微生物病

研究所化学療法部門（学振奨励研究員：８ヶ月余）、慶応義塾大学医学

部分子生物学教室（助手：約２年半）、米国健康研究所（NIH）関節炎等

研究所分子遺伝学部門（研究員：６年余）、大阪大学理学部生物学科遺

伝学講座（助教授：１４年弱）、そして信州大学と移動してきました。この

間、多くの先生方、先輩方、同僚、友人そして若い学生さん達のお世話

になって来ました。

私と信州とのつながりは、私の趣味がチョウの採集であった（現在もで

すが）ことに始まります。高２の５月の連休に友人と姫川谷の小谷村大

網でギフチョウとヒメギフチョウの種間雑種を発見し、学会誌に報告しま

した。これが私の審査付き論文の第一号となりました。その後、学生の

頃、また阪大の教員になってからも夏休みなどには毎年何度も信州へ

来て、しばしば本部、病院前の国道を車で通りましたが、人事募集を見

るまでは信州大学に勤めることになるとは全く思っていませんでした。

しかし、信州がチョウを趣味とする者にとって魅力的な所であることは間

違いなく、口の悪い学生さんが「伊藤先生が信大へ来たのはチョウの為

だ」と言ったのは、当たっている面がないでもありません。

私は1963年に大阪大学理学部生物科学科へ入学しました。ワトソンと

クリックによって遺伝子の化学的実体であるDNAの三次元構造（二重ら

せん構造）モデルは 1953 年に提案されていましたが、彼らがノーベル

賞を受賞したのは 1962 年のことで、私はこの翌年に大学へ入学したわ

けです。１年次の講義に専門科目への入門として「生理学入門」と「生化

学入門」の二つがありました。いきなりDNAの二重らせん構造の話や筋

肉収縮の仕組み（２種類のタンパク質が関与）の話（当時はモデルの段

階）などが出てきて、これまで勉強して来た「生物」とは全く違うようにさ

え見える、化学あるいは物理学を基礎とする「生物学」があることを知り

ました。当時の高校の「生物」の教科書、参考書にも代謝と関連して酵

素や化学反応のことが取り上げられ始めてはいましたが、この新入生の

ときの経験は大きなショックでした。

私は、学部学生の卒業研究以来、ずっと分子遺伝学、生化学、分子

生物学分野で、大腸菌（代表的な実験用生物のひとつ）とそれを宿主と

するプラスミド、ウイルスを用いる遺伝子の組み換えや複製などの現象

についての研究を行ってきました。学部、大学院の学生の頃は、実際

に核酸（DNA と RNA）あるいはタンパク質を生物から取り出して研究す

ることはなく、ウイルスの感染、プラスミドの伝達、そして宿主大腸菌の

増殖などを調べ、それらの過程の示す種々の性質から大腸菌の中で

の遺伝子DNAの構造やはたらきを推定するといういわば間接的な方法

で遺伝子 DNA の組み換えに関する研究を行いました。阪大の微生物

病研究所へ行って、DNAに結合するある種のタンパク質の試験管の中

での反応を調べるために、大腸菌細胞からタンパク質を、ウイルス粒子

から DNA を取り出すことを初めて経験しました。また、慶応大学では、



材料をマウスにかえて腹水がん細胞からRNAを合成する新しい酵素を

分離、同定することを目標として、タンパク質とRNAを細胞から取り出す

ことを経験しました。米国の NIH へ留学してからは、ある種のプラスミド

DNAの複製の仕組みを研究している研究グループに加わり、当時の米

国でも最先端の遺伝子クローニング、DNA 塩基配列決定などの技術も

駆使して、タンパク質、DNA、そして RNA を大腸菌細胞から取り出し、

精製して、これらを試験管内で反応させ、反応産物（DNA あるいは

RNA）の性質を調べました。結果的に、大腸菌を宿主とするある種のプ

ラスミドという特殊な系ではありましたが、最も簡単なDNA複製が始まる

仕組みとその頻度の調節の仕組みの分子レベルでのはじめての解明

に関与することが出来ました。この研究では、低分子量RNAによる塩基

配列の相補性を介する他の RNA の機能の制御という、それまでに知ら

れていなかった生体内反応の新しい制御の仕組みをはじめて示すこと

もできました。日本へ帰ってからは、プラスミドの種類を変えて、もう少し

複雑な DNA 複製が始まる仕組みとその頻度の調節の仕組みの分子レ

ベルでの解明を目指して研究を続けました。多数の学部、大学院の学

生さん達の努力のおかげで、これまでに知られていなかった新しいタ

イプの DNA 複製の開始の仕組みを明らかにするとともに、所期の目標

をほぼ達成して定年退職を迎えました。

分子生物学にかぎらず、自然科学では最も美しい実験は結果の判っ

ている実験であるというようなことが言われます。過去の知見を良く調べ、

論理的に思考し、考えられる可能性（作業仮設）を全て挙げ、十分に計

画を練り、それらの可能性を互いに区別できる実験を実施し、結果から

それらの可能性のうちどれが真実であるかを明らかにするというわけで

す。ワトソンとクリックによる DNA の二重らせんモデルの提案の論文に

述べられた塩基配列の相補性に基づくDNAの半保存的複製のモデル

を実証したメッセルソンとストール（日本ではドイツ語読みしてシュター

ルと書かれることが多い）の実験がその典型的なものです。詳細は述べ

ませんが、考えられる他の可能性、すなわち保存的複製モデルあるい

は不規則（でたらめ）複製モデルを含めて、いずれであっても、実験結

果から他のモデルから明確に区別できる実験計画でした。しかし、一方

で科学の研究は予期しないような結果が得られることもあるので一層お

もしろい、というようなこともよく言われます。学部の学生の時も入れると

40 年以上になる研究活動の中で、多くの失敗を経験するとともに、美し

いと言えるような実験も少しは経験でき、また時には予期せぬ結果がい

くつかの新しい発見につながりました。しかし、少なからぬ失敗と予期

せぬ結果が不十分な下調べ、思考、不完全な実験計画によるものであ

ったこともまた事実です。

さて、日本で大学改革が叫ばれ始めてからずいぶん長い年月が経ち

ました。この間、確かに日本の大学は大きく変化しましたが、その弊害も

大きくなっています。初期の頃に米国やヨーロッパの同業研究者（多く

は大学教員）にその当時の日本の大学の状況を話した所、「日本の大

学（の教員）はそんなこともこれまでやってこなかったのか？」という反

応が多かったのが事実です。「そんなことをやれる」条件が日本の大学

には整っていないというのが最も大きな問題ですが、それをよいことに

やるべきことをやってこなかった面も否定できません。世界の大学のス

タンダードと日本の大学のスタンダードとはかなり異なっているようです。

奨学金のことは以前に本紙に書かせていただいたことがあるので再度

は触れませんが、一点だけ付け加えておきます。米国において、一芸

に秀でていることで入学する特待生に与えられる特権は奨学金を含め

て、大学で勉学する為に与えられるのであって、大学でその一芸（たと

えばスポーツ）をするために与えられるのではないと言うことです。多く

の場合、留年すれば特権は剥奪されます（これは他の奨学金も同じ）し、

スポーツクラブ活動も出来ません（もちろん試合にも出られません）。そ

こでスポーツで著名な大学のクラブでは、落第しないように主力選手に

は特別のチューター（家庭教師）をつけるということです。もっとも先輩

が後輩の面倒を見るチューター制度は一般的な制度のようです（日本

でも導入が始まっています）。以下に、米国留学中あるいはその後に知

った、その他のいくつかのことに触れてみたいと思います。

米国の NIH は国立の研究機関です。ここで行った研究を論文あるい

は著書として発表する場合には国の許可が必要です（基礎科学の分野

では形式的なもののようですが）。また、論文、著書の著作権は国に帰

属します。また、研究成果を特許とする場合にも特許権は国に帰属しま

す。ここに貫かれている精神は、納税者のお金で得られた研究成果は

研究者個人のものではなく、納税者のものである、ということです（この

原則は、他の研究機関、大学でNIHの研究助成金を受けて研究する場

合にも適用されるようです。研究（研究費、研究課題など）の自由度の

大きさ、また研究助成金の額の大きさ、審査の厳しさと公平さなどから

NIH の研究助成金制度は維持されている）。研究者はこれではバカバ

カしくてやってられないのではないかと思われるかも知れません。確か

にごく少数の人が一定期間後の他の機関へ移ることもあるようです。そ

の代わりと言えるかと思われるのは、NIH に限らず、研究所、大学では

研究員、教員、職員に対するいろいろな表彰制度（ボーナス付きのもの

を含む）、昇給制度があり、よい仕事をした人はそれが比較的公平に認

められるようにもなっていることです。これは一種の勤務評価ですから、

評価の厳格さと公平さをどのようにして確保するのか学ぶべきことも多

いように思います

1991 年にフランスで開催されたプラスミド生物学の国際学会に出席し

た折りに、同分野の研究をしているイギリスの大学の教授の研究室を訪

問する機会がありました。彼の勤務していた大学は、ロンドンの北の地

方都市にある 1963 年に設立された比較的新しい公立大学で、1991 年

当時のキャンパスや教育体制はほぼ1970年代半ばに完成したとのこと

でした。広大なゆるい傾斜の芝生の丘の上に湖（これもキャンパス内）

をはるかに見下ろす形で数棟の４〜５階建ての学生寮が南向きに並び、

その横に前面ガラス張りの後半部が丘に埋もれたような芸術系分野の

学部（美術館を併設）の建物があり、学生寮の後ろに生物学系の学部と

コンピューター科学を中心とする分野の学部の２棟のかなり高層の大き

な建物がありました。いわばキャンパスの一等地に学生寮があるわけで

す。新入生と留学生のほぼ全員が入寮でき、その他遠方に実家のある

学生は２年目以降にも入寮を申請できるとのことでした。その後、学部

の数も増えましたが、学生寮の建物も増えており、このような学生寮の

システムは維持されているようです。また、生物系学科の内の生物化学

と分子生物学の分野（これらだけでほぼ１学科規模）の学生実習室を見

学させてもらいました。実験器具、装置と視聴覚設備の整った部屋が分

野毎にあり、それぞれに専任の実習内容に精通した実習助手がおり、

教員（教授、助教授）は主として実習の計画立案、解説を行い、実習中

の学生の指導、監督は主として実習助手が行うとのことでした。1960 年

代から1980年代にかけてのイギリスの経済は停滞していました（いわゆ

るイギリス病）。にもかかわらず、その困難な時期に設立され、形を整え

た公立大学においても、学生に対する教育体制、生活支援体制は当初

から決して手抜きされていなかったことが判ります。

私事になりますが、私の息子は米国のある４年制の音楽大学（ジュリア

ードではありません、念のため）で学び、卒業しました。話は息子の入

学前と入学の半年くらい後のことになります。まず、その大学のHPを開

いてみた所、懇切丁寧な入学案内のページがありました。入学希望者

本人向けのページのみならず、保護者向けのページもありました（つい

でながら、在学生向けのページにも在学生の保護者向けのページが

ありました。「子弟がどのような勉強をしているのかに常に関心を持ち、

定期的にコンタクトをとるように」などと言うようなことまで書かれていまし

た）。1999 年の春に実際にその大学を息子とともに訪ねてみました。ア

ドミッションオフィスというのがあって、行って見ると平日にもかかわらず

少なからぬ入学希望者とその保護者が来ていました。まず、２本のビデ

オで大学の沿革とカリキュラムの概要を見せられた後、担当者がいろい

ろ一般的な説明をし、質問に答えてくれましたが、国外からの入学希望

者については専門の担当者がおり、留学生に特有のことがらについて

は別に説明してくれました。また、奨学金や貸付金については別の窓

口があり詳しい説明をしてくれました。音楽的な才能が抜群であれば奨

学金が給付されますが、それほどでもなければ貸付金ということになり

ます。有利な条件で借りるには、音楽的な才能と経済状況が条件を満

たす必要がありました。経済状況については、本人、保護者の収入の

みならず、動産、不動産の全てを申告する必要がありました。したがっ

て、源泉徴収票や納税申告書のみで判断される訳ではありませんでし

た。息子に関しては、音楽的才能が未知数（日本の普通高校を卒業）の

ため、奨学金、貸付金は諦めました（親の脛は確実に細くなりました）。

HP の情報などから入学するだけなら難しくはなさそうでしたが、才能の

有無が大きな割合を占める特殊な分野ですから、卒業できるだけの素

質、能力があるかが大問題でした。息子はジャズピアノ（本心はロックの

シンセサイザー）志望でしたので、誰か担当教員の意見を聞きたいと思



いました。幸運にも、当時その大学の大学院に在学中の日本人の音楽

家にジャズピアノ担当の准教授との面談をアレンジしてもらうことが出来

ました。その頃はセメスター（１年３セメスター制）の途中で、３０分刻み

の忙しい個人レッスン（ジャズピアノのコース）の間の３０分の空き時間

に、息子が準備していた曲やいきなり渡された楽譜の曲をひくのを聴

いてもらいました。渡された楽譜の曲はジャズピアノのコースの第１セメ

スターの課題曲とのことで、今の状態なら練習すればOKでしょう、やっ

てみればどうですか、との判定でした。最低限必要な英語を身につけ

るためのコースを夏に受講（有料です）し、秋に入学が許可されました。

入学してみると支払う授業料は第１セメスターに受講する科目の分（単

価 X 科目数）のみでした。必要あって在学証明書を事務局に請求する

と「本学第１セメスター在学中である」ことのみ証明されていました（後の

ことは知らん、というわけです）。

入学後半年くらい経ち、確か第３セメスターに受講する科目を決める

時期（受講科目は毎セメスターが始まる１ヶ月位前に決めます）であっ

たと記憶していますが、息子から相談のメイルが来ました。いわく、世の

中には並外れて素晴らしい才能を持っている人が大勢いることが判っ

た、この連中と競争して演奏者（パーフォーミングアーティスト）になるこ

とはとても無理だ、ついては編曲、作曲の分野を勉強したい、これはこ

れまでの成績も考慮し、受講ガイダンス担当者と相談して得た結論だ

（ちなみに息子と同時期に入学した日本人の女性で既に世界ツアーを

やっている人がいます）。メイルのやり取りや国際電話で話を聞いてみ

ると、受講ガイダンスが各セメスター前に個々の学生の前歴と希望に基

づいてきちんと行われること、単科大学であっても、カリキュラムは積み

上げ式で多くの選択肢がある複線式（演奏者から調律、マネジメントや

付け人などなど）になっており、一つのコースを断念しても選択肢がま

だ少なからずあること、２年で修了するコースもあること（中途退学には

ならない）、なども判りました。息子は自分の選んだコースで無事に卒

業し、帰国して大学院の修士課程を修了した後、苦労しながらも一応音

楽関係の分野でがんばっています。

欧米のシステムが全てよい訳ではないでしょうが、日本の大学教員、

研究者として学ぶべき姿勢や日本の国として取り入れるべき制度も多く

もあるように思います。

やるべきことをやれる条件が整えられていない（むしろ悪化している

面も多い）にもかかわらず、仕事が増える一方の現役教員のみなさんの

邪魔をすることなく、少しでも手伝いが出来ればと思っている今日この

頃です。卒業生のみなさまには、今後も理学部に対するご支援、ご鞭

撻をよろしくお願いいたします。

- - -

退職のご挨拶

塚原 弘昭

暑い夏の日が続きましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

2010年3月31日に定年退職いたしましたが、いつの間にか大学の

夏休みも終わろうとしています。お世話になりましたお礼を申し述

べ、近況報告をさせていただきます。

退職に当たっては、退職記念会にたくさんの方に参加していただ

き、励ましの言葉もいただきました。ありがとうございました。

週に1時間、物質循環学科に講義に行っています。時間があると思

っていると、いつの間にか１週間が過ぎて、結局前日の夜になって

講義の予習と前回のミニテストの採点をしています。在職中にやっ

ていた地震と温泉についての残務整理はまだ少しあるのでこつこつ

と自宅でやっています。

ご存知の方も多いかと思いますが、寺の住職をしていますので、

それに関わって不定期の仕事（？）があります。寺の名前は明徳寺

（真言宗智山派）。4月、5月

