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卒業生、修了生の皆さん、ご卒業・ご修了おめでとう

ございます。それぞれに松本で有意義な学生生活を過ご

されたことと思います。信州大学理学部において自然科

学を学び、そこから培った知識と知恵をこれからの人生

に役立てご活躍されることを心より願っています。

新入生の皆さん。ご入学おめでとうございます。豊か

な自然と文化に恵まれた信州松本で、自然科学の神髄に

触れ、充実した楽しい学生生活を送られることを期待し

ています。

三年前の南部・小林・益川先生のノーベル物理学賞と

下村先生の化学賞に続き、昨年秋には鈴木・根岸先生の

ノーベル化学賞受賞と、我が国の自然科学分野の教育研

究の水準の高さが改めて実証されました。これを励みに、

理学部はこれからも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

す教育機関としての役目を着実に果たして行きたいと考

えています。

このため、教育方法の普段の改革の検討を重ねて新し

い試みを始めています。現在、積極的に学びたい学生諸

君のために通常のカリキュラムに加えて下記の３つのエ

キストラな教育プログラムを実施しています。

１. 理数学生応援プロジェクト

２. コア・サイエンス・ティチャー

３. 自然環境診断マイスター

「理数学生応援プロジェクト」は学部学生を対象とし

たカリキュラムで、一昨年（2009）度より文部科学省の

教育事業に採択されました。課題名は『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』です。このプ

ログラムは文字通り自ら積極的に学ぼうとしている諸君

を理学部を挙げて応援するものです。内容としては通常

のカリキュラムに加えて、「新入生ゼミナール（特別ク

ラス）」、「基礎理学総説演習」、「早期卒業研究」[ア

ドバンス演習（数理・理論科学分野）,アドバンス実習（フ

ィールド科学分野）,アドバンス実験（実験科学分野）]、

「学部・大学院継続科目」（大学院授業科目先取り科目）

が用意されています。受講を希望する学生は原則として

参加できます。このカリキュラムを選択した学生には自

主学習支援のために個別の指導教員および院生チュータ

ーがつきます。日常の学習方法を自ら獲得して行くポー

トフォリオの活用の仕方から始まり、日常の学習活動も

応援します。是非参加して下さい。詳しくは、下記の専

用ウェブページをご覧下さい。
http://science.shinshu-u.ac.jp/~risuouen/index.html

「コア・サイエンス・ティチャー養成プログラム」は、

一昨年度から文部科学省の教育事業に採択されましたも

のです。課題名は『理数系教員養成拠点構築事業』です。

中学や高等学校の理科及び数学の教員として、学校の理

数教育の「核」となって活躍する教員を育成する事業で

す。中学校・高等学校の理科及び数学の教員を目指す学

部学生と大学院生は是非参加して下さい。

「自然環境診断マイスター」は、地球温暖化に代表さ

れる地球規模で対応しなければならない課題を自然環境

の保全とその環境診断という視点に立って解決する道を

探るべき人材を育成しようとする社会人向けの教育プロ

グラムとして、2007 年に文部科学省に採択され、2009年

度まで足掛け３年に渡り全４コースを実施した事業を、

大学院修士課程の学生を対象として発展させたものです。

多様な自然環境の判別、生物の多様性の理解、自然環境

保全策の企画及び自然災害の防災対策の能力を培うとと

もに、自然現象の本質的理解と多様な問題を解決するた

めの強い意欲を有する大学院生や社会人に自然環境診断

マイスターの資格を与えることにより、自然環境教育・

行政・事業に対し具体案を提言できる人材を育成するも

のです。学長から「信州大学自然環境診断マイスター資

格認定証」が授与されます。自然環境の保全や生物多様

性等に関心のある大学院生は、専門の如何に関わらず是

非参加して下さい。

恒例となりましたが、本会誌の最後のページに卒業研

究、修士論文および博士論文の研究テーマの一覧が記載

されています。是非ご一読いただき、後輩諸君の勉学の

成果の一旦をご確認下さい。また、今年の夏も、小中高

校生と一般市民向けの体験学習イベント「信州自然誌博

物館（自然のシリーズ）」を７月 30〜31 日の土日に、理

学部と改装中の信州大学自然科学館（旧教養部野球場隣）

を会場に開催する予定です。新装なった理学部校舎の散

策も兼ねてお越し下さい。お待ちしています。

一昨年から続く世界同時経済不況のため、学生の就

職は一段と厳しい状況です。理学部としても就職セミナ

ー、インターンシップの実施等キャリア・サポートの充

実に引続き努力して参りますが、就職活動には同窓生で

ある先輩方との繋がりが一番心強いものとなっていま

す。今後とも同窓会会員の皆様方には後輩と母校を温か

い目で見守っていただき、さらなるご支援・ご指導をお

願い申し上げます

信州大学理学部同窓会報

ご卒業・ご修了そしてご入学おめでとうございます 理学部長 武田三男

１７号 201１年 2月 28日

信州大学理学部同窓会

390-8621 松本市旭 3-1-1 信大理学部内

発 行 責 任 者 森 淳
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卒業生の皆さん、修了生の皆さん、新しい出発おめでとう

ざいます。.若い皆さんを同窓会の仲間に迎えることがで

ますこと、心からうれしく思います。長期に渡る不況のも

で、若い皆さん一人一人に降りかかる困難は、まだ減る兆

を見せていませんが、これまで学んだ科学的見方・考え方

土台に、知恵と力を出して前進してほしいと思います。心

らの声援を送ります。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。信州という

倒的な自然豊かな地で青春の一時期をすごすことは、皆さ

の人生にとって代え難いものになると信じます。とりわ

、自然科学を志す者にとって「自然と対面し、自然を直視

る」ことは最高の学びに直結するものです。また、学問・

究は「共同作業」です。人との共同する学び方を学生時代

通して培ってほしいと思います。

同窓生の皆さんお元気でお過ごしの事と思います。この冬

、寒暖の差が顕著な気がします。暖かな日が数日のあと厳

い冷え込みがやってきて、体調管理がやっかいな冬でし

。北の方の友人は、電話で「今週はずっと雪かきさ」と半

も仕事が出来ないと伝えてきました。日本海側での大雪で

い雪にご苦労された方もおみえと思います。皆さんぜひお

を大事にとお伝えします。

格差と貧困が強く言われはじめて10年以上がたちます。中

（東京）新聞が元旦号から9回にわたって「子ども－貧困」

いう特集を組みました。過酷な子どもたちの現実を伝える

共に、一人一人の子どもと家族に寄り添い、困難でも「希

がある」という文章から新聞記者の目線の確かさも伝わっ

くるものでした。記者の優しさにはげまされながらも一話

話に「たじろぐ」自分を感じました。そして、背後にある

差を助長する社会のあり様と政治のふがいなさを思わざ

を得ませんでした。

格差と貧困は昔からありました。格差を縮め貧困をなくす

とを目指して社会は前進して来ました。しかし日本では、

それは大きく後退していると言わねばなりません。富が偏

し、蓄積される一方、貧困層の増大と極端な貧困に苦しむ

を生み出しています。しかも、豊かな者と貧しい者が一見

在して生活しているようにみえますが、子どもの頃から全

関わりなく過ごす状況が生まれています。こうした階層化

れた状況は、日本人を大きく分断し始めています。たとえ

「普通」という日本語についても、食事にせよ学習 にせ

生活のすべての場面で水準・内容が異なる二つの集団が出

つつあると感じます。この違いは物の判断・理解に差をも

らしますから対応や取り組み方、姿勢を変化させます。そ

て、この違いは子どもたちが獲得できる「力」に影響を与

ることになります。「学習の土台」そのものが偏り、知識

結びつかず、その上に築く「学び」の剥離を引き起こす状

が広がっています。

すべての子どもが「学べる」状況を作り保障することと、

分の学習不足に気づいた青年への援助が必要です。中日新

の記者の目線はあらためて教えてくれています。

最も貧しい人々にとって「どうにもならない」と思わせる

法の言葉が「自己責任」です。この単語を拡大解釈し、い

るところ、時には「人の心」にまではめ込んできたのは、

部の「識者」と安定したくらしを享受できる者たちです。

れにしても、今日の政治はどうなっているのでしょうか。

人の築きあげてきた、日本の文化や、平和を求める理念そ

ものを、打ち崩しているのではと思うほどです。

普天間基地に関して何の展望も見つけられない中、突然に消

費税の増加と法人税の減税を言い出し、次いでT.P.P.への参

加表明するなど、公約に反する事、数年前の民主党では考え

られない事を矢継ぎ早に出してきています。

この、次々に題材を出し危機意識を煽り、道は「これしか

ない」と威し、「有識者」なる者を登場させ、マスコミも同

調して「主張」をする。「国際競争」「情勢」「乗り遅れ」

などの単語が飛び交うだけです。今何故なのか、そのわけは

本当か、そして起きている事は何で、現実の社会との整合性

はどうかなどの検証は不十分のままです。誰もが納得できる

全体像を示すことなく、ある場面での一部の者たちが作った

「既成事実」を「現実的」と称して全体に押しつけ、国民同

士を対立させる構図を作る、こうした政治手法が採られてい

ます。これは、非常に危険な事ではないかと思います。

信州大学は1949年に8つの学校をまとめて誕生しました。

理学部は文理学部を経て、1966年に生まれました。それ以来

45年です。当初4学科定員115名でしたが、今日6学科定員210

名にまで成長してきました。自然科学の基礎の全体を網羅で

きるものになっています。45年間の発展の歴史は、その一コ

マ毎に大学で生活するすべての人々のたゆまぬ努力と情熱

が注ぎ込まれています。

何事についても、一つの飛躍の前に、その土台を厚く作る

地道な作業があります。飛躍を目の当たりに出来る人の何

倍、何十倍もの人々が、それ以前に知恵と力を出していたは

ずです。その中には学ぶべき物がたくさん隠されているに違

いありませんし、厚い土台と準備そして飛躍という動きと発

展そのものから学ぶものは大きいと思います。

日本人の特質なのかとも思いますが、土台作りをした人々

は多く語りません。「毎日同じことをしただけ」「やった事

は大したことではない」と言うだけです。ならば、その人々

の事を身近で見ていた人は大いに語ろうではありませんか。

今、そこから学ぶ事を確認し、次へ生かす事が必要な時代だ

と思うのです

「真っ当な努力に無駄なものはない」「十分準備された物

があってこその結果」なのだと思います。45年間のどこかを

切口に「あの時、あの頃」をご投稿いただければ幸いです。

会報では「文理から理学へ」を特集しています。今回も多

くの方にお書きいただきました。お読みいただき「そういえ

ばこんな話も」と、どんどん寄稿してください。

今回別紙とP5.24で4つのお願いをさせていただきます。

1つは連絡の取れなくなった同窓生についての調査です。

今回は10Sまでですが、続いて少しずつ若い方もと考えてい

ます。ぜひご存じの方ご連絡下さい。（別紙）

2つめはカンパです。学部・学科に少しでも助けになる事

をと思っていますが、同窓会も少しずつ厳しくなってきてい

ます。ぜひよろしくお願いします。（P.5）

3つ目は皆さんの本棚に眠っている「いらなくなった本」

の寄贈のお願いです。（P.5）

4つ目は以前にもお願いしました「信大Ｎow」の購読につ

いてです。年4回発行1000円です。（P.24）

同窓会は大学と同窓生を結び、同窓生同士を結ぶものとし

て可能な限りやってきましたし、今後も今まで以上に続けて

いきたいと思います。皆さんの声援が力です。ぜひよろしく

お願いします。

会 長 挨 拶 森 淳



信州大学理学部同窓会の皆様に

育研究にご支援賜り、誠にありが

期目標の初年度に当たる本年度も

終えようとしております。せっか

同窓会の皆様にも、信州大学の一

1年を振り返りながら、今後目指す

したいと存じます。

信州大学は、信州の「知の拠点

の教育研究に力を入れております

合大学の特色を生かし、「知の継

創造」である研究で、地域の皆様の

おります。年末には、附属学校園も

して取り組んでいる環境ISO14001

しました。これは、松本キャンパ

開発工事中で対象外になっていた

ったことによるものです。全学で取

少なく、信大は全国で14番目、附属

、島根大学に続いて2番目です。規

本一の環境フロントランナー大学

附属病院での活動には患者さんも

外にも対象が広がったことで、信州

り広く、より深く浸透させること

ところで、皆様もご承知のとお

に加えて、財政的な逼迫感も強ま

べき教育及び科学技術事業の必要

ないことが度々ありました。なか

う予算づくりは、本来国家の基本

とは決して言えないものでした。

トで文科省要望枠事業に寄せられ

支援のお陰で、要望の9割を超える

円；対前年度比0.9%減）の確保と

寄せくださった皆様に改めて御礼

信州大学に大きな影響を及ぼす

ますと、国立大学が存在するための

大学法人運営費交付金（補正予算

比0.5%減）、大学の研究費の大きな

た科学研究費補助金は32%の大幅な

育研究水準の向上に向けた改革支

界をリードする人材を育成するた

るリーディング大学院プログラム

設定されましたが、国際的な研究

ログラムの予算は若干の減少とな

上関連の事業はほぼ半減の予算と

夫を迫られることになります。

また、地域イノベーション創出

動員するシステムを構築し、文科省

能の強化のための地域イノベーシ

（総額110億6千万円のソフト・ヒ

新規に設けています。今や、自治

域の発展にお互いの命運がかかっ

死に取り組んでいます。

昨年末に信州大学に伝達されま

付金予定額」の概略をご説明しま

正予算前年分3憶7千万円を除く）は

,300万円です。

このうち、一般運営費交付金は前

0万円です。この減額は、大学改革
着実に前進する信州大学から理学部同窓生の皆さんへ
3

は、平素より信州大学の教

とうございます。第二期中

、お陰様で間もなく1年を

くの機会ですので、理学部

員として、信州大学のこの

方向などについてご紹介

」を目指して、文理融合型

。文／理8学部を擁する総

承」である教育と、「知の

お役に立てるよう励んで

含めてオール信州大学と

の認証が全学に拡大いた

スでISOを取得した際、再

医学部と附属病院が加わ

得している大学は意外と

病院をもつ大学としては

模を考えれば、信大は日

であるといえるでしょう。

含まれ、信州大学在籍者以

大学の環境マインドをよ

が期待されております。

り、昨年は、政治的な混迷

り、国家百年の計で進める

性・重要性が見失われかね

でも、政策コンテストとい

事業の策定には、相応しい

しかし、パブリックコメン

た多くの方々のご支持・ご

予算額（総額5兆5,428億

なりました。コメントをお

申し上げます。

高等教育関係の予算を見

基本的な財源である国立

分を含む）は微減（前年度

比率を占めるようになっ

増加となっています。教

援では、成長分野などで世

めの博士課程教育におけ

が新規（39億円の予算）に

拠点形成のためのG-COEプ

りそうです。教育の質の向

なり、事業維持のための工

については、関係府省を総

として大学の地域貢献機

ョン戦略支援プログラム

ューマンに対する支援）を

体も企業も学校も、その地

ているため、地域連携に必

した「平成23年度運営費交

す。運営費交付金総額（補

前年度比0.8%減の146億6

年度比0.9%減の119億158

推進係数△1.3%の減額

と授業料免除枠の拡大によるものです。特別経費は、前年度

比3億3400万円増の12億1800万円であり、医学部定員増に伴

う教育用設備充実及び地域医療拠点体制充実のための経費

が84%を占めています。退職手当等の特殊要因経費は15億3千

万円です。

このように説明してまいりますと、「平成16年度の国立大

学法人化以降の基盤的経費の削減に歯止めがかかった」との

文科省見解には部分的に賛同しかねる感があります。という

のも、この一般運営費交付金の大学改革促進係数（いわゆる

効率化係数）は昨年の1.8%から1.3%と低減されましたが、人

件費の逓減は続きます。そのうえ、学部・大学院の授業料免

除枠の拡大に伴う予算の確保が必要となります。大学の独自

性を発揮できる事業経費は、この交付金に求めざるを得ない

ところですが、7割近くが固定費で占められている現在の状

況では、独自事業も先細りです。

大学の基盤的経費（基本的な生活費）である一般運営費交

付金を除いた教育予算については、文科省見解の通り、その

削減に歯止めがかかったと言うこともできます。しかし、昨

年6月に閣議決定した当面の3年間の中期財政フレームに基

づく予算編成は今後も継続すると考えられます。平成24年度

以降の高等教育関連予算が23年度並みとなる保証はまった

くありません。どちらかというと、国の歳出削減を実行し、

公的債務残高を減らすなど、財政再建に向けた抜本的な取り

組みが予想されます。平成24年度以降、人件費を含む大学運

営の基盤的経費の逓減は避けて通れないものと考えなけれ

ばならないでしょう。

ところで、信州大学はこの「人とお金の逓減・縮減」を受

入れて、耐えているだけで良いのでしょうか。もちろん、た

だ受入れるだけではじり貧です。信州大学の未来はなくなり

ます。現下の国立大学財政危機を改革の大きなチャンスと捉

え、信州大学のコア・コンピタンスを明確にし、スモールサ

イジングも視野に入れたスクラップ・アンド・ビルドによる

組織・運営の改革をスタートさせる必要があります。平成23

年は、この改革をスタートさせる年と位置付けたいと考えて

います。

今回の政策コンテストにおける文科省事業計画に対する

多数の賛同と支援は、教育が国家百年の計で進めるべき事業

であり、元気な日本復活のためには教育と科学技術が重要で

あるとの期待の表れであります。私ども大学人は、この国民

の負託に応えて、学問の府としての大学の存在を未来にわた

って確固たるものとしなければなりません。特に、信州大学

は、総合大学として「知の継承（教育：人材育成）と新しい

知の創造（研究）」に注力する社会的な使命を負っています

。信州の「知の森」をさらに豊かに大きく育てたいと考えて

います。

教職員をはじめ構成員や関係者の皆様一人ひとりが信州

大学の将来を考え、行動することによって、必ずや個性輝く

大学としてさらに大きく発展し、教育研究をより充実させら

れると信じています。

理学部同窓会の皆様にも、一層のご理解、ご支援をよろしく

お願い申し上げます。

H23.2.21

信州大学学長 山沢 清人
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私、信州大学地質科学科に勤務して、はや30年がすぎてしま

