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同窓の皆さん、お元気でお過ごしの事と思います。 

8月下旬からの、紀伊半島を中心とする大雨の被害

に合っておられる方々に、心からお見舞いを申し上げ

ます。 

3月11日、地震・津波そして原発事故と天災と人災

が折り重なるように起きました。半年後の今日も、復

旧が遲々として進まない地域がまだ残っています。東

北3県と関東の被災された方々、ホットスポットと呼

ばれる地域を含め、放射性物質が心配される地域にお

住まいの方々に、心からお見舞い申し上げます。 

また、その地で一つ一つがんばっていられるすべて

の皆さんに、敬意を表します。多くの人々の真摯に活

動する姿に感動させられ、創意工夫を凝らした活動に

目を見張ります。土日を使い、バスで遠路２車中泊の

ボランティア特急便に参加した若者も少なくありま

せん。福島を中心に放射線量を地道に計り、除染作業

を続けていられる方々の苦労も伝えられています。同

窓の皆さんの中にも、そうした御努力をなさっていら

れる方が少なくないのではと思います。 

 

春の同窓会報発行の時、3月11日の震災と重なり、

東北地方と関東北部への配送が止まってしまいまし

た。4月下旬改めて郵送しましたところすべて届いた

ようで、被害の状況は様々でしょうが、少々安心しま

した。 

地震と津波の被害からの回復は、まだまだ時間が掛

かりますが、ぜひ、その地域に合った復旧が進められ

る事を祈ります。元の暮らしに戻るのには、本当に困

難な方もいらっしゃるのではないかと思います。回り

と比べて「まだ自分はいい」と我慢していらっしゃる

方も少なくないのではと気になります。 

原発の放射性物質の飛散による、目に見えない実感

の伴わない被害の中で、お暮らしの方々の心配は、他

人事ではありません。福島県の海側半分の地域だけで

なく、遠く離れた地域に、放射線量の高いところがあ

ります。正確な情報が全く不十分な中で、子育てをな

さっている方の苦悩は計りしれません。また、どんな

核種がどれだけ飛んだのかも十分知らされず、それら

がどのような悪さをするのかも不明な事が多いこと

を考え合わせると、お子さんや若い人だけでなく働き

盛りの人々も、十分気をつけられますようにと願わず

にはいられません。 

それにしても、日本という国の国民の命と生活を守 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
るという理念の基本とそれを為し遂げるための組

織・機構はどのようになっているのか、と思わせられ

ることがいくつも出てきました。 

スピーディという、正にあの時、力を発揮すべき計

測器の情報が隠されていました。また、日本の情報収

集衛星が当時３機地球を回っていたそうですが、その

写真やデーターは全く公開されていません。 

この二つのデーターと分析が早く示されていれば、

避難しなければならない地域や、逃げる方向もわか

り、余分な被爆を避け得たと思います。原発そのもの

の損壊状況もより正確に現場に伝わり手探り状態で

の対応も、少しは異なっていたであろうことは十分に

予想されます 

また、水素爆発をしたまさにその時、子どもを中心

にヨウ素剤を配布すべきところ「在庫は十分にある」

とは伝えられましたが、服用マニアルがなかったの

か、実際に配布されとは聞いていません。全体として

ずいぶん緩やかな暫定基準値の元での混乱と、年間

20mSVまではよいとする文部科学省の言い分、稲藁に

放射性物質が付着する事を知らなかったという農水

省の言い訳など言い出せばきりがないほどです。 

また、いまだに一度も政府としての調査団が、正式

できめ細かな詳細な放射線量測定を行っていないと

いう事は、不思議な事です。測定器の誤差の調整可能

な統一的測定を行い平面・空間・時系列的な地図作成

のできるデーターは、今後に必要のないものなのでし

ょうか。 

原発そのものの賛否はとりあえず置くとしても、起

きたことへの対応に全力を挙げているとは言い難い

のです。知っていても対応せず、あとで何か起きると

予想できても見過ごせる物はそれでいいと考えてい

る、としか思えないのです。 

「直ちに影響はない」という言葉が繰り返されまし

た。即死またはそれに近い状況の高濃度でない限り、

じわじわと迫ってくるものですから「ただちにではな

い」と言う限り嘘ではないと言い逃れるつもりだった

のでしょうか。子どもの甲状腺異常だけでなく、乳が

ん、前ガン状態の膀胱炎、あるいは何となくだるいど

うも調子が悪いと言う症状まで、いずれ形になって現

れてくると言います。これも「確率が高くなるだけ」

だから、出てから対処すればよいと思っているのでし

ょうか。症状が出た人の人生をどう考えるのかと、怒

りを覚えます。 
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東電について「あれだけの事をしでかしながら、原

発事故時の対応手順書をべったり黒塗りし国会に提

出し『知的財産だから』と嘯いた点もしかり、この企

業の無神経ぶりこそ“想定外”である」と中日春秋が

書いてくれました。全くその通りだと思います。 

作られた「安全神話」のもとで、これまでも起きて

いた各地の原発事故から学び、重大事故に対する準備

をしてこなかったことや、今回の事故への対応の不手

際などについては検証委員会の結論を待つにしても、

いま、第一にしなければならない事は生活空間の除染

活動です。また農地の除染と回復です。 

実際に一つの地域、一軒の家でも相当差があるよう

ですし、農地でもその土地の位置や土質によって有効

な除染の仕方があるようです。すべての場所で本来の

基準値年間1mSVに限りなく近づける取り組みがなさ

れなくてはなりません。いずれにしても、多くの人々

の知恵と力が必要です。 

根刮ぎ未来を奪う物に立ち向かい、少しでも奪われ

る物を減らす事が新しい未来を創ると思うのです。 

 

春の号でいくつかののお願いをしました。多くの同

窓の皆さんからお応えいただきました。 

連絡の切れていた人についての調査ではおかげ様

で20人以上の人の住所などが伝えられ、この会報から

お届けできるようになりました。 

カンパのお願いに対しては約80名の方々から貴重

なお金をお寄せいただきました。会報のページ数を減

らすことなく発行し増加した会員の皆さんへ送る事

ができます。 

本の寄贈のお願いには、8名の方からお寄せいただ

きました。大学へ持ち込んで下さった方もいらっしゃ

います。合計で600冊近くになりました。8月初旬の信

州自然誌科学館の折に4番教室に設けた同窓会の部屋

で店開きし、学部生・院生の皆さんに約300冊を越え

る本を安価でお分けできました。 

また、昨年秋号からの特集「文理学部から理学部へ」

は今回3回目になります。6名の先生方をはじめ計21

名の方から貴重な思い出をお寄せいただきました。全

体としてあの時代の事が立体像としてみえてくるよ

うな気がします。皆さんはいかがでしょうか。 

今後も同窓生の皆さんのお力をお借りして、一つ一

つ活動を前進させていきたいと思います。 

そして皆さん方のそれぞれの結びつきの核の役割

を担う事ができればと思っています。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 
――― 退職のご挨拶 ――― 