に行った行事の写真をご覧下

さい。写真1は、花祭りの稚

児行列です(よく見ると、私が

写っています)。このあと、寺

の大広間で演芸会があり、さ

らにそのあと役員の飲み会が

あります。

写真1

毎年、5月5日には、明徳寺の大広間を利用して、部落の80才以

上の方を招待して食事会と演芸会が、部落の有志によって開催され

ます(参加者70人程度)。ボランティアの女性は料理を作り、男性は

演劇をします。私も、小僧の一人になって、ぼた餅を食べています(写

真2)。ケチな住職が、法事でい

ただいたぼた餅を独り占めした

のを、住職の目を盗んで食べて

いるところです。近所の電気屋

さんが住職の適役で、私など足

下にも及ばないくらいのツルツ

ルです(残念ながらこの写真に

写真2 は写っていません)。

7 月に、境内の池に睡蓮が咲きました。写真 3はポンポン船を手

に持って浮かべようとしているところです。

私は山の中で育ちました

ので、小学校6年生の修学旅

行で海を初めて見ました。そ

のときに海の広さに衝撃を受

けたことを今でも忘れません。

新潟の海とポンポン船には小

学校の時の格別の思い出があ

ります。その思い出話に同情

した卒業生の一人が、郷里の

写真 3 新潟でポンポン船を買ってき

てくれました。「格別の思い出」の内容は長くなるのでここには書き

ません。

お礼と近況を述べさせていただきました。近くにお出の節はお寄

り下さい(参道の突き当たりに「お賽銭箱」がありますので見落とさ

ないように)。

―――――――――――――――――――――――――――

新 任 挨 拶

化学科 庄子 卓

今春,化学科の助教に着任いたしました庄子卓と申します。出身は宮

城県仙台市で大学院博士課程まで過ごしました。その後、1 年間企業

で勤務し、4 月より信州大学にお世話になっております。私の専門分野

は有機化学、その中でも合成有機化学、構造有機化学という分野の研

究を行ってきました。本誌では私の研究の概要を紹介したいと思いま

す。

私の研究は『新規芳香族化合物』と呼ばれる化合物を対象としていま

す。芳香族化合物というと高校の教科書にも記載されている六角形の

ベンゼン誘導体がおなじみですが、私は七角形と五角形が縮環した新

規芳香族化合物の 1 つである『アズレン』という化合物の合成や物性に

興味を持って研究を進めています。アズレンは C10H8 の分子式で表さ

れ7員環と5員環が縮環した10π電子系の化合物であり、六員環同士

が縮環したナフタレン(C10H8)の異性体ですが、その色調はナフタレンと

大きく異なりナフタレンは白色の化合物であるのに対し、アズレンは非

常に美しい青色を有しています。

数百年前から民間療法薬にもちいられていた植物精油のうち、青紫

色をおびているものがあり、それらの化合物は当時から学問的にも非

常に注目を引いていました。そして約 150 年ほど前にその色素にアズ

レンという名前が付けられました。現在では、アズレン誘導体を用いた

抗炎症作用や抗潰瘍活性などの医薬品が数多く存在し、近年では抗腫

瘍活性を示すアズレン誘導体も見出されています。またそのアズレン

の利用は医薬品だけに限らず、化粧品等に幅広く用いられています。

また近年では材料化学分野への応用も期待されており、液晶性を示す

アズレン誘導体も見出されています。

上記の理由から、新規なアズレン誘導体の合成と物理的性質の解明

は、医薬品の開発や機能性材料を作るうえで重要な課題であると考え

ています。そこで私は新規なアズレン誘導体を合成するための反応開

発と合成した化合物の物理的性質の解明を行い、将来的に医薬品や

有機材料など人々の役に立つ分子の構築を目指して行きたいと思って

います。



――― 学科同窓会からのお知らせ――

第８回松本化学学士会総会報告

7月24日（土）松本キャンパス旭会館にて，第8回松本化学学士会総

会・懇親会を開催しました。今回の当番幹事は理学部第 3 回卒の下村

修平さんにご担当いただきました。

総会では諸役員の改選があり，学士会を長年牽引していただいた野

村俊明会長と宮澤武矩副会長の後任として，新会長に藤森邦秀先生

（文理15回），副会長に宮下喬一さん（理1回）と兼岩英文さん（理1回）

が選出されました。新会長・副会長のもと松本化学学士会が益々発展

することが期待されます。また，しばらく発行を見合わせておりました会

員名簿の発行再開もご承認いただきました。来年度末に発行の予定で

す。後日、名簿情報のご提供をお願いする予定ですので，ご協力下さ

いますようお願いします。

総会に引き続いて行われました講演会では，文理15回卒の中井正則

さんをお招きして，「困難校と山岳遭難」の題目で高等学校において生

徒指導をされた経験談や長年続けられている登山で遭遇された遭難事

故についてなど，大変貴重なお話しをお聞かせいただきました。

出席者 加藤 博，冨安 博，中村俊夫，樋上照男，金 継業，巽 広輔，

野村俊明，宮澤武矩，斎藤 実，藤森邦秀，中井正則，宮下

喬一，兼岩英文，中島秀吉，下村修平，中川二郎，石川 厚，

小山智史，小山博子，傳田克己，太田 哲，小林弘和，郡上

恭子 （敬称略）

第７回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会のご案内

松本化学学士会関東支部の第７回同窓会を、１１月第３土曜日の２０

日に、新宿のライオン会館内の安具楽（あぐら）亭で開催致します。若

い世代の方々にもご参加いただき、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１土曜日に同所で開催し、遠方松本からの出席者も含め、計

１４名の方々に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。同窓会という和

やかな雰囲気の場で、年齢層や職種、経験が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

方々ばかりですので、気軽に幅広い卒業年度各位のご参加をお待ちし

ております。

なお、本年２月には本同窓会を力強く支えていただきました支部長

の犬飼さんが永眠されております。事務局より謹んで哀悼の意を表し、

更に本会を盛り上げる様に努力したいと思いますので、皆様方の厚い

ご支援をお願い申し上げます。

記

総 会 日時：２０１０年１１月２０日（土）１５：００

同窓会 同日１６：００～

場所：新宿ライオン会館（添付地図参照）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

生物同窓会総会報告

本年6月26日に理学部にて第二回総会を開催いたしました。出席者

は18名と多くはありませんでしたが、直前の連絡にもかかわらず、お忙

しい中遠方からお越し下さった皆様、積極的に参加して下さった学生

の皆様、ありがとうございました。当初、1時間半を予定していた総会で

すが、2時間以上の熱い議論が交わされ、平成21年度活動報告および

会計報告、また平成22年度の事業計画および予算案について審議さ

れ、すべてにおいて暖かい拍手のもと承認されました。 今後の同窓会

活動内容といたしまして、

(1)有効に活用できる名簿の作成、および、利用方法、

(2)ホームページの有効活用、

(3)在校生の勉学意欲向上に資する事業の実施など承認。

(4)寄付金受け入れについて建設的な議論が繰り広げられました。

総会議事録は本会ホームページにて公開してあります。検索サイト

にて信州大学・生物同窓会で検索していただければホームページが表

示されますので、その他最新情報も含めてぜひご覧ください。今後も発

足間もない生物同窓会に皆様のご支援をお願いいたします。なお、ご

意見、住所変更などございましたら、

〒390-8621 松本市旭3-1-1 信州大学理学部北支援室 小西 繭宛、

またはemail: shinshu.bio@gmail.com、まで

お気軽にお寄せください。

物質循環学科同窓会総会よび懇親会案内

物質循環学科同窓会総会よび懇親会を、例年通り銀嶺祭の日程に

あわせ、開催する運びとなりました。

懇親会では、同級生だけでなく、お世話になった先生方や先輩、

後輩達と思い出を語り、近況の報告などを交わせる場になればと思

っております。

ご多忙のところ、誠に恐縮ではございますが、皆様方お誘い合わせ

の上、ご参加ください。

総会および懇親会への出欠に関しては、10 月 20 日(水)までに、

事務局までお知らせ下さい。

同窓生同士などで連絡の取れる方に連絡いただき、懇親会だけの

参加も歓迎です。

総会または懇親会についてご不明の点などあれば、お手数ですが

事務局までお問い合わせ下さい。

e-mailアドレス：dousoukai_butsujyun@hotmail.com

記

総 会 日 時 2010年10月30日（土）15:00～16:00

会 場 信州大学理学部（予定）

懇親会 同日17:00～

会 場 松本駅周辺を予定しています。

同窓会事務局では、同窓会名簿作成のため会員の皆様に以下の情

報の提供をお願いしております。

変更や非掲載希望等がありましたら、近況などを交えて、事務局

までご連絡いただければ幸いです。

この変更に関しても誠に勝手ながら1１月２０日(土)をめどに、事

務局までお知らせ下さい。

同窓生への連絡は、主に e-mailで行っていきたいと考えておりま

すので、皆様のご協力よろしくお願い致します。

名簿掲載項目は次の様に考えています。

氏名（旧姓）・現住所・実家住所・電話番号・携帯電話番号・e-mail

アドレス・所属

――――――――――――――――――――――――――――

各学科同窓会学内理事のメールｱﾄﾞﾚｽは次のとおりです。

数学：kuri＠math.shinshu-u.ac.jp

物理：ｈshimizu＠shinshu-u.ac.jp

化学：aohta＠shinshu-u.ac.jp

地質：otsukat＠shinshu-u.ac.jp

生物：mkonishi＠shinshu-u.ac.jp

物循：shirohada＠shinshu-u.ac.jp



「信州で学ぶ」改訂第２版の出版のお知らせ

物理科学科 長谷川庸司

2008年の夏に「信州で学ぶ」を出版して、早２年が経ちました。このた

び、改訂第２版出版の運びとなりました。出版の経緯ですが、まず昨年

の秋に、理学部同窓会から改訂版出版の打診がありました。編集委員

会で議論の結果、改訂版の出版を決め、編集を開始したのが今年の初

めのことでした。夏前の出版を予定していたのですがずれ込み９月末

の出版にこぎつけた次第です（この原稿を書いている時点ではまだ最

終校正の段階のため、こぎつけそうです、が正確な表現になります）。

改訂の内容ですが、まず、初版出版後に着任された数理・自然情報

科学科の佐々木格先生、化学科の庄子卓先生のお二方の研究紹介文

とメッセージを新たに掲載しました。また、定年退職された先生方から、

改訂版への研究紹介文掲載の許可を頂き、初版同様引き続き掲載して

います。さらに、物理科学科、化学科、地質科学科、生物科学科の学科

紹介ページを見開き２ページに拡大しました。各学科の学生が実験や

調査活動をしている写真も豊富に掲載し、また理数学生応援プロジェク

トなどのカリキュラムを紹介することで、より高校生に興味を持ってもらえ

る内容になっていると思います。

表紙のデザインも変更しました。初版の表紙（上高地の写真）は信州

を前面に出したものでしたが、今回は、ブナの大木を見上げ、緑に茂っ

た葉の間から木漏れ日が差す落ち着いた写真をあしらい、印象的なも

のとなっています。他の部分の改訂は、初版の完成度が高かったため

か、最小限のものです。多くの先生方の研究紹介文に変更はありませ

ん。この改訂版も、初版と同様に、高校生限らずできるだけ多くの方に

手にとって、目を通して頂きたく思います。

最後になりましたが、理学部同窓会には、「信州で学ぶ」改訂第２版

出版の機会を与えて頂きありがとうございました。この場を借りて御礼申

し上げます

信州自然誌科学館2010「自然のからくり」を終えて

実行委員長 森清寿郎（地質科学科）

今年も、夏休みを利用しての小中高生向けの科学実験体験教室「信

州自然誌科学館」を、理学部同窓会のご援助・協力をいただき無事終

えることができました。当日（7月31，8月1日）参加していただいた森同

窓会長ほか同窓会のみなさま、ゲストブースを出展していただいた学

外の皆さまにこの紙面をお借りしてお礼申し上げます。

今年度は、ブース 36、学外からのゲストブース 5、パネル展示５件の

ほか、特別企画として理学部探検ツアー、スタンプラリー、地質標本室

の公開がおこなわれ、2日間に655名の小中高生と保護者が来館しまし

た。アンケートに記された感想「皆さんが大変熱心なのに驚きました。

子供も私もとても楽しむことが出来、興味もさらに増しました。来年も参

加したいと思います。みなさん頑張ってください。期待しています。40

代男性」にあるように、来館された方々から好評をもって迎えられました。

国立大学の理学部というと、一般市民にとっては建物の中ですらなかな

か入りづらいと思われますが、このようなイベントを通して、信大理学部

を市民の身近な存在にしていきたいと、理学部教職員一同念じておりま

す。

理学部同窓会からの、今後のさらなるご協力、ご援助をよろしくお願

いいたします。

信州大学赴任の頃

元・物理学科物性物理学科目教授 勝木 渥

私が信州大学理学部に赴任することになるのは、次のことが切っ掛け

だった。

1965 年のある夏の午後、名古屋大学工学部応用物理学科第 1 講座

（物性理論）の助手であった私が、研究室の“悪童”連と中央図書館階

下の喫茶室に行ったとき、眉目秀麗の未知の人が、坂田昌一先生およ

び理学部素粒子論研究室の人たちと何か話し込んでいた。私は名大

理学部物理学科の出身なので、坂田先生その他の人とは面識があった。

研究室に戻ると研究室のボス、志水正男教授から話があった「今、坂田

先生から電話があったが、君は信州大学に教授として赴任する気があ

るか」。私は学生時代の名大理学部物理教室の雰囲気の中で、研究者

が 1つの研究室に長く留まり続けることは好ましいことではなく、積極的

に研究場所を変えていくのが好ましいという考え方を身につけていた

から、「行く気はあるが、教授というポストは、私にとっては、分不相応に

高すぎる」と答えた。

その秋から 1 年間ロンドン大学に留学し、1966 年秋に帰国したが、

1967年1月から3月までの3ヶ月間、応用物理学科の別の講座の助教

授の空きポストを使って助教授になり、4 月、信州大学理学部物理学科

にこの年設置されることになった物性物理学科目の教授として赴任した。

36 歳 9 ヶ月であった。若過ぎて、教授の給料はまだもらえなかった。名

大工学部応用物理学科修士課程をその 3 月に修了したばかりの寺尾

洌さんも、このとき一緒に助手として赴任した。

着任第 1 年目は県の松本高校跡のキャンパスで過ごした。当時の文

理3年生を対象に「物性論（1）」の講義をした。

私のもとで卒業研究をしたいという学生が 5年生に 3人、4年生に 1

人いた。太田清文、袖山隼雄、三澤進、沢田暉重の４君である。ゼミは

Raimes という人が書いた金属理論の英語の本の輪読をした。雪の降っ

たある日、かれらはスキー用の衣装とスキーを持ってきて、私に衣装を

まとわせ、校庭に連れ出してスキーを履かせ、いろいろと私のポーズに

うるさい注文をつけた上で、カメラを斜めに構えて、私が雪の山の急斜

1

込

す

を

申

る

る部分もありますがここに掲載します。
「信州大学理学部教員からのメッセージ－信州で学ぶ」改訂版は実費

000 円です。ご希望の方は送料 500 円とあわせ、送付先を明記の上お申し

み下さい（3 冊までは同料金で送れますので 3 冊希望の方は 3500 円で

）。また、教育関係者で進路指導に使う方には1冊進呈します（送料500円

郵便切手でお送り下さい）。

また勤務校宛て（学校長・図書館長・進路部長など）に送付希望の方はお

し出下さい。大学から送らせていただきます。理学部までお越しいただけ

方は理学部事務庶務部をお訪ね下さい。

申し込み先：〒390-8621 松本市旭3-1-1
面

月

1

た

究

信州大学理学部同窓会 「信州で学ぶ」係
勝木先生より寄稿をいただきました。「文理学部から理学へ」に関す
を颯爽と滑り降りる影像を作り上げた。私は1967年4月から1996年3