いました。退職まであと6年となり、研究面での身辺整理を

始めている今日この頃です。以前の私を知っている方は、信

じられないことと思いますが、今は長野県の新第三紀の地層

を研究対象としています。といっても、第三紀層の層序を研

究しているのではなく、地層の中に10cm位の楕円体のかたま

りとして産する岩石（団塊、ノジュールという）の成因の研

究です。近年の卒研生および私の研究によって、長野県の新

第三紀層に燐酸塩ノジュール（岩石に含まれるP2O5成分が30

％に達する岩石）が、時々でることがわかってきました。普

通の泥岩のP2O5量は0.15%前後ですから、燐酸塩ノジュール

は周囲の泥岩より約200倍P2O5を濃集していることになりま

す。こんな異常な岩石がどのようにしてできるのか、という

素朴な疑問と、日本では誰も手掛けていないということ、そ

してなによりもノジュールの研究をすすめていくと次第に

見えてくる自然の論理性、に魅了されて研究を続けています

。

海底に堆積した泥や砂は、”続成作用”をうけて固結した

堆積岩になります。続成作用のうち、バクテリアによる有機

物分解に支配されている段階(埋没深度数百ｍくらいまで）

を初期続成作用といいます。実はノジュールは、初期続成作

用における化学的過程を最もよくあらわす試料なのです。燐

酸塩ノジュールの研究で、私のさしあたっての目標は、燐の

由来が何であるかということと、初期続成作用での燐灰石沈

殿の必然性を解明することです。そして、ノジュールの研究

21世紀は環境の時代と言われています。確かに最近は，生

産の場でも，日常生活でも，また研究や教育活動に携わる学

校でも，「環境」は第一に配慮しなければならない大きなテ

ーマとなっています。信州大学では今，大学をあげて「環境

」を共通のキーワードとした試みに挑戦しています。これま

で，確かにどの大学でも公害問題や環境問題を，研究や教育

の中で取り上げてきました．しかしこれからは，教科書的な

知識や解説にとどまらない，一歩踏み込んだ取り組みが求め

られていると私たちは考えています。それは，大学の教職員

はもちろん，卒業生のすべてが，社会生活・家庭生活におい

て，「環境に配慮した」生活を実践することを，在学中から

習慣化するということです。これを「環境マインドを身につ

ける」と呼んでいます。

この取り組みのひとつが，国際標準規格ISO14001の認証取得

でした。信州大学では，2001年に工学部の若里キャンパスが

国立大学としては，はじめてISO14001の認証を取得しました

。2004年にスタートした文科省の「特色ある大学教育支援プ

ログラム」、いわゆる「教育GP (Good Practice)」では、

この「環境マインドをもつ人材を養成する」という信州大学

の申請が採択されました。このGPは、全学で教職員と学生が

主体的に関わってISOの認証を取得し、維持して行こうとい

う具体的な目標を持ったものでした。その結果、2005年には

教育学部、2006年には農学部と繊維学部、2007年には医学部

・附属病院を除く松本キャンパス、そして昨年(2009年)12月

に医学部と病院にサイト拡大したことで、全学での認証取得

を通して、（ある種の）堆積岩の形成の、はじめから終りま

でを理解できたら、と思っています。

研究の意義だけを述べていると、「今までどういう成果を

得てきたのか」と言われそうですので、いままでに得た知見

を簡単に紹介いたします。

①堆積岩というのは、砕屑物質と自生鉱物、それも続成作

用のいろいろなステージで晶出したもの、による非平衡な混

合物です。そのことは容易に想像はできるのですが、岩石試

料から実際に証明することは極めて困難でした。今回、黄鉄

鉱の硫黄同位体比を一粒ごと測定した結果、判明しました。

堆積岩の岩石学的研究を困難にさせている理由はここにあ

ります。

②長野県の試料ではないですが、北上地方のペルム紀登米

層では、燐酸塩ノジュールの燐の由来は、魚骨片であること

がわかりました（希土類元素の含有量の分析から）。そして

、海底に堆積した魚骨片が堆積物中で溶解したあと、今度は

一転して溶液から沈殿したことがわかりました。そういう経

過をたどる必然性として、溶存酸素存在下での硫化物酸化バ

クテリアによる化学合成・pH低下と、埋没進行による無酸素

化→バクテリア硫酸塩還元の開始、を提唱しました（前者は

仮説の段階、後者は事実です）。

地球表層付近での物質の溶解や沈殿などの地質現象に対

して、バクテリア活動が、従来の想定以上に、大きく影響し

ていることが予感されます。

を達成することができました。この作業は、実働10年を超え

る取り組みとなりました。ISO14001は、どちらかというと企

業や事業所の公害防止と作業環境の改善に力点があり、日本

の企業の多くが、企業のステータスを名実共に高めるツール

としてこの規格の認証を目指して来ました。しかし、環境問

題・資源問題が世界的であると同時にごく身近なものでもあ

ることがわかってくると、必ずしも生産現場ではない事業所

でもこの仕組みを取り入れようとするところが出てきまし

た。高等教育・研究機関で先導的役割を果たしているのが信

州大学なのです。

この間の信州大学全学のISOに向けた取り組みには、環境機

能工学科を中心とする工学部の教職員の尽力が非常に大き

かったわけですが、忘れてならないのが小宮山惇前学長の熱

意です。ほぼ3ヶ月に一度、学長自ら各キャンパスに赴き、

全学部の委員を召集して半日の長丁場で協議・報告と現場視

察（研究室・実験室や薬品倉庫、排水施設やごみ集積場など

）が密度濃く行われて来ました。正直言って時間的には厳し

いものがありましたが、そこでは、自らのキャンパスと他の

キャンパスとを比較し、異なるキャンパスの教職員が意見交

流することで、問題点や改善すべき点が議論されました。「

タコ足大学」といわれる信州大学では、ともすると各キャン

パスが「わが道を行く」ということになりがちですが、それ

をまとめ上げたというのは大きな成果だったと言えるので

はないでしょうか。同窓生の皆さんのうちで、会社などの認

証取得に関わったことのある方は、この作業がそう容易なも

のではないことはわかっていただけると思います。

－－－ 研 究 紹 介 －－－

信 州 大 学 の 環 境 教 育 理学部物質循環学科 福島 和夫

今、私 が 研 究 し て い る こ と 理学部地質科学科 森清 寿郎
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さて、大学で環境ISOの認証を取得することの意味は何でし

ょうか？ひとつは法規制遵守（コンプライアンス）です。私

たちの日常の研究や実験・実習では必ずエネルギーと資源

（試薬・溶媒・材料）を使います。時には、有害で危険な材

料を使うこともありますから、まず安全で適切な管理が必要

ですし、生じる廃棄物や廃水・廃液は、定められた法令にし

たがい、適切に処理しなければなりません。社会の一構成員

である大学は、よそから指摘される前に事業所として守る自

律が求められているということです。もうひとつは、必ずし

も法規制の対象とはなっていなくても、社会的に合意され、

構成員が合意した目標を掲げ、その達成のために事故防止、

省資源・省エネ、廃棄物削減などに貢献しようとするもので、

これをパフォーマンスと呼んでいます。これらがうまく機能

するように、マニュアルを整備したり、相互に進捗状況をチ

ェックする（内部監査）こと、またそれらが硬直化して人間

関係が悪くなったり、大学業務が停滞するようなことのない

よう、コミュニケーションを密にする仕組みが必要になって

来ますが、これこそが大学を良くする方向に働くだろうとい

うことです。大学ならではの新基軸の創出も必要になるでし

ょう。

さて、これから信州大学はどのように変わっていくでしょ

うか。希望をこめて一部をご紹介しておきます。

理学部など、基礎科学分野での研究・教育ではとくに、経済

活動と環境保全という対極軸で見た場合は、環境保全にシフ

トしていると言っても良いでしょう。しかし、これまでは、

同 窓 生 の 皆 様 へ の カ ン パ の お 願 い
理学部同窓会では大学の行事への協力、学生研究への助成、

卒業就業生へのお祝いをはじめとする様々な取り組みを進めて

まいりました。

また、会報の年2回の発行も、この間続けてきまして、大学の

現状をお知らせすると共に先生方や同窓生の皆様からの投稿も

いただき、互いの絆を強めるよう努めてきました。文理学部自

然学科の先輩にも会に入っていただき文理・理学一体の体制も

作ってきました。

この間大学のおかれた状況や理科離れと言われる昨今の実態

をふまえ子どもを中心とする自然誌科学館の取り組みや高校生

い ら な い 本 を お 寄 せ く だ さ い

同窓会の皆さん、大学卒業以来数多くの書籍を手にしご自分

の専門や仕事に生かし、また人生を豊かにされてこられたこと

と思います。そうした書籍の中には人に譲って再び役に立てて

ほしいと思われるものもたくさんお持ちのここと思います。

そうした書籍をお送りいただき、若い後輩の方に届ける仲介

役をやろうと考えています。ぜひ多くの同窓の皆さんからの書

籍を送っていただけますようにお願いいたします。

後輩の中には「ほしい本が見つからない」「高くて手が出な

い」と思っている人も多くいます。中には近頃少なくなった古

本屋を回っても、うまく行き当たらないという人もいます。そ

ういった人たちに皆さんの本棚の中で「手放してもよい」と思

われるものを譲ってほしいと思っています。

お送りいただく本は、自然科学に関するものを中心にします

が、自然科学との複合分野のものやほかの分野（経済・哲学・

社会学など）も学生の視野を広げるのに役立つと考えています。

また、学生がサークル活動やボランティア活動などで使ったり、

楽しみとなる本（山岳、花、自然、環境、スポーツなど）や、

子供用の実験工作、採集あるいは折り紙の本などもあると良い

教育目的という配慮で、消防法や廃棄物処理法など最低限の

法規制の範囲で許容されてきました。これからは、資源・エ

ネルギーの浪費は可能な限り抑制しましょう、資源化できる

ごみは分別を徹底しましょう、ということが徹底されていく

でしょう。分別に応じたゴミ箱やごみ置き場の整備、薬品管

理の手順はその支えとなっていくものと思われます。

大学の社会的役割には、研究内容と成果で社会に貢献すると

いうことに加えて、学生の輩出があります。今それぞれのキ

ャンパスでは、学生が自主的にISO委員会を構成して、キャ

ンパス間、地域、また他大学との交流を通じ、持続可能な社

会の建設や、環境保全のために自分たちでできることを実践

しています。松本キャンパスの生協食堂にサラダバイキング

のコーナーがありますが、その野菜の一部に、食堂から出た

残菜が堆肥化され、その堆肥を使って学生が地元の農家と協

働（洞楽村）で育てたものが使われています。これはISOと

直接関係した活動ではありませんが、非常に珍しくまた面白

い循環システムの試みだと思っています。

この3年間、学長裁量経費を使い、全学から数人の学生が1週

間から10日ほどの日程で世界各地（ドイツ、米国、今年度は

マレーシア）の大学に行き、「環境」事情を研修する機会が

設けられています。時間的にもまた人数枠から見ても決して

十分ではないかも知れませんが、このような機会を通じて学

生が世界の多様な学生たちと交流し、将来的に国際的な連携

組織を育てて行ってくれればと願っています。

への働きかけを重視してまいりました。大学と協力して進める

ため冊子「信州で学ぶ」の発行などもしてまいりました。

今日の活動が少しづつ拡大していく事により財政的にはきつ

くなってきています。卒業生の皆さんに大変心苦しいのですが

、カンパを訴えさせていただきます。1口1000円とさせていた

だきますが5口10口とお送りいただければ幸いです。

振込用紙を同封しますのでよろしくお願い申し上げます。

信州大学理学部同窓会

会長 森 淳

と思います。

なお雑誌は、自然科学に関するものにかぎらせていただきま

す（できれば年分以上まとまっているといいと思います）

また、たくさん線の引いてあるもの、書き込みの多いもの、

破損が大きいものもご遠慮ください。

学問をするものにとってふさわしいと思われる本を後輩に届

けられれば本当にうれしいことだと思っています。

集まった本は次のように活用したいと考えています。

まず第1弾として、①学内で安く販売します。②自然史科学館

〔7月下旬予定〕に参加された市民の皆さんとりわけ小中高校生

に紹介し販売します。その折同窓の皆さんもご参加ください。

第2弾として学生がほしいときに手に出来るよう工夫したい

と考えます。今後検討します。

値段等についてはこちらで設定し、利益は同窓会の財源とさ

せていたきたいとおもいます。また、おそれいりますが、送料

はご負担ください。

送り先は390-8621松本市旭3-1-1信州大学理学部同窓会です。

－－－ 同 窓 会 か ら の お 願 い －－－
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信州大学自然科学館（The Science Museum of Shinshu Unive

rsity）の充実に向けて

理学部長 武田三男

信州大学には、旧制松本高校学校時代からの後世に遺すべ

き動植物の資料や長野県植物研究会から引き継いだ貴重な

資料が保管されています。特に、理学部が保存・管理してい

る植物標本の主体は、著名な『長野県植物誌』の証拠標本と

して現在も国際的に機能している信州大学が世界に誇るべ

き文化遺産です。この中には、既に絶滅した動植物など、遺

伝子遺産としても貴重なものが多く、理学部ではデーターベ

ース化を進めながら全国の研究者のために情報提供を行っ

ています。同時に、これらの資料

は社会人対象の「自然環境診断マ

イスター」の教材や、毎年開催し

ている小中高校生徒や市民対象の

体験学習イベント「信州大学自然

誌科学館（自然のおどろきシリー

ズ）」ならびに「青少年のための

科学の祭典」でもその一部を公開

するなど学外対象の教育事業にも

役立ててきました。

これらの貴重な資料の保管場所

に苦慮し、これまでは医学部のご

好意に甘えてレンガ館（旧松本連隊食堂）をお借りし凌いで

いましたが、この度、全学の理解が得られて旧廃液処理施設

を改修し、常設の市民公開の『信州大学自然誌科学館』とし

て再開発したいと考えています。

信州大学自然科学館では、各キャンパスに分散している貴

重資料の展示、データーベ

ース化と公開、小中高校生

・市民向け体験学習事業の

実施等教育研究活動への協

力を柱に活動します。これ

らに加えて、図書館、関係

する学部・全学教育機構等

部局や学内共同教育研究施

設さらには長野県ならびに周辺市町村などの地方自治体の

協力を得て、環境保全、中山間地や里山の自然と文化、自然

災害と防災など自然と人間生活が深く関わった文理融合分

野の全学の教育研究とそ

の情報公開にも役立てた

いと考えています。

また、現役の学生・院

生ならびに教職員の教育

研究の場としてばかりで

なく、同窓生にも広く活

用されることが強く期待

されます。

信州大学を代表する『

ミュージアム』の基礎作

りの第一歩と考えています。信

州大学自然科学館の充実と発展のため今後とも尚一層のご

指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

。

これまでの経過と実践開始へ

佐藤 利幸 準備委員長

信州大学自然科学館のこれまでの歩みは、45年前、信州大

学教養部生物学教室（清水建美名誉教授）を中心とした長野

県植物研究会の発足とともに始まる。「信州大学植物標本庫

（SHIN）」を国際登録し、松本高等学校や旧師範学校からの

植物標本をもとに、これまで現在30万点の植物標本が研究会

会員のボランテアにより整理された。それをもとに編集され

たのが「長野県植物誌、1997；（信濃毎日新聞社賞受賞）」

である。1997年に完成し、その内容と植物分布図をまとめた

ＣＤ－ＲＯＭ（金井ら）が完成した（研究会創立３０周年事

業）。地域植物誌としては快挙であ

る。もとより日本で10000種ある維

管束植物（在来・帰化を含め）のう

ち5000種が長野県に確認されてお

り、信州は日本列島の植物多様性の

柱である。

一方、かつての教養部から多

研

「

は

学

」

信

科

る

境

き

備

れ

今

れ

準

重

の

こ

を

物

学

Ｈ

石

．

等

－－－信 州 大 学 自 然 科 学 館 に つ い て －－－

科学館内部配置予想図
くの教員が理学部にも配置される

ことにより、理学部の人材も充実し

究教育活動を一般公開する社会貢献が開始された。

信州大学自然誌科学館：自然のおどろきシリーズ；2001～」

地元の小中学生の人気が高い。本年で11年目をむかえる。

2006年には、大学博物館の連携のもと「国立大学等博物科

会」が発足し、「山本・佐藤ら」が継続参加してきた。

その後2009年には理学部の「自然誌科学館設立準備委員会

は「信州大学自然科学館準備室」へと発展した。それには

州大学から旧廃液処理（環境）センターを「信州大学自然

学館」への使用許可があったからである。約半世紀にわた

資料蓄積が常時公開型の「科学館」へと発展できる。旧環

センター利用については武田学部長・二宮副学長の強い働

かけが実ったことになる。

2009年には、廃液処理のための大型機材撤去および展示準

がなされた。今年度は新しい室内作りと標本移動が予定さ

て、2011年度４月の会館を予定している。

後の設備充実のためには、あと数千万円の予算化必要とさ

るが、寄付金などの依頼を行うつもりである。自然科学館

備に向けて莫大な予算がかかる。しかし、残されてきた貴

な標本などの遺産は値段が付けられない（priceless）も

である。縄文時代以来5000年もの人類の歴史をはぐくみ、

れからの日本の生物多様性を支えるべき信州の自然遺産

未来に残さなくてはならない。

3月半ばには、旧教養部収蔵の動物標本の搬入と整理、植

標本庫（SHIN）搬入が行われる。

近い将来への実践活動として、１．基礎理学および自然科

関連学部からの研究紹介パネル公開、２．植物標本庫（Ｓ

ＩＮ）の公開・整理、３．動物標本の公開・整理、４．化

と岩石の公開・整理、５．自然科学の綜合展示と発信、６

自然環境再生（温暖化抑制と生物多様性創出）の実践活動

SHIN所有のタイプ標本
を行う予定である。

ｼﾝｼｭｳｿﾞｳのﾚﾌﾟﾘｶ
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理学部では平成22年10月に理学部広報室を立ち上げ、受験

生や卒業生の皆様へ、理学部の魅力や活動を発信することと

なりました。

現在は、積極的な広報を行うためのデータ集めが中心では

ありますが、皆様からのご意見も参考によりよい情報を発信

していきたいと考えております。宜しくお願いいたします。

今回は平成22年度の理学部の活動状況をご紹介いたします。

〇信州大学自然科学館の設置

自然の仕組みを複眼的に学ぶだけでなく、自ら問題を解決

し、綜合的な実践ができる人材を創出することを目的とした

「信州大学自然科学館」が、旧環境センター（廃液処理施設）

を改修して設置されることとなり、改修工事が始まりまし

た。22世紀にむけ自然複雑系を異なるスケールから総合把握

でき、適切なアドバイス・アクションができる地球生命系持

続を希求する自然科学人を育成するのが目標です。

〇「信州で学ぶ」改訂第2版を発行

皆さまご存知のとおり、信州大学理学部では「最先端」の

研究から、これは！と思うなかなか「ユニーク」な研究がた

くさんあります。

『大学の理学部とはどのような学問を学ぶところ？』

という問いにお答えするために、信州大学理学部で日々研

究に勤しんでいる教員の実際の研究テーマを、理学部同窓会

のご支援のもとに「信州で学ぶ」という冊子にし、平成22年

度には改訂第2版を発行することとなりました。

自然科学を学ぶことの楽しさと教育研究に携わっている

教員の想いが込められた一冊です。同窓生の皆さんには「な

つかしい」と思うものも多くあるのではないでしょうか。機

会がございましたらぜひご覧ください。（理学部webサイト

にも掲載しております）

〇五大学理学部単位互換連携始まる

茨城大学、埼玉大学、富山大学、静岡大学及び信州大学の

五大学理学部では、学生交流と教育内容の充実を図ることを

目的として協定を締結し、それぞれの大学の特色ある授業を

単位互換授業として開講することとなりました。授業は夏休

みを利用した集中講義が中心ですが、大学の地の利を活かし

た実習など多くあり、学生の多様な学習意欲に応えることと

目的としています。

〇『自然』シリーズ「自然のからくり」を開催

毎年夏にお楽しみ頂いている信州大学理学部の『自然』シ

リーズですが、昨年は「自然のからくり」のタイトルで、7

月31日(土)・8月1日(日)の2日間、信州大学理学部を会場に

して開催されました。夏休みの小中学生を始め、多くの皆様

にご来場いただきました。

〇オープンキャンパスを開催

8月4日（水）・5日（木）

にオープンキャンパスを開

催しました。両日とも暑い

日でしたが、約580人の受験

生やそのご家族の方にお越

しいただきました。全体説

明では、会場に入りきらな

いほどでした。全体での説

明の後、各学科に分かれて模擬講義や模擬実験、実験室見学

や在学生との懇談会など行い、信州大学理学部の魅力を直接

実感していただきました。

〇出前授業・キャンパス見学会

理学部では、教員が高校に出向き、また、県内外から高校

生が来校し、出前授業や模擬講義、学部学科説明会が行われ

ています。県内の高校が中心ではありますが、平成22年度に

実施された模擬授業は13件、キャンパス見学会は4件（いず

れも11月末日までの実施分）行われました。

〇理数学生応援プロジェクト成果発表会

平成21年度から理学部にて取り組みを開始している「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」の成果

発表会を7月12日(月)に

理学部１番教室にて開催

いたしました。「プログ

ラムの概要の説明」、1・

2年次の受講生が取り組

んでいる「Kisorigaku」

（理学部版wikipedia）

の概要紹介の後、学生の

司会のもとプログラムにおいて取り組んだ事例に関する報

告がなされました。今回の報告内容は、Kisorigaku に関す

る報告が2件、メンターによる体験報告が2件、実習に関する

報告2件でした。

いずれの発表も興味をそそるもので、本プログラムに積極

的に参加していたことが見てとれる内容のものでした。

〇理数学生応援プロジェクト特別講演会「宇宙の百葉箱」開

催

11月12日（金）に宇宙航

空開発機構：JAXAの研究者

をお招きして特別講演会を

開催しました。講演では、

国際宇宙ステーションの概

要および宇宙環境が宇宙

船・宇宙飛行士にあたえる

影響について、最新のSEDA-APの計測結果を交え解説いただ

きました。

講演会には100人を超える参加者があり、講演終了後も質

問が後を絶えませんでした。

上記の講演会のほかにも、信州数理科学研究センターや各

学科にて約10件の講演会が開催されました。

〇工学系研究科修了生アンケートを実施

信州大学では中期目標の期間に教育・研究・運営の全般に

わたって自己点検・評価を実施しています。平成22年度は、

工学系研究科の教育研究の質の向上を図ることを目的に、98

～02年度に入学し、修了生と修了生を雇用している上司の皆

様にアンケート調査を行いました。

アンケートは、仕事の現状、日頃に感じたこと、学生生活

を振り返って大学院工学系研究科で何を得ることができた

か、または大学に何が不足しているかについて様々なご意見

をお寄せいただきました。ご協力いただいた皆様ありがとう

ございました。アンケート結果はホームページにも掲載する

予定です。

また、今後もこのようなアンケートを実施していく予定で

す。皆様のご協力宜しくお願いいたします。

－－－ 理 学 部 広 報 室 だ よ り －－－
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－－－ 会 員 だ よ り －－－