 
学生の気分・謎めく混沌・数理の世界 

井上 和行（数理・自然情報科学科） 

 標題に掲げたのは，今年 2 月 2 日に，40 年間にわ

たる教員生活を振り返って話した 終講義のタイト

ルです。このたび同窓会報に一文を寄せることにな

りましたので，皆様にもその一端を披露しようと思

います。 

 2004 年 4 月は，小泉内閣による構造改革の下で，

国立大学は設置形態が法人化され，激動の真っ只中

にありました。この時期を含む 5 年 3 ヶ月の間を，

僕は評議員および副学長という立場にあって，信州

大学の管理運営組織を法人化に対応して改編する課

題と，共通教育の再構築のために全学教育機構を設

置する課題に取り組んでいました。それまでは，自

由な立場で法人化是非の論議に関わっていましたが，

立場が変われば評論家的な対応は許されません。管

理職というのは体力と忍耐力に加えて，どっしり構

えた包容力を要求される職務であることを思い知ら

されましたが，何とか乗り切ることができました。 

 7 年経過した現在，大学を取り巻く環境は一段と厳

しくなっています。国立大学法人化は，規制緩和政

策の一環として，管理運営については国の直接的関

与を減らし，評価点検の仕組みの中で大学に大幅な

裁量権を与えることを通じて，「競争的環境の中で

個性が輝く大学」を創造するというものでした。国

立大学が国の財政的支援を受けるのは，国民から託

された社会的 
使命を担っているところにあります。ところで昨

今は，国の財政が困難な状況に陥っているという事

情を理由にして，大学への財政支援が年々削減され，

評価 

点検の仕組みだけが整備される状況が進み，大学の

中には重苦しい雰囲気が漂っています。 

学生の中には，大学側による授業改善を，自分た

ちに対する一方通行の「教育サービス向上」の取組

みと誤解して，学習者自身が本来なすべき努力を怠

る，無自覚で受身的な風潮も見られます。いまこそ

大学教育は教員と学生との共同の営みであることを

理解させなければならない。それで僕は，現役学生

への問題提起のために，「大学では何を如何に学ぶ

か」について，自分自身の学習体験に基づいて率直

に語ろうと思ったのです。 

 終講義では，「本に因む思い出－我が師・我が友

－」，「人と学び人から学ぶ－我が学び舎－」という

テーマで，学生時代の数学サークルや友人との勉強

会，師と仰ぐ先生方との出会い，専門分野の研究者

との出会いについて話しました。学習のネットワー

クを構築し，さまざまな場所で人々に教えを請いな

がら学習を進めてきたことを伝えたかったのです。7

年間の学生生活に続く，40 年間の社会人生活におい

ても，学習者としての学生気分を抱えながら，授業

料も払わずにさまざまな場面で，人々から沢山のこ

とを教わっています。 

 「謎めく混沌」では，混沌というものを秩序と相

容れない対立概念として捉えるのではなく，弁証法

的に相互関連の視点から捉える面白さを表現しよう

としました。僕の専門である確率論は，混沌と秩序
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の相互関連を数学的に面白く魅惑的に捉えていると