まで、29 年間信州大学に在職したが、私がスキーを履いたのはこの

回だけであった。

さて、着任第 1 年目は松高あとの県の校舎でそれなりに楽しく過ごし

が、春休み中に旭キャンパスの旧松本連隊の兵舎あとに移った。研

室が旧兵舎で至って粗末だということは気にならなかったが、着任第



2年目を迎えた早々に、大問題に直面した。私の学科目の助教授として

想定されていた人に、名古屋市にある国立大学のポストが見つかり、信

大への赴任がキャンセルされてしまったのである。

創設時に理学部物理学科にいた人たちは素粒子論や宇宙線が専門

だったので、物性物理学分野の“創設”の仕事が私の肩に掛かってき

た。電子・統計を含めて予定教員のリストはあったが、信州大学の外か

ら赴任することになっていた教授3人、助教授1人、計4人のうち、約束

通りに赴任したのは私だけだった、というのが現実の状況だったのであ

る。

信州大学の文理改組による理学部の設置は、敗戦後疲弊しきってい

た日本経済が朝鮮戦争による特需景気で息を吹き返した（ここには隣

国の民衆・人民の不幸に支えられた自国の繁栄という深刻な問題が内

包されている）という状況の下で、1950 年代末からはっきり現われてき

た“経済構造の現代化”という国策と、それを背景としての科学技術立

国、その現れとしての旧帝大工学部の大拡張に始まる大学の変貌があ

り、そのような国策の延長上に実現したのが、地方都市に作られていた

旧制高校を基盤とする文理学部の改組による、地方国立大学理学部の

設置（それにともなう物理学科の設置）であった。

時期は1960年代後半、企業の中央研究所ブームや工学部の拡充が

相次ぎ、“物性屋”の売れ行きは良かった。着任がキャンセルされた物

性物理の助教授ポストの公募をしても、“田舎大学”のポストに応募しよ

うという奇特な人はなかなか現われなかった。

このような状況では、物理学科に物性関係の研究室は出来ないかも

知れない、との深刻な危機感を私は抱き、物性グループに、日本にお

ける物性研究体制の構築や将来構想を論ずるさい、地方大学に研究

基地を確立するということを視野に入れよ、地方大学の問題を地方大学

だけの問題として知らぬ顔をするのではなく、日本全体の物性研究体

制の一環として考慮に入れよと、執拗に声高に訴えるとともに、地方大

学にいる物性物理の研究者と連絡を取り合い、「地方大学懇談会(物

性)」を立ち上げて、年 2 回春・秋に開かれる物理学会のたびごとに「地

大懇(物性)」の会合を開いて情報交換や今後どんな活動を進めていく

かについての意見交換をすることを始めた（その初めての会合は 1968

年4月の物理学会第23回年会のときに開かれた）。この「地大懇(物性)」

（最近「中小規模研究室懇談会(物性)」と改称した）の活動は今なお続

いている。

上記の「地方大学」を（物性物理学の）研究基地として確立する」とい

う考えは、私が初めて提起したもので、それなりに画期的な問題提起で

あった、と自己評価している。この考えを提起するさい、その頃出版さ

れていた坂田昌一の『科学に新しい風を』の中の「自国に根を下ろした

科学を創る」という言葉から ―「自国」を「地方大学」と読み替えることに

よって ― 貴重な示唆を受けた。

また、地方大学にいる者としては、研究者間の交流の機会が減って、

孤立する可能性が大きいと思い、共同利用研究所を積極的に利用しよ

うと思った。自分が研究会を提案すれば、その研究会には必ず出席で

きるはずだと思い、物性研究所の磁性研究室の人に声を掛けて相談し、

1968年6月に「Invar 効果」の研究会を開いた。（勝木は4人の提案者

の中の１人として、これまでに提出されているインバー理論の総合的な

解説と、インバー合金の磁性に関する自分の研究の発表をした。研究

会には寺尾さんも出席した。）

研究会のあと、その成果を生かし、寺尾さんと一緒に分子場近似で

集団電子模型での磁気体積効果の理論を作り、それに基づく計算をや

ってインバー合金の特性を論じ、矢継ぎ早に 3 編の共著論文を書き上

げて、日本物理学会の欧文研究発表誌 Journal of Physical Society of

Japan に、1968 年 12 月、1969 年 1月、3 月に投稿し、それぞれ 1969

年5月、8月、10月号に掲載された。

私としては、「地方大学を研究基地として確立する」ということに現実

性があるということの証拠を示そうという気持ちもあったのである。

さて、ここで学部卒業生の大学院進学のことを補足しておこう。

私の最初の卆研生太田清文さんから卒業後の大学院進学について

相談を受けた。太田さんの郷里は長野県南部木曽の大桑村で、そこか

ら一番近い大学として名大大学院への進学を考えて、私に助言を求め、

私は高木豊教授の主宰する工学部の人工結晶部門への進学を勧めた。

髙木教授(1914-2005)は 1937 年に東大理学部物理学科を卒業して

1939 年に東大理学部講師になったが、ここでエントロピーを計算する

「高木の方法」を開発し、合金の規則－不規則転移を統計力学的に導

た人としてよく知られていた。高木さんは 1965 年度に名大工学部の人

工結晶部門の教授に着任したが、そのことを1966年度まで応用物理学

科に在籍した私は知っていたのである。（人工結晶部門は応用物理学

教室と密接な関係があり、人工結晶部門の大学院生の修士や博士の学

位は応用物理学科から授与された。）

太田さんは合格してそこに進学したが、太田さんの仕事ぶりは高く評

価されて、その後、文理学部・理学部の卒業生がかなり多数人工結晶

部門（部門の教授は髙木教授から石橋善弘教授に引き継がれ、後に応

用物理学科の一部門となった）に進学した。のちに私は人工結晶研究

室の人から、信大の物理からはなかなかよい学生が来ると言われたこと

がある。このとき私は「信大からよい学生が行ったということは、信大から

ゆく学生が常によい学生であるということを、論理的には必ずしも帰結し

ない」と答えたが、まんざら悪い気はしなかった。

2009 年に発行された『名古屋大学工学部 応用物理学教室 五十年

誌』には、修士論文・博士論文の題目と所属研究室ないし主査の記載も

あるが、人工結晶部門およびその後身である石橋研の修士論文発表者

のリストおよび博士の学位取得者のリストから、信大物理卒業者と思わ

れる人の名前を学部卒業順に列記しておこう。

文理16回卒業太田清文（1969年度修士）、文理17回後藤澄寿（1971

年度修士）、理学4Ｓ和田三男（工博301号1977年度、1978年3月授

与、主査 髙木豊）、12Ｓ杉山範雄（1984 年度修士）、14Ｓ藤田一彦

（1984年度修士）、19Ｓ岩田真（1990年度修士）。

信大の物理からはなかなかよい学生が来るという評価の確立には、

上記の人達の研究室での働きがあったに違いないと思うが、その最初

の道を開いたのは太田さんだったといえよう。太田さんの修士論文の題

目は「NaNO2 の育成と弾性的性質」、後藤さんのそれは「熱雑音による

NaNO2の相転移の研究」である。太田・後藤の論文題目を見比べながら、

太田さんの作った NaNO2 を使って、太田さんの研究を引き継ぐ形で後

藤さんの研究が行われたのであろうと想像した。

もう一つ特筆しておきたいことは、太田さんが進学先の名大工学部応

用物理学科で、終生にわたる心の友を得たという事実である。真実の心

の友が得られるのは、学部学生時代だけとは限らない。新しい勉学の

場を求めて、学部時代とはちがう勉学先に進学してもそこで心の友に

出会う可能性があるということである。

太田さんは2009年12月28日に病没した。その告別式が2010年1

月 5 日に行なわれ、私も参列した。告別式の最後に読まれた友人代表

内藤正孝さんの弔辞は、太田さんへの惜別の思いに貫かれた切々たる

ものであり、それを聴いた参列者（少なくとも私）が太田さんの人生がど

のようなものであったかをありありと思い浮かべることができるようなもの

であった。この内藤さんこそ、太田さんが大学院生時代に得た、終生に

わたる心の友だったのである。内藤さんは名大理学部物理学科の1943

年 3 月の卒業生である。同じ年に信大文理学部を卒業した太田さんが

名大工学部大学院に進学しなかったら、決して会うことがなかったであ

ろう人である。

太田さんは、私にとっての最初の卒研学生(の一人)で、今でも強く印

象に残っている学生である。太田さんは修士課程修了後、富士通に就

職するが、私は信大在職中に、太田さんが工場長だったか部長だった

かをしていた、甲府にある富士通の工場に大学院生を連れて見学に行

ったことがある。太田さんと会ったのはこのときが最後だった。1999年に

私は著書『物理学に基づく環境の基礎理論』を世に問うたが、その 178

頁4～12行に書かれた《私とある半導体工場の部長（私がある大学の物

性物理学の教授として赴任した、その最初の年の卒業生）との会話の

一部を紹介する。……》の会話の相手は、実はこのときの太田さんだっ

たのである。

信州大学の広報誌「信大NOW」64号に生物多様性の特集記事があります。本

部より送付人数分いただきましたので同封します。

また、この広報誌の定期購読を希望する方は、同封の応募用紙でお申し込み

下さい。

「信大NOW」64号の7ページにも紹介されていますが、旧廃液処理場(旧教養

部東)に自然科学館を設立することになりました。

科学館の詳細については次号でお知らせします。



世 紀 を 超 え て 母 校 は 生

秀麗な山脈の環に抱かれ育った松高生

嘗
かつ

て学びし松高、わが松本の地は四囲を

槍、穂高の主峰の連なり、王ヶ鼻など山脈

尖鋭に反射している。「遠方」を望むことは

を積むことが出来たことは、この地松本が

難い第二の故郷になっている所以である。

配属将校H少佐と松高生

軍事教練の時間に、いずれ赤紙(召集令

んて馬鹿なことをするな。山の中に逃げ込

何とかなる」と教えたとのこと。勿論狂気

の方向をしめす言動も珍しいことではなか

美化は慎むべきであろうが、軍国主義の柵

い良質なものの中で松高生は生きていたの

松高の春戦後の忠誠寮寸描

昭和 23 年秋だったか、東大経済学部の木

であった。先生はイギリス・ルネッサンス

シス・ベーコンの主著『ノーヴムオルガー

その種族、洞窟、市場、劇場の四つのイド

を疑い敗戦の激動期である現在の進むべき

調で話され、私達は深い感銘を受けたので

言うべきか、寮全体が静寂に包まれていた

ったのかA君は廊下の窓を大きく開け放ち

をむさぼるな、目覚めよ、パトスを燃やせ

また部屋にこもり、ゲーテ全集を机上に

と宣言して、教室にも出ずにひたすら机に

み発生の貼り紙を部屋の入口に貼り、しら

に入れたシャツに熱湯を注ぐとドロドロに

様々な人々の姿が目に浮かぶ。貧しくしか

きた日々であった。(29理2松浦寿幸)

料についても載せます。
松本高等学校の終焉から信州大学文理学部へ

敗戦により・コペルニクス的転回とも言われる大変動の中で松本

高等学校も再出発しましたが、それも束の間、GHQ の方針により

6・3・3・4制という新学制になりました。昭和23年に入学した30

回生は在学 1 年で高校生活を打ち切られ、昭和 24 年新制大学を再

受験することになりました。この年松本高等学校は信州大学文理学

―――― 文 理 の ペ ー ジ ―――――
前回に続き松本高等学校同窓会と文理学部同窓会の手による記念冊子「世

紀を超えて母校は生きる」の後半を掲載させていただきます。写真の配置や

文章の位置は編集の都合上原本とは異なります。また、原本はカラー印刷

ですが、会報はそうではありませんので写真などが見にくいところがありま

すご容赦下さい。原本にの最後の馬瀬良雄氏の「待ちわびた母校の重文指

定」と題する思いのこもった分も紹介します。その中に記されている参考資
き る （そ の 2）

山々に抱かれ、殊に常念、

の環は四季のそれぞれを

一つの精神を見ることで

あり、風や光

の動き、豊か

な緑、季節の

めぐりが若者

たちの貴重な

魂の領域を染

め上げぬわけ

はなかった。

ここで山野を

跋渉し、学業

わたしたちにとって忘れ

状)の来る松高生を桜の木

の下につれてゆ

き教練を止め花

を静かに眺めさ

せてくれた H

少佐。当時の生

徒の書き残した

ものによると、

彼は19年の春、

生徒たちに、

「竹槍で戦うな

む作戦をとれ、そのうち

に近い戦争末期には反対

っただろうから、過度の

（しがらみ）に囚われな

だろう。

村健康先生の講演が講堂

時代最大の思想家フラン

ヌム』を取り上げられ、

ラ(偶像)を破壊し、常識

道を静かな説得力ある口

ある。その夜、火照りと

深夜、飲んで外出から帰

全寮生に向かって“惰眠

”と熱弁をふるった。

積み上げ数日で読破する

向かっていたB君、しら

み退治をするためタライ

溶けてしまった C 君。

し自立と自由を精一杯生

部となりましたが、1学年上の29回生は、旧制高校の3年生に進級、

昭和 25 年旧制高校生としての最後の卒業生となりました。開校以

来の松高卒業生総数は4994名でした。

また 30 回生は松高生としての 1 年を終え、その多くは全国に散

って行きましたが、信州大学文理学部へ入学した人もかなりおりま

した。この人たちは松高で学ぶはずだった2年間をここで取り返そ

うとし、新制高校出身の人々と共に、新しい大学の運営に参加しま

した。

信大文理学部は松高を母体としたので、校舎もそのまま、草創期

には教授陣もほとんど変わりませんでした。新設大学の特有の苦労

もありましたが、松高の校風を受け継ぎ自由もある大学生活を送る

ことができました。教授会と学生会との間に設立された「自治連絡

協議会」などは、新しい民主教育具体化の一つの象徴的機関であっ

たといえるでしょう。また第1回の演劇公演を松高最後の卒業生と

共に行った演劇部のOBは「やまなみ会」を結成、若手を加え、そ

の活動は今に及んでいます。こうした卒業生は県内外の各地に進出

し、さまざまな分野ですぐれた活動を展開しています。

松本高等学校“跡地”保存運動の開始

昭和 41 年信大文理学部は人文学部・理学部に改組され、その後

旭町キャンパス

が整備されるに

つれ、移転する

学部が相次ぎ

“あがたの森"

の学生の姿が少

なくなっていき

ました。 その

年松高同窓会が

再建され・翌42

年春から「松高

跡地保存運動」が開始されました。市長・信大学長に提出した陳情

書によると、「跡地一帯を公園として保存」することを願い、それが

不可能であるなら、「せめてヒマラヤ杉と“縣の森"だけでも永久に

保存してほしい」と言う控えめな内容でした。そして松高創立 50

周年記念行事の一つである「松本高等学校跡」という記念碑の建設

に協力を求めました。その要望がかなえられ昭和 43 年 9 月 8日松

高創立 50 周年記念式典の折、念願の「松本高等学校跡 われらの

青春ここにありき」の記念碑の除幕式が縣の森で行われました。

“校舎保存運動”が加わる

昭和 46 年 3 月文理学部は 21 年の歴史を閉じ、”あがたの森“に

残るのは人文学部のみとなりました。

昭和47年1月、松高同窓会は陳情書を関係機関に提出し、「松本

高等学校は信大

文理学部と共に、

県下の最高学府

としての使命を

50 有余年にわ

たって果たして

来た。その校地

を旧校舎の一部

と共に教育の文

化的聖地として

保存し、更に市

民の憩いの場所

としての市民公



園として確保してほしい」と陳情しました。信大文理同窓会も「母

校跡地保存」を決議し、以後松高同窓会と信大文理同窓会は跡地及

び校舎保存運動を共同歩調で進めることになりました。その後、両

同窓会は市と協力して信大に対し「跡地及び校舎の保存活用と市へ

の払い下げ」の陳情活動を続けましたが、「跡地を更地にするほかな

い」と言う信大の意向が変わらず、悲観的な情勢のまま越年するこ

とになりました。

県ヶ丘高校の火災

ところが、昭和48年3月22日夕刻、県ヶ丘高校に火災発生、同

校は木造校舎の全部を失いました。県当局は校舎再建まで人文学

部本館の借用を信大に申し入れました。信大は校舎と講堂を1年間

貸与することを決定、その結果校舎・講堂の1年間の延命は確実に

なりました。しかし夏休みに入るや校舎・講堂・寮・教官宿舎以外

の建物の取り壊しが始まり、その9月荒涼とした雰囲気の中で松高

創立 55 周年記念祭が開かれました。参集した同窓生の間には「母

校の見納めか」と悲痛な気持ちが漂いました。しかしその後も校地・

校舎の保存運動は粘り強く続けられました。

本館・講堂の保存決定と国重要文指定決定まで

その後紆余曲折を経て、危うく保存に成功し、取り壊しを免れた

本館・講堂は「あがたの森文化会館」となりました。初代館長手塚

英男氏は、次のように回想しています。「“あがたの森"は、難産の

末の誕生だった。用地をできるだけ高く売って信大キャンパス整備

の財源をつくりたい国と信大の立場。木造校舎の保存よりは、市街

地の一角にあの広大な用地が欲しかった松本市の立場。この二つの

事情が、難

産の原因だ

った。」(『あ

がたの森に

学び舎は生

きる』)最終

的に本館・

講堂は松本

市に移管さ

れ、長野県

の県宝に指

定されました(昭和56年)。この間の保存運動については小沢行雄(24

回理乙2)編著『旧制高等学校記念館一その生い立ちと歩み一』及び

信大文理学部同窓会の編集した『あがたの森に学び舎は生きる』に

詳しく報告されています。この保存運動を推進したのは、松高の同

窓生であり、松高1年を修了後文理学部生になった仲間を核とした

新制大学草創期の卒業生であり、関係する学者や有識者、松本市当

局、市民の皆さんでした。平成5年にはあがたの森に「旧制高等学

校記念館」が建てられ、平行して起こっていた本館・講堂の国の重

要文化財指定をめざす運動が強まりました。そしてその修復工事に

松本市は多くの費用を投じ、平成 17 年修復を終え、国の重要文化

財指定を受ける準備が完了しました。そしてついにこの運動は実り、

平成19年4月20日文化審議会は本館・講堂を国の重要文化財とす

るよう、文部科学大臣に答申し、平成19年6月18日認定を得るこ

とができたのでした。

あがたの森文化会館としての旧制松高校舎の現状

旧制松高跡地及び本館・講堂の重要な特徴は保存・展示だけでな

く、その活用にあります。日本教育史上の重要な遺構であると同時

に、市民をはじめサイトウ・キネン・フェスティバルや才能教育研

究会などで日本はもとより世界各地から訪れる人々に利用され、こ

うした文化財としては全国稀に見る利用率を誇っています。この校

舎が「あがたの森文化会館」として開館し30年が経過した平成18

年度の利用状況は次のようになっています。

文化会館 利用者 104,592 人

利用登録団体 276 団体 ピア

ノのある部屋12室

公民館 22講座

図書館 利用者24,164人

講堂はサタデーコンサートを

はじめ年間を通じて利用され、

月1回松高同窓会主催の“サロンあがたの森"、公民館・図書館の共

同事業で子供祭りやクリスマス会などが開かれています。

旧制高等学校記念館入館者 13,049人

各種展示会、展覧会が年間を通じて開催されます。

こうして旧制松高の遺構は年間を通して松本市民の文化発展・向

上に大きな役割を果し、市民に親しまれる貴重な場となっています。

待ちわびた母校の重文指定一思い出すままに

松本高等学校校舎重文指定記念祝典実行委員長 馬瀬良雄(松高30

文乙・文理1回人文)

2007(平成19)年4月20日、文化審議会は母校を国の重要文化財

に指定するよう文部科学大臣に答申した。それを受けてマスコミの

取材が始まり、さらにテレビ・ラジオ放送でこのことを知った知人

からの電話の応対に追われ、重文指定の喜びに浸るいとまはなかっ

た。その中の二つ三つ。夕方、久根下一幸(文理1回社会、文理同窓

会第二代会長)、病床から最後の力を振り絞っての電話だった。「や

あ、良かった。これでワシも安心して旅立てるありがと。ありがと」。

夜 9 時過ぎ、母校の保存・活用問題に打ち込んできた熊井啓(松高

30 文乙・文理 1 回、社会)にようやく電話が繋がった。独酌で重文

指定を祝っていたらしい彼は、電話をなかなか切らせようとはせず、

よかった、嬉しい！を連発したが、彼のその気持ちは痛いほど分か

つた。これが彼との別れになろうとはその時は知るよしもなかった。

明日は、この問題に発端からそれこそ身を粉にして尽力した鎌倉通

敏(松高30文乙・文理1回人文・文理同窓会初代会長)の墓前にこの

ことを報告しよう。そしてこのことを彼の奥様にもお知らせしょう

とダイヤルを回した。

思えば長い長い道程だった。母校の保存問題が起こった 1972(昭

47)年から、実に30数年の年月が経ったことになる。このことに深

く関わり、この朗報を待たずに物故した方々の数はあまりにも多い。

朗報を聞きながら重文指定の祝典を見ずして鬼籍に入った方も、熊

井・久根下の二人にとどまらない。実に多くの人々の努力の上に、

母校重文指定の栄誉はもたらされたことを改めて確認しておきたい。

母校の保存と活用については、今まで何回も筆をとってきたので、

ここには繰り返さない。最終ページの参考資料③⑤⑥をご覧いただ

ければ幸せである。

私たちは母校の保存運動のため精魂を傾けた。何がそうさせたの

か。今も時々そのことについて聞かれる。私の思いはこうだった。

戦中・戦後、多くの若者と同じように、私は「死」と向かい合って

生きてきた。「死」は恐れの対象であっても、それから逃避すること

のできないものであって、少し大げさに言えば、死と対決せざるを

えない青春の中にいた。Was ist der Tod? (死とはなにか)、Was

Űberwinder des Todes? (死を超克するものはなにか)、Wie zu

leben?(いかに生くべきか)－こんな問題を日夜、ある場合には

komisch(滑稽だ)と思えるほどまじめに考えもした。それは究極にお

いてdie Llebe(愛)－もちろんそれはアガペ的なものでエロス的なも

のではなかった

－であると思い

定め、その実践

のため田舎教師

として山深いア

ルプスの麓の高

校に赴任した。

ゲーテの der

Werdende( 絶

えず成長する

人)でありたい

と願い、 der

Gewordene( 成

長をやめた人)