高分解能核磁気共鳴装置設置の思い出

横井 政時（元化学科）

理学部が発足して最初に設置された大型研究機器は、高分

解能核磁気共鳴（NMR）装置であったということで、設置か

ら稼働、運用にはじめから関わった一人としての思い出を書

かせていただく。現在稼働中のものは、５００MHzの装置で

、最初のものは１００MHz級であったことを考えると、まこ

とに今昔の思いにたえない。当時は高分解能FT NMR装置が、

分子の構造研究の有力な機

器として普及し始め、化学関

係の研究に欠かせないもの

になりつつあって、理学部を

はじめ、いくつかの学部から

概算要求が出されていた状

況で、昭和４３年度に信州大

学に設置が認められた。信州

大学に１台なので、まずどの学部に置くかが問題になった。

各学部から委員が出る大型機器委員会で会合を重ねたが、松

本地区、長野地区、上田地区の主張が一つにまとまらなかっ

た。 信州大学がいわゆるたこの足大学であることを、つく

づく残念に思った。（教養統合につづき、全学を一地区へと

いう希望を皆抱いていたと思う、この考えは一時盛り上がり

そうな勢いだったが、結局実現にはほど遠い段階で立ち消え

になった。） 多分学部長会議、学長のレベルでの決定と思

われるが、理学部に設置が決まり、本当に有難く思った。そ

して次の段階は機種の選定である。当時永久磁石を使う島津

のものと、電磁石による日本電子のものとが、性能が近く皆

大分迷ったが、結局試料部分の空間が若干大きいというよう

なことの理由で、日本電子の装置に決まった。このときはま

だ理学部は旭町の木造校舎での仮住まいで、設計中の新館の

二期工事の１階北側に、NMR装置につづいて設置を申請して

いるESR装置の、二つの磁気的にシールドされた部屋を入れ

ていただき、NMRの部屋は恒温恒濕室に設計してもらった。

しかし建物完成まで待ってはおれず、とりあえず医学部の

管理下にあった旧松本連隊の、いわゆる赤煉瓦の建物の一室

を借りて、コンクリートで電磁石の台を作り、小型の空調を

おいて、設置、稼働が始まった。その前に、誰か日本電子で

の講習会に出席して、操作を習って来ることことになって、

自薦だったか他薦だったか忘れてしまったが、私が青梅線沿

線の昭島にある日本電子の工場に、３日間通って講習を受け

た。基本的な操作としては、まずは標準物質のシグナルを、

磁極の周りに配置された補正用の小コイル（カレントシム）

に流す電流を調整して、オッシロスコープのブラウン管上に

見つける。次にそのシグナルが変動すると、そのずれを検出

、フィードバックしてシムに流す電流を補正し、元に戻す働

きをする電子回路（NMRコントロール）のスイッチをいれる

というものである。この回路の働きで、磁場の変動を抑え長

時間の積算が可能になったという。さて微小な信号を測定す

るのに、長時間の積算が必要なので、研究者はどうしても長

時間の装置の占有を望むことになる。１研究室の持ち時間は

、夕方５時から翌日５時までの２４時間厳守で、時間には必

ず次ぎの人に連絡をきちんとすることを申し合わせた。理学

部の化学科の研究室に割り振ると、空いている曜日はなくな

った。しかしあくまで全学共同利用の設備なので、他学部か

ら利用の申し込みがあったら、優先的にそれを受け入れるこ

とにしていた。微小な信号を積算によって検出するので、長

時間の装置の安定の持続が要求される。夕方、装置が正常に

動いていることを確認して帰宅するが、翌朝来て、NMRコン

トロールがはずれてしまっていて、がっくりすることもとき

どきあり、このようなときの悔しい思いはひとしおであった

。もし停電や、断水で、あるいは電磁石の冷却水の水圧低下

で電磁石の電源が切れると、再び稼働して装置が元の安定状

態に戻るまで、停止していた時間に比例して、かなりの時間

を要する。冷却水の水量は手動の目分量なので、いつも神経

を使わざるを得なかった。このようにして、とかく保守に手

がかかる装置であったが、設置以来休むことなく、連日の稼

働を続けてきた。 私が何と

なく、窓口のような役をす

ることになったが、加藤博

先生をはじめ多くの先生が

た、そして、学生諸君の協

力のおかげで動かしてくる

ことが出来た。当初設置さ

れたのは、４H１００型装置

であったが、数年のうちに

メーカーのモデルチェンジで、FX９０Q型（写真１）に切り

替えられ、この装置が２０数年にわたって稼働した。平成８

年度になって、３００MHz（固体、溶液）と４００MHZ（溶液

）の装置の２基が１度に導入され、そして昨年２月、３００

MHzの装置が５００MHzの装置(JNM-ECA500・写真２)に更新さ

れた。まことにご同慶の至りであるが、維持費の捻出にはか

なりご苦労されているように伺った。

－－－ 留 学 生 か ら の 寄 稿 －－－

４年間の日本での大学生活を終えて

物理科学科4年 朴 相源（韓国・ソウル出身）

高校三年生のある日、日本留学生を選抜する公募が学校に

掲示された。そのとき私の目標は韓国の大学に入ることだけ

だった。留学は裕福な家庭の子供が選べる道だと思っていて

、実際に私に機会が訪れると思ってはいなかった。日本は韓

国と地理的にも近くて、歴史的にもいろいろ影響を及ぼし合

っている。私は中学生のころ、通学に時間がかかって暇つぶ

しで日本の漫画を読んでいた。井の中の蛙のままにいたくな

かった私は、急であったが日本への留学を決めた。

高校を卒業し翌年の10月、初めて日本に来た。そして、初

めて住んだところは信州大学のこまくさ寮だった。こまくさ

寮は信州大学の一年生向けの寮で、国内対象だったため、私

と一緒に来たチェを除いては皆、日本人だった。二人一部屋

だったが、空いている部屋が別々にあったのでチェと私は分

かれて配属され、日本での生活が始まった。今のこまくさ寮

は改造してきれいになったが、そのときは非常に汚くて‘韓

国より先進国の日本だと聞いたのに、なんじゃこれ！’と思

ったが、部屋を汚くする特技を持っている自分なので負担な

くていいだろうと思った。しかしそのあとすぐ気付いたのは

、周りが皆日本人でコミュニケーションが難しいということ

だった。日本に来る前に半年間日本語の勉強はしたが、教科

書に「半端ねー」みたいな言い方や表現は書いてなかったし

、しかも関西人が多かったので「わからへん」みたいな方言

を聞くと本当に意味がわからない状態だった。「飲み物とっ

て」という言葉も命令する語調だと思って、‘こいついきな

り喧嘩売ってるんかよ。何があったんだ’と思ったときもあ

る。幸いに皆優しい人で、新しい表現を勉強するとすぐその

場で確かめられる楽しさで、わくわくしながら日本語の勉強

に励んでいた。毎日ご飯を食べに一緒に食堂に行ったり、お

風呂も一緒に入って騒いだりもした。そんなある日、友達が

飲み物にストローを入れて飲んでいた。違う友達が貸してっ

て言って、ストローをそのまま吸うことに、変だと思った。

清潔好きな日本人だと思ったのにそのまま回すのかよ！人

のものを飲むのに汚くするのは迷惑ではないかと思って、口
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を当てずに飲む私の飲み方をパク飲みって、むしろからかわ

れたりした。一方、鍋とかはちゃんと自分の皿があって移し

て食べていた。日本人と韓国人って、清潔の基準が違ったり

することがわかった。

そしてようやく2007年信州大学に入学した。学部の友達や

一般教養の授業で出会った友達、サークルにも入って新しい

友達がたくさんできた。1年生のとき、一般教養で日韓関連

の授業を聞いた。韓国の実況を話したり、韓国と日本の間の

歴史や新しいニュースも時間をかけて深く考えられた。そう

したなか、韓国に興味のある学生や社会人とも仲良くなって

今も世話になっている。

２年生までよさこいサークル「和っしょい」で活動した。

せっかく日本に来たから、日本の文化を学ぶためには自らお

祭りに参加するサークル入るのが一番だと思ったからだ。「

和っしょい」は学年別30人程度の規模の大きいサークルで、

多くの人と友達になれた。また、県内や、名古屋、静岡など

のお祭りにも参加して、お祭りを盛り上げる楽しさも覚えた

り、楽しい日本を作るために頑張っているほかの「よさこい

チーム」と交流もできた。特に、名古屋ど真ん中祭りは、約

200チームが参加し、大賞をおいて争いが行われるが、私の

参加した2年連続準大賞の感動は今でも忘れられない。

3年生になってからは物理の勉強に集中しようとサークル

をやめた。そして代わりに時間の調節の容易な水泳を始めた

。最初は全然泳げなかった私も定期的にプールに行ったら、

プールでも友達ができて教えてもらったりし、今は結構泳げ

るようになった。3年生の頃は学部の友達とよく麻雀もして

いた。韓国で友達と会うとよくネットカフェに行ってゲーム

で何時間も過ごしたが、日本でも麻雀で何回か夜明かしたり

し、男は皆こんなもんかと思った。

4年生になってからは信大の物性物理研究室に配属された

。大学で物理科学科に入ったのもそもそも大学院から工学を

専攻する基盤をつくるためだったので、大学院への進学のた

め勉強に励んだ。そして研究室の先生たちの支えで無事に合

格し、来年からは東京工業大学大学院で勉強するようになっ

た。今は卒業研究をしている。

最初偶然に私に訪れた機会で、世界を見たいと思って日本

に留学し、過ごした時間はとても楽しかった。歴史で学んだ

日本はアジアに対し悪いことをしたが、私の出会った今実際

日本に住んでいる人々は、いい人だった。多くの日本人と出

会い、こんなに近くにある国同士でも人々の考え方は違うの

に世界はどうなんだろうと考えたら、わくわくしてくる。今

まで私の4年間の日本での留学は、多くの人々によって支え

られてきた。終わりにその人々への感謝の言葉を伝えたい。

ありがとうございます。

－－－ 学 科 同 窓 会 だ よ り －－－

物理同窓会の活動についての紹介

物理同窓会は1998年5月に設立されました。このとき「第1回

信州大学物理会」が東京にて開催され、学長の大役を務められ

たお二人の恩師、松崎一先生、宮地良彦先生を初め50人が参加

しました。その後、松本、東京と場所をほぼ交互に変えて今年

は第14回の総会を5月に松本にて開催の予定です。

会員は文理学部の自然科学系の先輩方々、そして理学部の物理

学科（大学院を含む）の卒業生です。10人程度の事務局員が月

に１回のＳＫＹＰＥ会議を開催して、総会や各種の同窓会活動

の協議を重ねて運営に当たり、毎回議事録を学年幹事、研究室

幹事へ配信して周知徹底しています。特に、物理同窓会のＷＥ

Ｂサイトの運営は活発で、季刊となっているメルマガの発行が

なされ、先生方、ＯＢ、ＯＧ、現役学生からの投稿で同窓生の

動向が興味深く語られています。

昨年は、卒業式に合わせて成績優秀者への同窓会からの顕彰を

始めました。また物理科学科の在学生向けに「就職セミナー」

を初めて開催し、現役学生への支援と積極的交流を図っていま

す。詳細については、是非下記の物理同窓会のＷＥＢサイトを

ご覧になって下さい。 http://www.supaa.com/

信州大学東京同窓会を知っていますか

信州大学同窓会連合会代表 可知 偉行

(文理学部同窓会長)

平成23年2月5日（土）アルカディヤ市ヶ谷において、第3回信

州大学東京同窓会が開催されました。 学長、副学長、工学部

長、経済学部長、各同窓会代表を含め、130余名の同窓生の参加

により盛大に行われました。

はじめに、「生殖医療の現場からー減退手術から代理出産ま

でー」と題して、諏訪マタニティークリニック病院長 根津八

紘氏（信大医学部43年卒）による講演が行われた。講演の中で

、「医師とは“自らは、博愛心、正義感、生命力（体力、精神

力）を兼ね備え、時として己をも顧みずして傷病に立ち向かう

、医療の専門家である”とし、医師の裁量とは“医師が最善の

技量の下に、目の前の患者さんの為になるより良い医療を、責

任を以て達成することを言う”」と話され、医師は患者さんの

ために、医療は国民のためにあると述べられ、最後に、「お天

道様に恥じないように」と締めくくられた。多くの反響があっ

た。医療に携わる医師の大変さを、医学・医療が臓器売買のよ

うな金儲けに繋がるようなことがあってはならないと改めて感

じさせられた。

続いて、山沢学長により、信州『知の森』～この1年とこれか

ら～と題し、知の継承（教育）、知の創造（研究）、知の還元

（社会連携）の3項目を学部ごとにその活動報告があり、また、

信大「NOW」の定期購読の依頼があった。

総会では、根建恭典（文理学部・物理36年卒）に代わり、新会

長、細野征男氏（工学部・電気38年卒）が選出された。

続いて、懇親会が笹山広子氏（農学部H6年卒）の司会で始ま

り、各テーブルに学部の異なる老若男女が着席し、岡本工学部

長、小金平医学部松医会副会長の挨拶があり、賑やかに歓談の

一時を過ごした。

余興は、信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい（第11回に

っぽんど真ん中祭り学生部門第一位、22年度信大功労表彰）に

よる演舞「宿木（やどりぎ）」を観賞し若さと元気を頂いたよ

うな気がした。恒例のビンゴゲームで盛り上がり、最後に松尾

武久氏（文理・社会40年卒）の音頭により、思誠寮歌「春寂寥

」を斉唱し、二木憲夫氏（人文・哲学46年卒）による閉会の挨

拶で5時間弱の同窓会が散会となった。

東京同窓会のルーツを辿ってみますと、文理学部関係の諸先

輩の努力の結集であると思います。信州大学創立４５周年の年

の平成5年２月４日に第１回の信大文理東京同窓会（仮称）が1

02名の参加により開催された。以後、文理東京同窓会として毎

年２月の第１土曜日に開催されています。その後、平成20年7

月19日に信州大学同窓会連合会の東京支部の設立が承認され、

平成21年2月7日に設立総会がアルカディヤ市ヶ谷で開催され、

現在に至っています。

理学部同窓会は東京支部がありません。ぜひ支部を立ち上げ

て頂き、連合会の東京同窓会を盛り上げて頂くようお願いしま

す。さらには、東京に限らず他地区にも支部が出来、学部を超

えた同窓生の親睦が図られることを期待しています。

同窓生の活躍と交流・連携が各学部の同窓会の発展に繋がり、

その力を結集して大学が発展する糧として提供し、それをもと

に活力ある同窓生を排出していただき、それを共有の誇りとし

、こんなに素晴らしい大学の卒業生であったことの嬉しさと喜

びを感じたいものと思います。これらの手助けをするのが連合

会の役目の一つではないかと考えております。東京同窓会は卒

業生であれば誰でも参加できます。学部を超えた多くの仲間と

楽しい団欒の一時を過ごしてみませんか。 また、青春時代

を学問に遊びにと楽しかった昔を思い起こし、信州を訪れて頂

くのは、地域貢献・地域活性化につながりますので、ぜひ今一

度おいで下さい。

http://www.supaa.com/
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書籍紹介－『四季 安曇野に暮らす』

片桐勝郎著（かもがわ出版）

安曇野の魅力再発見

中野 和朗（文理32年卒）

（文理信州大学・松本大学名誉教授）

自分でも気に入っているということもあって､遠方からの

お客様を安曇野ドライブにお連れすることがよくあります。

誰もがきまって「うわあ！いいなあ！」と感嘆します。そこ

に日本人の遠い“ふるさと”の原風景を見るからにちがいあ

りません。堤防の桜並木、山並みを映す青田、黄金色の穂並

み、清流と水車､鎮守の森、藁葺き屋根、お寺、屋敷林、道

祖神・お地蔵様、等々これが日本人のＤＮＡに深く焼き付け

られたふるさとの原風景です。タイムスリップしたかのよう

に、安曇野にはこの懐かしい私たちの“ふるさと”がいまも

残っているのです。狂気のような経済成長・開発ブームの破

壊を免れ、あの頃の姿を留めている豊かな自然、伝承された

民俗文化、自然の中で自然とともに生きる人びとの暮らしが

残っているのです。クルマを走らせると、松本市地域の道路

沿いにはあの異様な巨大看板が林立して落ち着きませんが、

ひとたび安曇野市地域に入るやそれがパッと消えて無くな

り、一定の高さ以上の高い建物もなく、遮るもののない一面

の田園風景が拡がってくるのです。このあまりにも大きな落

差に愕然とするとともに、この貴重な“ふるさと”が押し寄

せる“都市化”の怒涛の前に風前の灯火のような危機感も禁

じ得ないのです。 このほど信州大学の同窓生、片桐勝郎さ

ん（文理学部・史学専攻、昭和40年卒）が、 『四季 安曇

野に暮らす』（フリーダム発行、かもがわ出版発売）を出版

しました。

「安曇野の景観をなす茅葺き屋根の家や屋敷林は今後の

維持･管理が難しくなっている。緑豊かな安曇野の自然と景

観、伝統的農粋文化を維持、存続発展させるためにはどうす

ればよいのだろうか。写真を撮るようになって再認識したこ

の安曇野の美しい自然を、未来永劫に守ってゆきたい。日本

の伝統的文化に接することは、生活の上でも、子ども達の教

育の上でも大切なことではないか。（はじめに）」「安曇野

には素晴らしい伝統的文化があることを誇りに思う。全国が

画一化されれば、味気ない。その地域独特の文化を存続させ

ることは、本当に大切なことだと改めて思う。（おわりに）

」と書かれています。

本書の帯には「著者は写真と短歌

と随筆で、時には歳時記のように或

いは百科事典のように安曇野を語

る。住む人にとっても、訪ねる人に

とっても、安曇野が大好きになる一

冊だ。」（松本 猛）「豊かな自然

につつまれて、人びとの営みがやさ

しく巡る四季。ページをめくるうち

、つい深呼吸したりして。身体の中

が澄みきってゆくようです。」（星

野知子）とあります。

「日本のど田舎」であり続けることこそが、安曇野の賢

明な“まちづくり”。“まちの活性化”策ではないのか。こ

の本は、私たちに安曇野の魅力を再発見させてくれ、安曇野

は未来に大切に守り残さねばならないかけがいのない宝物

だということを教えてくれます。

この本を人手希望の方へ、お近くの書店で人手できない時は

、著者の片桐勝郎さんへ電話またはＦＡＸ(0263-77-5382)