いう感慨を，40 年余り経った今になって強く抱くよ

うになりました。 

 「数理の世界」とは，自然や社会，生産や経済な

ど森羅万象の中に広がる広大な世界です。いま僕は，

ボランティアの立場で，5年前に発足したバーチャル

組織「信州数理科学研究センター」において，数理

科学をキーワードとした研究交流の広場構築の事業

に取組んでいます。この取組みは，数学における組

織的研究の試みであり，理学部の期待を担っている

と自負しています。この場を借りて，同窓生の皆様

にもご声援をお願いする次第です。 

 
｢退職に際して｣ 阿部 孝順（数理・自然情報科学科） 

 
 私が 1974 年に信州大学教養部に赴任した頃は、ま

だそれまでの大学紛争の影響が色濃く残り、現在の

大学がおかれている状況とは全く異なるものでした。

良くも悪くも教員以上に大学の抱える問題に正面か

ら取り組もうとする学生が大衆団交を大学に要求し

て、教員がそれに対処しなければならない状況もあ

りました。社会の見る大学の位置付も現在とはかな

り異なり、今ほど大学を卒業すること自体が学生個

人の一生にとって大きな比重では無かったようです。

実際に某大学出身の学生は、卒業生よりも大学を中

退した方が社会で良い仕事をしていると言われるこ

ともありました。学歴に依らず個人の特質を生かし

て、自分の道を見つけることも１つの有力な方法で

あると考えられていた時代でもありました。また学

生自身も試験の点数が同じクラスの学生の評価の大

きな尺度と考えることは、むしろ浅薄なこととも思

われていたと思います。 

その時代と対比すると現在は、大学が学生個々人

に積極的に拘わって、如何に社会の要求する人材に

育てようとする対応をしているかということが、大

学評価の基準の１つともなっております。その一方

で、学生は授業の内容の理解や意義よりも、如何に

試験に良い点数を効率的に獲得するかという具体的

なことに興味を持つ傾向が一層強くなってきている

ように思われます。この背景に一般社会には誰にも

平等で公平な教育の機会が与えられなければならな

いという強い要望があり、それに分かりやすく対応

する方法として、ペーパー試験による選抜が積極的

に活用されたことも１つの要因と思われます。学歴、

偏差値、資格等がはっきりと誰でも判断できる基準

で、また客観的な個人の能力を表すものと考えられ

ているようです。その結果、多くの学生はペーパー

テストの点数を過度に実力の尺度であると信じるよ

うになったのではないかと思います。 

しかしながら、このような考え方だけでは、実際

に社会が求める人材の姿から徐々に乖離してきて、

かなり前から教育界が求める人材を育てていないの

ではないかと、企業等からの批判も耳にするように

なりました。それにも拘わらず、長い間に定着して

きた学歴こそが大事であるという考え方が、相変わ

らず多くの人の意識の中に定着しているように見え

ます。私が学科の就職委員をしていた時に、企業の

方が見えた際に、どのような学生を希望しますかと

質問しました。そのとき間髪おかずに、自分の意見

をいうことができる学生ですと答えられたことに、

大変驚きました。学生の学力にはそれ程期待されて

いないということと、学生が卒業するまでに、自分

の将来の道がそれ程までに見えていないことが明ら

かになったことに、教育に携わる一個人として戸惑

いを覚えました。 
歴史的に日本は明治以来西欧の学問や文化を も

進んだものとしてストレートに受け入れてきました。

理念は後回しにしても、特に実理に直結すると考え

られる部分を集中的に取り入れて、少しでも早く先

進国に追いつくことを中心に置く姿勢があったよう

に思われます。そして次第に多くの知識を持つこと

が重要であるという考え方が定着してきたものと思

います。しかしながら、内容を自分なりに吟味する

こともなしに記憶した知識は、時間と共に早晩に記

憶が薄れてしまいます。結局勉強したけれどもあま

り役に立たなかったということを公然と言う人も少

なからずおります。場合によっては、学生であって

も授業で受ける教育よりも、アルバイトの方が就職

した際に役立つことを認めるかのような考え方をす

る人もおりました。 
長年大学において数学教育に携わってきて、 も

残念なことに思われたことは、かなりの多くの学生

が、数学を単に知識として記憶することで力がつい

たことになると考えていることです。特に大学受験

では、多くの時間を数学の勉強に費やした筈ですが、

１年次の前期試験の頃までには、それらのことが、

すっかり記憶のかなたに忘れ去られている学生が多

くいることでした。学生の認識を変える必要がある

と考えて、しばらく前から年度初めには授業の際に、

大学に入学して自分で勉強する意義を考えることの

大切さを私なりに述べるようにしました。残念なが

らそれ程実効性も無かったのではないかと思い起し

ております。現在社会から強く教育界に求められて

いることの１つは、知識としてではなく、何を勉強

してきたのかということをきちんと自分で言うこと

ができる力もって社会に貢献する学生に育てること

ではないかと思っております。 
様々なことが行き詰まり、将来の世界が不透明に

なってきた時代の中で、学生の意識もこのままでは

いけないと、新たな展望を求める姿が次第に多くな

ってきているように思われます。時代と共に変容す

る社会や学生に対応して、大学は様々な改革や改善

を行ってきました。今後も社会の要望を実現するた

めに、新しい時代の方向を積極的に模索する力を持

った学生を大学が排出して発展していくことを期待

しております。 
 

穴蜂のこと       神谷久夫（全学教育機構 数学） 

 

全学教育機構が発足と同時に理学部から移籍し、
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昨年の３月に定年退職となりました。理学部には37

年間在籍していたことになりますが、その間いろい

ろな楽しい思い出を残すことができたことを卒業生

の皆様にも感謝しています。 

 理学部にいたころには通勤によく原付バイクを使

っていましたが、今は高速バスを使って山に出かけ

るとき、バス停までの往復に使うくらいです。先日

も久しぶりにバイクを動かそうとしたら、何回かキ

ックしてもエンジンがかからずその時はあきらめま

した。その後、気化器の掃除でもしておかなくては、

と見ていたらマフラーの排気口に土が詰まっている

のが見つかり原因がわかりました。数年前にも家の

エアコンの排水口に土が詰まっていて室内機から水

がポタポタ落ちる故障があり、このときも排水パイ

プに土が詰まっており穴蜂の仕業だと分かりまし

た。一度は針金で土を取り除いてみても治らず、結

局排水パイプをほとんど切り取ってしまって元通り

使えるようになったことがありました。こんな経験

もあったのでバイクの排気口のつまり以外に奥のほ

うでさらに土が詰まっているのではと思ったらやは

りそのようで、排気口の土を取り除いただけではエ

ンジンはかからず、パイプ掃除用のワイヤーを排気

口にさしこみグリグリ掃除したところ、一発でエン

ジンは動き出しました。 

 穴蜂のいたずらにも困ったものですが、これも自

然との楽しい付き合いのひとつとなりました。 

 

――― 若手研究者から ――― 

 

文部科学大臣表彰若手科学者賞の対象研究  

宮丸 文章（物理科学科） 

 

金属薄膜に光の波長と同程度の周期間隔で開口をあ

けたプラズモニック結晶において，ある周波数のみ，異

常に高い透過性を示す“光の異常透過”現象が 1998 年

に Ebbesen らによって観測された。プラズモニック結晶

(図 1)における“光の異常透過”のメカニズム解明におい

て金属表面上の“表

面波”の有無や，その

励起状態が問題の争

点になっていた。プラ

ズモニック結晶の研究

対象となる周波数領

域は，作製する結晶

のサイズによって選択

することができる。当

時多くの研究が，波長が 0.5m～2m の可視・近赤外領

域を対象としていたのに対して，本研究テーマでは，

THz帯を対象周波数とした。波長が0.1mm～1mmである

THz 帯を選択することによって，試料の作製が比較的容

易になり，それ故，高精度な実験が可能になり，かつ材

料の選択性が広がることに着目したためである。 

具体的な実験内容として，表面状態が透過特性に

与える影響の詳細測定や，光の偏光状態の変化，さ

らには，材料の性質が金属から誘電体に連続的に変

わることによる透過特性の変化を調べた。その結果，

争点になっていた金属表面に励起される“表面波”の

存在を明らかにし(図 2)，かつその“表面波”が励起さ

れるダイナミクスなども突き止めた。本研究テーマで

行った幾つかの実験は THz 帯でのみ可能であったも

のであり，当時多くの研究が行われていた可視・近赤

外領域では得ることができず，“異常透過”のメカニズ

ム解明のブレイクスルーを与えたものである。 

さらに，“表面波”を利用することによって，金属表面

の微量物質を高感度に検出する応用展開も行った。

“光の異常透過”の応用展開に関して，レーザーの効

率改善，色フィルター，レンズ効果など幾つかのもの

が模索されていたが，実用化されたものはまだないの

が現状であった。本研究テーマでは，“異常透過”の

メカニズム解明を進めている際，プラズモニック結晶

の表面状態によって，透過特性が劇的に変化する特

性を見つけ出した。これは“表面波”の存在を裏付け

る根拠になったものであるが，その特性を逆に利用す

ることにより，プラズモニック結晶表面上の微量物質を

高感度に検出するセンサが実現できることに着目した。

図 3 に，プラスチックフィルム上に付着した指紋を，プ

ラズモニック結晶によって高感度に検出した例を示す。

図 3(a)は，プラズモニック結晶を用いないで試料の

THz 波イメージを測定したものであるが，明確な指紋

はみられない。それに対し，試料にプラズモニック結

晶を貼り合わせると，図 3(ｂ)のように，明確な指紋が

検出される。このような“表面波”を用いた高感度検出

技術は，これまで可視光領域でフラットな金属薄膜を

利用して研究・開発が行われている。しかし，それらの

方法では，材料自体の性質に大きく依存しているた

め，利用可能な周波数が可視光領域付近に限られて

おり，また装置自体も非常に繊細な調整と精度が必

要である。それに対し，プラズモニック結晶では，開口

間隔などを設計することによって対象とする周波数帯

図2. 表面波の電場分布 (灰色は金属部分) 