にはなりたくないと思い、その行為の中にErlősung(救済)を求めた。

母校の保存と活用の運動はその延長線上にあったので、運動への異

和感などはなかった。

母校はその前半生、日本の高等教育史に数々の功績を刻み、後半

生、あがたの森文化会館として蘇り、本館・講堂は約300の登録団



体により日夜活用され、まさに地域文化創

世紀を超えて生き続ける。その姿には感

このたび森に囲まれた景観の中で重要文

に満ちた私どもの生が母校とともに永遠

っきりと体感する。

参 考 資 料

①『我ら青春ここに有りき』 松本高等学

②『旧制高等学校記念館－その生い立ちと

③『県の森に学舎は生きる』 文理学部同

④『旧制松本高校青春記』 郷土出版

⑤松本高等学校同窓会会報 88、106、

⑥『記念館だより』 23号 記念館友の会

破壊続く信州の自然と文化

私は職業柄、日本各地を歩いてきたが

さまじいところはない。

たとえば登山客のメッカである上高地

場は満杯、あふれた車は環境庁が駐車禁

を押しのけて、白樺林の中の高山植物を

んでいた。

私は、山の中への車の乗り入れを全面的

しかし、そこにはおのずから限度があり

るいは自然が破壊されることが明らかに

発は認めることができないのだ。

自然保護運動の天王山とまでいわれた

工事はストップ状態にあるが、今までの

かり失われてしまった。だが、こうした

客の多くは若者たちだ。彼らには徒歩が

自然に魅力を感じ、自然と一体化するこ

ある。残念ながら、今の若者たちには、

ないようだ。

こうした自然の破壊が、文化財の破壊

しているのが、最近の信州の特徴といえ

高等学校の校舎がある。現在は信州大学

十九年）の夏から取り壊しが始まってい

聞いていたが、それは老朽化した部分で

とは思わなかった。

なぜなら、この建物は大正9年（1920

土台石から天井板の隅々にいたるまで、

が配られ、手作りの美しさが光っている

的な玄関は、大正デモクラシーを象徴す

と定評のあるもので、全国旧制二十数校

一のものだからである。それに最近の調

さらに数十年の使用にも十分耐えられる

だが、私は昨年の秋、現地を訪れて私

知らされた。講堂・本館と若干の附属物

なお、これらの資料等や旧制高校

どについては県の森文化会館内松

窓会にお訪ね下さい。また、文理

理学部内にあります。

松本高等学校の取り壊しが一部始まる中

鳴らす一文が発表されました。そのうち

これは「エコノミスト」（昭和 49 年（

に載ったもので文理学部同窓会報 27 号

す。なお、会報 27 号には同氏の「松高

て」と題する一文も載っています。
造センターの役割を担い、

動すら覚える。その母校が

化財の指定を受けた。滅び

の中に息づくのを、私はは

校同窓会

歩み－』 記念館友の会

窓会

109号

熊井 啓（1社）

、信州ほど自然破壊度のす

では、車のラッシュで駐車

止のために置いた大小の石

踏みつぶし、ギッシリと並

に否定するものではない。

、自然破壊してまでの、あ

分かっているような道路開

霧ヶ峰のビーナスライン

破壊で、昔の自然美はすっ

場所へ車を乗り入れている

ふさわしいと思う。本当に

とに喜びを感じるならばで

そのような自覚はほとんど

につながることを如実に示

る。そのひとつに旧制松本

の所有物で、去年（昭和四

る。校舎が整理されるとは

、まさか全部取り壊す予定

年）に建てられたもので、

これを作った工匠たちの心

。ことに門を構えない開放

る旧制松本高校建築の典型

の中で、原型のまま残る唯

査によると、この建物は、

堅牢なものでもある。

の考えの甘さを痛烈に思い

、寮を除き、すべて取り壊

されていた。その後、地元市民や同窓会の保存・活用運動がしだい

に高まり、本来ならば今年三月を過ぎれば全部取り壊しというとこ

ろを、一応食い止めた形になっている。こうした運動と信州大学事

務局との間に立って松本市が精一杯の努力を払ってきたことは注目

に値することだ。しかし、信州大学が取り壊しを再開した場合、市

が阻止できるかどうか疑問である。すでに信州大学は本館の半分を

取り壊そうと意思を固めており、市も暗黙のうちに認めているので

はなかろうか。

信州大学事務局がなぜ壊そうとしているのか、というと「大学設

置基準」による土地面積が充分でなく、正規の体育の授業に必要な

陸上競技場がないことで、そのための用地確保、つまり取り壊しが

急務だというわけである。しかしこの「用地」は信州大学旭町キャ

ンパスから、なんと2キロも離れている。ここで体育の授業をする

には、冗談ではなく学生たちは車に乗って通学しなくてはなるまい。

いったい大学とは、それまでして体育の授業をしなければならな

いところなのだろうか。それに、信州大学は東京や大阪のような都

会にあるわけではなく、四方を大自然に囲まれた地方都会にある。

北アルプスをはじめ、周囲の山や高原を利用するのも一つの方法で

はないか。地方大学は、そのローカル・カラーを生かした教育方法

を取るべきだろう。

三月に、松高卒業生である作家の辻邦生氏は『信濃毎日新聞』に、

「よみがえれ心の〝優しさ″よ、〝美しいもの″の原点」というア

ピールを寄せている。

「静かな古典的な建物、緑の木々、

山からの風、鳥たちの声が私たちの

心に〝優しさ″を取り戻す。私は信

州大学長や松本市長が苦労している

のを知らぬわけではない。しかし〝

美しいもの″は一度失ったら戻って

こない。それを守るのは、後世の人々

に対する私たちの義務である。それ

を守り抜いたときに、この建物は必

ず信州の誇りとなる。〝美しいも

の″の原点として旧制松本高等学校の校舎と環境の保存を切望して

やまない」 いま、ここを全市民および松本を訪れる人々のための

緑地公園にしようという動きもある。四月には松高と信州大学文理

学部同窓会が「県宝」申請をした。やがては国の重要文化財への道

が開かれる可能性も十分にある、という判断からである。しかし信

州大学側としては、県文化財専門委員会議でこの件が議せられる以

前、学生たちが帰郷する夏休み中に取り壊すつもりではないか、と

私は不安に思う。

地方都市のひとつで起きたこの問題は、単に地方の問題にとどま

らず、今後の日本の文化財保護・活用のあり方を論ずるうえに大き

な波紋を投ずることになろう。

熊 井 啓 氏 略 歴

1930年（昭和5年）豊科吉野にて生まれる。1936年松本市へ田町小学

校、松本中学校（現松本深志高校）卒業、旧制松本高等学校文科終了、信州

大学文理学部入学、劇団「山脈」で演出をし、多数の公演を行う。恩師のアド

バイスのもと映画界入りをはたし、1954 年（昭和29年）独立プロを経て日活

撮影所入社。映画「帝銀事件・死刑囚」でデビュー、「日本列島」「黒部の太

陽」「サンダカン八番娼館」などのたくさんの映画を送り出しました。2007年5

月 23 日亡く

なりました。

熊井啓氏の生まれた安曇野を城山公園から望む

、松高の事な

本高等学校同

学部同窓会は

、熊井啓氏の警鐘を

の一つを紹介します。

1974）7 月 16 日号）

に採録されたもので

校舎保存運動につい

―――― 文 理 の ペ ー ジ ―――――



―――― 書 評 ―――

「熊

映画

てか

彼の

本、

いう

術革

次々

映画

価が

され

的役

内書

併

は、

著

受け

と強

れが

立て

を可

熊

の場

うが

すん

てて

も珍

著

を熟

（後

始め

熊井

撮影

の社

作品

牽引

破っ

われ

出合

題や

画完

「帝

と続

には

は、

著者

困難

その

り遂

にも

熊

彼は

なく

そこ

民を

んだ教師たちが自己批判を全くせず、責任を指導者たちになすりつけ、

今度は手のひらをひっくり返すように民主主義を声高に叫ぶのをみて、

怒りを覚え、勢い懐疑的にならざるをえなかった」と。その時の経験が、

こ

「熊井啓への旅」という力作が出版されました。
井啓への旅」を読んで

神田 寛（文理学部第1回人文科学科（英文）卒）

の熊井啓監督が幾多の傑れた作品と多くの話題を残して世を去っ

ら、三年余りが経って、ようやく彼の全貌が明らかになりつつある今、

最後の作品群「愛する」「日本の黒い夏―冤罪」「海は見ていた（脚

黒澤明）」等が発表されてから、まだ十年ほどにしかなっていないと

のに、もはや熊井作品は映画の古典、と云いうる程、手法的には技

新による、コンピューター、グラフィックを駆使した映像作品が、

と現れるなど目まぐるしく変わる映画事情の中で、熊井作品は日本

史上に於て、どのような位置づけがなされ、どのような定まった評

下されるであろうか。これから、ぼつぼつ出はじめるであろうと予測

る彼についての研究や再評価の動きに先駆け、本書は、その嚆矢

割を担って発表された熊井監督に関する極めて貴重な総合的案

である。

し、勿論、単なる平板なガイドブックではない。本書の特徴の一つ

その奥行きの深さである。

者は何かのきっかけで、熊井作品と出合い、熊井啓が最も影響を

た田坂具隆監督から受けついだと思われる熊井啓の清廉な生き方

い信条に共鳴し、徐々に彼に傾倒し、憧れを抱いたのであろう。そ

「熊井啓さんの物語をつづっていきたい」という願いに著者を駆り

た。その著者の純粋な憧れが、読み応えある本書の奥行きの深さ

能にしたのだ、と私は考えたい。

井作品は著者が指摘するように、原作に基くものが殆どである。そ

合、監督は、原作を熟読し、すぐ映画化への構想を練り始めるだろ

、熊井監督については、その当時の社会情勢や様々な障害のため、

なりと映画化にこぎつけられたのは、むしろ稀であって、構想を立

から、映画化実現までに数年か、いや、それ以上かかったというの

しいことではなかった。

者は、熊井の通った紆余曲折を重ねた道を辿るに当たり、まず原作

読し、そして熊井の自伝ともいうべき私家版「正続池塘春草の夢」

に改版「私の信州物語」《岩波現代文庫》として岩波書店より出版）を

、「映画と毒薬」「映画の深い河」「映画を愛する」「黒部の太陽」等、

自身の著作から、入手できる限りの参考文献を丹念に読み、調べ、

の行われた実地に何度となく足を運び、作品の背景となった当時

会情勢をジャーナリストらしいシャープな感覚で調べ直し、それと

との繋がりを的確に読み解き、作品完成までの経過を並々ならぬ

力のある文章で語って、読者を飽きさせない。例えば、五社協定を

て、監督を引き受け、撮影中も、生死に関わるような大事故に見舞

た「黒部の太陽」や、その後、監督が健康を害し、入院中に原作と

って、猛然と映画化への意欲をかき立てられたものの、配役の問

、自身の再度の健康障害のため、挫折しかけた「忍ぶ川」等の映

成に至るまでの叙述は迫力があり、ドラマティックでさえある。

銀事件・死刑囚」に始まり、「日本列島」「黒部の太陽」「地の群れ」

き、数作を置いて「日本の熱い日々・謀殺・下山事件」に至り、熊井

、社会派映画作家の名が定着するのだが、作られた映画の背後に

山のように積み重ねられた解決不可能とも云える社会問題があって、

は、それらを熊井作品と共に、見つめ、考え直し、実証するという

な作業を克服しない限り、熊井映画の本質は見えてこない、と考え、

踏査の仕事に乗り出し、約二年の歳月をかけて、それを見事にや

げた。その部分は、日本の戦後史の一端を知る上での貴重な記録

なっている。

井の映画作りの根底には、少年時代に味わった不快な体験がある。

前掲の自伝の中で次のように語っている。中学校に進学して間も

敗戦を迎えるが、「次第に戦争の実相が明らかになってくるにつれ、

に至る事実をひた隠し、本土決戦、一億玉砕を叫んで、最後まで国

欺き続けた指導者たち、しかも戦争を賛美し、軍国主義を声高に叫

彼の映画作品を特徴づける一因となっている。つまり、結論を作者が明

示するのではなく、事件周辺の事実を映像と証言によって客観的に提

示し、真相は、暗示するだけに留め、結論は観客に任せるという手法を

用いるに至った。この懐疑的とも云える彼の傾向は、「帝銀事件・死刑

囚」「日本列島」「謀殺・下山事件」「千利休・本覚坊遺文」「ひかりごけ」

等に顕著にみられる。

熊井は、早くから多才ぶりを発揮し、文系的と理系的の両面の才能に

恵まれ、様々な分野に関心を持ち続け、著者のいう如く、ジャ―ナリスト

の精神と文芸作家の感性を併せ備えていた。恩師からは、「熊井君は

映画監督になるしか能はありません」と云われたそうだが、やはり、彼は

映画監督に向いていたと云いうるであろう。

そのような多方面にわたる分野に通ずる巾広い知識と教養が、一見

全く異なった傾向の作品の制作をも可能にし、高く評価されたのである。

例えば、既に彼の専門と目されていた社会派的作品から一転して「忍

ぶ川」「北の岬」のような文芸・恋愛もの、文芸作品ではあるが「天平の

甍」「千利休」「お吟さま」等の歴史もの、「サンダカン八番娼館・望郷」の

ようなノン・フィクションもの、更には宗教・哲学的主題を扱った文芸作品

「深河」等、慥かに多彩ではある。それがために、監督が映画を通して、

一貫して訴えたいと思うことは何であったのか、が明確でないとする、

批判的な声もあったようである。

然し、今回「熊井啓への旅」を読んで、実は、先にも述べた、監督が戦

争体験によって心に植えつけられた怒り、やりきれなさ、虚しさの感覚

が、すべての作品の底を貫いて流れて居り、その姿勢が、常に過ちや

罪悪を犯しやすい我々人間に反省を促すきっかけを与えている、という

点で、著者のいうように、時勢に流されず、時代に迎合せず、一本筋が

通った主張を、映画の生命である無言の映像という形で訴え続けてい

たのではないか、という事に改めて気づかされたのである。

尚、熊井作品の特徴の三要素として、一般によく口にされる「暗い、重

い、難しい」のイメージについて「人間の心の痛み、悩みは『明るくて、

軽くて、単純な』映画では本質的には癒されない。同質の痛み、悩みを

描いた、感情移入できる映画こそ薬になるのではないだろうか」という熊

井の述懐をあげている（海と毒薬）が、宣なるかなである。

エピローグに、この書が、「市民タイムス」に連載中、一度も熊井作品

を見たことのない市井の一読者から届いたメールが紹介されている。

「『熊井啓への旅』を読み進むうち、何ともったいないことをしてしまっ

たのか、と後悔した。こんな素晴らしい熊井映画を見る機会があれば、

どんなにうれしいか、とりわけDVD化されていない「黒部の太陽」を見ら

れたらと胸が躍り、『熊井監督作品上映会』の実現を望みたい。」

読み了えて、熊井啓への旅が、始め予想していたよりも、ずっと壮大

な旅であり、実に多くの労苦を伴って完結したことが判ったが、その労

苦は右（上記）の読者への反響をみても、みごとに報われ、実を結んだ

と云えるのではないか。筆者も、願わくは、この書の発刊が契機となっ

て、これから、すこしでも多くの熊井作品再上映の機会が与えられ、再

評価されるよう望みたい。（赤羽泰男著、市民タイムス編、郷土出版社、

定価1,680円）

の本の書評を文理の先輩の神田寛氏にお書きいただきました



写真の掲載は市民タイムス社の了解をいた

＜先輩からのメッセージ＞

今回はお三人の文を紹介します。

木村雅英さんは 1950 年頃の、青木功さんと

理学部の学生生活を記録されています。

いずれも今回の特集「文理学部から理学部へ

我が青春の記「人間臭い思い出の数々」

木村 雅

今から二十年以上も前、新制大学として発

よそ大学らしい施設も体裁も何もなかった

ではつらつとした空気が学内にみなぎって

絶”などという言葉が入り込む余地はなかっ

本の印税が入ったからと、教室の学生に

たキャラメルを配ったドイツ文学の教授。そ

からその講義に出たものの、その後サッパ

からず」と思ったのにとしょげ返った学生の

て、新刊の「原爆の子」の朗読をはじめ、読

げ、何回も絶句し、教室内の全学生を深い

デモやオルグの日程のほかに、マスターベ

部屋のカレンダーにマークしていた全学連

歯の高下駄をはいて、カランコロンとカッ歩

すべて古き良き時代であったと言ってしま

は血の通った人間臭さが、あちこちに横溢し

そのころ、私は演劇部に入っていましたが

個性豊かな人たちが集まっていて、まとま

まるという妙なところがありました。

私たちの演劇の練習は、まず所在のわか

とから始まりました。探しあぐねて仕方なしに

ると、ひょう然と彼が立ち現れるといったあん

のうちに迫ると、さまざまな障害が積み重な

れではダメだからヤメようという強硬意見が

訪れようとするのです。すると「切符がもうこ

が頑張って、急転直下、公演決行が議決さ

を迎えるというドラマチックな筋書きでした。

皆の気持ちが最もよく揃うのは夜おそくに

練習の場であった講堂からゾロゾロと暗ヤ

的要求が私たちをとらえ、皆は申し合わせ

杉を囲んで連帯の輪を作り、幹に向かって

でした。

先日母校を訪れたとき、驚いたことには、

でて太く高くたくましく成長しているではあり

に頼らない、暖かい天然肥料の恵こそが、

らせたのに違いありません。

人文学部の移転にともない、跡地の処理

このように手塩にかけて育てたヒマラヤ杉と

んだ講堂などの建物はぜひ永遠に保存して

文理学部同窓会報第1号（昭和47年

回 想

青木 功 （第１１回