でお問合せください。

文理改組、教養部設置まで医学部の教養は文理学部で2年間一緒に

机を並べて学びました。藤森氏もお書きのように制度変更で医進課

程が出来る前は文理学部自然科学科で学び、医進課程が出来てから

は県の森に信大文理学部と医学部医進課程が併置されました。いず

れにしても、人文社会自然などの教養課程では机を並べました。文

理の先輩のお一人ということで当時のことを中心にお書きいただ

きました。

鬱蒼としたヒマラヤ杉

一もはや往事は帰らず一

1954 年入学 藤森英之（医学部）

理学部の同窓会長森淳さんから1966年文理改組の前後に

おける大学生活の一端を記してくれないかとの頼みを、ほろ

酔い機嫌の私は軽々しく引き受けてしまいました。それは先

目の2月5目の出来事です。東京の市ヶ谷で催された信大同窓

会連合会東京支部(信大東京同窓会)の懇親会の席でありま

ず」承諾したからには昔を振り返ってなにか書かねばならぬ

、といま机の上にあるパソコンの前に座って回申吟ずる私の

哀れな姿を想像してください。すでに忘却のかなたに消え去

った我が青春時代を想い浮かべるのも一苦労です。80歳に間

もなく手が届く年代になると、失念など日常茶飯事でありま

す。「お名前をつい失念しまして失礼いたしました」などと

ペコペコお辞儀を繰り返しています。度忘れも激しく、雨降

りの傘をうっかり置き忘れることは、いまや常習犯となって

しまい困ったものです。

まず私事にわたることから始めなければなりません。私ど

もは医学部進学制度の分岐点に立たされていました。信州大

学文理学部に私が入学したのは1954(昭和29)年で、2年間の

教養課程の間に人文・社会・自然科学の3学系から計74単位

を履修することが医学部受験の必須条件でありました。人文

科学系はたとえば歴史学(日本あるいは世界)とか哲学など

から1科目を・さらに英・独・仏・露・中国語のなかから2つ

の外国語をセレクトし、社会科学系は法学や政治学あるいは

経済学入門などから1科目を選び、自然科学系は数学(微積分

とか代数・幾何学や統計学など)・物理・化学・生物学の4教

科が必須科目であったと思います。したがって、医学部専門

課程の入試科目は、人文・社会科学系からそれぞれ1科目、2

つの外国語と自然科学系が4科目、総計8科目.の受験科目を

クリアしなければならなかったことになるのです。

こんなわけで私が当時2期校であった信大医学部に入学し

たのは1956(昭和31)年でした。入学定員は確か60名で、入試

の倍率は新聞報道では何倍となっていたかなど忘れてしま

いましたが、2期校のため実際にはせいぜい5-6倍程度であっ

たのではと記憶しています。翌年の1955(昭和30)年からは教

養課程を受験する時点で、合格すれば将来の医学部進学が保

証されるというコースが（医学進学課程）が新設されました

。そのせいか、私どもにとっては医学部専門課程の受験が許

される最後の年ということになります。私もねじり鉢巻きで

はないけれど、必死になって受験勉強に励んだ記憶がありま

す。入学した仲間には、国立でいえば北は北大、東北大、関

東の埼玉大、千葉大、東大それに名古屋大や金沢大等々、さ

らには公立や私立からやって来て、新しいクラスメートがで

きました。

医学部といっても当時の旭町キャンパスには元陸軍の五

十連隊の兵舎の名残がありました。それらの建物の内部には

拳銃を保管するための木製の機器などがあり、そうした部屋

を講義室や教室に、あるいは解剖・生理・病理・細菌・法医

学・衛生などの基礎教室に、にわか改造して活用していまし

た。臨床の実習といえば当時の鷹匠町にあった元松本市立病

－－－ 文 理 の ペ ー ジ －－－
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院を全面的に使わせていただき、臨床の研究室も大部分がそ

こに本拠を置いていたのではないかと考えます。学生の私ど

もは例えば午前中に旭町で基礎医学の講義や実習を終え、午

後には自転車に乗っかって鷹匠町の病院に出向いて各科の

臨床実習や講義を受けていました。

そんなこんなで、小さな松本の街を結構あわただしく、雨

の日も風の日も、さほど煩わしいとも思わず、自転車の往復

運動をくり返していたことになります。今となってはあの頃

のつまらぬ事も、すべてが懐かしい郷愁として目前に立ち現

われることがしばしばあります。タバコなどピースの紫煙を

燻らせている仲間に一服吸わせろとか、相手が半分ほど吸っ

ているのを横から取り上げたり、1本タバコを恵んでもらっ

たりしたのも数え切れないほどでした。いまどきの学生さん

から見れば、そんなことをしてウイルス性の病気が口から感

染するのではと縮み上がることでしょう。学生のわれわれの

経済状態は決して豊かでなく、実家の家計も火の車である仲

間も多く、家庭教師をはじめ休日の日雇い仕事や夏休みの山

小屋のアルバイトに精を出す人もいました。

いまはどうなっているのかよく知りませんが、講義や実習

も出欠のチェックがそれほど厳しくなかったことを覚えて

います。1年上級の某氏などは、山に憑かれたように、長期

にわたって山にこもっていて、臨床の講義を受講するための

前期の学士試験にスレスレで合格したとか、そういった話は

いくらもあって珍しいことではないようです。こうした人た

ちの中に、後に三島の国立人類遺伝学研究所から東大の人類

遺伝学の初代教授に抜擢されたり、国立の研究機関で基礎研

究に専念するようになった先輩がいます。

ここまで辛抱強くお読みくださった方々に対し、私事にわ

たって恐縮ですが、信大卒業後の私の道程の周縁について述

べさせて頂きます。

信大を出てからの私は、東京にある当時の国立東京第一病

院(現国立国際医療研究センター病院=もともとは陸軍病院)

で、1年間の医学実地修練(通称インターン)をしました。196

1(昭和36)年の医師国家試験に合格し、お茶の水にある東京

医科歯科大学の精神医学教室に専攻生として席をおくこと

にしました。この教室を選んだのは信州大学の精神科の

西丸四方先生の実弟である島崎敏樹教授が教室主任であっ

たことによります。精神医学の手ほどきを受けた後、その年

の夏から翌年の春ごろまで九州の地にある精神病院で、長期

入院の患者さんの診療に従事しました。

1962(昭和37)年に東京に戻った私は、若い時からの長年の

願望がかなうようにと、大森にあるドイツ人の子弟のための

ドイツ学園(Deutsche Schule)に夕方から通ってドイツ語を

勉強することにしました。週5日間のハード・スケジュール

でしたが、ともかくドイツ語クラスの中級(Mittelstuｆb)で

半年ほどおさらいをして、その年の秋に行なわれたドイツ大

学交換奉仕会(現ドイツ学術交流会=Deutscher Akademische

r Austauschdienst.略してDAAD)の留学生試験に合格できま

した。これでどうやら昔日の夢が実現できそうです。

合格通知をもらって島崎先生にご報告すると、先生からは

、医局員のなかで海外留学の第1号だと励まされました。信

州大学の西丸先生からは「ドイツの文献は今や日本でもその

気になれば十分手に入るから、ドイツの精神科医の考え方や

行動などをじっくり見てきたまえ」と送別の辞を頂戴したこ

とは忘れられません。

こうして私は1963(昭和38)年7月29日、フランスの貨客船

ヴェトナム号で横浜港から船旅に出ることになりました。少

し長くなりますが筆者が昨年医学部の同窓会誌(「船旅の思

い出とゲーテ学院」平成22年秋91号)に投稿した文章を引用

するのをお許しください。「旅には新たな発見、人と人との

出会いがある。海外旅行をすれば日本にいてはわからなかっ

たことを、旅先で外国人が教えてくれたり、自分の目で確か

めたりして、はじめて気づくことがある。それが日本の魅力

を再発見する絶好の機会になったり、反面それまで気づかれ

なかった自国の弱点がはっきりと感じられることもある。」

ドイツ留学の2年間も終わりに近くなった頃、島崎先生は、

西丸先生も若き日に一定期間務められたことのある都立松

沢病院に働く場を選定してくださいました。1965(昭和38)年

の秋に帰国して、翌年1966(昭和39)の9月から、同病院の医

員生活が始まることになりました。大学の医局ではなく、当

時1000人ほどの患者さんが療養されていた公立病院で働く.

ことには、自分なりに納得ずくでありました。

それというのも、ドイツの大学病院は(伝統的に地方自治

体との関連が密接で、市民病院の雰囲気が濃厚である!)、目

本と違って男女の入院患者を合わせ200から300人規模であ

ったこと、それと比較すると、日本では1～2の大学を除けば

、男女合わせて40名前後の患者さんを、教授、助教授(現准

教授)、講師や助手(現助教)といった偉い先生方の序列の下

で、まるで「盆栽を愛でる」かのような日常臨床の連続であ

ったことにすくなくとも遠因がありそうです。これでは真の

臨床の腕を磨くには余りにも貧弱だと思われました。このよ

うな臨床では患者さんから学ぶという実践すら危ぶまれる

と直感したほどでした。

1997(平成9)年に都立松沢病院の副院長を最後に63歳で職

を辞することにしました。現在は民間の精神病院で働いてい

ます。相変わらず病棟では長期入院されている統合失調症の

患者さんと付き合っています。(これらの患者さんたちは以

前精神分裂病と呼称されていましたが、2000年代になって、

この名称には差別的な印象が強いからと「統合失調症」に改

名されました。漢字を使う中国語圏ではやはり、このような

呼び方になっているかどうか、不明です。)外来には多彩な

病像を呈する中年から老年期うつ病圏の人たちが多く来ら

れます。そうした方々のもろもろの訴えの聞き役に徹するの

が日課となっています。

最後に専門を異にする理学部の若い学徒の皆様に申し上

げたいことは、若い時にこそ、夢や希望に燃え、頑固にしぶ

とく、自分の意思を貫徹してください。最近よく言われるよ

うに、内向きになって国内の周囲の人の動向にばかり目を奪

われるのでなく、母校の信州大学を愛する心があるならば、

巷間に流布する出身大学による差異・差別から序列化などの

俗説には耳を貸さないで、ぜひ一度、母校を離れ外国の大学

なり研究施設などから信大を眺めてみることをお勧めしま

す。老人の戯言かもしれません。

妄言多謝。

2011年2月11日 記
附 1 現在開智小学校（松本市開智 2丁目）のあるところに松本市民病

院（1927年開院）がありました。1944年に松本医専が出来ますが、

次の年 1945 年に病院は医専附属病院となりました。1948年松本医

大となり、1949年新制信州大学医学部が発足し医大附属、医学部

附属となっていきました。

大学は 1946 年に旭町に本部を置き、医学部も旧陸軍の兵舎など

を使うことになりますが病院はそのままでした。1953 年病院本館

の焼失したこともあって旭町に順次移っていくことになりますが、

大きな 7 階建ての病棟が完成するのは 1959年で移転完了は 1966

年のことです。1965 年には開智小学校の校舎建設が始まっていま

す。（森）

附 2 旧制では旧制高校の別に「予科」という制度が医大を中心にあり、

その歴史と「リベラルアーツを一定に身に付けたものが医者になる

のが良い」という理念から、新制に切り替わったとき、医学部入学

資格を大学 2年修了者としました。理学部や文理学部で 2年学んだ

者が中心ではありましたが、そのほかの学部から進学するものも少

なくありませんでした。1955年に医学進学課程（教養 2年）が各

大学に導入され、設置した大学では学部入試はなくなります。しか

し、医進課程を持たない医大やもっていても学部への編入枠を設定

していた医大もしばらく残っていました。（森）
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宮地良彦（元学長、元物理学科）

生物学教室は、当時の文理学部自然科学科にわずか４名し

かいなかった教授のうち２名を持っており、その一人である

池田教授は文理学部長を何期にもわたり務めていた学部内

でも信望厚い人物であったのだから、運命はまことに皮肉で

あったといわねばならない。特に文理学部長として、一旦は

学部の意志決定案を提出しながら、本省の修正要求に対し、

自分の所属する生物学科にとって決定的に不利な第２案を

選択する立場に立たされた池田学部長の心境はどのような

ものであったろうか。

恐らく激烈を極めた理科会の経過から、これ以上の不毛の

論争に終止符を打つために自らの責任において決断した、明

治人池田雄一郎の苦渋に満ちた孤独の選択であったに違い

ない。

このようにして、一度は地獄を覗いた数学、逆転の憂き目

を見た生物、サバイバルゲームを乗り切った地質等、学部内

に複雑な傷は残ったものの、数学・物理・化学・地質の４学

科と共通学科目（生物）という理学部の構成が固まり、昭和

39年から２年間にわたって信州大学全学を巻き込んだ改組、

教養統合の嵐は、人文学部・理学部の創設と教養部の松本へ

の統合という形で昭和41年3月末に終結したのであった。

昭和41年４月に入って国立学校設置法改正、政府予算成立

により、長かった文理学部の冬の季節に別れを告げて新しい

信州大学が発足した。この改組による文理学部自然科学科教

官の異動は次のとおりである。

【理学部へ（14名）】：斎藤素（数）、宮地良彦（物）、

高尾保太郎（物）、竹村寿二（物）、小松寿美雄（化）、

野村俊明（化）、小林国夫（地）、百瀬寛一（地）、

山田哲雄（地）、郷原保真（地）、池田雄一郎（生）、

肥沼昭（生）、中山包（生）、安田 斉（生）

【教養部へ（４名）】：佐倉直男（数）、味木博（数）、

松崎一（物）、辰巳隆（化）

【文理学部へ残留（１名）】： 丸山巌（数）

４月19日には第１回理学部教授会が開催され、初代理学部長

候補者として杉山流隆二教授（地質）、評議員として中山包

教授（共通）及び小林国夫教授（地質）を決定し、４月22日

には理学部第１回入学式が行われ110名の新入生を迎える事

になった。

理学部発足当時の教官名簿を記しておこう。

■理学部長 教授 杉山隆二（地質学科）

■数学科 幾何学 助教授 斉藤 素

解析学 教授 内山三郎

助教授 小柴善一郎

位相数学 教授 横田一郎

助教授 浅田 明

■物理学科 素粒子物理学 助教授 宮地良彦

講師 高尾保太郎

統計物理学 助教授 竹村寿二

助手 増田孟志

電子物理学 助教授 鷺坂修二

■化学科 分析化学 教授 小松寿美雄

助手 野村俊明

無機化学 助教授 森 芳弘

物理化学 教授 横井政時

助手 窪田衛二

有機化学 助教授 山根亀二

■地質学科 第四紀学 教授 小林国夫

助手 百瀬寛一

地質学 講師 山田哲雄

応用地質学 教授 杉山隆二

助教授 郷原保真

■共通学科 動物学 教授 池田雄一郎

助教授 肥沼 昭

植物学 教授 中山 包

助手 安田 斉

附属施設臨湖実験所 助手 山岸 宏

ただし、上に記載された教官の職名は、当時の学内手持ち

ポストによるもので、教官ポストの増員計画が年次計画によ

り実施されてゆくにつれて、新任者の採用や学内昇任等が設

置計画書に従っておこなわれて行った。

この他理学部事務職員組織も、丸山袈裟治郎事務長、中村

正広総務係長、百瀬利一学務係長ほか、総計 18 名が配置さ

れた。

【追記】 文理学部改組の全国的状況

昭和39年頃の文部省文理学部改組処理方針は、昭和40～

41の両年度で、全文理学部の改組を完了する計画だったよう

である。このため信州大学文理学部の改組計画が確定した段

階で、残された文理学部の間には、これで改組は終わったと

する悲観論と、全国最少の文理学部改組が行われたのだから

われわれも当然拡充されるという楽観論とが交錯したとい

われる。実際には文理学部の改組はその後昭和43年度まで進

められ、その結果14大学中の10大学は次のように拡充改組さ

れることになった。

■昭和40年度 弘前(文･理･教養)､埼玉(養学部･経済･理工)

静岡(人文･理･教養)､鹿児島(法文･理･教養)

■昭和41年度 信州(人文･理･教養)､佐賀(経済･理工･教養)

■昭和42年度 山形(人文･理･教養)､茨城(人文･理･教養)

■昭和43年度 千葉(人文･理･教養)､愛媛(法文･理･教養)

この時点では、富山、島根、山口、高知の４大学文理学部

は学部改組を行うに至らず、教養部だけが昭和41年度に山口

大学、昭和42年度に富山大学に設置されるに留められた。

この一連の文理学部改組が一段落した昭和40年代の終わ

り頃になると、文部省は、それまで大学院を持たなかった国

立大学理学部に、修士課程を設置することを計画する。信州

大学にも昭和49年に大学課長から打診があり、その結果千葉

大学には遅れをとったものの、昭和50年度には共通学科目の

生物学科への昇格が実現し、昭和51年度には静岡大学と共に

大学院理学研究科（修士課程）が設置されることになった。

前回の改組で見送られた富山、島根、山口、高知の４文理

学部の改組が再考されたのは、やっとこの時点のことであっ

た。結果的にこの４大学改組は約10年遅れたことになる。し

かも大学院修士課程の設置は更にこれより遅れ、昭和40年当

時の14文理学部（のちに琉球大学を加えて15学部となった）

の自然科学系が大学院修士課程まで備えた形で最終的に足

並みを揃えるのは、実に昭和60年４月のことである。

一方信州大学を見ると、文理学部改組により新設された諸

学部は、その後次のような発展を見せている。

■昭和41年4月1日 文理学部改組による人文学部・理学部・

教養部設置

■昭和42年4月1日 理学部地質学科に地球化学学科目増設

■昭和50年4月1日 理学部生物学科設置

■昭和51年4月1日 大学院理学研究科（修士課程)設置

■昭和51年4月1日 人文学部文学科を人文学科に改組

■昭和52年4月18日 理学部数学科に関数解析学講座増設

特 集 「 文 理 学 部 か ら 理 学 部 へ 」 その2

前回に引き続き宮地先生の「信州大学への追想」を掲載します。
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■昭和53年6月17日 人文学部を改組し、人文学部・経済学部

を設置

■昭和57年4月1日 大学院人文科学研究科（修士課程)設置

■平成元年4月1日 大学院経済・社会政策科学研究科

（修士課程）設置

考えて見ると、教官数でも施設面でも全国最少規模であっ

た信州大学文理学部が、他大学に先駆けて改組を完了できた

のは、まさに奇蹟としか言いようがない。当時の三村一学長

は改組の成功は、天の時、地の利、人の和と言ったそうであ

る。しかもこの時点で改組出来たか否かが、後日どんなに大

きな意味を持つことになったかということも、その後の経過

を見れば一目瞭然である。文教政策の大きな波が約10年の周

期で訪れて来るものであることを、しみじみ感じざるを得な

い。

前回までのような経過を経て昭和41年4月から発足した理

学部には、それまでの慢性的飢餓状態から抜け出すことので

きた開放感と同時に、外部から着任した多数の若い教官たち

による清新な気風がみなぎっていた。

特に変わったのは学部運営の方針である。まず各学科（生

物学を含む）の意見をまとめるために教室会議がつくられ

た。学部運営事項は、学部長と教室会議の代表者各１名によ

る連絡委員会で事前に伝達され、それを受けた教室会議の意

見を総合して細部の打ち合わせが行われ、最終的には助手以

上の全教官で構成される教授会で決定される。（連絡委員会

は他の学部でいう学科主任会議に相当するものなのだが、学

科主任という権威的な呼び方を意

識的に避けて命名されたものである。このため求人にきた会

社の人事担当者には、単なる連絡者と受け取られることも多

かったようである。）

新学部発足とともに多忙を極めたのは、施設整備に関する

諸事項であった。新入生は最初の１年間は教養部に所属する

が、２年目からは専門課程に進学して来る。それまでの定員

30名が一挙に125名になるのだし、教官も年次計画で増員さ

れることになっているので、教室も研究室も不足する事は目

に見えている。

そこで昭和41年度にはもっとも緊急を要する教養部の校

舎が旭町地区に建設され、それによって空きができた仮校舎

に、昭和42年4月から理学部が県の森から移転した。こうし

て、旧松本五十連隊の兵舎を改造した建物に仮住まいしなが

ら、新校舎の内部施設の設計や、理学部になって毎年碑文さ

れる実験用特別設備の選定等、新しい学部造りのための忙し

い中にも充実した毎日が過ぎていった。

● 大学紛争の頃 ●

このような時期に襲来したのが日本中を吹き荒れた大学

紛争である。信州大学における嵐の芽は、他大学より半年ほ

ど遅れて人文学部から始まった。

この学部は建物建設の年次計画の都合上、理学部が旭町地

区に移転した後もあがたの森の文理学部校舎を使用してい

たが、次年度概算要求に反対する学生が昭和44年5月末に無

期限ストに入ったのをきっかけに、6月には講堂の封鎖、7月

には人文学部本館の封鎖へとエスカレートした。いわゆる中

核派を率いてこの人文学部闘争を指揮したのが、現在の東京

都副知事猪瀬直樹である。

この動きはたちまち旭町地区に飛び火し、8月には大学本

部の封鎖、9月には完成したばかりの教養部の封鎖、10月に

は医学部長室及び会議室が封鎖された。当時理学部の新館建

設は２年計画の第２年目に当たり、校舎の西半分は完成した

ものの東半分は工事が進行中であったが、この建設途中の新

館と理学部仮校舎を残して、それ以外の旭地区の全部局が封

鎖されてしまったことになる。

これに対して当時民青派が多かった理学部学生自治会は

いわゆる共闘派に対抗して木造仮校舎に立てこもり、教官は

両派のトラブル防止のため交代で学内に泊まり込みをする

など、毎日が緊張の連続であった。

この間両派デモ隊の衝突や投石等の小競合いは日常茶飯

事であり、教官側も大学への警官導入も止むなしとする評議

会決定を巡って賛否両論で紛糾した。今でも記憶に残るの

は、教養部が封鎖された日の夜、自主的封鎖解除を叫ぶ理学

部の武装学生集団を、体力では比較にならない教官団が、小

人数ながらスクラムを組んで押しとどめ、学生同士の流血と

それをきっかけとする警察の学内強制捜査を回避したこと

である。

信州大学のこの大学紛争は、最終的には昭和44年11月半ば

に大学関係者自身の手によって封鎖解除を行うことによっ

て警察力に頼ることなく解決されたが、一年近くに亘った学

園の物質的および精神的な荒廃は、学生間にも教官相互間に

も深い亀裂を生み、その後の大学運営をめぐって大学関係者

の間に大きな後遺症を残したのは不幸なことであった。

(完)