図1. プラズモニック結晶 

(a)   プラズモニック結晶なし (b)    プラズモニック結晶あり

図3. プラズモニック結晶を用いたフィルム上の指紋の検出 
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図1 フラーレン，C60 

「課題研究合同研修会」の様子 

を自由に選択することができ，かつ単純に透過率を測

定するだけで，微量物質を高感度に検出することが

できるところに，本技術の優位性がある。 
 

――― 研究紹介 ――― 

フラーレンを用いる新しい光電池の発見 

信州大学理学部化学科 樋上照男 

私は化学科で分析化学を担当する教員で専門的に

電池の研究をしてきた者ではない。以前に，工学部

のカーボン研究所の遠藤守信先生から，理学部でも

カーボンナノ物質に関連する研究に関わってみては

どうかとお誘い受けた。当時，私は油と水の界面の

電気化学の研究をしていて，界面だけの温度を変え

るために，油相あるいは水相に光を吸収する物質を

加えておき，光を吸収しない相から吸収する相にレ

ーザー光を照射する方法を開発していた。レーザー

光が光を吸収する相に入るや否や光熱変換過程によ

り光を吸収した部分が熱せられることを原理とした

この方法は，温度変調ボルタンメトリーとして標準

イオン移動エントロピー測定に貢献している。この

とき，光を吸収する物質として墨汁を試していたこ

ともあって，同じカーボン化合物なら何か面白いこ

とができるかもしれないと考え，遠藤先生のお誘い

を受けた。 
カーボンナノ物質に一つであるフラーレン（C60，

図1）の電気化学測定を行うために，支持電解質のニ

トロベンゼンにC60を溶かしたとき，溶液の色が紫か

ら褐色に変化することに気が付いた。振り返れば，

これが新しいタイプの光電池の発見であった。この

色の変化を調べたところ，C60が蛍光灯の光照射下で

アニオンラジカル（C60
・）になることが分かった。

しかもC60
・は酸素のない状態では長時間安定である

ことも確かめられた。通常，ラジカルは非常に不安

定な物質であるので，たとえ酸素のない状態でも長

時間安定であることに驚いた。
C60

・は電子を１個貯蔵している物質と考えられる

ので，直ぐにこれは電池に使えるのではないかと思

い光電池の研究を開始した。光電池と言ってもシリ

コン型や色素増感型の光電池（太陽電池）ではない

。ボルタの電池と同様の化学電池である。ボルタの

電池と異なるところは，電池の活性物質が可視光（

太陽光）照射によって生成することにある。今まで

の研究から，C60
・はその電子を電極に与えると大部

分がもとのC60に戻るため，何回も電池の活性物質と

して働くことも分かってきた。まだ，光変換効率は

１%程度（この値は研究の初期の段階では他の光電

池に退けはとらない。）であるが，現在，技術的な

改良を加えて実用化を目指しているところである。 
分析化学の研究からこのような展開ができるとは

思わなかったが，C60
・が

還元剤であることを考え

れば，分析化学において酸

化還元平衡を講義してい

る私にとって神様からの

贈り物であるかもしれな

い。太陽光によって還元剤

を作れるなら，あれもでき

る，これもできると，夢を

広げている 中である。 


 
 
 
昨年度立ち上げた理学部広報室も 2 年目に入り活

動が徐々に軌道に乗ってきたように思います。前回

は 3 月に 1 年間の活動についてまとめてお知らせし

ましたが, 今後は年 2 回, 前半と後半の理学部の活

動報告を行っていきたいと思います。もし, 具体的

にもっと詳しく知りたい内容等ありましたら, 遠慮

なくお知らせ下さい。 

今回は, まず 初に学部長にまとめていただいた

高大連携の取り組みについてご報告致します。それ

以降は, 広報室でまとめた理学部の活動報告です。 

〇高大連携の取り組み 

昨年度, 長野県教育委員会より県下の理科教育の

充実のための方策について相談がありました。理系

（医学、農学を含めた広い意味）大学への進学率が, 

他県に比較しても頭打ちであることへの危機感があ

る様です。手始めに, 必修となった「課題研究」の

研究会を県下の SSH 及び理数科をもつ全校が合同で

実施したいが, ついては理学部に協力してもらえな

いかとの申出でした。関係高校や教育委員会とも相

談を重ねた結果, 「課題研究合同研修会」および「課

題研究合同発表会」を理学部を会場に開催し, その

際に理学部のコア・サイエンス・ティチャーおよび

理数学生応援プロジェクトの登録学生も参加するこ

とになりました。 

昨年度は, 12 月に「課題研究合同研修会」を理学

部第１会議室とリフレッシュラウンジにおいて開催

しました。長野県下８つの高校から, 11 の課題につ

いて発表があり, それについて発表方法の修得等の

研修が行われました。高校生徒約 50 名、高校教員 18

名、学生および院生７名、大学側教職員 5 名が参加

し, 高校, 大学の両方に好評でした。参加者に進学

についての意識調査のアンケートも実施し, 受験生

確保にための貴重

な情報も得られま

した。そこで, 平成

23 年度は研修会に

加えて, 理数学生応

援プロジェクトと

の合 同発表会を

開催する予定です。 

――― 理学部広報室だより ――― 
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受付風景 

おなじみ素粒子パチンコ 

（物理・竹下研） 

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, 各学科の代表による成果発表会が 4

月 26 日に開かれました。昨年度より大幅に参加者も

増え, 活発な議論が行なわれました。 

 

〇 理数学生応援プロジェクト:  

チューター・メンター研修会 

理数学生応援プロジェクトでは, 「先輩が後輩に

教える」仕組みがあり, このプロジェクトの目標で

ある「能動的学習意欲を持つ学生を育てる」ために

重要な役割を果しています。また, チューターやメ

ンターとして後輩を教えることは, その学生にとっ

てもよい学習の機会となります。  

昨年度に引き続き, 

6月21日に講師に高

等教育研究センター

の加藤善子先生をお

招きして, チュータ

ーとメンターの研修

会を行ないました。 

 

 

 

 

 

〇 理数学生応援プロジェクト: 新入生ガイダンス 

7 月 12 日に, 理数学生応援プロジェクトへの新規

参加希望者へのガイダンスが行なわれました。 

昨年度の参加者に

よる発表の後, 新入

生へのプロジェクト

の説明が行なわれま

した。新入生は後期

からの参加となりま

す。 

 

〇理数学生応援プロジェクト: 