信州松本のヒマラヤ杉に囲まれた「あがた

郷安曇野を離れ、はや半世紀になる。

筑摩の地もさることながら、旧制高等学校

遠い若き頃の思い出の場所となっている。

今、住んでいる尾張名古屋で曠日彌久に

に浸りながら古い資料をめくっていると、当

志願者募集要項（小生入学の社会科学科

合格通知書、入学許可書、更には入学料金

百円を納入せよという入学者心得等が出て
だいています

犬飼典幸さんは 1960 年頃の文

」の前史をなすものです。

英 （第2回社会科学科卒）

足当初の文理学部にはお

ように思います。しかし自由

おり、教師と学生の間に“断

たといえます。

、当時としてはまだ貴重だっ

の恩恵にあずかろうと翌週

リ音さたないので、「印税遠

話。授業はそっちのけにし

み進むにつれて涙がこみ上

感動に包んだ地学の教授。

ーション予定日を、下宿の

の闘士。デモ行進に、ほお

した学生たち。

えばそれまでですが、当時

ていたように思われます。

、発足間もないこの部には、

りがないようでいて、よくまと

らない演出者を探し出すこ

演出者抜きで始めようとす

ばいです。公演があと数日

ってどうしようもなくなり、こ

持ち上がって、遂に破局が

れだけ出ている」と総務関係

れ、あとは昼夜兼行で当日

練習が終わったときでした。

ミの中へ出てくると急に生理

てように入口近くのヒマラヤ

一斉放水をはじめるのが常

このヒマラヤ杉が他に抜きん

ませんか。農薬や化学肥料

このような良好な生育をもた

がうんぬんされていますが、

演劇の思い出を深く刻み込

ほしいものです。

8月）からの転載

文理学部社会科学科卒）

の森」の校舎を卒業し、故

記念館となった木造校舎も、

ならぬように、若き日の感傷

時の信大文理受験票、入学

は募集人員二十名とある）、

千円・授業料前期分四千五

きた。

中には、信大文理学生会主催の「新入生歓迎のためのうたとおどりの

会」の謄写印刷プログラム（昭和三十三年四月十九日（土）午後六時～

九時文理学部体育館）もある。

その呼びかけにはこう書かれている。「もぐらも蛙も、山おくの熊も、長

い冬ごもりからさめてもぞもぞと春の息吹をかいでいます。ぼくらはふと

んの中にもぐったまま先のみえない世の中をかこってなどいないでシャ

ンな踊りてと腕を組んで楽しくうたいましょう」（原文のまま）とあり、うたは、

「ともしび」「川岸のベンチ」「広きドニエブルの嵐」「行商人」等々、おど

りは「コロブヂカ」「ゼブンステップ」「メキシカンワルツ」等々となってい

る。懐かしい当時の歌声喫茶、初めて公然と女性の手を握ることができ

たフォークダンスを思い出す。

また、セピア色になった懐かしいものも出てきた。文理学部卒業式の

卒業生代表答辞の原稿だ。（於昭和三十八年三月十四日文理講堂）

卒業年のある日突然ゼミで指導を受けていた赤羽豊二郎教授から「学

部卒業式に卒業生代表で答辞を読むように」と下命があり、その時の答

辞原稿だ。原稿用紙三枚のもの、表紙に学校検閲の決済印が押してあ

る。学部長―中山 厚生補導委員―両角、宮地 事務長―栗本、倉持、

（あと一人は読めない） 厚生補導係長―百瀬

原稿の一部を抜粋すると

「・・・月日は百代の過客とか、内に外に混乱せる現下の世界情勢の中

にこれから生きていかねばならない私達にとって、日々の生活が単な

る歴史のくり返しであってはならないと思います。あらゆることに責任を

持ち、能動的に活動し、常に進歩を目指さなければならないでしょうし、

またそれが私達に課せられた社会的責任でもありましょう。・・・」

今、読み返すと面映ゆくなる文章であるが、最近の政治の乱れ、経済

の混乱、社会環境の悪化等々を考えると四十七年前の「内に外に混乱

せる現下の情勢」云々の言葉は今を予測した言葉ではなかったか。

齢七十にして懐かしき学舎を思い、同窓諸兄の身を案じつつこの回

想文をしたためた。

「日本一小さな化学教室」で学んで

犬飼 典幸 （文理学部 自然科学科 第９回卒）

私は、昭和 32 年に信州大学文理学部の自然科学科に入学し、翌年

の昭和33年に化学課程を専攻、昭和36年に同課程を卒業しました。

早いもので気がついてみますと、今年は卒業後丁度50年目に当りま

す。

そこで、その当時の化学教室の一面を、思い出を交えて、少し紹介し

てみようと思います。昭和 33 年、私を含め化学課程の新入の専攻生は

6名でした。当時、化学課程の専攻生は、各学年共に 5～6人でしたの

で、化学教室全体で、専攻生は 16，7 名程でした。現在の理学部化学

教室で学んだ皆さんには、一寸想像できないかもしれません。

６名の同期生とは、今でも、年に数回会って、当時のことを、懐かしく

語り合っております。（実は、この内の一人は、私の双子の兄弟の弟で

すが、今年 2 月に、急逝致しました。）当時、有機化学の教授の桜井先

生が、化学教室を「日本一小さな化学教室」と、笑顔を浮かべながら、い

かにも愉快そうに話しておられたのを、いまでも、ハッキリと覚えており

ます。確かに、日本一、あるいは、世界一小さな化学教室であったかと

思いますが、反面、小さいが故のメリットを十二分に享受させて頂いた

教室であった、と言えると思います。

ちなみに、現在、化学教室のＯＢ会を、「松本化学々士会」と称してい

ますが、これは、確か昭和３７年だったと記憶しておりますが、東京のＯ

Ｂ会が渋谷で開かれた際、出席された桜井先生が、その席上で命名し

て下さったものです。

その頃、化学教室には、桜井先生、藍原先生（物理化学､教授）、辰

巳先生（無機、分析化学、助教授）､新居先生（助手）、の 4 人の専任の

先生がおられました。大変残念で寂しいことですが、どの先生方も既に

他界されました。どの授業も少人数でしたから、余程の事情がない限り、

ズル休みをしたり、授業を欠席する等ということは、考えられませんでし

た。時には、先生の研究室で講義が行なわれたり、お茶や会食をしな

がら研究発表や検討会が開かれたこともありました。それだけ、先生と

の距離が近く、密度の濃い充実した授業を受けることが出来たと思って

おります。何か疑問点などがあれば、気楽に納得出来るまで、先生方と

―――― 文 理 の ペ ー ジ ―――――



お話し出来るメリットもありました。また、先生方をお誘いして、ハイキン

グに行ったり、会食をしたり、トランプゲームに興じたり、先生のお宅に

お邪魔したりと、教室内はもとより教室を離れても、色々な形で先生方

のお人柄や見識触れる機会も多々ありました。「小さな教室」故に、教室

全体のまとまりも良く、温かいのんびりとした雰囲気に包まれており、真

面目に勉強すれば、充分にそれに答えてくれる、ある意味、理想的な

教育環境の中に置かれていたと思います。残念ながら、在学中はそれ

に気づかず、必ずしも真面目に勉強しなかった自分を、今更ながら悔

やんでおります。

こうして振り返ってみまして、改めて、「日本一小さな化学教室」で学ぶ

ことの出来た幸せを、深く噛みしめております。

松本で生まれ育ち、大学を卒業するまで22年間を過ごした古里の町

を、卒業と同時に離れ、東京で就職して半世紀が過ぎましたが、いまだ

に、折に触れ、松本での思い出が強く甦って参ります。最近、特にそん

繊維学部から（教養部の積も

森淳会長さんからの電話で

とでした。理学部は発足してか

昔話も年寄りの役目かと思い

入院のトラブルもあったし、夫

になりました。

信大は1966年に三つの改

学部を解体して理学部と人文

育学部を長野に纏め、③教養

業を行うというものでした。当

のはっきりした目標を持ってい

学部が関わっている改組です

いる学部も、それを引き受け

む声が強かったのです。

私は繊維学部教養を担当

部へ行くと思い込んでいまし

のは、故人も含めて 4 名だけ

書くことにします。かなり長い文

なく、少数派の『教養部へ行く

番外篇とでも言うべきかもしれ

の一つとして残しても良いの

ば幸いです。

ご存知のとおり繊維学部の

そのＯＢたちが創始した同窓

花形だった蚕糸業界を支える

着任したころの繊維学部も専

うべき科目も、全部自分持ち

繊維学部は教養の各科目、す

語•独語等の科目ごとに専門の

業は学部内でほぼ済んでい

たものです。教養部をつくると

てきた教養の教師たちを、松

としても無理からぬ事でした。

一方では教養部新設に対

ました。その論旨は私の理解

養は必要だし、両者を時間的

何なものか』という事でした。

理解させるかは、教育者にとっ

でしょう。

さて繊維学部でも教養担当

師たちは、全学の教養担当が

も多い教師集団となり、良い研

いった期待感も生まれていました。我々は、どんな教養部を創るかを自

主的に考えようと、学部を超えて関心の有る人達と会合を持ちました。

当時は貴重だったマイカー所有者の同僚を頼りに、上田から松本まで

な思いが強いのも，現役を離れ、古希を過ぎて老境と言われる年齢に

さしかかって、望郷の念が段々と強くなっているためと思われます。

松本に帰郷した折りには、時間を見つけては、「あがたの森」を訪れ、

ヒマラヤ杉に囲まれた、旧文理学部の校舎や講堂や中庭の雰囲気に浸

り、残された教室の机に座ってみたりして、化学教室で学んだ若き日々

を、懐かしんでおります。

以上、私が学んだ当時の化学教室の一面を、感傷と思い出を込めて、

一寸紹介してみました。

最後に、化学教室の益々の発展と、皆様のご活躍を、心からお祈り

致します。

理学部誕生から 45年、文理

に思い出の記をお寄せいた

に、当時のことをお書きいた
特 集 「 文 理 学 部 か ら 理 学 部 へ 」 その１

学部から理学部へ大きく飛躍した時代のことを記憶にとどめるため、当時の先生方や文理・理学の同窓生の皆さん

だく様お願いをしました。多くの方から届けていただきました。来春号にも続けて参りますので，さらに多くの方々
りが）理学部へ

鷺坂 修二 (元物理学科)

投稿のお誘いがあったのはまだ5月のこ

らあと数年で半世紀になるので、そんな

、本稿を書く事にしました。その後思わぬ

妻で足しても半人前の健康状態で、今頃

組を同時に行いました。三つとは、①文理

学部を新設し、②長野と松本にあった教

部を松本に新設して全学1年次の教養授

時の文理学部や教育学部は、上記①と②

たのですが、上記③の教養部新設は各

。それまでの教養授業は他学部に頼って

る学部もあり、もっとすっきりした制度を望

していたので、当然上田から松本の教養

た。繊維学部から理学部へ配属になった

です。そこで『繊維学部から理学部へ』を

になったし、内容も『文理学部から』では

積もりが』の記述が大部分です。ですから

ません。理学部が出来るときのエピソード

ではないでしょうか。興味を持って頂けれ

前身は上田にあった繊維専門学校です。

会は千曲会と言って、戦前日本の輸出の

隠然たる力を持っていたそうです。私が

門学校時代の流れを受け継ぎ、教養で習

で作り上げていたのです。もっと言えば、

なわち数学•物理•生物•経済•哲学•心理•英

教師を持っていたのですから、教養の授

て、むしろ単科大学を目指す声も囁かれ

言う全国的な流れの中で、努力して整え

本へ持っていかれるとの警戒心があった

して、もっと本質的に疑念を呈する者もい

する限りでは、『専門家も一生を通じて教

に前後にきっちり分けて教育するのは如

『社会の中での専門』と云う事をどのように

て忘れてはならない古くして新しい課題

の教師の中で、特に私を含めて若手の教

松本に集まれば、教養部の設置基準より

究や教育の場を持てるのではないかと

を何度となく往復しました。三才山トンネルが開いたのはずっと後です

し、舗装もしてない青木峠越えで、砂ぼこりを立てて車を走らせたもの

です。

さて冒頭の改組ですが、決着はあっけないものでした。私たちは意

気盛んではありましたが、教養部創設の事で頭は一杯で全体の流れに

は疎かったようです。ある日の突然の情報に驚かされる事になります。

文部省の意向として、三つの改組を同時に行い、教養部新設で設置基

準を超える余分の人員は、教養部でなく新設の学部に回せと言うので

す。当時の学長が文部省に対してそれを認めたと言うことで、もう引き返

せないところまで来ていると知りました。こうして繊維学部の教養の教師

たちは、バラバラになりました。教養部の新設に参加した人が大部分で

すが、繊維に残った人も、自分の意思で他の大学への転任先を選んだ

人もいたし、大学を去らざるを得ない人もいたのです。私を含めて 4 名

が新設の理学部に回ることを受け入れました。それは立派な教養部を

創ろうとして共に努力してきた仲間たちを、形式的にもせよ裏切ることで

もあった訳です。

経緯はどうあれ理学部の人間となった以上、研究室の方針が問われ

ます。私は山国の特長を活かして宇宙線地下観測を行うのが適当と思

いました。それに沿って研究室の構成員を整えることと、学生実験程度

の観測機器を持つことから始めることになります。古巣の名古屋大学の

研究室に相談し、そのお世話になりながらです。国内の同じ研究者た

ちからは、少ない宇宙線の研究室が期せずして一つ増えたと喜ばれた

ものでした。地下観測をするという最初の目論見はずっと現在まで受け

継がれてきて、日本での宇宙線研究の一拠点となっています。多くの

方々のご支援とご努力に感謝して本稿を終えます。

昭和４４年の長くて暑かった夏

横井 政時 (元化学科)

昭和４１年教養部統合、文理学部改組に伴い、繊維学部教養課程に

所属していた、小柴、鷺坂、窪田、横井は、理学部に配置換えになり、

上田から松本に引っ越して来た。新しい学部の発足から参加するとあっ

て、期待と緊張の思いで、３月１８日の打ち合わせ会に望んだものであ

る。理学部の校舎の新築着工は、教養部校舎が竣工してからとのことで、

結局４１年度、４２年度は県町の文理学部校舎に、４３年度は教養部が

移転してあいた旭町の木造校舎へ、年度の終わりから４４年度の終わり

になって、新築の鉄筋校舎への移転が完了する。化学科は、実験の性

質上最も火災の恐れがあるので、４３年度冬に完成の校舎西半分に、

多少の窮屈をかえりみず全部移転した。文理学部校舎から二回の引越

となった。学生諸君も次々と教室、実験室がかわり、落ち着いて勉強す

るのに苦労だったと思う。

写真 1 は４２年度の終わり、文理学部化学科卒論発表会の後。卒業

予定者と化学科全教官、教室職員の集合写真である。４３年度には、加

だく様お願いいたします。



藤、渡部、４４年度に宇津、中村の各教官が着任することになる。文理

学部校舎での２年間は、４２年度には理学部２年生の授業があって、人

口がふえたとはいえ、県の森、ヒマラヤ杉など木々に囲まれた自然豊か

写真１

な環境の中、春風駘蕩とした気分が流れた。秋には銀杏や胡桃がなり、

学生諸君が手間を掛けて、果肉をはずしきれいにした実を、ストーブを

囲んで美味しく頂戴したものである。４３年度に過ごした旭町の木造校

舎の前には、杏の大木があり、夏のはじめには、よく熟した杏の味も楽

しんだ。

こうした静かな状況のなか、全国各地では、大学紛争の嵐が、次第に

吹き荒れはじめていた。そして、われわれ化学科が新館に移転して、

各研究室に卒論の学生を迎えて始まった、４４年度新学期の6月、県町

に残っていた人文学部で、講堂が全共闘を名乗る学生により、バリケー

ド封鎖される事態から、信州大学の大学紛争が始まった。８月になって、

小林国夫理学部長が、パリの国際会議に出張され、留守中、学部長事

務取扱の役目が私にまわってきたその二日後、理学部木造校舎の目

の前にある大学本部が、共闘学生により占拠封鎖される事態がおこり、

以来学部長の帰任までの１月あまり、重い責任に苦しむことになった。

早速毎週のように、地区や、全体の学部長会議が開かれ、事態の打開

を目指して、各教授会との意見の交換が何度もくりかえされ、その連絡

役で、忙しいことになった。解決を生む前に９月の始めには、教養部も

バリケード封鎖され、授業が出来ない状況になった。本部と理学部木造

校舎周辺は、ヘルメット、ゲバ棒、手ぬぐいの覆面スタイルの共闘派学

生が隊列を組み、笛を鳴らして蛇行デモを繰り返す騒ぎが日常茶飯亊

となった。理学部の学生自治会は民青派の学生が多く、共闘側と衝突、

小競り合いを起こし、負傷者がでる心配があった。理学部を封鎖、占拠

から守り、また学生同士の衝突を避けたい。これが、当時のわれわれの

方針であったが、解決の糸口が見いだせないまま、緊張の高まる毎日

が続いた。もともとその任でない私は次第に疲れて、ノイローゼに陥っ

ていると見られるような状況で、学部長の帰任を迎え、重荷から解放さ

れたが、先生がたや学生諸君に随分迷惑を掛けたことと思う。やがて１

１月の教養部封鎖が教職員により解除され、以後紛争は次第におさま

っていった。その年が開けて３月、完成した理学部校舎から、第１回卒

業生が巣立って行った。

左の写真は、共

同利用大型機器

として、理学部

に設置された核

磁気共鳴装置の

前で、卒論の学

生さんと写した

ものである。

理学部の発足

当時をふりかえ

るとき、細かいことは記憶から消え去っていくが、紛争の時期の厳しか

った思い出はずっと忘れ得ないで残っている。教師も学生も大学につ

いて、真剣に考えた時代でもあったのだと思う。

文理学部から理学部へ

野村 俊明 (元化学科)