最後の文理学生

福沢幹彦（44年3月卒）

文理学部自然科学科数学専攻

同窓会報のよびかけと森同窓会長の熱意に負けて、10年以

上もたなかったペンを持ちました。

県の森の学び舎に通い、ヒマラヤ杉の下で昼寝をし、山辺

のアパートで生活していました。

当時は大学紛争が起こり、学内でフェルメット姿の集会が

ありました。しかし全くそうした運動に興味をもたず、ラグ

ビーと囲碁の生活でした。入学当時、ラグビー部を創部した

仲間が10人に足らず、工学部、農学部全部集まってやっと

10余人のメンバーがそろいました。グランドの石ころをひろ

い、芝の無いひどいグランドでした。相手は県高校や自衛隊

と日頃付き合いのないめずらしい人達でした。

数学科一というより信大でトップの碁打であった小柴教

授にはしっかりと碁の指導を受け、四段程度の力をつけまし

た。後には北深志の碁会所の二階に居を移し、席亭の代理を

引きうけ、家賃は無料にもなりました。

数学科は大阪出身の教授が多く、私の学科は確か5人程の

人数で広い教室の授業は代弁できず、昼寝はできず、質問は

全員に当たり、冬は本当に寒く、暖房の周りに皆で集まって

の講義でした。K助手とは安曇野などによくサイクリングを

し、卓球では私が先生でした。その頃を思うと、授業料1万2

千円こんなすばらしい環境、国立大学でよかったといつも感

謝していました。通学路の途中にある思誠寮ではいつもマー

ジャンの音がしていました。又山辺の付近はブドウ園が多

く、夜中ナップサックをもって収穫ドロボーに出かけたイタ

ズラ者もいたのを思い出します。

文理改組から理学部への時代に当たり、少なからずいた留

年組の仲間は単位数や制度変更で人一倍苦労があったこと

を隣の学生に聞かされていました。我が数学科では大学院へ

進むものを除き、高校の教師を選択する者が大勢いました。

私も同様に教師の道を進むつもりでいました。四年の春に教

室の掲示板に就職募集の紙がありました。東京にひかれ、そ

のうちの1つを受験し、6月に内定をもらいました。それが今

の東芝で入社してから目のまわる事ばかりでした。

一番に驚いたのは大学では見たことのない大型コンピュ

ーターで自分のその後の20年間、その関係の仕事をすること

になりました。10年もするとソフトウェアの社内の教育担当

にもなりはりきっていました。その後は数値制御に興味を持

ち、工場の自動化システムの開発に携わりました。工場は発

電設備関係の事業所で、当時、土光さんや元カーター大統領
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の来所があり、思い出がたくさんできました。その後は超音

波システムの製品開発に当たり、今のMRIやCTの製作者も近

くにおりました。又発電所の検査ロボットの開発にも参加で

きました。県の南部に南木曽町があり、そこには私の尊敬す

る福沢桃介記念館があります。彼は大正12年に読書発電所を

木曽に作り、後に日本の電力王と呼ばれました。近くに行っ

た折にはぜひともお寄りになってください。

信大の日本の屋根から育ち、横浜の地で働くことができ、

大変楽しい半生でした。文理学部に今でも感謝して、県の森

公園を時々訪れています。最後のお勤めと思い、今は小諸市

の懐古園の近くの島崎藤村ゆかりの宿で、藤村を偲びながら

温泉の仕事を少しやらせてもらっています。この宿のリンゴ

の初恋風呂は最高です。では皆様と合えるのを楽しみにして

おります。

信州大学の想い出

米倉逸克（44年3月卒）

文理学部自然科学科数学専攻

私が文理学部最後の学年、家内が理学部最初の学年だった

ため、原稿依頼があったとき共同で書けばよいと気楽に考え

応諾しました。その後、家内の多忙もあって今回は私一人で

書くことになりました。

50年近くたつと、楽しい思い出も辛い思い出も重なり合っ

て美しいものに変わっていくようです。時代は日米安保改

定、沖縄返還運動など学生運動がピークを迎えていました。

その分野に関しては別の手記にゆずり、日常の学生生活の視

点から書いてみようと思います。まとまりのない文章になっ

たり、意を尽くせず我田引水とお叱りを受けたりするかもし

れませんが、その時代の「心」の一端でもお伝えできればと

思って書きます。

１．思誠寮の想い出

48年前、昭和40年4月。生協の食堂で入寮のための面接に

臨みました。思誠寮は自治寮とのことで入寮者は寮の先輩で

ある自治会の学生が決めていました。要するに貧しい学生か

ら順にということです。私は家計の苦しさを説明し、なんと

か入寮できました。

寮は2人一部屋。平行に並ぶ2階建ての居住棟が3棟並んで

いました。北から北寮、中寮、南寮と呼び、北寮の北に食堂

がありました。新入生は大体中寮に入ります。先輩と同室で

す。意見の違いはあるものの、みなさん大人で、いわゆる「い

じめ」のような雰囲気は全くなかったと思います。

毎年3月に部屋替えがあり、寮の自治会が希望を調整しま

した。北寮は主として勉強したい学生が集まりました。毎晩、

夜中まで勉強の明かりがついていました。南寮は禁止されて

いた個室麻雀もよく行われ、6年生、7年生の大先輩も何人か

いました。試験になるとリュックを背負って山に行ってしま

う人もいました。しかし、スケールが大きく、人間的魅力に

溢れる先輩が大勢いたのも南寮でした。

寮生の一日は朝食を知らせる太鼓の音で始まります。調理

師の方が叩きます。時代劇に見られる登城の合図の調子で

す。新入生が面白がって叩こうとすると先輩たちに叱られま

した。皮を破らないように講習を受けてからにしろと言われ

ました。朝食と夕食は寮で用意され、昼食は生協か一般の食

堂でとるのが毎日のリズムでした。夕食は5時ごろには戸棚

に出ていたので、アルバイトで夜遅くなると冬にはご飯が凍

っていました。簡単な共同炊事場で湯を沸かして2回ほどご

飯を湯通しするとやっと温かく食べられました。何かとても

苦労をしたような書き方ですが、当時はそれが普通のことで

あり、夢がいっぱいあったのでそれで自分が不幸などと考え

る学生はいませんでした。むしろ大学に入学したことについ

て「自分は幸せ者だ」、「親に申し訳ない」という気持ちの

ほうが強かったと思います。高校進学率が50％。大学進学率

が30％以下の時代でした。

次に寮にあった一風変わった風習を書きましょう。

「すまき」・・・寝ている学生を布団ごと丸めて縄で縛り、

リヤカーに乗せて別の場所に運び置いてくるというもので

す。その場所は女子寮か松本駅でした。それだけ聞くと随分

乱暴な話ですが、「被害者」は事前に知らされるらしく、ト

ラブルが起こった話は聞きませんでした。一番生意気な新入

生に対し4月の歓迎コンパか秋の寮祭の夜に行うのが慣例だ

ったようです。さすがに松本駅はまずいということで、行き

先は女子寮が中心でした。女子寮の方々も心得ていて、「被

害者」は縄を解いてもらい、お茶とお菓子でもてなされた後、

布団を抱えて帰ることになります。下着だけで寝ていたとき

は悲劇に近くなります。しかし、本当に嫌がる学生にするこ

とはありませんでした。

「寮雨」・・・寮の廊下側（北側）の窓枠に昇り、中庭に向か

って小便をするというものです。黙ってするのは違反。「中

寮３号米倉ただいまから寮雨！」などと大声で名乗ってから

ならよい（？）という習慣でした。私はしませんでした。コ

ンパの後などまれに行われました。多くの寮生はあきれ顔で

眉をひそめていました。

「ストーム」・・・英語で「嵐」という意味です。夜中にカン

や太鼓をがんがん鳴らして各部屋を回り、寮生全員を起こし

てしまうものです。それをする者たちにはバケツの水をかけ

てもよいことになっていました。私がいた2年足らずの間に

1～2回行われました。いやはや青春のはけ口の一つだったよ

うです。

旧制松本高校時代から伝わる寮歌が沢山ありました。中で

も「信濃路遥か」と「春寂寥（はるせきりょう）」は最も大

切にされていた寮歌です。コンパのとき何を歌ってもよいの

ですが、この2つの歌だけは勝手に歌うことを許されません

でした。歌うのはコンパの最後。皆で肩を組み、電灯を消し

て合唱しました。感激しながら歌ったことを覚えています。

歌ったあとはそのままお開きとなるのが慣例でした。私は今

でも思い出しては歌っています。

２．大学生活の想い出

私は2年足らずで思誠寮を出て農家の2階に下宿しました。

下宿というのは一部屋を借りるだけ。トイレは共同。風呂は

なし。週に2～3回、銭湯へ行きました。銭湯からの帰り道、

冬には髪や鼻毛が凍っていました。部屋に置いてある菜種油

や卵まで凍ってしまうのが松本の寒さです。

そんな寒いところでも市民の温かさだけは忘れられませ

ん。下宿の大家さんには家族のように温かく接していただき

ました。またこんなこともありました。久しぶりに帰郷する

みやげにしようと農家にリンゴを分けてもらいに行きまし

た。出てきた老婆に「学生さんかい」と尋ねられ、そうです

というと「まあ、お茶でも飲んで行きまっしょ」と勧められ

るまま、縁側でお茶、漬物、リンゴをいただき、都会からな

かなか戻らない息子の話まで聞かされて、わずかなお金で倍

ぐらいの量のリンゴを分けてもらいました。学生というとま

ず信用してくれた皆さんの温かさは一生の思い出となって

います。ただ、カルチャーショックもありました。ある商店

で値切りの交渉をしたところ、「そんなことをいう人はいな

いんね！」と怒られました。名古屋では軽い値切り交渉は日

常のことだったので逆に驚いてしまいました。

現在と較べると、当時の学生生活は質素なものでした。引

っ越しは極めて簡単。一台のリヤカーに布団、机、リュック

に入った衣類、教科書ノート類のすべてが乗ってしまいま

す。テレビ、洗濯機、冷蔵庫なんてものはほとんどの学生は

持っていませんでした。テレビがなくてもラジオがあれば十

分。下着は手で洗う。小さい電気冷蔵庫でも大卒の初任給と
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同じ位の価格でした（4万円位）。だから学生の引っ越しは

生協で借りるリヤカー一台で十分だったのです。みんな貧し

く、よく空腹に耐えていたけれどそれで暗くなることはあり

ませんでした。あふれる夢があったのです。試験が終わって

ゆとりがある時期には寮でも下宿でも「お茶を飲みに来な

い」と友人同士誘いあいました。たいていはお茶だけでした。

大学の話、食堂の可愛い店員の話などで始まった話題もすぐ

に読書感想、恋愛論、社会問題、日本の未来などそれぞれが

自分の考えを熱く語り合い、そのまま夜が明けてしまうこと

もありました。意見はいろいろでしたが最後に全員が一致し

たのは「腹が減った」ということでした。

私が所属していたのは、文理学部。耳慣れない名前ですが、

人文科学科（後の文学部）、社会科学科（後の経済学部、法

学部）、自然科学科（後の理学部）の3つの分野がありまし

た。その中の自然科学科に属し、2年生から数学専攻課程に

進みました。数学科の定員は10人でしたが私の学年は確か7

人しかいなかったと思います。

数学科の一番の想い出は夏の乗鞍合宿です。２～４年生が

教員と信大ヒュッテに泊ってゼミを行うものでした。参加し

た教員を始め、学生全員が勉強したことやゼミの内容などを

発表するのです。他の人の話はほとんど理解できませんでし

たが、猛烈な勉強意欲が掻き立てられたことだけは確かでし

た。それも、理学部になって人数が増えてからは難しくなっ

たようです。

私は4年生のゼミで位相数学の横田一郎教授に師事しまし

た。学生は一人。教官は助手も含めると多いときは3人。な

んと贅沢なゼミだったでしょう。教授の前で週に一度、一人

で90分間話すためには40時間程度の準備が必要でした。高校

生のときよりはるかに勉強した想い出があります。

もし今でも通用するなら後輩に是非アドバイスしたいこ

とがあります。数学科2年生で学ぶ位相空間論の話です。指

導教官は故斉藤素助教授。位相空間の5通りの定義が同値で

あることを先生は一通りの証明で説明されました。そして学

生に「相互に同値であることをすべて証明するためにはあと

15種類の証明が必要です。それは自分でやりなさい」と言わ

れました。私は1カ月以上かかって証明しました。そのこと

によって、「位相」という概念を感覚的に理解することがで

きました。

1、2年生時に第二外国語を学びます。私たちはドイツ語で

した。本当は選択できるはずなのですが教員が足りずに全員

ドイツ語になっていました。2年生の後半に「Von der Uto-pie

zur Wissenschaft」（「空想より科学へ」エンゲルス）を授

業で読みました。途中までの講読でしたが、辞書と首っ引き

で日本語に訳してもその日本語が理解できませんでした。

私が在学した時代（昭和40年代初頭）は、旧制松本高校の

施設や習慣の残る信州大学文理学部が文学部、経済学部、法

学部、理学部へ発展するいわゆる文理改組の真っ只中でし

た。3年生の終わり頃から旭町キャンパスの新校舎に移りま

したが、「あがたの森」の木造校舎は忘れられないものです。

木造二階建て。床や階段に塗った油の匂いや、歩くときしむ

廊下。旧制松本高校の伝統的建築物でした。教室にあった石

炭ストーブも思い出があります。数学の特論は90分２コマの

連続授業でした。教官が問題を黒板に書き退室。学生だけで

解く形の授業の日もありました。そんなとき、誰ともなく持

ってきた餅などをストーブで焼いて皆で食べながら問題を

解いていました。

春、校庭の草むらで横になって空を眺めていたとき、私の

顔を覗き込むようにきれいな花が咲いていました。矢車草で

した。その時は名前を知りませんでした。町で育った私には

新鮮で心に残る出会いでした。

たまに自然科学科の仲間で酒を飲みました。会費100円。

２級酒を生協から借りた湯のみで飲みました。つまみはパン

やカステラの耳。パン屋から安く購入しました。場所は中庭

の草の上。今では信じられないような貧しいコンパでしたが

皆とても楽しそうでした。

松本駅を出ると東に「美ケ原」の「王ケ頭」が見えます。

目を落とすと大通りの正面突き当たりに森が見えます。それ

が「あがたの森」のヒマラヤ杉です。一昨年、何十年ぶりか

で家内と共に訪ねました。当時のグランドや官舎は公園に、

思誠寮のあった場所は駐車場になっていました。本館の内部

は旧制高校の記念館となり、講堂はそのままの姿で残り、い

ずれもヒマラヤ杉の間で静かなたたずまいを見せていまし

た。

見て回る間、さまざまな思い出がよみがえり、なぜか涙が

止まりませんでした。あがたの森や文理学部という形態は大

学の発展とともに過去の遺物になってしまいましたが、それ

を青春の舞台とした若者たちの歌声をヒマラヤ杉のこずえ

を吹き抜ける風の中に聞き取ることができました。

「ガリ版刷りのプリント」から思い出すこと

猪岐 英夫（69年3月卒）

文理学部自然科学科数学専攻

私は1969年3月に卒業し、その後38年間愛知県立高校教員

として勤務してきました。2005年の文理学部同総会報に「追

悼文・私にとっての小柴善一郎先生」として大学4年間の思

い出を、2010年の文理学部同総会報に「故小柴善一郎先生へ

の近況報告・四回目の青春をしています」として卒業後のこ

とを載せていただきました。重複をさけ、以下に大学時代の

思い出と現在の思いを記したいと思います。

現在私の本箱には「数の体系と代数系」、「常微分方程式

とその応用」、「複素解析」、「群と位相」など、元・現信

大数学科の先生方の本が十数冊あります。またその横には

1967年4月発行の「集合と位相空間」浅田明、「解析学概論

（1)～（3)」小柴善一郎、「Linear Algebra」by I.Yokota.

のガリ版刷りのプリントがあります。さらに、1968年10月発

行の「理学部名簿」（もちろんガリ版刷りのもの）もありま

す。

私は1965年（昭和40年)4月、結果的に文理学部最後の入学

生として入学しました。当時はまだ西暦になじみが薄く、私

たちは「40年度生」と言っていました。まず当時の先生方の

思い出を少し述べてみたいと思います。

一年時の「微積分」は佐倉先生でした。毎時間の出席確認

の際は「いのき」としか呼んでいただけず、何度も訂正を申

し出ました。また前期の試験結果について全体の前で点数を

言われ、私は58点だったことを今でも覚えています。

「代数学と幾何学」は斎藤先生でした。当時先生は「文理改

組」の為に東奔西走されていたのではないでしょうか。講義

の中で「東京・大阪間を移動するには新幹線がとても便利だ」

とおっしゃられたことが印象に残っています。蛇足ですが、

私は四年生の時、大阪へ教員採用試験の受験に行った際、名

古屋で初めて新幹線に乗り、車掌さんにお願いして運転席に

入れてもらい説明していただきました。世の中全体がのどか

で、新しい時代を迎えて活気に溢れていた頃だったと思いま

す。

1966年・67年にかけて数学教室に新しい先生方がおみえに

なって、文理ののどかさと理学部の新鮮さとが共存していた

と思います。

浅田先生の口頭試問を受けた情景が時々頭に浮かびます。

他の学生もそうであったのか、それとも出来の悪い私一人が

口頭試問を受けざるを得なかったのかは忘れましたが、黒板

の前の私の横でアドバイスしていただいた先生の立ち位置
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が思い出されます。また先生は当時大阪から通勤されていた