 特別講演会「パズルの中の数理」 

7 月 19 日に, 筑波大学の坂井公先生を講師として

お招きし, 数理パズルについて講演していただきま

した。抽象的な純粋

数学がテーマでは

理学部全体の学生

を対象とした講演

会は難しいため, 

テーマを数理パズ

ルに設定し, パズ

ルを考えたり, 小

道具をいじったりしながら, 数学的な思考に親しむ

会としました。参加者は 30 人程でしたが, 参加した

人には好評した。 

なお次回は 10 月 18 日（火）と 21 日（金）に化学分

野での講演会を予定しています。 

〇 オープンキャンパスを開催 

昨年度と同じ8月 4日, 5日の日程で理学部のオー

プンキャンパスが開催されました。今年度から携帯

電話やパソコンからエントリーできる仕組みが信州

大学全体で導入されたため, 昨年度より早いペース

で登録が進み, 全体では 生徒 395 名, 保護者等 271

名, 合計 666 名の参加者に来ていただきました。昨

年度の 575 名から 91 名の増加となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

〇『自然』シリーズ「自然をみつめる」を開催 

オープンキャンパスの直後, 8 月 6 日と 7日に「自

然をみつめる」が開催され, 合計 1,300 人の参加者

がありました。詳しくは実行委員長の佐藤先生の報

告をご覧下さい。             

 

信州自然誌科学館 2011「自然をみつめる」を終えて 

実行委員長 佐藤利幸 

 理学部主催の信州自然誌科学館 2011「自然をみつ

める」は去る 8月 6・7日に約 1,300 名の参加のもと

に、成功裏に終了いたしま

した。一般参加 800 人・企

画実行 500 名による内容

でした。実行委員会（職員

8 名・学生院生 20 名）は

じめ教職員との協働努力、

理科教育指導法・特論の学

生さん参加、スポンサーとして、理学部同窓会・株

式会社理学・高山理化精機株式会社・ローソン信州

大前店・藤原印刷株式会社・信州大学生活協同組合・

自然科学館ＷＧのご協力によるものです。大変あり

がとうございました。 

 2001 年から始まった「信州自然誌科学館：自然シ

リーズ」は 11 年目を迎え

ます。その萌芽は 2000

年の「青少年のための科

学の祭典」でした。子供

たちへの授業負担軽減を

めざした新教育課程のも

と、理科離れへの対処と

して「子供たちに自然科

学科によっては立ち見が出るほどの盛況振りでした。オープンキ
ャンパスの模様（動画）は編集が完成次第，信大HPに掲載される
予定です。 

学生の感想の一部をご紹介します。 

・学生とほとんど同じ立場で教えるTAは，学生の気持ちを理解する

のも簡単だと思うので，その上でどのように接していけば良いのか

を学べてとても良かったです。 

・興味本位で出席しましたが，非常に面白かったです。チューターと

いっても，学生を教育する立場にあることには変わりないので，意

識を持って取り組みたいと思います。 
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学生企画「理学部探検ツアー

化学・飯山研へ

初公開：信州大学植物園（田中ら）

好評：アリの世界解説（理科指導法）

信州大学自然科学館 

（北グランド近く） 

学の大切さと面白さを伝えるため」発足したもので

す。自然シリーズとしては9回目の開催となります。

参加は 1000-3000 名でした。 近は参加者がやや減

少しています。一方で、理科指導法・指導法特論・

理数応援プロジェク

トの授業の一環とし

て企画され、受講学

生さんの活躍が目立

ちます（約 100 名）。

また松本深志高等学

校化学部からの継続

参加も光ります。 

今年は理学部の建

物のほかに、信州大学自然科学館（旧廃液処理環境

センター）での展示室（ライチョウ標本・シンシュ

ウゾウレプリカ・生物

教材）・植物標本庫

(SHIN)が公開され、ス

タンプラリーで 109

名の子供たちが科学

館まで足を運んでく

れました。なお、科学

館は完成には程遠い

のですが、いつでも公開できます。理学部まで連絡

ください。また今年は放射能汚染・宇宙線の基本を

菅谷市長・宗像教授による特別講演会が企画され、

実体験・実測からの深い内容を 150 名が拝聴しまし

た。冊子にしたものを皆さんにお送りします。 

 また今年の特徴として、学生実行委員 20 名による

活躍が目立ちました。

学生企画も多く、

「綿あめ作り」「ぽ

ん菓子を作ろう」

「スタンプラリー」

「理学部探検ツア

ー」、ＯＢ企画として

「忍者！水の上を歩

く!?」がありました。

スタンプラリーには

約 300 名が参加されました。 

 また本日、ある参加者から、「学生さんの説明に感

動を覚えた」とのこと、ＮＰＯ企画（どんぐりまつ

り：11 月 5・6日）への参加依頼がありました。現在

検討中です。約 10 年間の信州自然誌科学館「自然シリ

ーズ」は自然科学館の建物準備および一般からの参加

依頼（松本市ネイチャリ

ングフェスタなど）を受

けるまでに発展しました。

次は理科指導法教科（教

員免許更新も含む）充実

および信州大学の社会

貢献事業としての展開

が期待できましょう。 

 

 

理学部同窓会から 

 

カンパのお礼 

本当に多くの皆さんにお寄せいただきました。心より感謝

申し上げます。４月の初めから次々と送金がありました。９月

末までに 80 名近い方々から 50 万円弱いただきました。 

年２回の会報の印刷・送料が一番大きい支出ですが、収

入は変わらず年々会委員の数が増えていく事、諸経費が

少しずつ値上がりしている事、また、大学が法人化して予

算がきつくなっている中、学生の皆さんに対する援助や高

校生などへの働きかけの手助けもしたいなどのことから、皆

さんに訴えさせていただきました。ありがとうございました。 

今回の多くの方々からのご援助は私ども役員に対して何よ

りの励ましとなりました。なお、ご寄付は前回（17号）同

封の振込用紙、または、ゆうちょ銀行振込、口座番

号0500-2-78885、加入者：信州大学理学部同窓会へ

お送り下さい。よりいっそうのご援助をお願いしま

す。 
 

本の寄贈のお礼 

会長の挨拶にもありますように８名の方から約６００冊の本

が寄せられました。８月６・７日に理学部で開催された「自然

誌科学館」のおりに、小さな教室で本を並べて学生さんに

見てもらいました。何人かづつ見に来ては手に取り、２冊３

冊と「こんなに安くていいの」と言いながら買い求めてくれま

した。院生が学部生に「この本は読んでおいた方がいい」と

アドバイスしている場面もあったりといい会になりました。 

ある先生は「この本、学生の時欲しかったけど、高くて手

が出なかった」とうれしそうにお求めになりました。若い人の

本離れが言われますが、生活が苦しくてネットで調べて終

わりする事が多いだけで本を手にする事の喜びを感じてい

る学生もいる事がよくわかりました。 

これからも続けていこうと思っておりますので、いらなくな

った書籍をお送りいただければ幸いです。 

なお、全集物の何セットかは学部の図書館、院生の研究

室に同窓会から寄贈させていただきました。 

本の大小によって値を

付け学部生院生におわ

けしましたが、合計で３万

円弱になりました。同窓

会の会計にいれ学生支

援の一部として使わせて

いただきます 

                           
           本を探している学生さん達 

 