私は、信州大学文理学部自然科学科（化学専攻）を昭和３５年に卒業

後、長野県精密工業試験場に技師として勤務し、分析化学の実務を行

っていましたが、縁あって、昭和４０年（１９６５）７月には文理学部に助手

として着任しました。当時は、文理学部から理学部と人文学部への改組、

及び全学統一の教養部を設置することになっておりました。文理学部

自然科学科の教官会議（理科会と呼んでいました）では、自然科学科の

運営の他に、自然科学科を理学部にする場合に、数学科、物理学科、

化学科、生物学科、及び地質学科の内１学科を共通学科目にしなけれ

ばならなくなっており、いずれの学科を共通学科にするか；自然科学科

（当時の教官は１８名）からの理学部への移行教官や、他から来てもらう

教官をどうするか；４１年度入学者の募集を横割り（理学部全体でとり２

年次になるときに専攻学科を決める）にするか、縦割りにして、学科毎

に募集するか；理学部の教授会規則はどのようにするか等が議論され

ておりました。この理科会は、現在の県の森の二階建て建物の２階東南

端の部屋で行われておりました。

当時はこの建物に数学教室（記憶がはっきりしておりませんが）、わた

り廊下によって南に一階建ての生物学教室、物理学教室及び化学教室

がありました。この建物の東には、道を隔てて一階建ての地学教室があ

りました。生物学教室と物理学教室との間にはわたり廊下の横に便所が

ありましたが、物理学教室と化学教室との間には便所はなく、クルミの木

１本が植えてありました。この木の実の収穫については、生みの親（植

えた教室）か、育ての親（肥料：尿を与えた教室）かで学生間に争いが

ありました。

昭和４１年４月１日（１９６６）に文理学部が改組され、人文学部及び理

学部：構成は、数学科、物理学科、化学科及び地質学科そして共通学

科目（動物学、植物学；１９７５年に生物学科に改組）が設置され、教養

部が設置されました。これによって信州大学は７学部及び教養部の８部

局体制が発足し、全学部生が松本で統一したカリキュラムで一般教育

を受けることになりました。また、理学部の入試は現在のように縦割りで

実施しました。文理学部から理学部に移行した教官は１４名で、新しく着

任された教官を含め全員で２６名でした。理学部の運営は、教官全員で

構成する教授会で行いました。

一般教養の授業は、地学教室の南で、生物学教室、物理学教室及び

化学教室の東に建てられた２棟の階段教室（それぞれ約３３０名収容可

能）で行われており、私は助手でしたので講義はしませんでしたが、試

験監督はさせられました。約３００名の学生が同一の部屋で試験を受け

ており、監督は２０代の私１人でしたので、私の存在など無視して、カン

ニングはもとより隣同士で話すなど、手に負えなくなりました。注意では

だめでしたので、メモ用紙を持ってそれらの学生の後ろに行き、学籍番

号を控える動作をしたところ何とか監督を終わらせることができたことを

思い出します。

理学部同窓会長から、文理学部から理学部に改組された当時のこと

を書いてくれとの依頼がありましたが、約４５年ほど前のことですのでほ

とんど記憶がなく断ってきました。しかし、たびたびの催促で仕方なく筆

をおろすことにしました。ほこりをかぶったメモや写真を探し出し、これ

らを参考にして、ほとんどなくなってしまった記憶を呼び出しながらこの

記事を書いてきました。私の記憶違いも多々あるかと思います。その点

はご容赦をお願い致します。

文理学部から理学部に移行した当時の化学教室

上は授業などのための

実験台を備えた階段教

室（昭和４２年）

下は南側から見た化学

教室（昭和４３年）、学生

は文理学部生ですが教

官や事務員は理学部担

当



地学教室から地質学教室へ 一思い出のままにー

藤田 敬 （元地質学科）

１．文理学部地学教室

私が文理学部地学教室へ出入りするようになったのは、昭和 30 年

（1955年）からで、その当時の地学教室は、他の学科とは離れた一戸建

ての建物であった。古い木造建築で廊下は床板張り、歩くと場所によっ

ては軋む音がした。床板にはフロアオイルが塗られるので、常にその

匂いが漂っていた。

私か地学教室に縁ができたのは、当時教室の助手として勤めておら

れた亀井節夫先生に偶然のことから紹介されたことから始まった。以前

から化石好きであった私は、機会があるごとに亀井研究室に押しかけ

てはいろいろと教えていただいた。その頃私は写真を生業としていた

ので、自然と亀井先生の論文の写真のお手伝いをする事もあり、後に

は小林国夫先生のお仕事も手伝うようになった。

地学教室の建物は、人口を入るとすぐ右側が広い標本室で、常に施

錠されておらず、学生諸君は自由に出入りして標本を見ることができた。

したがって鉱物や岩石の肉眼鑑定の目を養うことができた。しかし、学

生の中には標本室の標本がある場所を全部記録した地質図？を作り、

試験の前日、教官がどの標本を持ち出したかで、試験の山をかけると

いった知能犯もいたという。

標本室の隣が小講義室、その隣が広い学生研究室で、部屋の中央に

薪ストーブがあり、学生諸君の自炊にも利用されていた。さらにその隣

が亀井研究室、その隣が小林国夫先生の研究室であった。小林先生

の部屋には来客が多く、壁に『世の中に客ほどうるさき者はなし、されば

といってお前ではなし』という貼紙があった。

小林先生の部屋の隣が事務室兼図書室で、写真の暗室もここにあっ

た。廊下の突き当たりは講義室で、よくドイツ語を学ぶ学生の声が聞こ

えた。その部屋は、後日山田哲雄先生が新たに着任されると山田研究

室になった。左側は幾つもの標本棚になっていて多数の木製の標本箱

が納められていた。当時の教室には数人の学生がいたが、いずれも一

騎当千のつわものであり、私の方が年上であるのに、なぜか彼等の方

が年上に感じられた。若くして着任された山田先生だったが、学生の中

には山田先生より年上の学生もいた。その頃の学生には、藤森義康さ

ん（ペキさん）、原田哲朗さん（原チョン）、河内晋平さん（河チョン）、野

村哲さん（トリさん）、酒井潤一さん（デンちゃん）などがたむろしていた。

括弧の中はニックネームで、本名で呼ばれる事はなかった。

酒井さんは勉強家で夜遅くまで一人で机に向かっていた。朝食にスト

ーブの上で味噌汁を作ると、山田先生に臭い臭いと文句を言われたが、

酒井さんは平然として涼しい顔をしていた。

小林先生のお住まいは文理学部構内の官舎であったので、夜遅くに

でも突然教室に現れ、そこで残って勉強していた学生相手に夜間特別

講義が始まるのである。夜遅くまで勉強していた学生は、思わぬ学習に

恵まれたのであった。

昭和 37 年（1962 年）から始まった野尻湖の発掘は、亀井先生のご要

望で写真記録係として参加したが、その時は発掘が平成の時代まで続

くとは思ってもいなかった。

昭和 40 年（1965 年）、亀井先生は、今までの飛騨山地の古生層の研

究から新生代の哺乳動物化石、特にゾウ化石の研究へと研究テーマを

変えられた。それから間もなく亀井先生は京都大学へ転出され、後任と

して郷原保真先生が着任された。

その頃から文理学部が理学部に改組されるという噂が私の耳にも入っ

てきた。その際に5学科のうち、1学科を減らされて4学科に、それは地

質学科か生物学科のどちらかだといわれた。危機感を持った教室の関

係者が数人で、三村一学長のお宅へ陳情に押しかけた。地質の教官

だけではなく、第二解剖の鈴木誠先生、日本民俗資料館の小松虔さん、

私も交えて数人で地質学科の必要性をそれぞれの立場から申し述べ

た。鈴木先生や小松さんは、小林先生と男女倉の旧石器遺跡などを共

同で発掘調査した関係で地質学の必要性を感じていた。生真面目な小

松さんは顔を紅潮させて熱心に地質学科存続の必要を訴えていた。

２．理学部発足

やがて、その噂は現実となり、文理学部改組が決まると地質学科は安

泰であったが生物学科が廃止となったが、共通学科目として残ることに

なった。（後に生物学科として復活した）。昭和41年（1966年）杉山隆二

先生が初代理学部長となって新生理学部が発足した。

この年の 4 月、理学部地質学科第 1 回の新入生（1S）が入ってきた。

総勢 16 名。文理学部地学教室の時代にはこのように多数の学生が入

学する事はなかった。文理時代の新入生数は最も多かった年で 9 人、

大抵は1人か2人、いや０人の年さえあった。さすがに先生方も一度に

全員の顔と名前を覚えるのが大変だと見えて、新入生全員の写真を撮

り、名前を書き込んだプリントを教官、事務全員に配付した。

まだ多くの文理地学の残党に、これだけの新入生が加わったのであ

るから、今まで体験したことのない賑やかさであった。

余談だが、成果が上がらず発掘を打ち切ろうかという状態の中で、第

一次野尻湖発掘に中学生で参加し、友達と化石が出るか出ないかで

100 円の賭けをした生徒がいた。このままでは賭けに負けると早朝仲間

と密掘をやると、大きなナウマンゾウの大腿骨を掘り当てた。これがきっ

かけで化石の密集地が分かり、その後永く続く野尻湖発掘のきっかけと

なった。その密掘中学生の1人、吉越正勝君も新入生の1人として入っ

て来た。

昭和40年（1965年）12月、南佐久郡北相木村栃原で、縄文早期の多

数の人骨を含む遺跡が発見され、医学部第二解剖が中心となり、地質

学教室の第四紀関係の小林国夫、郷原保真の両先生や大勢の地質の

学生も協力して発掘が開始された。私は考古学に関心が薄かったが、

第二解剖の鈴木誠先生や郷原先生に頼まれ、仕方なく写真記録担当

で参加することになった。進んで参加した訳ではなかったが、その後10

年にわたる発掘にお付き合いする事になるとは思っても見なかった。

昭和41年（1966 年）の 12 月、杉山先生のお誘いで地質学教室の技

官として正式な教室の職員となった。しかし第二解剖の鈴木誠先生の

強いご要望もあって、当分第二解剖学教室と兼任ということになり、普段

は地質学教質に勤めた。

昭和42年（1967 年）、文理学部地学教室時代は小林国夫、郷原保真、

山田哲雄、百瀬寛一の4人しかおられなかった教官にも、杉山隆二、渡

辺晃二、酒井潤一の3教官が加わり、事務も1人から2人に増えた。

昭和43年（1968年）、理学部の新教官として先生のご都合から赴任が

１年遅れた山下昇先生が着任された。私か部屋にいると、郷原先生から

山下先生の荷物を積んだトラックが着いたので、荷物を運ぶ手伝いをし

てくれといわれ、行ってみると何となく、みすぼらしい青年がポツンと立

っていた。トラックの助手かと思ったら、なんと新任教官で、後年信大副

学長、理事になった小坂共栄さんだった。後日小坂さんに赴任手当が

出たところ、悪戯好きの杉山先生は、『小坂君はトラックに便乗してタダ

で松本まで来たのに赴任手当をもらうなんてけしからん、そのような手

当はみんなに奢るべきだ』と妙な因縁を付け、教室全員でビヤガーデ

ンに行き、全部飲んでしまった。その時の小坂さんの顔付きは今でも思

いだすと笑いがこみあげる。

教官がさらに２人増え、揃ったことで第四紀、応用地質、地質学の3つ

の講座が開設され、地質学教室はますます充実したものとなった。

３．大学紛争始まる

昭和 44 年（1969 年）、『70 年安保粉砕、大学改革』を叫んで、全共闘

による大学紛争が始まった。

信大本部、人文学部、教養部と医学部の一部は全共闘によって占拠、

封鎖された。封鎖された教養部の玄関先には鉄製のゴミ寵で焚き火を

し。ヘルメットにタオルで覆面した全共闘の学生が鉄パイプをもって夜

通し歩哨に立っていた。

理学部の新館はまだ半分しか出来ておらず、私や学生は旧松本連隊

の兵舎であった木造2階建ての建物で1年間を過ごした。ところが全共

闘の連中が夜になると石を投げに来るのである。建物の 2 階が地質の

学生の部屋であったが、投石でガラスは 1 枚も無かった。危険防止に

窓の後ろに大きなビニールカーテンを吊して投石を防いだ。

私の部屋は窓に金網を張ってもらえたので危険はなかったが、腹立

たしい思いは変わらなかった。地質の学生は真っ向から全共闘の学生

と対立していたので、暴力をふるう全共闘の学生のために怪我人が絶

えなかった。

連中の闘争は革命ゴッコとでも形容すべきか、大学前のバス通りにベ

ニヤ板で囲いを作って交通を遮断し、解放区だと叫んだり、教職員によ

る封鎖解除が始まるとやや抵抗はしたものの、不利と見ると一斉に逃げ

出すさまであった。

ふざけてると思ったのは雨が降ると引きこもり、やむと『さあやるか』と

いって出てくるのである。大学に警察の機動隊が入り火炎瓶が飛んだ



が、機動隊に対しては対立している学生の間からも『帰れ、帰れ』の声

がわき起こった。

やがて全共闘は中核派と革マル派に分裂、対立して抗争するように

なった。この当時人文全共闘の委員長であった男が、現在東京都の副

知事の座にすわっているのは、まことにご同慶の至りである。

これらの全共闘運動も、今となって見ると、大学や政治の改革に何等

寄与しなかったことが明らかである。

昭和45年（1970年）、理学部新館が完成し、仮住まいから解放された。

この頃になると紛争も次第に下火となり、キャンパスにも平穏が戻りつ

つあった。新館は近代的な永久建築で、文理学部の木の床板の廊下

に馴染んだ足はコンクリートの床に疲労を感じた。

この度、理学部同窓会報より文理学部から理学部へ移行当時の話を

望まれたが、私は理学部の同窓生という訳ではないので、一寸ひるむ

気持ちがあった。

しかし理学部創立から 40 年余、あの当時を知る人も少なくなった。そ

のような理由もあって当時を思い出すままに筆を執ることにした。

私にとって文理学部とは地学教室、理学部といえば地質学教室の事

しか頭の中にない。思い出話も偏ったものになってしまった。

地学教室・地質学教室の教官であった、小林国夫、郷原保真、山田哲

雄、百瀬寛一、杉山隆二、渡辺晃二、山下昇の諸先生方は幽明境を異

にされ、また文理地学の卒業生の中にもすでに亡くなられた方もある。

理学部初期の卒業生１Ｓ・２Ｓの方々からも定年の声を聞くようになっ

た。

私にとって、人生の内の 30 年余を地学・地質学教室で先生方、学生

諸君にさまざまのご教示を頂き、親しくお付き合い出来た事は誠に幸せ

であった。

信大理学部地質学教室創立当時 昭和42年（1967年）

教官と文理地学、理学部地質１S・２S生。前列左に渡辺・杉山先生、

右端に小林先生、その後ろに山田先生、後列左から５人目に酒井先生の

お顔が見える。

信

本

信

信

の

月

年

大

4名というこじんまりとした組織であった。

当時の文理学部は、旧制高校時代の建物をそのまま残した校舎で、

文献も乏しくこれといった実験機械もなかったが、私は理論屋だか

ら外部との共同研究でことがすむのでそれ程苦にならない。ただひ

とつ無理を言って論文作成用の英文タイプライターと、当時３万円

近い大型安楽椅子を買ってもらった時には、池田雄一郎学部長がの

ぞきに来て、「ほう、これが３万円の椅子かね」と言われ、「私の思

考実験の機械です」とキザな返事をしてしまった。

着任してまず戸惑ったのは講義の準備とその進め方である。大学

卒業以来 13 年間勤務してきた広島大学の理論物理学研究所では、

広島大學の大学院生との討論以外全く学生に接したことがなく、講

義経験も皆無であった私は、「カリキュラムって何ですか」と質問し

て松崎先生を当惑させた。

いきなり担当をさせられることになった授業は、専門課程の量子