こと、先生とベトナム反戦運動について論議したことなど、

懐かしく思い出しています。

内山先生は我々学生があまり（私などは全く）勉強しない

ことにご不満だったのではないかと思っています。それでも

我々をご自宅に呼んでいただいて、奥様もご一緒にみんなで

トランプに興じた思い出があります。

高校教師ならば“青年教師”という表現をしますが、大学

の先生に対してはどう表現したらいいのでしょうか。岸本先

生はまさにそのような雰囲気の先生でした。その先生がある

時、「ヒゲズラ」でお疲れの表情で講義におみえになりまし

た。私は不思議に思って、西村君に「岸本先生体調が悪いの

かな」と聞いてみたところ、彼からの返答は「先生は今、論

文を書いてみえるらしい」というものでした。大学の先生の

一面を見た思いでした。

横田先生の「夏に何度か信州に来たことがあって、涼しく

ていい所だと思っていた。しかし、冬は寒いし、雪解け後の

道路の埃には閉口する」というお話が印象的でした。私が黒

板に向かって左側の最前列に着席していた講義の時、黒板の

左側に単位円と直線を描かれ、楽しそうに講義されていた光

景を思い出します。その図は先生のご本「群と位相」P.8の

例14の図と同じだったかと思います。

大変失礼な言い方になりますが、研究者・教育者としての

先生方を拝見することは楽しいことでした。しかしながら、

こと数学に関しては私自身の非力な上に不勉強のため、講義

は全く理解できず、コンプレックスを持ち続けた学生でし

た。

2年生の終わり頃、先生方からの指示で我々学生が分担し

て「ガリ切り」をしたのが、前記しました3人の先生方のプ

リント教材です。まさに理学部数学科1回生の2年時に使用す

る教材でした。小柴先生の「解析学概論（1)～（3)」は福沢

君と私がガリ切りをしました。おそらく当時先生方は私たち

に勉強もかねてガリ切りをするよう指示されたのでしょう

が、私などは内容が理解できず、コンプレックスを持ちなが

らガリ版に向かっていたような記憶です。「1年後輩の理学

部数学科の学生はこんなことを勉強するのか。自分はこのよ

うな力は全く付いていないなー」と思うと寂しい気持ちでし

た。

1967年、つまり私たちが3年生の秋に「来年、文理学部4年

生になって4年で卒業していくか、理学部数学科3年生に編入

してもう一度3年生をやって5年で理学部卒業になるか、希望

を申し出よ」という趣旨の説明会がありました。芝生の上に

車座になっての説明会の光景が目に浮かびます。

大学4年時のゼミは「複素関数論」を福沢君とともに小柴

先生に指導していただきました。私たちの不勉強と非力の

為、先生が目標にされていたところまで進めませんでした。

卒論発表会では内山先生・横田先生から“突っ込み”を受け、

オロオロでした。私は今でも学生時代の苦しい夢を幾つかみ

ます。その一つが内山・横田両先生から“突っ込み”を受け

ている場面です。卒業出来るだろうかと不安になって目が覚

めます。

ゼミのやり残しもあり不勉強のまま1969年3月に卒業しま

したが、松本を離れる際、数学のノートはなんとなく捨てき

れず段ボールに入れ、その後一度も開けることなく2008年秋

までそのままにしてありました。段ボールを開けてノートを

見ても何もわからないだろう、惨めな思いになるだけだろ

う、と思ってきました。

2007年3月に定年退職。4月から名城大学理工学部数学科の

科目等履修生になりました。07年08年は学部3・4年生用の講

義を受講し、院に進学（社会人入学）する決心がついた

08年の秋にやっと段ボール箱を開けてみました。汚い字で、

しかもサボりの証しなのでしょう、所々に空白がありまし

た。そのようなノートと共に、私たちがガリ切りをしたプリ

ントや理学部大学祭実行委員会が作成した名簿も出てきた

のです。

09年度からは院生として籍をおかせていただいています。

時々、本箱にある元・現信大の先生方の本やプリントが目に

入る度に、「信大が近くにあったらなー」と思います。（近

くにあっても非力な私を院生としては受け入れてくれない

かな？）名城大学でもよくしていただいています。「調和関

数論」のゼミは一年間指導教官と一対一で指導していただき

ました。また、「ポテンシャル論」や「ウエーブレット解析」

などの特論も受講させていただきました。しかし私にはなか

なか難しい世界です。現在の私は、大学4年時の小柴ゼミで

やり残したことやその先・その周辺を勉強しています。

私の学生時代、世情は激動の時代でしたが、学生としては

のどかな・ゆったりした・人情味あふれる文理学部時代から、

新しい体制・理学部へと変わっていく、ちょうどその節目だ

ったんだと思います。非力な上に自信をなくしたりコンプレ

ックスをいだいたりの数学でしたので、その穴埋めのつもり

で退職後学び直しを始めました。名城大学では先生方から

「数学を楽しんでください」と言われてきましたが、最近少

しではありますが、やっとそれが実感できるようになりまし

た。

「ガリ版刷りのプリント」を見るたびに蘇る「文理改組」

の中で送った大学時代の様々な思いを胸にしながら、もう少

し数学と関わってみようと思っています。

「松本」点描（1966年頃を中心に）その1

1S 森 淳(数学科)

文理改組の頃の事を先生、学友が書いてくれています。

松本の町も大きく変わっていく時代でもありました。

文理改組の少し前まで駅前から文理の方へ道の真ん中を単

線の線路があって浅間温泉まで電車が走っていました。松本

電鉄浅間線といいました。

少しずつ車社会になってき

てじゃまになってきたこと

や新町経由のバスのほうが

便利ということもあってか

1964年3月31日で廃止にな

ってしまいました。

電車は駅前の北の端から

S字を描いて駅前通を東の学校前（松南高校、今の秀峰中等

学校の北西角にありました）で北に向かいます。そして国体

道路になっているところを浅間温泉まで走っていました。駅

前から日の出町（カラクラモールの南東角）までは道と併用

していましたが、そこから北はずーっと専用の線路でした。

車庫は横田にありました。単線ですから行き違いの出来る停

留所が３ヶ所（学校前、横田、運動場前）にあり、停留所は

全部で18、駅から浅間温泉まで20分程度でした。

廃止後しばらくは駅前通り（駅から県の森まで）は「電車

通り」という名前で通

じていました。市民会

館あたりから東の方は

線路あとにアスファル

トをかぶせただけでし

たし、日の出町から北

は砂利道でした。

特に横田から北浅間

橋あたりまでは道の西側にくぼんだ線路のあとが残り、とこ

ろどころに架線をささえるアングルを組んだ鉄柱が残って
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いました。横田にはホームのあとも残っていました。

本町や伊勢町がきれい

になり歩道にアーケー

ドがつくられたのも

1966年のことです。

六九商店街を全部お

おうアーケードが出来

たのはいつのことだっ

たのかあいまいですが

、両側に高級品を扱う商店が並び、その突き当たりに当時と

しては大きなデパート井上がありました。

戦争が終わって大きく社会は変わりましたら、町の変化は

1965年頃を中心として変わり、その後1970年代に急速に庶民

の生活も変わっ

ていきました。

1960年代の後半

はそうした意味

で一つの時代を

画する節目の時

代だったと思え

ます。

電車の2枚は、1963年3月の学校前と横田の松本駅行きの写真です。

提供は「北総ﾚｰﾙ倶楽部」のHPよりお借りしました。

町の2枚は、本町北(1966)から見た物と中町入口付近(1968)で、

松本市のHPお借りしました。

二人の八年生

１S 仁藤 清司（物理学科）

最初でたぶん最後の理学部八年生、二人の事を書いておき

たいと思います。

結論から言えば、大学の中も松本の人も、みんな温かだっ

た。その温もりに大学8年間どっぷり浸かってしまった、と

いうことである。

一年生の秋、思誠寮に入った。その晩、早速寮の洗礼を受

けた。二階の古田さんが懐中電灯に紐をつけて僕の部屋の窓

を叩いた。「仁藤顔を出せ、一緒に勉強しようよ」…。顔を

出すと上から小便が降ってきた。「これがまさしく寮雨な

り」古田さんの高笑いがあった。

入寮して間もなく炊事場でヤカンを火にかけたまま、うっ

かり忘れてしまった。誰かが弱火にしてくれてあった。思誠

寮は炭の炬燵だ。当番は火事を起こさないように深夜二回炬

燵布団を上げて炭に灰をかけて回った。そんな一つ一つに仲

間の温もりを感じた。寮食・飯太鼓・スマキ・ストーム全て

が新鮮だった。

冬の朝、思誠寮の娯楽室に顔をだした。そこは薪ストーブ

が焚かれ、昨晩から麻雀が続いていた。入口に立った僕の正

面にメガネをかけた先生らしき人が雀卓を囲んでいた。それ

が数学の小柴先生との最初の出会いだった。

二年目の時、同室の長瀬から小林国夫先生の話を聞いた。

小林先生は当時第四紀（一番新しい地質年代）の地質学会で

は世界の五指に入ると言われていた。先生は答案用紙を扇風

機で飛ばし、遠く飛んだ答案から優・良・可をつけていたと

いう長瀬は「国さん（みんなは先生をさん付けで呼んでいた）

しっかり書いてある答案用紙は重い、だから近くに落ちる。

可・良・優ではないのですか？」小林先生の答えがふるって

いる。「くだらない事を書きすぎているから重たいのだ」と、

伝説的な話である。当時の文理学部の地質学教室は木造の階

段教室だった。国さんの講義をのぞきに行った。授業は暗く

なっても延々と続いた。先生の家（官舎）は県キャンパスの

中にあった。一段落して、家に戻り夕食を食し、一杯飲んで

ほんのりと赤くなった国さんの講義は再開された。

六年目の時、学長はメダカの研究をされていた池田先生だ

った。「おい仁藤君、学長室に来ないか」こう本部前で呼び

止められて学長室でお茶をいただいた。「そろそろ卒業しな

いかね」と聞かれ「単位が足りません」と言うと「いや単位

だったら僕が集めるよ」と言われた。寮の団体交渉の際失礼

な言葉を使った僕に「仁藤、交渉という文字が書けるのか」

とたしなめられたことがあった。随分礼を失した学生だった

に違いない。もっとも、その時卒業はできなかった。

七年目、幾何学特論をとった。K先生に「単位が欲しい」

と言うと「何が欲しい」と言われたので、「専門でまだ優が

ない。だから一つぐらい優が欲しい」と言うと「馬鹿を言

え！」と怒られた。日常会話という口頭試問を受けた出来の

悪い僕は良だった。

寮生に数学科の友人Tがいた。彼は卒業の年に三年間分に

近い単位をそろえて卒業していった。とにかく一部の先生を

除いては単位には寛容な時代、前後の人間関係のトータルで

見てくれる時代だった。

とはいっても、まったく勉強しなかったわけではない。高

尾先生の物理数学には苦しんだ。単位修得の為、優秀な数学

科の二人の後輩の下宿に通った。二人は嫌な顔一つせず、ち

んぷんかんぷんの僕に時間を割き、丁寧に物理数学を教えて

くれた。今、その二人とは連絡が取れていない。一度会って

お礼を言わなければならない。

物理の鷺坂先生には本当にお世話になった。大学も当時は

相当学費を滞納しても待っていてくれた。僕の名前が教務の

掲示版に張り出されると「仁藤君授業料を払っておきました

よ」と、お電話をいただいたことも何度かある。

鷺坂先生の為にもと、最後の卒業研究だけはバッチリまと

めた。唯一の優だ。宇宙線の観測にスチレンの樹脂を使わな

くても水のチェレンコフ輻射を利用すればデータは同じと

いう実験だった。発表はしたけれど卒業論文はおくれてしま

った。卒業してからも迷惑をかけてしまった。

もう一人の理学部八年生の甲谷宏君を紹介しよう。まず彼

の「上高地花紀行」を読んで欲しい。素晴らしい本だ。（入

手先・松本平タウン情報0263-28-9080）

紀行文としても上高地の植物誌としても第一級である。彼

が名著として挙げる元信大（前東京農工大）教授の亀山章氏

の「上高地の植物」を超えているのではと思う。

彼は昭和22年に山梨県に生まれ、甲府一高から理学部化学

科へ入学した。思誠寮で彼の同室者になった二年後輩の小野

は「・・・周りは本でいっぱいという感じだった。鈴木大拙

全集・奈良京都の仏像全集がまず目に入り、これらの間に岩

波新書がズラッと並び揃えてありました。かろうじて化学の

教科書らしきものがあり、化学科の先輩とわかりました・・・」

と追悼文に書いている。仏像や仏教、漢詩にまで造詣が深か

った一方ジャズにも造詣が深く、マイルス、コルトレーンな

どなど、彼の入れたコーヒーの香りと共に多くの寮生を魅了

していた。とにかく読書量はすごかった。

大学時代、途中からクラブ「白夜」で働くようになり、八

年目に大学に戻り、立派に卒論を書きあげた。白夜が店終い

して、梓環境保全株式会社に入社（後に常務取締役）し、上

高地浄化センターの運転管理業務が仕事となった。

この辺りの事を彼が書いている。「…入社したのは昭和59

年の3月…それまでは、13年間も風俗営業の店に転がり込ん

で自堕落な生活を送っていたので、勤務当初は朝早く起きる

ことさえ億劫になる毎日であった。」

「上高地花紀行」の中身を紹介しよう。「…93年から94年

にかけて確認した双子葉植物の総数は合弁花亜綱が9目20科

88属157種、離弁花亜綱が24目45科113属243種、合計33目65

科201属400種に上る。又、単子葉植物は7目7科42属68種でや
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や少ないが、花の目立たないものが多いからである。裸子植

物は3科10属16種、シダ植物は9科20属45種だが、全体では恐

らく1500種を超えるものと思われる。…」とある。これを書

くのに引用した文献、専門書のたぐいは実に82冊にも及ぶと

いう。

彼の才能は上高地の遅くて短い春のように瞬く間に花を

開いた。彼は植物の開花の時期に合わせて、現地に行き花の

写真を撮り続けた。上高地の花を万葉集や古今和歌集、はて

はギリシャ神話やシェークスピアまで引用して紹介するに

及んでは彼の博学に言葉を失う。「空に煌めく星・地に微笑

む菫」この見出しだけでも彼の情熱が伝わる。読み進めてい

くうちに彼の自然保護の真剣な思いが今になって理解でき

てきた。

彼は、還暦まであと6日、平成19年8月12日、膨大な貴重な

上高地の記録を残して59歳で「通夜・葬式は要らない、香典・

供物は断れ」と遺言を残して、その生涯を終えた。正月三日

に見たテレビに阿部寛の台詞があった。「どういうふうに死

を迎えるかは、どう生きてきたかで決まる」それを地で行く

最後だった。彼の知識量と彼の言う「13年の自堕落な生活」

が、このすばらしい本の土台になっていたのではと、ふと思

った。

さて僕の話に戻るが26年前に遊びに始まり遊びに終わる

小さな幼稚園を作った。

子どもたちは庭で火をおこし、焚火で遊び、のこぎり、ナ

イフ・ナタで竹や木を削って、毎日飽くこともなくいろいろ

と作っている。部屋の中でも段ボールとガムテープで工作が

続き横にはレストランや病院ができる。雨の日は冬でも泥ん

こになってグランドを走り回り冷えたからだは簡易の風呂

で温める。いろんな所に基地を作り、森の中に探検に出かけ

る。「窓際のトットちゃん」の幼稚園版といえる毎日だ。「自

然に生きる・仲間と生きる・自由に生きる」をスローガンに

している。

イタリアで始まったスローフードの運動のように大地に

根づいて育った子どもたちはたくましい。今年で26年目、卒

園児の活躍はすごい。

「上高地花紀行」と「私の幼稚園」と二つ並べるのはおこ

がましいが、信大の土壌の中で当時の学生のアナログ生活と

人と人との繋がりに支えられて生み出された「結晶」のよう

に思う。理学部の45周年に乾杯したい。

生協設立のころと地質教室

1S 安野 信（地質学科）

大学入学の頃、私はいまで云う体育会系の学生で、長野の

教育学部にあった体操部の先輩達の指導で、教養部の体操部

を設立したりしていました。当時、旭町の教育学部松本分校

の木造体育館で練習中に、鉄棒の支柱がはずれ、あわや骨折

という目にあうなど、老朽化した施設・設備があちこちで問

題を生じてさせていました。また、急増した学生に対応する

教養部の施設・設備が追い付かないばかりでなく、生活上に

もいろいろな困難がありました。そんなことが、大学生協の

設立運動を始めるきっかけとなりました。

私が入学した時の理学部地質学教室には、戦前・戦中の戦

争協力に対する猛省から始まった、民主主義科学者会議（略

称、民科)地学分野の「地団研」の精神を実践していこうと

する教官が大勢いました。1968 年頃から始まった大学民主化

運動の中で、大学自治のあるべき姿を求めて、教室会議に学

生の参加を認め現状を打破しようとしていました。郷原さん

（地団研では教官も‘さん、づけでよんでいた)小林国さん、

山田哲さん、山下さん、杉山さん、渡辺さん、百瀬さん、酒

井さん、小坂さん、藤田敬さん、これらの方々が先頭にたっ

て、教室の運営に携わり、民主化を目指して学生とも協議の

場をつくったのは画期的でした。こうした教室の民主的な雰

囲気がいかんなく発揮されたのが、信大全共闘（学生自治会

無視のでっちあげ組織)の封鎖ごっこのときでした。

とくに旭町新理学部の建物の前にあった木造校舎、B棟を

封鎖から守った時、教官がヘルメットをかぶって理学部に待

機していた事もありました。この時に"徒手空拳"論をとなえ

た、一部理学部の教官の声明は、地質の教官に一笑に付され

たのは当然のなりゆきで、B棟と新理学部棟の防衛に学生と

教官が邁進したものでした。何のための学問か、学問や科学

は誰のためにあるのか、大学の自治とは何か、民主的とは何

か、などいま考えると実に大きな難問でしたが、逆にそこか

ら当時の学生はエネルギーをもらっていたのかも知れませ

んし、将来のヒントになる事柄をたくさん学びました。

学生の劣悪な勉学、生活状況を何とか改善しようと、寮自

治会・学生自治会・生協設立準備委員会などが運動するなか

で、大学当局の古い体質から生協設立に反対の勢力もありま

した。しかし、理学部の教官をはじめ、理学部、人文学部の

学友や、文理学部の先輩方達に励まされ、勇気づけられ、支

持されたことが、生協設立のための教養自治会学生大会での

「スト権確立」に大いに力となりました。その結果、大学当

局もこれを認めざるを得なかったのでした。

これらの問題意識は、私が千葉県、神奈川県の高校教師に

なった後も残っていました。当然のことですが、学校は、教

職員の自治の場でもあると共に、児童生徒の自由と人権の尊

重の場でもあります。いじめ、ひきこもり、学力低下、底辺

校問題等、大もとには、自由や自主性や人権を侵害しようと

する勢力が、権力をかさに学校に介入している状態にその原

因があります。専門の地質学は不勉強の学生でしたが、一人

の地学教員として、何よりも地団研精神をよりどころに、自

らの力を怠りなく高め仲間を信じて行動してきたつもりで

す。

余談ですが 16 号に載った「ご同慶のいたり」の男につい

ては、教養部の柔道の授業時に、旭町の木造体育館のフロア

ーに畳を敷いた道場で、乱取りをして一本取った経験を思い

出しました。その際その男は“ムンギュ”といった声を発し

たことを覚えています。その男は「作家」仲間に学生時代の

反民主的な行動が歓迎されたようで、権力側にすり寄った行

動を今も取り続けています。私はこのことが 60年安保闘争

の際に、権力に仲間を売った過激派指導部と重なって見える

のです。

私の青春時代

2S 徳武藤吉（数学科）

同窓会報の「文理から理学部へ」というコーナーの懐かし

い人々の思い出を読み、あの頃の生活を思い出しました。体

調が今一つなので妻の手を借りてのものですから、取り留め

のないものになりますが、お許しください。

私が大学に入ったのは、1967 年のことで理学部二期生とい

うことになります。

長野からバスで1時間あまりの戸隠中社で子ども時代を過

ごしました。田舎の事で、父母は畑仕事、山菜取り、茸取り、

冬は竹細工などで生活を支え、質素な生活でした。一番上の

姉が弟たちの面倒を良く見てくれ、私はいろんな遊びをいっ

ぱいやることができ、貧しくとも平和でのびやかに過ごすこ

とができた子ども時代でした。しかし、我が家から一人大学

へ送ることは大変なことで、私自身も相応の覚悟のいること

でした。アルバイトをいろいろやりながらも、勉強も相当熱

心に取り組みました。

入学し、寮生活を始めると、二人部屋で同室は先輩でした

ので、私としては相当緊張もし「気をつかう」日々でした。

講義を受け、レポート提出、試験と次々ある中で、いろんな
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先輩から良いことも悪いことも教えてもらい助けられもし