信大ＮＯＷについて 

購読のチラシを同封します。信大の研究、学生の生活な

どがよくわかります。ご希望の方は、同封チラシの下の振込

用紙でお申し込み下さい。 

 

訂正とお詫び 

前号 17 号の藤森英之氏の文の中、p11 左下から 17 行

目「・・・・・中級（Mittelsｔufe）で・・・・」のドイツ語に誤りがあり

ました。（）の中のスペルの一番後ｅがｂになっていました。

校正のおり、気づかず申し訳ありませんでした。訂正してお

詫びします。 
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松本の源流、そして近代の夢 ―――――― 

 

身体の真中に背骨があるように、どんな街においても成

長の源となる中心的な骨格がある。それを｢都市の軸｣と呼

ぶとすると､松本にはふたつの軸を見出すことができる。一

つは松本城(*1)を基点とし大名町･木町へ伸びる<南北軸>､

もう一つは松本駅と旧制松本高等学校を結ぶ<東西軸>で

ある。前者は近世の､後者は近代の｢都市の軸｣として､それ

ぞれの時代の松本の源流となり今もなお脈々と受け継がれ

ている。(図 1) 

 松本の母体は400 年以上前に築かれた城下町である。町

割を決める重要な軸は、お城＝大名町＝本町の<南北軸>

たった。たとえば街の中心を静かに流れる女鳥羽川。元の

流路を人工的に曲げ城下町の外堀としてこの南北軸に直

交させた。中町･伊勢町も町人町としてこの南北軸から東西

に派生している。 

 明治を迎え近代化の課題は特に教育と交通で、それに寄

せる市民の思いは熱かった。文明開化の象徴､擬洋風建築

(*2)の｢開智学校｣はわが国初等教育の先駆けとして明治 9

年、市民の浄財により建てられた。その開智学校をはじめ、

郵便局、銀行など､新しい時代の主要施設は本町･大名町

界隈に整備され､依然として近世の＜南北軸＞が支配して

いた。古い地図をみると明治 30 年代初頭までは街の姿は

あまり変わっていない｡しかし､明治 30 年代の半ばから大き

く変貌して行く。近代の夢が動き出したのである。新しい風

は松本駅舎建設と高等学校の誘致だった。 

 郊外開発の嗜矢となった松本駅舎は明治 35 年の建設、

高等学校の誘致は明治 30 年代初めから熱望され 20 年近

く経た大正 6 年にようやく実現した。 

松本市は誘致のために年間予算以上の支出をしたとい

う。高等教育に賭ける並々ならぬ思いが窺える。この時旧

城下の一部だった鍋屋小路が東西に伸び、駅と高等学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校を結ぶ新しい市の軸としてく東西軸＞ができた。（*3）旧

制松本高等学校の創設は大正 8 年（*4）､校舎群は翌 9 年

から 11 年にかけて順次竣工､大正 13 年には早くも県内唯

一の路面電車が走る新しい松本の顔となった。（*5） 

 

 
 

学都の図像 ―――――― 

 

高等教育の学び舎に市民は大きな夢を託した。その思

いに呼応し、風土や街の個性を織込むようにしてデザイン

されている。 

 ＪＲ松本駅の玄関に立つと真直ぐ東に伸びる｢あがたの森

通り、その先に稜線穏やかな美ヶ原と東山が飛び込んでく

る。そのヴィスタの彼方に佇む｢あがたの森｣に旧制松本高

等学校は建っている。今でこそビルや樹でよく見えないが、

大正の建設当時は駅に立つと堂々とした校舎がスパッと見

えたはずである。東山の中でも稜線が最も美しく、ここにし

かない四手折々の屏風を背にして。その魅力的な図像は

感性豊かな若者の心に深く響いただろう。この構図こそ松

本が学都となった所以である。数ある旧制高等学校の中で

駅の正面に対峙するのは松本が唯一である。 

 市民の思いを表象するグランドデザインー教育が風上と

街と人をつなぐーそのモチーフは建物の様々なディテール

にまで細やかに及んでいる。 

 

つながりのかたち ―――――― 
 

旧制松本高等学校を見る時､「つながり」を意識するとわ

かりやすい。周りとどのようにつながろうとしているか、それ

が形としてどのように表現されているのだろうか。 

――――― 文理のページ ――――― 

もうひとつの遺産  一風土と街と人をつなぐ建築・重文旧制松本高等学校－

創立60周年の折、松本美術館で信大収蔵点が開かれました。そこでは、旧制松本高校の校舎・校庭の模型も展示され、資料として松高校舎

についての研究成果が配布されました。ここに大石様のご了解を得て、全文を掲載します。なお、紙面の都合上行の文字数や表題のデザイ

ン等変更しています。 
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（１）風土とのつながり 

 駅からの＜東西軸＞は「山と学び舎」という個性ある風景

を紡いでいる。往きに東山、帰りにはアルプスのパノラマを

堪能できる。風土のエッセンスがこの構図に凝縮されてい

る。 

（２）街とのつながり 

 駅からの軸線をキャンパスまで引き込み、左に講堂、右

に本館を併置、玄関は隅夫とし街からの入りやすさに配慮

した。この講堂と本館を正面両脇にレイアウトしたのも松本

だけである。隅入りのコの字型本館を道路に面するスタイル

は「中橋式」と呼ばれ､時の文部大臣・中橋徳五郎が唱えた

大衆社会とのつながりを具現した形だった。明治と大正で

は正面の「問の取り方」が異なり、街との距離はグツと近くな

っている。（図 2･*6） 

 

 

(３)時間や記憶とのつながり 

 校舎の全体配置は街からの軸線に絡めるようにＬ字 型

にレイアウト、その終端には学校誘致で移転した｢縣(あが

た)の宮｣跡地を遺し場所の記憶を留めた。植物学 者の第

二代校長・大渡忠太郎はこの軸線に沿ってヒマラヤ杉を植

え、それが松高のシンボルとなり、今は多くの 市民が憩う

伽藍のような森に育っている。先人樹を植え後人涼を楽し

む。場所の記憶は後世の人の営みともつながっている｡(図

3･*7) 