力学、電磁気学、原子物理学、相対性理論、医学進学課程の物理の

計５科目、他に４年生へのゼミナールである。電磁気と医進の物理

には教科書を使ったが、量子力学の講義ノートは湯川先生の講義を

参考にして作成、相対性理論は自前で考えた。

何年かの間にどちらも何度か改定して書き換えたが、特に広島時

代愛読したランダウーリフシッツの場の古典論を簡略化して作成し

た相対論の講義は少し難しすぎたらしい。新米教師は１コマ 90 分

の授業でどれだけしゃべれるのか、１年分でどれほどになるのか全

然見当がつかないから、進度についても一喜一憂する。ただ医進課

程の60名を除けば、物理学科の学生は全部でも10人程度で講義と

いうよりゼミに近いから、緊張感はないのが救いであった。

こうして始まった文理学部での教師生活の楽しみの一つは若い学

生諸君との接触であった。新入生歓迎や卒業生とのコンパでは、「道

端で寝ると凍死しますよ」と言われながら、信州特有の 「馬刺し」

や「馬すき」などでつい呑みすぎることも多く、二日酔いのもうろ

うとした頭で講義するから、「ＡとＢとはひとしい」という所を舌が

まわらず「ＡとＢとはいとしい」と言ったりして、教室中が大笑い

になる。今なら「フランス語で発音したんだ」と逃げるところだが、

講義はしょっちゅう立ち往生する。物理専攻の学生もしだいに増え

てきたのだが、特に女子学生はなぜかそのほとんどが私のゼミに入

ってきた。

４年生のゼミでは、主に量子力学を取り上げた。シフ、ランダウ

ーリフシッツ、ディラックの英書、パウリのドイツ語など、かなり

高度な内容にも関わらず全員よく頑張ってくださった。

他学科の教官ともお近づきになるにつれて、松本という街の良さ

がだんだん分かりかけてきた。特に秋の山々の原色の絵の具をぶち

まけたような見事な紅葉と、冬の朝のアルプスのモルゲンロートの

息を呑むような美しさは、瀬戸内海の単調な景色を見慣れた私には、

文字通り目を洗われる思いであった。南国育ちの私は冬の寒さが大

の苦手であるのだが、「寒いぞ、インクが凍るんだぞ」と京大時代の

友人にさんざん脅かされた松本の寒さにもしだいに慣れてくる。

だるまストーブの薪の配給は１日２束と決められていたがそれで

はもちろん足りないから、実験助手にけしかけて用務員室横から持

ってこさせ、こっそり床下にため込んでおく。朝研究室のストーブ

う

物理学科同窓会のメールマガジンに宮地先生が「信州大学への追想」と題し

て連載されておられます。その１（23 号）～その 4(26 号)の半ばまでがちょ

ど「文理学部から理学部へ」に当たりますので先生の了解を得て転載させて

いただきます。今回はその前半です。なお先生は「まえがき」で着任以前の

文理学部のことについては伝聞によるものであること、文中肩書きは当時の
州大学への追想－あの日あの頃-

宮地 良彦 （元学長、元物理学科）

信州大学文理学部は、昭和２４年新制大学の発足に伴い、旧制松

高等学校を母体として設置された学部である。以後昭和４１年に

州大学の機構改革により人文学部、理学部に改組されるまでの間、

州大学各学部の一般教育を担当すると同時に、人文、社会、自然

３専門分野にわたる多くの人材を送り出してきた。

私があがたの森の物理教室に着任したのは昭和 36 年（1961）4

のことである。旧制松高以来 30 数年在任された向井教授がこの

の３月定年退官され、教官はこれも松高時代からの松崎一、新制

学からの竹村寿二のお二人と私のほか、実験助手を含めてわずか

を焚きつけて部屋が暖まってくると、それまで凍っていた水道の鉛

管が突如破裂して、部屋中が水浸しになることもしばしばであった。

こういう県の森の生活にもしだいに溶け込んで、着任２年目には補

導委員をやらされ、思誠寮の中毒事件を巡って「学生の本分は勉強

にあるから、責任は管理する学校側にある」と主張する炊事委員に

対して、旧制八高時代の経験から、「そんなことなら炊事委員をやめ

てしまえ」とやりあったのも思い出のひとつである。

この牧歌的な文理学部に大変動の波が押し寄せたのは昭和 39

年のことである。昭和 22 年から始まった第一次ベビーブームによ

る昭和 41 年度以降の大学入学志願者の急増を契機として、文部省

は文教政策の最重点として大学制度の改善を考えており、その中で

教員養成制度の改善、一般教育の充実と関連して、国立大学文理学

部を全て専門学部に組織改革することを焦点としていることが分か

ったからである。

もので敬称は省略させていただくとお断りなさっています。



当時信州大学文理学部は、教官定員 52（人文科学科 18、社会科

学科４、自然科学科20、一般教育10）と全国最少の規模の学部で、

この人数で文理学部の専門課程と一般教育と同時に、農学部、医学

進学課程、および工学部の半数の一般教育を担当し、予算、施設、

教員組織すべてにわたって慢性的飢餓状態にあった。そのため、こ

こでバスに乗り遅れると大変だという危機感から、長野（教育、工）

松本（文理、医、工、農）、松本（教育分校）上田（繊維）と４か所

に分散した一般教育の統合、教育長野本校と松本分校の整備と絡め

て、学部の命運をかけた問題として改組問題に取り組むことになっ

た。

文理学部では当初から文系・理系それぞれ独立の専門学部を志向

する声が強かった。しかしながら、これまで他学部の一般教育を担

当していたいきさつから、いまさら一般教育から手を引と言い出す

わけにはゆかず、教官組織の手薄さを見ても独立した二つの専門学

部というのはいわば絵に描いた餅に等しかった。

一方信州大学の他学部では、医学部や農学部は責任体制の明確な

教養部を作れという声が強かった。また繊維学部は新制大学発足当

時から専門教育と一般教育を自前で行っていたから、教養統合など

他人事と考えていたし，工学部は教官定員供出の絡む統合問題には

終始消極的で、口も出さないが人も出さないという立場で一貫して

いた。教育学部は長野本校と松本分校との歴史的な対立という複雑

な状況を抱えていた。この様な状況から将来計画委員会での議論は

混迷を深め、学内有志の努力にもかかわらず改組計画の昭和 40 年

度概算要求は見送らざるを得ない結果となった。

こういった閉塞的状況が一気に打開されたのは昭和40年である。

この年の４月に文部省から着任した事務局長吉田勇は、三村一学長

と一心同体となって信州大学の機構改革を一気に推し進めた。

まず手始めに４月１日の評議会で教育学部松本分校の廃止、文理

学部を人文学部と理学部に改組するという基本方針を決定し、４月

22日には教養部、人文学部、理学部の設置準備委員会、調査部会及

び調査部会分科会を開設するなどまさに電光石火の早業である。

その結果連休明けの５月６日から６月18日までのわずか40日間

に、教養部関係20回、人文学部関係26回、理学部関係12回の会

議を重ね、先に教養統合に不参加を決定した繊維学部を説得して、

６月下旬には、人文学部（文学科、社会科学科）、理学部（数学、物

理、化学、生物、地質）、教養部の創設という改組・統合案を昭和

41 年度概算要求として文部省に提出するまでにこぎつけたのであ

る。

この概算要求は従来の常識を超えた大型のもので、文部省議を通

るかどうか大方の教官は半信半疑といったところであった。特に問

題は理学部の学科構成にあった。以前から文部省が改組理学部は

数・物・化・生・地のうちのひとつをはずした４学科構成とする方

針であることがわかっていたのだが、設置準備委員会はこれを承知

のうえで、議論の紛糾する難しい問題は先送りにし、あえて５学科

構成の理学部改組案を決定したのであった。

反応は直ちに返って来た。７月中旬には、本部事務局を通じて、

理学部を４学科構成にせよとの文部省の強い意向が文理学部に伝え

られ、文理学部理科会（自然科学系教官会議）では、ほのかな希望

の光をみると同時に、学科生き残りをかけた激しいサバイバルゲー

ムが開始された。

もともと文部省の理学部４学科構成の裏には、数学、物理、化学

は欠かせないものとみて、生物と地学のどちらか一方を共通学科目

にしようという腹があった。ところが信州大学の場合は、教官現員

が数・物・化・生・地それぞれ４名と全く同数であったこともあっ

て、このサバイバル論争は、本来ならば優先権を持つはずの数学を

も巻き込んで激烈を極め、学問の重要性、地域的な特色、卒業生の

社会的需要、学生の応募見通し等について選挙演説まがいの熱弁を

ふるい、果ては学科毎に教官の研究業績の比較まで行った挙句、次

のように決定して文部省に報告した。

第１案 物理・化学・生物・地質

第２案 物理・化学・地質・数学

第３案 物理・化学・生物・数学

この報告を受けた文部省では、大学の意志を尊重しようという意

見と、数学の無い理学部はあり得ないという常識論が対立したそう

であるが、結局後者が大勢を占め、原案の修正を求めて来た。

これに対し夏休みに入っていた文理学部は、池田雄一郎学部長の

責任において第２案を選択する旨回答した。（この時点でのもうひ

とつの修正点は、人文学部の社会科学科を経済学科とすることであ

った。） (以下次号へ)

大学生活の思い出

冨田 和平 １Ｓ２１(数学科)

1966 年（昭和 41 年）数学科に入学し４年間を松本で生活した。

その半世紀前にタイムスリップし、脳の深層を覗いて見よう。記憶

の風化や経年劣化はご容赦願いたい。

歌声喫茶（『フランセ』）からペギー葉山の『蔦のからまる校舎で、

夢多かりしあの頃の、想い出をたどれば、懐かしい友や先生の顔が

一人一人浮ぶ、枯葉の散る窓辺、過ぎし日の私、すばらしいあの頃』

と巷で流行る『学生時代』を口ずさみつつ続けよう。

吾等団塊世代（1947～49 年誕生）が産まれた頃は、周りに色濃

く敗戦の気配を残してた。緑の田畑に大きな爆弾跡の丸い池、ビル

に機銃掃射の弾痕、生々しかった。団塊の人口270万人は現在110

万人の凡そ2.5倍、ゆりかごから墓場まで競争が必然としているが、

就活だけは『いざなぎ景気』に助けられ一般企業の就職は容易だっ

た。

入学時、少し前には旅行に必需な米穀通帳を学食利用に提出した。

まだ戦後が残ってた。急増する学生にインフラは追い着かずキャン

パスは毎年移動した。１年は旭の附属小学校と旧教育学部の校舎（場

所は現理学部）、２年は県の森の旧文理校舎、３年は一部完成した現

校舎の旭に戻り、やっと落ち着いた。そう、県の森が革マルに占拠

されことがあった、その先頭にいた同期が現在ＴＶを賑わしている

と思うが、定かでない。

準備に数日徹夜を必要とする厳しいゼミ終れば、立てばソフトボ

ール、座れば麻雀・飲み会（『しずか』）、歩く背中にキスリング、と

授業以外での先生方との交流が自慢だ。ゼミと交流の厳しさと癒し

のリズムが、先生方と公私に渉る関係を醸成させ深耕させたと思う。

先生宅の朝食のおにぎり・トースト、夜間登山（『美ヶ原』）の夜明

けのコーヒ、殺伐な一人暮らし中にもほのかな暖かさに触れ、鮮明

に記憶に焼き付いた。

思誠寮（県の森）も、北杜夫の落書き、寮雨、ストーム、思い出

に事欠かない。仲間と作るカレーの具には林檎を、インスタントラ

ーメンには野菜を、近くの果樹園や畑から調達したこと、この場を

借りてごめんなさい。

クラブ活動は野球部に。グランドは思誠寮と先生方の宿舎の間、

木製バットは高価で折れ易いから竹製（アルミ製はもっと後）、ボー

ルは縫い直しが普通、貸し借りするほどメンバー編成は窮し、医学

部に勝ち、松商学園に負けたこと等々、貧乏で弱かったチームは楽

しかった。長野での学部対抗、松代群発地震で寝られなかったこと

を思い出した。

松本は寒い。１年の体育に校舎の影の自然リンクでアイスホッケ

ーができた。岡崎さんの鈴蘭小屋も寒かった。寝る前に薪ストーブ

を満タンにしても翌朝は０度以下、雑魚寝のスクラムで寒さに対抗

した。松本の美しい景色も紹介しよう。東西に聳える山々に雪を抱

く頃、頂の白雪を一瞬、西に合わせて東も夕陽がピンクに染める。

すばらしい眺望だ。

『３Ｃ（車、ｴｱｺﾝ、ｶﾗｰＴＶ）時代』もこのころ、でも学生には高

嶺の花。足は専ら自転車。冬は自転車での浅間温泉はお勧めしない。

帰りには芯まで身体は冷え切り、髪の毛もタオルも凍てつく。でも

夏はお勧め、雨も湿気も少なく風を切れば清々しい。下宿の４年間

ついに車もエアコンもＴＶとも縁が無かった、勉学一筋。ん？

生活レベルは、仕送り３万円、食事付家庭教師 3000 円、６畳部

屋代2300円、大学授業料1000円。めしか煙草か悩んだ挙句煙草、

なんてのは笑い話、幸い糊口を凌ぐほどではなかった。因みに当時

の物価は、はがき7円、ビール120円、国鉄初乗り20円時代、県

の森の『百瀬』のいなり寿司に母の味が重なり昼食 100 円だった。

とさ。



学生の頃の思い出

佐藤 清一 3S（数学科）

3Sの私か入学したのは1968年、昨日のことのようでもあり、はるか遠

い昔のことのようでもあります。何か当時の記録がないものかと探してみ

ましたが、日記などの習慣のない私には何も残っていません。記憶を

たどって学生の頃を振りかえってみようと思います。

秋田出身の私か何の縁もない信州大学を選んだのは、学力の点を

除けば、故郷を遠く離れてみたいという想いと信州という地にロマンを

感じたからでした。入学式が桜満開の時期で、「秋田より2～3週間早い

な。よその土地に来たんだな。」と思った記憶があります。

当時は何といっても学生運動が激しい時代でした。私も先輩や友人

に触発されて学生自治会の役員をやったりしました。本業がそっちのけ

になり留年もしましたが、留年することにさほど抵抗はありませんでした

し、まわりの目もそんな感じでした。ただし、親には申しわけないなと思

ったものです。学生運動の中ではさまざまな思い出があります。まず、

古い木造の２階建ての理学部校舎に階段教室があってそこでクラス討

論をやったとき「ここは大学なんか」と強く感じたこと、教養部は鉄筋の

新校舎が完成していましたが理学部の新校舎はまだ完成しておらず、

旧校舎で授業を行なっており歴史の匂いを感じることができました。そ

れから、10.21 国際反戦デーの前の晩にタテ看（板）に墨汁で書いた字

がすぐ凍ってしまい、「冬が早いところだなあ」と思ったことなど。特に、

印刷がガリ版刷りから今のコピー感覚の機械印刷にあっという問に進化

したのにはびっくりもしたものでした。まさに技術革新の時代だったとい

うことなのでしょう。

最初の１年は寮に入っていましたが、その後はアパート暮らしでした。

家賃は畳１枚が1､000円、授業料は半年6､000円、育英会の奨学金が

月8､000円の時代でした。仕送りが月10､000円あれば十分でした。余

裕はありませんでしたが、よく友人と飲み明かしたものです。奨学金とア

ルバイトだけで頑張っている学生も少なくありませんでした。

私にとってなんといっても最大のできごとは学生結婚したことです。

あまりにプライベートなことですから個人の名前は控えますが、学生仲

間で結婚の良し悪しを議論したり、先生や仲間が結婚に反対する私の

両親を説得してくれたり、最後は実行委員会を作って生協の食堂での

結婚式から新婚旅行（大町ヘスキ一一泊）まで面倒みてくれたり、そし

て先生に仲人を引き受けてもらったり、今の時代に比べれば人間が人

間らしさを発揮しやすい時代だったように思います。定年が過ぎて早々

２年目、足腰が弱ってきたことを痛感している昨今ですが、今年か来年

には久しぶりにキャンパスの空気を吸ってみようと思います。

(2010.8.24記)