ました。寮生は何だかんだと言っては集まっては良くダベリ

ました。誰かのところに実家からの荷物が届くと、自然にそ

の寮生の部屋がたまり場となり、箱から出てきたお菓子を皆

で分け合い、夜更けまで語り合ったことは懐かしい思い出で

す。そんな付き合いで「人との付き合い方」を学ぶと共に、

「人間への信頼」を培うことができたのだと思います。

私にも貧しい中から母親が送ってくれました。カッターシ

ャツや下着、日用雑貨から牛乳パン、お菓子などですが、日

清のチャルメララーメンはうまかったと今でも覚えていま

す。青いものがいるというのでタンポポの葉を摘んできて煮

たことも思い出します。牛乳パンは今もありますが、当時は

貴重品で大事に食べた覚えがあります。

学生生活の後半には荷物は段ボール箱になりましたが、は

じめの頃は荷物を送ることそのものが大変なことで、ハトロ

ン紙で上手にくるんで麻紐で十字にしばったものです。多い

ときはリンゴの木箱や菰でくるんで荒縄でしばったもので

す。リンゴ箱はテーブル代わりにも本箱にも衣類入れにもな

りました。

寮では、スポーツもやり、朝のランニングは日課となる程

でしたし、サッカー、テニス、なども良くやり、運動不足に

なりがちな日々に変化を作りました。何となくやる気のない

ときも少々強引に引っぱり出されることで気分も良くなり、

活力がわくということもよくありました。寮生の仲の良さは

どう表現していいか悩みますが、育ちのこと、性格のことな

ど互いによく知り、今なら「おせっかい」といわれそうな程、

めんどうを見合ったものです。

寮祭は毎年 11 月でしたが、最後をかざるパレードは仮装

して県の森から駅まで練り歩くのが伝統でした。女物の着物

にへんてこな化粧をしたりして踊りまくるのですが、町の人

も喜んでくれる雰囲気がありました。

二葉寮にかわいい子がいて声を掛けたけど進展もなく、淡

い恋心もすぐ砕けたこともありました。ひどい風邪を引き寝

込んでいたとき、三人もの女子寮生がお見舞いに来てくれ、

「頑張ってね」と励まされたときは本当に嬉しかったけど、

それもそれ以上進みませんでした。

寮はいわゆる自治寮で、皆役をもって寮生活をしていまし

た。そんな中、信大寮連合の委員長を三期努めることになり

ました。

物価もどんどん上がる時代、寮費値上げ反対と同時に、大

学からの予算を増やすことが大変でした。「一人部屋にして

ほしい」「隙間風が入るので直してほしい」とか「風呂の回

数を増やしてほしい（当時は週 1 回だったのをせめて週 2回

にしてほしい）」など、各寮の要望をまとめて各寮長と大学

本部へ行くのです。今では当たり前のことを一つ一つ実現さ

せていくのは、粘り強い交渉の積み重ねで、正論を正面にす

えて義理人情も交えていくもので、私には学ぶことが多いも

のでした。全部すぐに実現できたわけではありませんが、い

くつか成果がありました。

4 年生のときのゼミは代数の岸本量夫先生のゼミでした。

学生に人気のゼミで、多くの学生が入ったと記憶しています。

学生一人一人の研究課題が異なり、週 1回皆の前で発表する

もので、相当勉強しないと話ができないので大変でした。学

生時代を通して小柴先生（解析学）が良く声を掛けてくださ

り、勉強のヒントを貰ったり、様々な面倒を見てもらったこ

とも、一度や二度ではありませんでした。小柴先生には碁を

教えてもらいました。寮でタバコも酒も覚えましたが、下手

の横好きで寮の仲間と囲碁を囲むこともできるようになり

ました。マージャンを覚えてよくやりましたが、ゼミのあと、

夕方から研究室で先生たちと囲んだことも楽しい思い出で

す。

ちなみに卒論は「不値体－P 進不値について」でした。先

日、岸本先生から丁寧なお手紙と共に卒論を返していただく

ということがありました。40年もの間ご自分の書棚にとって

おいてくださったことに感激しました。

アルバイトはいろいろやりました。多くは肉体労働でした

が、その中で印象深いものを 3 つあげておきます。

一つはお金がいいので、びくつきながらの「ダイナマイト

の運搬」です。ナップサックにダイナマイトを入れて、南木

曽の駅から山の中へ一時間ぐらい担いで持ち上げるという

ものです。地質調査用とのことで 1 回 5000 円くらいもらえ

たと記憶しております。それはそれは、とても「こわい」も

ので、「そんなに爆発するものではない」と言われても、ひ

ょっとしたらと思うと緊張しっぱなしで、どこかにぶつけた

りしないようにと気を使うので大変でした。

もう一つは旅行社の添乗員で、大阪万博への付き添い助手

や、修学旅行の引率でした。何日もかけていくので、まとま

ったお金が入り、ありがたいバイトでした。寮生数人が同時

に雇われるので、気分は楽でしたし、何より三食付で、夜の

交流会があると皆さんと酒を酌み交わし、時には旅館からも

旅行社の一員としておみやげ付きということもありました。

宿の方からは学生さんということで、後日ウィスキーが送ら

れてきたこともありました。

今一つは、松本のあめ市で御神輿かつぎで、楽しいもので

した。本町筋のどの店でもふるまい酒が用意されていて、寿

司、みかん、するめ等もいただき最後は酔ってフラフラで担

いでいました。これも一晩 5000 円くらいだったと記憶して

います。

サークルは劇団「山脈」に入りました。小学 3年生の時「3

年寝太郎」の主役をやったことがあり、その印象も強く劇に

興味があったのです。初舞台は村人 A と馬の足でした。セリ

フもあって「おら、この辺りの村のもんだが、いっちょ仲間

に入れてくれないだか」というのは今でも覚えています。団

員は 40 人くらいでしたが、お金を出し合い、大道具、小道

具をすべて作り、県の森の講堂で夜遅くまで何日も練習した

ことも思い出です。公演は年末の寒い中、市民会館でやりま

した。当時すでに有名だった熊井啓氏も見に来てくれたこと

もありました。

いわゆる東大紛争の時は仲間をまとめて夜行で東京へ行

き封鎖する学生達と対峙しました。ヘルメットをかぶり投石

の中でがんばりました。怪我だけでなく「死」を意識する場

面もありました。信大でも理学部以外が封鎖された時期があ

りましたが、このときも理学部を守ることで相当きつい目に

合いました。このとき革マル派があばれて勉強ができなかっ

たことが、ものすごく悲しいこととして記憶に残っています。

地質の学友が研究のために時間と労力をかけて集めていた

岩石をメチャクチャにされたことは、同じ学生として許せな

いことと強く憤りを感じたことを覚えています。バスを待っ

ていたら突然I（現都副知事）が来て、ぶん殴られたことも

忘れられない事です。教官も学生もがんばり、理学部を封鎖

させなかったことは本当に良かったと思います。当時理学部

にいたすべての人の力だと思います。

寮といえば私事ですが、教育学部のあけぼの寮の寮長さん

だった T さんとは寮連合の会合でよくご一緒させてもらい、

いろいろと語り合った仲です。そのTさんの結婚式が松本で

あり、そのとき知り合い、一方的な一目ぼれで「好き」を受

け入れてくれた人と長年連れ添うこととなりました。飯田に

住んでいた彼女のところに3時間以上かけて会いに行ったり、

松本に来てくれた時には辰野まで送っていったことも、なつ

かしい思い出です。寮と Tさんに感謝というべきでしょう。
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学生時代の想い出

2S 岡田 菊夫（物理学科）

私が信州大学理学部物理学科に入学したのが1967年4月

なので、文理学部が改組されてから二年目の理学部生とな

る。それから40年以上が経過したことになる。三年前に60歳

の定年を迎えた後、松本での日々が一層懐かしく思い出され

る。当時のことを振り返って少し想い出を書かせていただき

たい。

住環境など

大学一年目は、教養部で他学部の人と一緒に勉学した。一

年間生活したこまくさ寮は鉄筋コンクリートの新築であっ

た。寮の北側はりんご畑で、芥子坊主山の麓まで畑が拡がっ

ていた。旭町の大学までの場所の多くも畑で占められてい

た。当時の寮費（信州大学教養部に支払い）が月300円、寮

運営費（こまくさ寮の自治組織へ）が月50円、食費が3395円

（一日三食で約100円）であった。冬は別途暖房費が必要だ

ったと思う。なお、二年生の時から下宿（四畳半：北深志一

丁目）したが、家賃は月3000円だった。当時(1967-1968年)

の金銭出納帳によれば、銭湯(30円)、大学生協のカレーライ

ス（60円）、浅間〜美ヶ原のバス（180円）、はがき(7円)、

てんぷらうどん（50円）。

他の人の下宿に行ったのは森 淳さん（数学科：現理学部

同窓会会長）の所が初めてだった。下宿は母屋に付属の三畳

間で、本棚以外に炬燵の周りに本が沢山積み上げてあった。

登山の際使うコッヘルでお湯を沸かし、初めて見たティーバ

ックで紅茶を入れてくれた。様々な会話ができて嬉しいひと

時だった。私の場合を含め当時の下宿での持ち物は、電気こ

たつ、ラジオ、机、本棚、電気ポットくらいであった。冬の

夜の寒さが厳しい時は、こたつに体を入れて、首に服等を巻

いて寝た。それでも寝むれない時は、まず日本酒を飲むがだ

めで、最後は安いウイスキーを飲んで寝た。電話をかけて人

の下宿を訪ねることはなく、しばしば予告なしに訪ね、不在

ならば諦めて帰るかメモを残すといった具合だった。ある

時、ウイスキーの空瓶に水を入れて置いていたところ（悪気

はない）、不在のところに小林善哉さん（物理学科）が来て

運悪くウイスキーと思いこの「液体」を飲んだ。後日、不在

の折、小林さんが来たようで、机の上に「これは水ではあり

ません」とウイスキーのボトルが置いてあった。この頃、学

生の松本市内での主な移動手段は自転車か徒歩だった。

サークル活動

森 淳さんの提案で、「科学方法論ゼミナール」なる会を

作ることになった。具体的には、教官に講演をしてもらうこ

とであった。第一回は、数学の岸本量夫先生の「日本科学者

会議と科学者」であった。教養部の二階の教室で行われた。

参加券を作り有料にして参加者を募った。第二回の講演会

は、宗教学の吉村善夫先生で、講演をお願いするためにご自

宅まで伺い了解していただいたことを思い出す。講演題目は

「学問について」であった。第三回の講演会は、哲学の渡辺

義晴先生による「機械文明と哲学：自然科学と社会科学のあ

いだ」であった。

また、何人かの仲間とサークル「自然科学研究会」を作っ

た。顧問には、松崎 一先生がなってくださった。大勢で芥

子坊主山斜面での夜間の気温観測したことや、サーミスタ温

度計を気球にぶら下げて松本での気温逆転層の観測などを

したことが印象に残る。この会では、神田健三さん（物理学

科；現中谷宇吉郎雪の科学館館長）を中心として北アルプス

涸沢雪渓の調査なども行われた。また、大学三年の頃（1969

年8月6日）、大町の昭和電工の排ガス問題に反対していた農

民の集会に、小柴善一郎先生、鷺坂修二先生とほか先生と一

緒に参列して、農民との質疑をする貴重な経験をした。信州

大学と地域との良好な関係の重要さを実感した。

学生運動

二年生の時（1968年秋）、理学部学生自治会の副執行委員

長に推薦され選出された。今では見られないガリ版（謄写版)

を使って大会議案書の作成や、屋外で立看板を作る為によく

徹夜をした。徹夜して夜が白々と明けるころの常念岳の美し

い朝焼けは素晴らしかった。理学部学生自治会の副執行委員

長になってすぐ東大紛争が起った。1968年11月に東大教養学

部（駒場）で行われた全学連第10回定期中央委員会に参加し

た折、東大本郷での全共闘による封鎖を阻止する活動に少し

参加したが、ヘルメットをかぶり、鉄パイプを持った異様な

全共闘の行進に驚いた。その半年後、信州大学でも1969年6

月に人文学部（L)共闘などが初めに県の森にある人文学部講

堂の封鎖を強行した。その後、幸い理学部では教職員と学生

自治会により封鎖は阻止されたが、当時の雰囲気ではとても

落ち着いて勉学できる状態ではなかった。この頃でも理学部

は授業が行われていたが、場合によっては、教室で先生の講

義を一人で受ける異常なこともあった。封鎖されている教養

部前で全共闘の学生に捕まり、教室で顔を殴られたことは忘

れられない。その教室内は机や椅子もなくガランとした状態

で、ヘルメットを被った全共闘派の女性を含めた学生達が床

に覇気なくしゃがんでいたのが思い出される。また、県の森

にあった人文学部の封鎖解除の行動では、ヘルメットと鉄パ

イプを持った全共闘派と対峙した。石の投げ合いを初めて経

験した。顔面の前に持った3cm程の厚さの木板が投げられた

石で真二つに割れた時は恐怖と怒りを覚えた。なお、信州大

学での大学封鎖が終わりかけた1969年11月に行われた第4回

信大祭には、山本幹雄さん（地質学科）達と実行委員として

準備に加わったことが一層懐かしく思い出される。

最後に

大学四年頃になって、二階建て木造校舎（旧松本五十連隊

の兵舎を改造した建物）から鉄筋コンクリートの理学部新館

に移り、宇宙線の研究室で卒業研究（指導教官：鷺坂修二先

生）を行った。中田典昭さんと共同して、大気による宇宙線

強度の減衰を取り除くことを目的としたディジタル気圧計

を試作した。卒業後、いよいよ松本を去る時がきた。松本駅

を離れる列車から懐かしい山々に別れを告げた。それからも

う40年経ってしまった。しかし、今でも昨日のように明瞭に

憶えているのだが、大学入学直後に教養部大講義室で学長が

我々新入生を前にして「信州大学は全国の大学の中で最も標

高が高い山紫水明の松本にある。この意味で最高学府であ

る」と言われたことである。信州大学にいた四年間、多くの

先生や友人に支えられたし、素晴らしい自然を味わい、私に

とっても信州大学は最高学府だった。小泉自民党政権が押し

付けた悪しき「大学の独立法人化」のため、大学を取り巻く

環境は大変厳しいと察するが、同窓生の一人として今後の理

学部の増々の発展を期待すると共に微力ながら応援できれ

ばと思っている。

物理学科があった二階建て木造校舎の前庭にて

（1968 年 4 月撮影）。著者は後列右から２人



21

卒 業 研 究

数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科
二宮ゼミ

久保 大樹、 田中 康統、 古瀬 秀一、 吉岡 由貴：

有限群の表現と指標

西田ゼミ

加藤 雅之、 川本 将司、 木村 祐子、 吉井 麻奈美：

クイバーと多元環

長岡 義一： ガロア拡大の計算

花木ゼミ

奥山裕美子：有限次元代数の表現

大橋 風也、 宮崎 泰明：有限群の指標理論

髙橋ゼミ

岩崎 将大、 寺西 翔、 中村 仁美、 畠山 友香里：

平方剰余の相互法則

阿部ゼミ

可児 泰三、 関 春香、 檜山 みさお、 百瀬 隆浩：

平行移動

栗林ゼミ

上村 司、 百瀬 康弘、 牛山 さゆり、 鳥井 亮吾：

Representations and modules

玉木ゼミ

柴田 直輝、 蛇渕 晃永： Fiber Bundle

川手 正夫、 向山 貴史: Reflection Group

髙瀬ゼミ

上島 さゆり、 草野 若菜：

Alexander polynomial

井上ゼミ

桒原 広樹：待ち行列理論における在庫問題への応用

村上 翼：場所占めの問題

名古屋孝樹： カードのシャッフル問題

真次ゼミ

大泊 和将、 古本 良太：

微分積分の基本定理とLebesgue積分

一ノ瀬ゼミ

吉田 ふとし、 加瀬 肇：量子力学の数学的研究

髙木ゼミ

浅貝 公斗、 浅野 良輔、 萬澤 祥隆、 神山 俊：

曲線で正方形を埋め尽くせるか？

谷内ゼミ

植村 尚矢、 田中 康弘、 羽広 将光、 山川 肇：

フーリエ解析とその応用

中山ゼミ

岡元 靖裕、 西出 岳広、 東 悟史：:

振動と波動

乙部ゼミ

上條 和紀： 酔歩の研究

謝ゼミ

今井 康貴、 熊谷 貴之：スコロボドの表現定理およびｺﾙﾓｺﾞ

ﾛﾌの0-1法則について

佐々木ゼミ

船川 大樹：Hardy-Littlewood-Sobolev不等式の

Sharp constantについて

物 理 科 学 科
素粒子・宇宙物理学講座

井田 慧：ファインマン則とその御利益

足立 直樹：量子計算

岡田 賢一：ブラックホール

羽柴 規敏：ゲージ場の量子論

渡邉 謙介：弦の量子化

今井 宗幸：60Ni 遷移のスピン測定

稲吉 真次：チェレンコフ光測定によるTMCの性能向上

小林 秋人：新型MPPCの性能評価

桐谷 直嗣：MPPCを用いたシンチレータの一様性の研究

崔 原碩：電磁ｶﾛﾘﾒｰﾀのｼﾝﾁﾚｰﾀと光ｾﾝｻの応答特性の研究

原田 真琴：ハドロンカロリメータ2層の製作と性能評価

北川 宇宙：Geant4を用いたニュートリノ検出器のシミュレーション

玉川 耕介：プラスチックシンチレータを用いた原子炉ニュートリノ

に関する基礎研究

飯塚 健、 清水 美貴子：ニュートロンモニターを用いた宇宙線

長周期変動の解析

菊地 拓郎、 小林 真：Nagoyaミューオン計データを用いた南北異

方性の解析

柏木 崇哉、 東嶌 進悟：銀河宇宙線異方性の3次元解析と

長周期変動

鶴指 眞李、 中野 義丈：小型試験機を用いたメキシコミューオン

観測の性能評価

物性物理学講座

野上 源太、 嶺井 拓：こまはなぜ倒れないか

安達洋次郎、 久野 雄一郎、 矢野 雄也：パーコレーションにお

けるスケーリング仮説の数値シミュレーションによる検証

朴 相源、 石河 希：BCS理論 ～微視的超伝導理論～

猪爪 彰：光座標変換媒質

大澤 謙太：Fe0.2Mn0.8Rh1-yPdyの磁性研究

下嶋 健嗣：遍歴メタ磁性La（FexGe1-x)13化合物の磁気熱量効果

鈴木 皓司：反強磁性体Ce2Cu3Si5の高圧化電気抵抗測定

西田 翼：メタアトム装荷光伝導ｱﾝﾃﾅにおけるﾃﾗﾍﾙﾂ波の変調

小川 秋平：3次元メタマテリアルの透過率・反射率測定

藤本日向子：スプリットリングリゾネータの透過率測定

皆川 敦史：Q値の異なる共振器を用いた電磁誘起透明化現象

西山 洋平：金属チェッカーボードパターンのﾃﾗﾍﾙﾂ波応答特性

小川 真由：THz時間領域分光法を利用した装置について

荒木 遼平：ATR法によるTHz-TDSの作成

化 学 科
分析化学

樋上研究室

吉田 真也：金銀合金電極でのハロゲン化物イオンのサイクリ

ックボルタンメトリー

木内 美奈：テトラフェニルボレート共存下におけるC70の光化

学反応の検討

小宮山 正人：9,10-ヒ゛ス(1,3-ヘ゛ンソ゛シ゛チオー ル-2-イリテ゛

ン)-9,10-シ゛ヒト゛ロアントラセンの サイクリックホ゛ルタ

ンメトリーによる酸化還元挙動の検討

金研究室

高野 彩：電解フェントン反応によるヒドロキシルラジカル

の生成と計測

服部 薫：超音波によるエマルション油水分離の促進効果と

微量金属イオン濃縮への応用

松岡 聖典：ペルオキソ二硫酸を共反応物とした水溶性蛍光プ

ローブのカソーディック電気化学発光反応

山田 有香：プルシアンブルー錯体修飾電極による過酸化水素

のアンペロメトリック検出

巽研究室

市村遼太郎：9、10-ﾋﾞｽ（1、3-ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞﾁｵｰﾙ-2-ｲﾘﾃﾞﾝ)-9、10-ｼﾞﾋ

ﾄﾞﾛｱﾝﾄﾗｾﾝの酸化還元挙動の検討

10年度の卒業研究、修士・博士論文等について発表者名と論題名を載せます。各学科および研究科からご提供いただきま

した。若い学生の研究内容がわかると思います。なお、卒業式・学位記授与式は3月25日です。

紙面の都合上全角仮名を半角にしてある論題もあります
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中原 史佳：ｸﾚｱﾁﾆﾝの液液界面イオン移動ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ

片寄 翔太：ｸﾞﾙｺｰｽﾃﾞﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞ修飾電極の特性評価

無機化学

吉野研究室

服部 誉也：10B-NMRによる水溶液中の微量ホウ素の測定

小林 梓：光学異性体分離用カラムを使った10B濃縮

p-L-BPA-L-Tyrのセミ分取における溶離液の選定

齋藤桂似郎：ホウ素中性子捕捉療法試薬としての

L-Tyr-p-L-10BPA ジ ペ プ チ ド の 合 成 と 、

p-L-10BPA-L-Tyrジペプチドの生物学的評価

内藤 良太：p-BPAクリームにおける11B NMRの研究

石川研究室

塩沢能好人：ｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙ樹脂を用いたLi同位体の分離

村川 良太：置換クロマトグラフィーによるLiの濃縮分離

山口 昌志：LTAｾﾞｵﾗｲﾄに関するﾘﾁｳﾑのイオン交換等温線

梅元 悠：間隙水中の塩素の分析

大木研究室

鈴木 秀倫：2-（2-ﾋﾞﾘｼﾞﾙ)-1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝの分子運動の1H NMRに