(４)人とのつながり 

 実際に建物に入ってみると人の動きや心理に相当な意

を注いだことが読み取れる。本館の玄関周りは小ぶりで親

しみやすいスケールに溢れ、構造体を表出する｢スディック

・スタイル｣が軽決である。（*8)マンサードの破風がフアサー

ドに動きを与え、両側の小さい袖棟は入りやすさを演出して

いる。玄関付近に施された段差の処理は秀逸である。何度

も歩いてみると段差の刻みと歩幅が巧くコントロールされ、

人が気持ちよく入れる心遣いを実感できる。玄関ホールを

進み､光が零れてくる階段を上った踊り場で東山の展望、

折り返して2階では西の雄大なアルプスと対面する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランス周りだけ窓枠の色を変え特別な額縁に見立て

ている。これらの仕掛けには若者に口々瑞々しくあってほし

いという願いが込められているようだ。もし訪れる機会があ

れば､玄関周りの意匠をじっくり愉しんでいただきたい。 

 

 

｢朝、アルプスに最初の光が映え、殊に北方の山々は一

種特有のうす桃色に染まるのであった｡｣作家・北杜夫が描

いた美しいアルプスは今もこの校舎から垣間見ることができ

る。(*9) 

 

保存と活用 ―――――― 
 

旧制松本高等学校は昭和 25 年、戦後の学制改革により

新制の信州大学文理学部に引き継がれ昭和 48 年まで使

用された。この時既に解体の運命にあったが、熱烈な保存

運動が実を結び昭和 52 年に松本市の所有となった。昭和

54 年[あがたの森文化会館]として開館､昭和 56 年長野県

宝に指定された。 

 老朽化が著しく松本市は平成 11 年から 17 年まで 4 億 5

千万円を投じて講堂と本館の改修を行い､平成 19 年 6 月、

国の重要文化財に指定された。 

 

 現在ここには都市公園があり、旧制松本高等学校の講

堂･本館建物を保存活用した公会堂･公民館･図書館､昭和

56 年新築の旧制高等学校記念館が整備され、市民に最も

親しまれる場所のひとつになっている。平成 19 年度の利用

者数は 108，882 人(356 人／日)、利用件数 8，227 件(27

件／日)とほぼ満杯でいつも多くの市民で賑わっている。近

年あがたの森通り沿いに松本市美術館(設計:宮本忠長)、

まつもと・市民芸術館(設計:伊東豊雄)が相次いでオープン

し広域的な芸術文化ゾーンとなりつつある。         

  (松本市美術館 大石幹也) 

 

＊1:天守閣の残っているお城で国宝は、松本城のほかに姫路城、犬山城、彦根城の四つだけである。 ＊２：西洋建築が日本に伝わったばか

りの明治初期、西洋建築を模倣し大工の棟梁らによって建てられた建築｡明治20年代には本格的な西洋建築に変わっていった。＊3:路面電車の

時代は「電車通り」､廃線後は「､駅前大通り」と呼ばれ、現在は「あがたの森通り」。 ＊４：八高までのナンバースクールに次ぐ古参で、新

潟、山口、松山校と共に設立された。 ＊５：「チンチン電車」の愛称で親しまれたが、時代の潮流で東京オリンピックの昭和39年に惜しまれ

ながら廃止された。41年間で延べ8､653万人を運んだという。＊６：「旧松本高等学校本館保存修理工事報告書」（平成18年2月）において、旧

制高等学校記念館試料研究委員会で建築家の宇都宮新市は、明治型と大正型の特徴をわかりやすく解説している。図を引用させていただいた

。 ＊７：同報告書p30から引用。 ＊８：松本高等学校では構造は隠されている｡＊９：『どくとるマンボウ青春期』新潮文庫p58.旧制松本高

等学校出身の作家。同窓に辻邦生、唐木順三、映画監督の熊井啓らがいる。松高は政財界に多くの優秀な人材を輩出した。 
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――― 文 理 学 部 から 理 学 部 へ ――― その3 