理学部初期学生の生態

小林 善哉 ２Ｓ（物理学科）

文理学部が改組され、理学部誕生から 2年目、佐藤栄作が首相で、

美濃部亮吉が東京都知事に当選した年、アポロ 11 号月面着陸の 2年

前、我々は全国から松本の地に集まってきました。昭和42年（1967年）

のことでした。その当時の信大生の学生生活はどのようなものだったで

しょうか。

【教養部寮での生活】

信大に入学した私は、蟻ヶ崎 6 丁目に完成したばかりの教養部寮「こ

まくさ寮」に入りました。下宿であれ、寮であれ、親元を離れての生活は

ほとんどの者が初めてのことだったので、それまでにない解放感を満

喫する 1 年間となりました。寮は学生の自治によって運営されていまし

た。たとえば、炊事部長は学生が務め、寮生から集めた寮費で炊事の

おばさんに給料を払い、食材の購入・支払い等炊事全般を監督するこ

とになります。ある時、工学部1年生だった炊事部長が、「今、自分の机

の引き出しには○十万円入っている。考えてみると怖くなる」と話してい

たことがありました。当時、大学の授業料は年間1万2千円でした。この

ことを考えると、炊事部長の責任の重大さがよく分かります。そして、こ

の経験はその後の人生に大いに勉強になったと思います。

寮での生活は、生活費がとにかく安い。部屋代が月わずか 300 円で、

食費その他もろもろの諸費を含め、寮費はおよそ月に 5 千円程度でし

た。その当時、日本育英会の特別奨学生の奨学金（国立・自宅外）は月

当たり８千円だったので、中には仕送りなしで、奨学金だけで生活して

いる寮生もいました。今に比べていくら物価が安かったとしても、信じら

れないような話です。このようなことを書くと、寮生活はリッチでバラ色の

生活のように思えるかもしれませんが、世の中そううまくはいきません。

まず、食事がきわめて粗末でまずい。われながらよく耐えたと思います。

それでも、時として「盗食」なる事件が起きました。クラブ活動を終えて、

空腹を抱えて寮に帰ってみると自分の食事棚にあるはずの食事が消え

ている・・・、こんな事件の被害者は惨めでした。当時、寮の回りは住宅

とりんご園しかなかったのですから。後日、犯人が分かり、食堂に「反省

文」が貼り出されたこともありました。

また、当時は学生運動が盛んな時期だったので、寮でも集会が夜毎

に開かれ激しい議論が交わされていました。また、寮を学生運動の拠

点にしないようにと、いろいろな規制が強められていたので、それに対

する寮生の反発もありました。結果として、寮は大変にぎやかで活気に

満ちた元気のよい場所となっていました。しかし、自律心に欠ける私に

とって、勉強には最悪の環境だったので、2 年生からは下宿することに

しました。

【リヤカーでの引っ越し】

寮から下宿に移るとき、今の学生なら、レンタカーを使うか引っ越し業

者に頼むことでしょう。しかし、当時の学生にはそんな考えは浮かびま

せん。農家に行って、リヤカーを貸してもらうのです。私も、寮の近くの

農家に行ってお借りしました。ただで貸してくれるのですから文句は言

えませんが、鶏糞が付いた“肥やしのよく効いた”リヤカーでした。それ

に、蒲団や衣類、本、生活雑貨いろいろ満載して、友人の協力で蟻ヶ

崎 6 丁目から北深志まで市中を引いて行きました。当時はこれが普通

でしたので、地元の方も別に驚きもせず見ておられました。当時、松本

の風物詩だったのかも知れません。ところが、素人の荷積みはへたくそ

で、途中、街の中で積み荷が傾いて、ばらばらと路上に落ちていきまし

た。荷崩れです。落ちた荷物を急いで拾い上げながら、やっと引っ越し

を済ませたという話は、今でも当時の友人との語りぐさになっています。

【松本に生きづく】

松本市民との関係についても触れておきます。私が、２年生のとき、

列車の中で品の良いある中年夫婦と同席したことがありました。話をし

ている内に、お二人が松本で会社を経営されている方だということが分

かりました。そして、「よかったら自宅に来てください」と招待してください

ました。そして後日、私は遠慮なくお宅を訪ね、ごちそうして頂きました。

その時ご主人に、「理学部物理学科というのは、松高でいうと理甲（理科

甲類）だ」と随分持ち上げて頂いたことがあります。信州大学の学部・学

科を、旧制松本高校の科類型に当てはめて理解するということは、それ

だけ松高が市民の間に生きづいていたということでしょうか。考えてみ

ると松高が消滅してまだ２０年もたっていなかったのです。松本市民に

とっては、松高・文理・理学部と一連のものに見えていたのかも知れま

せん。そして、市民から敬意と親しみを持って見守られていたことがわ

かります。

【新入生“しづか”に集結】

私は現在高等学校に勤務していますが、卒業生に大学の様子を聞く

と、「コンパに出ても（未成年の１，２年生は）先輩が酒に酔っているのを

しらふで見ているだけで、全然おもしろくない。」と言っていました。で

は我々の場合はどうだったでしょうか。

私たち（２S 物理）が大学に入学して間もなく、物理学の松崎一先生を

お招きして「しづか」でコンパを開いたことがありました。我々は教養部

で物理学を松崎先生に教わりはじめたばかりでした。念のため、同期

生・岡田菊夫君の日記で確認してもらったら、「1967 年 6 月 17 日（土）

松崎一教授と一緒にコンパ。会費350円 参加者13名 」と記録されて

いるとのこと。（岡田君もこのコンパのことは忘れていたようですが、岡

田君の克明な記録に感服）今は、大学当局が、新入学生に対し飲酒を

厳しく禁止しているようですし、教官も学生と酒を飲むのを敬遠するよう

です。私たちは、全員が未成年でしたが、２S の新入生ばかりで「しづ

か」の二階に集まって、教官と一緒に酒を飲むということを当然のように

行ったということは、なかなかのことだと思います。昔は、大学ものどか

なものでしたねー。

その時の「しずか」での会話で、私の記憶に残っていることがあります。

松崎先生から、「趣味は何ですか」ときかれて、私は、「望遠鏡です」と

答えました。

その後、他の誰かが、「私は小説を書いています」と答えると、

松崎先生は妙に感心され、「昔、そんな生徒がいた」と言われました。



はて、誰のことだろう・・・、と思っていたら、松崎先生は、当時松高生で

あった北杜夫を教えられたことやそのときの思い出を話してくださいま

した。そして、「将来この中からもそんな人が出るかも知れないよ」と言

われました。最後に、松崎先生は、我々全員に、「いつでも研究室に遊

びに来てください」と言われました。私は、大学に入学してこの機を境に、

先生と学生を隔てる垣根が急に低くなった気がしました。それから数日

して、物理学科の友人と連れだって松崎先生の研究室におじゃましま

した。

昨年、信大創立

60 周年記念式

典に出席したと

き、２Ｓ物理一

同、再び「しづ

か」に行きまし

た。そのとき、

お女将さんから

もらった絵はが

きです。

【学生と教官の関係】

2 年生になり、上級生と一緒に机を並べて勉強することが多くなりまし

た。私が驚いたのは、先輩たちが、教官のことを、「○○さん」と「さん付

け」で呼んでいることでした。学生同士の会話だけでなく、教官に向か

っても、「○○さん」と呼ぶこともありました。一方の教官はといえば、そ

う呼ばれても特別なことは何もありませんでした。「へー、これがここで

のしきたりなのか」と驚きましたが、私には抵抗感がありました。

旧松本高等学校蛭川幸茂教授の著書「落伍教師」にも、松高生と教

官との関係を物語る多くのエピソードが書かれています。たとえば、松

高に赴任した蛭川先生に対し校長は、「学校からなるべく離れたところ

に下宿を見つけるように」と言いました。なぜかというと、学校に近かっ

たら、先生が出勤している留守に生徒が勝手に下宿に上がり込み、先

生の“万年床”で寝たりする、とのことでした。この、松高の「古き良き伝

統」を引き継いだわけではないでしょうが、教官と学生の距離が非常に

近い、場合によっては「ないのでは？」と思えることもありました。冬には、

元兵舎だったという木造のおんぼろ校舎で、ストーブを囲んで先生と談

笑したり、将棋をしたりというのどかな日々がありました。また、物理談話

会という教官・学生が一緒になって語り合う会があり、学生と教官の区別

なく発言し合っていたことも懐かしく思い出されます。

【勉強の苦しみ】

では、勉強はどうだったかというと、どの学生も「相当苦しんだ」と言う

ことでしょう。高校時代と違って、親や先生から「勉強しろ」など言われな

いので、まさに「放し飼い状態」で、やる者はやるし、やらない者は脱落

してゆくという「自己責任」の世界でした。私も「本当に卒業できるだろう

か」と不安になったことは幾度となくありました。

2 年生になってみんなが苦しんだのは、高尾先生の「物理数学」がま

ず筆頭にあげられるでしょう。同期生の一人は意を決して、高尾先生の

研究室に質問に行ったところ、「先生に『ドあほう』と言われた」と言って

帰ってきました。私は、それを聞いただけで恐れをなしてしまった、とい

う情けない思い出があります。また、「物理数学」の試験は、「時間無制

限、本・ノートなど持ち込み何でも可」というすごい試験でした。（しかも、

合格点をもらえるのはごく少数。実名で掲示板に貼り出される）それで、

図書館から本を借

りまくり、ボストンバ

ッグにいっぱい入

れて持ってきた者

もいました。先日

会った同期生の一

人は、今でも試験

の夢を見ると言っ

ていました。

理学部木造校舎で学んでいた

当時の２Ｓの面々（筆者、右から3人目）

【おわりに】

このように、学生・教官・市民から愛された我が母校も、昨年創立６０周

年を迎え、その間に優秀な人材を世に送り出してきたことはまちがいな

いと思います。一方、大学での勉強が実を結ばなかったという場合もあ

るでしょう。しかし、そのような学生も、もともと有能で、それなりの素質を

もっているので、卒業後それぞれの分野で立派に活躍しています。私

はそのような例をいくつも知っています。人間の才能は何時どこで開花

するかは、だれにも分かりません。後に続く後輩のみなさん、山あり谷

ありの人生をしぶとく、どんなときにも希望を持って歩んでください。

小林善哉氏からの投稿は4分冊になっていました。

内容から改めて1つにまとめていただきました（編集部）

新制理学部発足の頃の思い出

矢口 良一1S-104（地質）

最近、熊井啓著「私の信州物語」（岩波現代文庫）を読んだ。私

は松本市御徒士町365番地で生まれ、熊井さんと同じ田町小学校に

入学した。その後は父の転勤に伴い松本を離れたが、たまたま高校

と大学も熊井さんと同じである。

私が信州大学理学部地質学科に入学したのは昭和 41 年 4 月で、

まさに文理学部が理学部と人文学部に改組された年であった。入学

試験は、国立大学の二期校の入試後の3月末に行われた。当時の入

試科目のうち、理科と社会には｢科目指定｣があり、信大理学部の場

合は、化学・生物・世界史であった。私は、昭和 40 年の朝永振一

郎博士のノーベル賞受賞に刺激を受け、分不相応にも、量子力学や

天体物理学を目指していたので、理科は物理と化学を選択した。し

かし、国立一期校の入試に落ちた後は、何の迷いもなく信大の地質

学科を受験した。それは、高校の地学担当の平林照雄先生から｢信大

には小林国夫という地質学の巨匠がいる｣という話を常日頃から伺

っていたからである。

私達理学部地質学科第一期生は総勢 15 名で、文理学部の先輩達

に｢三期校コンプレックス｣と冷かされたが、意に介さずに自由に 4

年間の大学生活を楽しんだ。教養部の1年間は主に教育学部松本分

校の校舎に通い、2 年目に県町の校舎に移った。その後、旭町の木

造2階建ての旧医学部校舎で過ごし、卒業間近に新校舎に落ち着い

た。私達は結局4年間に｢孟母三遷｣ならぬ学舎を四遷した。とりわ

け、2・3年生の時期に過ごした県町のヒマラヤ杉の森、淡青色の木

造校舎、思誠寮は別世界であり、旧制松本高等学校の時代と雰囲気

を彷彿とさせた。また、文理学部の先輩達は、登山や探検等の信州

の自然に魅力を感じて集まった個性的なロマンチシストが多く、旧

制松高の伝統を多種多様な形で継承し、体現していた。

理学部発足後の約3年の間に、地質学教室には多くの新進気鋭の

教官が集まり、特に教官の質と数に関しては全国でも屈指の地質学

教室となった。いわゆる講座としては、｢第四紀学｣、｢地質学｣、｢応

用地質学｣の 3 学科目があったが、教室横断的に自由な雰囲気があ

り、教職員・学生同士の交流を通して有益な指導や助言を受けるこ

とができた。ちなみに、私の卒論は上田市南方のグリーンタフの地

質と変質の研究で、指導教官は渡辺晃二先生にお願いし、フィール

ドの選定は杉山隆二先生に、野外地質調査は小坂共栄先生に大変お

世話になった。

私達は1年生の頃から、幸運にも、多くの地質巡検や各種野外調

査に参加する機会を得た。昭和 40 年の夏以降に活発化した松代群

発地震とそれに起因する牧内地滑りの諸調査を初めとして、八ヶ岳

西麓の農業用地下水の調査、奈川度ダム建設に伴う付け替え道路の

調査等では、杉山先生、郷原保真先生、渡辺先生のご指導のもとで

地質調査や電気探査のお手伝いをした。また、デボン紀のサンゴ化

石を産出する福地一の谷や、現在｢カミオカンデ｣に変身した神岡鉱

山の見学、さらに、重さ 43kg のキスリングを背負って山田哲雄先

生や小坂先生と共に登った甲斐駒ケ岳と戸台川沿いの地質巡検等々。

これらの経験は強く印象に残っている。

私が大学を卒業し松本を離れて既に 40 年が過ぎたが、松本は私

の生まれ故郷でもあり、恩師・渡辺先生もおられたので、その後も

度々訪ねた。松本から見た美しい景色や町並みは今も脳裏に焼き付

いている。東に横たわる袴腰山、美ケ原・王ヶ鼻、鉢伏山等の抒情

的な山々。西に聳える北アルプスの壮大な山脈、梓川の谷の奥に見



える乗鞍岳、ひときわ目立つ常念岳とその脇に顔を出す槍ヶ岳等。

とりわけ冠雪の北アルプスの山々は忘れ難い。

信州大学理学部の思い出 「ちしつや」

澤村 寛3S（地質）足寄動物化石博物館

万年・億年という年数であらわす対象を扱う生業に就きながら，自身

の４０年前についてはまことにあやふやな思い出を述べなければなら

ない。大学祭の思い出を手繰ってみた。

模擬店「ちしつや」を立ち上げた。

1968 年入学の年の大学祭、地質の学生，理学部の一期・二期生は，

文理の最後の方々の協力を得て，マンモスゾウの実物大生体復元を出

展した。象はふさふさとした稲わらの毛のまま数ヶ月生き延び，現在の

理学部本館前にあった木造校舎の裏で雪をかぶってたたずんでいた

のが印象に残っている。前夜祭は，野球場で火が焚かれ，グランドにテ

ントの模擬店が建ち並んでいた。

翌年，理学部に進級した我が同期生たちもがんばって，竜脚類の長

い首を今はなくなった校舎北の丸い池に出現させた。医学部解剖の

KY 先生は「紫色の巨大なペニス」と揶揄された。筆者は留年して教養

部２年目。諸事情で前夜祭は無かった，のではないかとおもう。

1970 年，前夜祭は開催されたが，さほど盛大ではなかった。が，ここ

で筆者は「ちしつや」を開業した。・・・に違いない（1969 年ではない，と

いう意味で），と思う。筆者は 2 年生ではあったが，同期生たちは暖かく

迎え入れ，地質3年研に机を与えてくれていた。この部屋で，本郷鶏肉

から仕入れた羽をむしった鶏10羽ほどを解体したのだ。5羽は小さく刻

んで串に刺した。残りは半身にして「山賊焼き」と名づけて焼いた。場所

は野球場に並んだテントの端っこ。鶏は，瞬く間に地質の先輩や同級

生の酒の肴となった。店としてはとても「成功」とはいえなかった。

1971 年は，ついに前夜祭（少なくとも野球場での）は開催されなかっ

た。理学部学生は，学科ごとに，講義棟を会場に様々の催しを打った。

個人経営の「ちしつや」の入る余地は無いかにみえた。しかし，一度開

いたものをやめるわけにはいかない。本館からの渡り廊下の脇，当時

はラウンジと呼んでいた小スペース。ここを「ちしつや」とした。まさにニ

ッチである。

鶏の主肴は変わらなかったが，いい副菜を見つけた。本館前に立ち

並ぶイチョウ。大量の銀杏が実る。10 月下旬のある日，筆者は登った。

類人猿よろしく，樹上でワッサワッサと揺すった。一苦労して皮をとり，6

番教室に干した。収量は70リットルバケツに溢れるほど。例のにおいが

教室に満ちたのは想像通り。翌朝，YT 先生にこっぴどく叱られた。が，

収穫は承認された。

「ちしつや」に持ち込んだ熱源は二つ。プロパンガスのコンロ1台は，

お通しの銀杏用。フライパンで煎った銀杏は食べ放題とした。鶏はコン

クリートブロックを工夫して炉をつくり炭で焼いた。今思えば危険極まり

ないが止められることはなかった。炉の端にはアルマイトの洗面器を置

き，チロリ（たんぽ）で燗をつけた。

YN 先生からは，お通しだけの注文があった。４階の地質インショク室

に出前した。KT先生には何人前かの焼き鶏を踏み倒された。自らの消

費もあるが，酒肴は１時間あまりで品切れとなった。

イチョウの木に登った記憶が2年分あるので，1972年まで，屋台のよ

うな「ちしつや」を開店したのだろう。藤田敬さんデザインの法被は，「ち

しつや」でも活躍した。初代（おそらく）の丸いちしつやである。

あやふやな記憶をいくら手繰っても，なぜ，どんな経緯で「ちしつや」

を始めることになったか，どうしても思い出せない。でも，先生方も先輩

や友人たちもたいへん鷹揚であった，これだけは確かである。たいして

勉強もしない学生の，ちょっと危ない仕業を暖かく見守り応援してくれ

た。

信州大学理学部の思い出はこの点である。当時の大学の寛容に礼

を述べなければならない。

編集後記：猛烈な暑さの残りがいまだに続いています。特集には多くの「思い

出」が寄せられおかげで、松高・文理・理学と歴史の流れとその折々の雰囲気が

強くただようものになりました。

「なつかしい人からなつかしい話が、その人らしい文体」で「なんともぜいたく

な」と思うのですがいかがでしょうか。（も）
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数理情報学科教授の本田勝也先生は2010年4月28日残念ながら薬石効な

く他界されました。中山先生に思い出をお書きいただきました。ご冥福をお祈
田先生の思い出

信州大学理学部准教授 中山 一昭

本田先生との出会いからお話しましょう。本田先生に初めてお会いし

のは平成 7 年の夏のことでした。場所は東京大学理学部の会議室。

の頃はフラクタルに興味があって幾つかの本を読んでいたこともあり、

にこの分野で顕著な業績を挙げられていた先生のお名前は存じて

りました。その本田先生が眼前の椅子に座って私の一挙手一投足に

目しておられる。私は黒板の前に立って冷や汗をかいている。これ

初めてお目にかかった時の状況です。この時、先生は私を口頭試問

るために東京へお見えになったのでした。先生が何か質問されて私

必死になって答える、という問答の時間をしばらく過ごしたはずです

、この間の受け答えは全く覚えていません。覚えているのは、面接に

たって服装に気を遣ったことと、最後に先生はにこやかな笑顔を残し

お帰りになったという、二つだけです。

その後、信州大学で同僚として 15 年程を過ごすこととなりましたが、

の間に色々なことがあり、そして色々と教えて頂きました。例えば忘年

の直前のこと。宴会に際して色々と考えていることを打ち明けると、先

は理学部の教官(今はもう「教員」ですね)との付き合い方を細かくレク

ャーして下さいました。

おかげで気がだいぶ楽になったのを覚えています。またこんなことも

りました。大学の先生と呼ばれる立場になって学生に初めて講義をし

その日に、「初講義は大変めでたいから夕食を奢りましょう」ということ

小松プラザのレストランで食事をご馳走して頂きました。当時はまだ

も左も分からない助手の立場だった私には本当にありがたいことでし

。

その後、体調を崩されてからは何度か病院へお見舞いに伺いました

、却って色々と励まされてしまう始末で本当にお元気そうなご様子で

た。入院が長くなってからは、お見舞いに伺いたい旨をお伝えすると

見舞無用」のお返事を度々頂きましたが、これも「見舞は良いから自分

ことをきちんとしなさい」というメッセージだったのかと今更ながら感謝

ています。

この他に仕事のこと、大学のことなど、色々と思い出はありますが、こ

では差し控えます。ともかく本田先生の人間的な面に触れられたのは

せでした。

同時にご恩に十分に報いることが出来ていないのが悔やまれます。

本田勝也さんを偲ぶ会」では沢山の懐かしいお話が出ましたが、出席

れた皆様には十分に故人を思い起こして頂けたのではないかと思い

す。会の進行が遅れていたこともあり、立場上、全く思い出らしいこと

触れられませんでしたが、その分ここで思い出を書かせて頂きまし

。

ご冥福をお祈りいたします。

---------------------------------------------------------

号特集の「文理学部から理学部へ」の原稿をさらに募集しています。

い出の記を下記の要領でメールにてお送りください。送付先は、各

の同窓会宛にお願いします。学科同窓会の担当者のアドレスは p,5

記載してあります。

---- 募 集 要 項 ----

① 「文理学部から理学部へ」をめぐる日々の大学、講義、教官と学生、サ

ークル、寮、暮らし、友情など

② 題は各自お付けください

③ 1000～1500字程度横書き（写真込み）

④ 会報の「文理学部から理学部へ」のページに掲載

編集の都合上1月末までにお送り下さい。2月末発行の17号に掲載。

応募いただく方：文理改組(1966)の前年ごろから理学部完成年度(1969)頃まで

に文理学部・理学部の教官・技官等の教職員だった方々及び、文理学

部・理学部の学生だった方々。

注意いただきたいこと：印刷され会員に配布されます。文章は一般的社会的

常識の範囲を超えないようにご配慮ください。

なお、手書き原稿も可能です。各学科同窓会宛てに郵送下さい。

りいたします。