よる解析

宇井 秀策：Cs2[Aｇ
ICl2][Au

IIICl4]の粉末X線回折と示差熱分析

竹平 悟市：自己集積型金属錯体 [{M（4、4'-bpy)Cl2}ｎ] （M =

Mn、 Fe、 Co、 Ni; 4、4'-bpy = 4、4'-ﾋﾞﾋﾞﾘｼﾞﾙ) の

合成、構造とその動的振る舞い

有機化学

小田研究室

藤原由里絵：2-置換1-ﾋﾟﾛﾘﾝを用いた2、3-置換ﾋﾟﾛｰﾙの合成

山我 祐子：2、6-ﾋﾞｽ（1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝ-2-ｲﾙ)ﾋﾟﾘｼﾞﾝの合成と性質

ｸﾘｽﾄﾌｧﾘﾝ ﾍﾙﾘﾝ ﾀﾞﾉﾐﾗ：1、6-ﾒﾀﾉ[10]ｱﾇﾚﾝ-3、4-ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼｲﾐﾄﾞ

類の新規合成法の開発

太田研究室

勝二 雅史：2つのﾃﾄﾗﾁｱﾌﾙﾊﾞﾚﾝ骨格を有するｼｸﾛﾌｧﾝ型ﾎｽﾄの

合成研究

谷口 大介：ｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙ環が縮環した1、3-ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞﾁｵｰﾙ誘導体

の合成

中村 彬人：9、10-ﾋﾞｽ（1、3-ｼﾞﾁｵｰﾙ-2-ｲﾘﾃﾞﾝ)-9、10-ｼﾞﾋﾄﾞﾛｱﾝﾄ

ﾗｾﾝ骨格の1、8位に官能基を導入した酸化還元応答

性ホストの合成研究

藤井実香子：ﾄﾘﾌﾟﾞﾁｾﾝ骨格を有する酸化還元応答性分子ﾋﾟﾝｾｯﾄ

のｼﾞｶﾁｵﾝ体における錯形成挙動の検討および新規ﾎ

ｽﾄ分子の設計

庄子研究室

石橋 直也：“塩素化”試薬による芳香族化合物の新規な”ヨウ素

化”反応

物理化学

尾関・浜崎研究室

佐野美沙希：磁場中表面張力計の開発

小楠 理人：磁気処理水の蒸気圧の測定

吉田あゆみ：磁気処理水を用いた電気ﾆｯｹﾙめっきの検討

小林 勇太：ジデシル-ジアザ-18-クラウン-6-エーテル二分子膜

の電気特性の磁場制御

齋藤阿里沙：曇点近傍の高分子水溶液に対する磁場効果

山本 翔：磁場中調製した活性炭の構造と吸着能

飯山研究室

河西 美香：in situ測定に対応した吸着状態の制御装置の開発

荻野 智大：磁気浮遊天秤を用いたﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ吸着法の検証と発

展

太田 貴也：XRDによる結晶性多孔体への吸着現象の解明

地 質 科 学 科

池田 知也：大雨見山層群中にみられる苦鉄質岩と珪長質岩

の岩石学

村田 正誠：木曽駒花崗閃緑岩中の角閃石化学組成

常木 大樹：境峠断層の北方延長－中ノ湯から坂巻温泉間の

破砕帯について－

清水 美里：古上高地湖の珪藻分析および現世高山湖沼の花

粉群集

山田 睦美：梓川段丘群の礫組成と梓川の流路変遷

馬場千香子：コマクサの植生分布と地形・地質の関係性

小関 純一：八ヶ岳南麓に分布する韮崎岩屑なだれの構成物

堤 竜太郎：旧期焼岳火山群大棚溶岩の古地磁気方位と強度

服田 有惟：神津島・砂糠山流紋岩溶岩の鉄チタン酸化物と岩

石磁気学的特徴

島 千明：上田市の室賀地域の青木層に産するノジュール

の研究

講神 弘美：長野市鬼無里地域の小川層、柵層に産するノジュ

ールについて

小林 哲朗：松本市北方の別所層に産するノジュールの研究

森井真己人：顕微ラマン分光法による微小鉱物の同定

青島 瑛子：月長石のシラーについて

上野 裕二：奈良県天川村に産するざくろ石のイリデッセンス

金 惠眞：A Crystal Structure of Ferrogedrite

須田 雄太：アルカリ長石の蛍光

名取和香子:長野県東御市の千曲川沿いに分布する小諸層群上

部大杭層の堆積環境と鉄鉱物団塊の関連

吉田 崇博：南アルプス聖岳周辺における堆積岩の風化

田中 公教：南部北上帯中部～上部ジュラ系・下部白亜系牡鹿

層群における砕屑性ガーネットの化学組成

西尾真由子：東北日本、久慈層群における上部白亜系砕屑性重

鉱物の化学組成

志賀 由佳：宮城県志津川地域におけるｼﾞｭﾗ紀砕屑岩の後背地

加藤 誠一：諏訪市湖南における2009年8月8日土石流災害発

生領域の地質

関口 玲奈：松本盆地南部地域におけるGPS地殻変動観測

（2010）

北村亜由美：ニュージーランド南島カンタベリー堆積盆地から採取

されたIODP陸棚サイトコア（U1351、U1353、U1354)

の有機物を用いた古環境変遷

小畑 敦史：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ南島沖ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ堆積盆地で採取された

陸棚斜面堆積物の有機物分析による古環境変遷

古藤 尚：IODPニュージーランド南島カンタベリー沖掘削コア

(U1352B)より産出する底生有孔虫化石の酸素・炭素

同位体比とその年代対比

代永 佑輔：長野県北部中条地域に分布する中新－鮮新統小川

層および柵層の堆積環境

岩井 喬：長野県中部地域(上高地）における現生淡水性貝形

虫群集

生 物 科 学 科

飯山創一郎：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）のR2R3-MYB

遺伝子（lwf62p05）の機能解析

池田 彬人：コンクリート壁における地衣群落の組成と構造

岡村 真純：メダカ Oryzias latipes のHd-rR系統におけ

る逆説的性転換時の遺伝子発現

小熊 穂高：イワシモツケを食草とする蛾類3種の生態につ

いて－アズミキシタバの保全と関連づけて－

加藤 慎也：東ｱｼﾞｱ地域のヒゲナガカワトビケラ科昆虫

（毛翅目）の分子系統地理学的研究

喜多 祥吾：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）のR2R3-MYB

遺伝子（c2108709）の機能解析

北沢 知明：ヤマホタルブクロの送粉者相と送粉者サイズの

標高傾度に沿った変化

楠目 晴花：生態的特徴と遺伝子解析からみたｻﾗｼﾅｼｮｳﾏ種内3

型の分化

久米あずさ：分子系統解析から探るｵﾆｸﾏﾑｼ（緩歩動物門、真

ｸﾏﾑｼ綱)の移動分散能力－ｵﾆｸﾏﾑｼは空を飛ぶの

か？

栗谷さと子：標高に沿ったウツボグサの花形態およびポリネ

ーター種構成の変化
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金 綾奈：非相同末端結合装置の特異的かつ効果的な阻害

坂野亜矢菜：オビカゲロウ（カゲロウ目：ヒラタカゲロウ科）

の分子系統地理学的研究

清水 広人：サクラミミズの生活史について―環帯形成に及

ぼす低温の影響―

末廣 努：踏みつけ処理のオオバコ群落への影響

菅谷 友美：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）のR2R3-MYB

遺伝子（rlwa24m14）の機能解析

鳥山真美子：八ヶ岳のオオシラビソに発生したさび病菌の生

活観の解明

内藤 隼人：ESTを用いた甲信地域におけるメダカ個体群の遺

伝的構造とヒメダカによる遺伝的撹乱の解明

長沢 達矢：メダカOryzias latipesおよびクロダイ

Acanthopagrus schlegeliにおけるSox 3のクロー

ニングと発現解析

西野 寛志：Response of Daphnia population to different

temperatures: an experimental analysis

野澤 俊介：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）のR2R3-MYB

遺伝子（lwf45c18f）の機能解析

羽生 将昭：外来植物エゾノギシギシとその近縁在来種ノダ

イオウとの雑種形成 － 形態と分布の比較－

廣澤 龍：高木限界の形成メカニズム ―環境要因と種間競

争から探る―

小林 菜摘：数種のつる植物における生長様式と形態特性の

比較

内田 卓益：メダカ近交系HO5及びHB11A系統への性ステロイ

ド投与による性転換過程の解析

大田 智之：PAP1、EGL３を異所的に発現させた植物体におけ

るアントシアニン蓄積部位の解析

小島 拓也：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）の新規のR2R3

-MYB遺伝子の探索

寺田 太郎：スグヒダギセルの野生集団における左右極性遺

伝子の自然突然変異

加藤 雄登：ノギカワゲラ類の進化生物学的研究

物 質 循 環 学 科

梅山 理弘：淡水湖中における溶存ステロールの季節変化

井澤 貴志：千曲川中流域における密閉箱を用いた一次生産

速度の測定

井上 実佳：水草の放出する化学物質がミジンコの生活史特

性を変える

上田 成人：松本市内のため池のﾄﾝﾎﾞ相と周辺環境の関連性

小畑 雄大：動物プランクトン群集への自然的ストレスと人

為的ストレスの複合影響

兼子 祐人：上高地における林内降水と渓流水質の化学特性

木越 智彦：琵琶湖、沖ノ島沖湖底堆積物（BIW07-6コア）の

全有機炭素・全窒素含有量変動に基づく過去4.7万

年間の気候変動

清野 愛：ニュージーランド沖鮮新－更新統陸棚堆積物の

粒度組成と海水準変動

栗山 学人：琵琶湖長浜沖、BIW07-5コアにおける全有機炭素・

全窒素含有率と炭素安定同位体比変動：炭素安定

同位体比変動要因の検討

小池瑛里奈：中部山岳地域における降雪分布パターンの気象

学的考察

小林 宏輝：湖沼の生態系構造と水質に及ぼすウナギの影響

―隔離水界を用いた実験的解析－

小松 正知：諏訪湖水質分布の季節変動とその要因

鈴木 大地：中部山岳地域の積雪層中における主要イオン

濃度の変動

高瀬 聖：奈川地域における渓流水の季節変化

舘野 泰明：土壌特性の異なる土壌におけるDNA吸着と大腸菌

の形質転換頻度の比較

辻 諒子：富士五湖地域における多環芳香族炭化水素の分布

永安 浩一：琵琶湖における過去30万年間の珪藻化石群集変

動

中山 到：土壌団粒サイズと微生物特性の関係

原 勇喜：琵琶湖の湖沼堆積物のTOC含有率に基づくMIS6・

7の65000年間の気候変動復元

平野 真聡：高山湖沼のプランクトン群集に及ぼす人間活の

影響～北八ヶ岳双子池の雄池と雌池の比較から～

松下 純子：施肥管理の異なる畑土壌の窒素供給量とその評

価方法の比較

渡辺 達也：溶存酸素濃度の連続観測による千曲川における

再曝気係数、一次生産速度及び呼吸速度の推定

修 士

数理・自然情報学専攻

関口 祐二：数理ファイナンスの離散モデルについて

前島 亮：アソシエーションスキームの指標に関する

素数グラフとIPグラフ

浅羽 泰貴：Non-commutative association schemes with

6 relations and table

岩下可奈子：ヒルベルト空間上の有界線形作用素の極分解が

一意的であるための必要十分条件について

久米 延彰：時系列に対する線形モデルの解析

杉浦 晃平：小さい位数の群に対する群多元環の単数群

の研究

諏訪 篤司：気象データに関する時系列解析

古瀬 瑞規：グラフの配置空間について

堀 智之：Kato-PonceのCommutator Estimateについて

松山 倫巳：一般の形状の2次元物体のまわりの流れの

Oseen近似による解析

森田 達規：小さいｱｿｼｴ-ｼｮﾝｽｷｰﾑの既約表現によって定まる

いくつかのグラフについて

山下 大介：べき零環の構造と分類手法に関する研究

吉田 雅弘：非線形方程式の離散化について

物質基礎科学専攻（物理）

会田 倫崇：AdS/CFT対応の低エネルギー領域物理への応用

上條 元嗣：金属開口アレイのテラヘルツ応答特性

川田 達：反強磁性体Ce2T3Ge5 （T: Ir、 Pd)の高圧下

電気抵抗

川元 集太：ﾄﾌｰﾌﾄﾌﾗｯｸｽを持つ高次元ｹﾞｰｼﾞ理論における

ｾﾞﾛﾓｰﾄﾞの導出と分類

窪田 志朗：ﾃﾗﾍﾙﾂ領域におけるﾒﾀﾏﾃﾘｱﾙの電磁応答について

小出 和樹：磁場下超伝導体の第一原理理論

小林 玲奈：宇宙論におけるインフレーション模型について

田中 健一：ディラック方程式を用いた電磁場-電子系の

微視的応答理論

戸塚 俊介：ILC用細分割電磁ｶﾛﾘﾒｰﾀ試作機のｹﾞｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

藤原 拓也：Thick-GEMの硬X線画像検出器への応用に向けて

の研究

物質基礎科学専攻（化学）

安藤 陽祐：酸化還元による構造変化を示すｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙ縮環拡

張ﾃﾄﾗﾁｱﾌﾙﾊﾞﾚﾝ誘導体の合成と性質

伊藤 由衣：10B-p-L-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ-L-ﾁﾛｼﾝｼﾞﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの

ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ酸化とﾎｳ素含有ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ類似物のﾎｳ素

中性子捕捉療法試薬としての生物学的評価

小原 裕輝：電解質水溶液の凍結電位への磁場効果

加藤 瞬：ﾋﾟﾛﾘｼﾞﾝ類とｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞとの反応による三置換ﾋﾟﾛｰﾙ

およびﾋﾟﾛﾛﾌｧﾝの合成に関する研究

小林 由佳：有機高分子ハイブリッドゲルの合成と体積挙動

の磁場制御

佐野 雄一：超音波反応場におけるキャビテーションの

反応特性：電気化学によるアプローチ
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竹内 理恵：2-（2-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)-1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝの合成と性質

玉水 琢也：ﾄﾘﾌﾟﾁｾﾝ骨格をｹﾞｽﾄ認識部位とする酸化還元応答

性分子ﾋﾟﾝｾｯﾄの錯形成における置換基効果の検討

中澤 太登：ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝにより活性化したｸﾞﾗｯｼｰｶｰﾎﾞﾝ電

極による生体関連物質のｻｲｸﾘｯｸﾎﾞﾙﾀﾓｸﾞﾗﾑの改善

中山 達也：自己集積型金属錯体ZnLX2（L = bpy、 bpe;X=Cl、

NO3) の配位子の分子運動及び結晶構造

松下 智久：磁場と相互作用した水の構造と物性の検討

宮脇 大輔：N-置換 1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾆﾙｱﾐﾝ類の合成と性質

森田 優平：等圧・等量ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ法の種々の吸着系への適用

地球生物圏科学専攻（地質)

畑中 彩：堆積相解析・珪藻化石群集解析・有機炭素分析

によるﾊﾞﾘｱ島ｼｽﾃﾑの復元－福島県太平洋岸に分

布する-鮮新統向山層・大年寺層－

鈴木 俊之：台湾西部に分布する鮮新～更新統の貝形虫化石

群集を用いた古環境復元

柳澤 宏成：南八ヶ岳地域南東部の火山層序

永島 達也：南八ヶ岳南西地域の火山層序

菊地悠一郎：松本盆地東縁部におけるGPS地殻変動観測

植木 忠正：北ｱﾙﾌﾟｽ仁科山地の白亜紀後期Hot and Dry

火成活動

岡田 渉：大規模火砕流中での結晶粒子の挙動、丹生川火

砕流堆積物の結晶量水平方向変化における例

加茂 圭祐：北アルプス、滝谷花崗閃緑岩体南東部における

多様な暗色包有岩の岩石学

島 有紀：北ｱﾙﾌﾟｽ滝谷花崗閃緑岩における角閃石包有鉱物

坂下 風子：アマゾナイトのcoloring

地球生物圏科学専攻（生物)

根岸 武彦：ColE2ﾌﾟﾀｽﾞﾐﾄﾞ複製開始ﾀﾝﾊﾟｸ質の機能ﾄﾞﾒｲﾝ解析

森田 幸恵：ﾍﾞｱﾄﾗｯﾌﾟを用いた戸隠森林植物園のﾂｷﾉﾜｸﾞﾏの最

少確認個体数

三浦 一真：ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅのANTHOCYANINLESS2遺伝子の発現を

調節しているｼｽ配列の解析

鈴木 智也：ｺｵｲﾑｼ Appasus japonicus (昆虫綱半翅目)の比

較発生・系統進化学的研究

吉山 直利：ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ Athalia rosae ruficornis における

RNAi法の確立と形態形成に関わる遺伝子の解析

阿部 航大：ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛにおける花と送粉昆虫のｻｲｽﾞﾏｯﾁﾝｸﾞが

送受粉効率におよぼす影響

徳田奈菜子：ﾂﾘﾌﾈｿｳ－ｷﾂﾘﾌﾈ間における繁殖干渉の検出

久保 雅之：染色体数の異なるﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ種群の差異の検討

―食草利用性から探る―

佐川 文夏：ｶﾀﾂﾑﾘに寄生するﾀﾞﾆの宿主特異性に関する進化

生物学的研究

松比良和晃：逆方向反復配列と非相同末端結合系の相互作用

ﾀﾞｳﾗﾔﾇﾗｸ ﾜﾗﾝﾊﾟｰ：Molecular phylogeography of genetic

introgression between sibling species of

snails

地球生物圏科学専攻（物循)

君島 祥：富栄養湖における捕食者に対する動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの

防御反応とそれが動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの群集構造へ及ぼ

す影響

佐藤奈津美：乗鞍岳東斜面における気温逓減率の変動とその

要因

日比野翔太：土壌微生物群集の代謝多様性と土壌特性との

関連

村津 瑛世：山岳地域における多環芳香族炭化水素類汚染に

関する研究

博 士

数理情報システム学専攻

野口 和範：The Euler characteristic of acyclic categories.

（非輪状小圏のオイラー標数）

大気・水・生物環境科学

関根 一希：地理的単為生殖昆虫ｵｵｼﾛｶｹﾞﾛｳを含む極東ｱｼﾞｱに

おけるｼﾛｲﾛｶｹﾞﾛｳEphoron属の進化生物学的研究

地殻環境科学

向井 理史：中信高原、美ヶ原火山とその周辺の火山岩類：噴

出物の層序と噴火の推移

分子基盤科学

MOHAMMAD SHARIAR SHOVON ：Development of Voltammetric

Methods for Determination of Trace Elements in

Natural Water: Determination of Phosphate、

Nitrate and Nitrite ions （天然水中の痕跡物質

の電気化学的定量法の開発：リン酸、 硝酸、 亜

硝酸イオンの定量）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「信大NOW」の購読のお願い
信州大学では、大学の活動をお知らせする冊子「信大Now」を

発行しています。

研究内容を「市民と結ぶ」という視点での特集や学内のトピック

ス、学生の生活、活動、卒業生の活躍など毎号盛りだくさんの内

容です。

市民の皆さんや企業の方々から好評をいただいています。実

際これを縁に結びつきができたところも出てきています。

ぜひ、同窓生の皆さんも定期的に手に取られ「今の信大」をご

覧いただきたいと思います。すてきな信大、前進する信大をいっそ

うご支援下さい。

年4回発行で送料込み1000円です。

申し込み振込用紙は、信州大学本部広報室にお問い合わせ下

さい。 〒390-8621松本市旭3-1-1 TEL 0263-37-3056

理学部事務室にもあります。

（前回の会報の中にも同封させていただきました）

信大NOWの最近の4冊(64-67号) 理学部の研究を伝えるページ

(64.67号)

編集後記
数日前松本にしては、20cmも雪が降るつもりました。

その後（春がそこまで）思うような暖かい良い天気が続き、直ぐ溶けてしま

いました。とは言っても、朝晩はやはり冷え君今朝あたりは氷点下10℃くら

いまで下がりました。乗鞍岳も美しく輝いています。

今回も多くの皆さんに投稿いただきました。学長をはじめ先生方、留学生

の方、卒業生の皆さんと多彩です。豊かな紙面になってきました。感謝で

す。(森)