「われ等 青春ここにあり」 

            西村 洋一 文理 数学 

 1965 年３月、当時２期校だった信州大学文理学部入

学試験を受けるため初めて松本へ向かった。自然科学

科数学過程は個性的な名称だった。県キャンパス事務

所に寄って宿舎を斡旋してもらった。２階６畳部屋に

関西出身の受験生何人か泊まった。寒い寒いと言って

いたが、道を挟んだ向こうの部屋では窓を空け騒いで

いる受験生が居た。汽車に乗ったのもこの時の名古屋

から松本が初めてだった。汽車の窓から黒煙を吸い、

くねくね曲がる長い客車を眺めていた。初めてのアル

プス恵那山の大きさ、岐阜県から長野県に入った途端、

女子中・高生のスカートがズボンに変ったのにも驚い

た。 
無事合格をもらい県キャンパス近く清水に下宿先を

紹介してもらった。文理学部での数学、物理、語学の

授業は自然科学科生 40 人同じ、文系の授業は文系理系

の学生が大教室で一緒に受けた。５月になると２～３

人の自然科生が辞めた。なんとなくこの時期、学校の

雰囲気は暗かった。来年もう１度１期校を受験しよう

かなとも思っていた。そんな中、物理の遠山君や生物

の福原君と付き合っていた。福原君の下宿で彼の教科

書を見て驚いた。私は高校で教科書は大事に使えと教

えられていたが、彼の教科書はもうぼろぼろになって

いた。それを見て残る決心をした。下宿から学校へ問

題を考えながら通った。 
授業は各先生方の個性の出た授業ばかりだったが、

斉藤先生の授業やテストに思い出が深い。分からない

所を10人くらいが集まり夜遅くまで話し合ったことが

あった。もう少しで分かりそうなのに分からないはが

ゆさ。 
斉藤先生の 初の試験のとき、開始前先生は「時間

は何時間かかってもよい」とおっしゃった。４題の中

に１題まだ習ってないのが出題された。その１題わか

りそうで、決定打が浮かばなかった。先生は巡回した

後、そろそろ終わろうかとおっしゃった。私にはもう

少し待ってくださいと言う勇気がなかった。あとあと

悔やんだ。 
試験の後、斉藤先生宅を尋ね、 初どんな本を読め

ばいいのか尋ねた。間髪を入れず先生は赤摂也著“集

合論入門”、浅野啓三・永尾汎共著“群論”、一松信著

“解析学序説”、佐竹一郎著“行列と行列式”、

“ Introduction to Topology ”、“ Theory of Lie 
Groups”を読めと言われた。その後、試験で解けなか

った問題について考えたことを聞いてもらいました。

答案に書くとものすごく長くかかるやり方だった。先

生はもう少し考えるようにとおっしゃった。それから

２週間たって、そこの所が授業に出てきた。その後の

斉藤先生の試験では山を賭け、分からない所は文章や

数式を丸覚えした。 
当時、下宿代は確か６畳で 2,000～3,000 円、授業料

は 12,000 円／年で幼稚園の授業料より安かった。食事

もホールで食べると３食 100 円。 
当時、高卒初任給 12,000～13,000 円、学卒で 20,000

円少し位だったと思う。朝食は丼めしと味噌汁。味噌

汁には大根を刻んだのだけが入っていた。お金がなく

なると味噌汁だけを飲みに来る学生がいた。これは無

料だった。彼らは早く来て、お椀に大根を詰めて味噌

汁を食べていた。アルバイトとかで少し余裕が出来る

とうきうきとした気持ちで学校前の美味しい天婦羅や

鯨の刺身の専門店に食べに行った。 
初めての学校祭で自然科１回生は焼き鳥店を出すこ

とになり福原君、関根君、梶君と焼き鳥を準備した。

彼らは生物や地学を目指すその筋のエキスパートで手

馴れた風だったが始めての私にはその臭いに参った。

これが元になり彼らの作った探検会に入れてもらった。

探検会には伊那の農学部、上田の繊維学部の猛者も参

加した。高校時代山岳部だった関根君が会長だったこ

ともあり計画は綿密で、会員の連絡も綿密だった。１

回生ばかりだったが活動は活発だった。合同訓練に始

まり西表島、沖永良部島、屋久島探検と立て続き、展

示会もやった。私はほとんど参加しなかったのでポス

ター作りだった。その後も彼らはフィリピン・ミンダ

ナオ、カリマンタン、ニューギニア、アフリカ等へ足

を伸ばし成果をあげた。残念ながら農学の田中君がア

フリカで、関根君がネパールで帰らぬ人となった。今、

私は遅まきながらベトナムで探検の真似事をしている。

ベトナム全土を廻り、世界一枯葉剤（ダイオキシン）

被害者の多い写真集の出版を目指している。探検会に

は入学試験のとき雪が残る夜、窓を開けて騒いでいた

北海道から来た兼子君もいた。 
新入生歓迎美ヶ原登山で沖縄出身・化学の芳山君と

知り合いになった。彼の下宿部屋には暖炉とベッドが

あるのを見てびっくりした。更に彼はパスポートを見

せてくれた。当時、沖縄は日本から切り離されていた。

後日、沖縄へ行ったとき２度彼に会った。彼は微生物

から石油の代替になる油を造る研究をしていた。彼の

研究室で沖縄中心の地図を見せてもらい沖縄の占める

位置を理解した。家は普天間基地の近くだった。次回

は大阪辺りで会いたいと思っている。（沖縄でもいい

が） 
この頃、来年から文理学部が人文学部と理学部に改

組される話が持ち上がった。問題はこれまであった数

学、物理、化学、生物、地学のうちの１つ（生物）が

無くなるということだ。反対運動があったがダメだっ

た。我々は文理 後の学生となった。これまで追試は

無かったようだが、この年は特に１度追試があった。

自然科学生は数・物・化・生・地合わせて 40 名だった

が、理学部数学科だけで 40 名となった。数学科の建物

が出来、先生も激増。横田先生、岸本先生、内山先生、

小柴先生、可知先生、鹿野先生、松田先生、菊池先生、

本瀬先生が着任された。生物以外は活気づいた。２年

生の時だったか清水から筑摩に下宿を替わった。新し

い下宿は２階の窓から好きな常念さんが見える好スポ

ットだった。下宿のおばあさんは毎日居間に呼んでく

れ、お茶と美味しい野沢菜をご馳走してくれた。１日

数回震度４の松代地震を経験したのもこの下宿だった。

初の１回は慌てて１階に駆け下りたが、その後はそ

のまま部屋に居た。３ケ月続いたので震度４を覚えた。 
夏休みの乗鞍岳中腹鈴蘭での数学科の夏季セミナー

も楽しかった。１回生のときは斉藤先生だけだったが

２回生からは多くの先生方からいろんなお話を聞いた。
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また、このセミナーで頑張る先輩の素顔が良く見えた。

３年になった時、大家さんが納屋を改装して学生用の

部屋を作った。心理の同級生長谷川君、経済の金子君

が入ってきた。すぐ近くに医学の聞間さん、経済の高

橋君もきた。静かだった環境がにわかに変った。それ

まで遠山君、福原君、関根君の下宿へよく行っていた

が筑摩で済ませるようになった。同じ下宿に物理の丹

羽君も入った。数と数だけでなく理と理、文と理の学

生も夜、１つの部屋で話した。これは文理学部の良さ

の１つだった。 
 ３年の夏か秋からＳ３，Ｓ４、Ｓ５の群表作りに夢

中になった。Ｓ４群表を類別し色をつけてみると奇麗

な模様が出来た。Ｓ５でも色分けしようと計算を続け

た。これは時間のかかる作業だった。群表は出来たが

奇麗な色分けには至らなかった。どうすれば奇麗に色

分け出来るか迷っている時、運悪く交通事故にあった。

夕方国道を渡っているとセンターラインを超えて追い

越してくる車に当てられた。正面から迫ってくる車の

ライトがスローモーションで近づいて来るのだが体が

全く動かなかった。アアッと思う間もなく真っ暗にな

った。しばらくして誰か知らない人の声が聞こえた。

足を骨折・頭を打っていた。当てた車の人はすぐ病院

に連れて行ってくれた。医者はしばらく頭を使うなと

言った。群表の奇麗な色分けは未完成に終わった。松

葉杖で学校に通った。岸本先生がしばらく俺の家（キ

ャンパス内）から通えと言って下さり、甘えさせても

らった。そろそろ卒論にかかり始めていた。先生の宿

舎には先生や学生がよく集まる。隣の部屋で先生方が

卓を囲んでいる声が聞こえてくる。賑やかで時に威勢

のいい声に釣られて、足を引きずりながら部屋に入る

と、無常にも「西村。お前は卒論卒論。部屋へ戻って

戻って。ワッハッハ」。また、北海道から送られてきた

筋子を「西村。お前に食べさせるのはもったいないな

ー」と言いながらもご馳走になりました。初めての筋

子・鱈子でこれは美味しかった。足が完治するまで先

生宅にお世話になりました。外国人教師用に建てられ

た松高時代の広い宿舎。夢のような経験をさせていた

だきました。 
 卒業 30年後から年賀状交換だけだった当時の友人と

淡路島、沖縄、名古屋、横浜、松本、ベトナムで会う

ようになった。どの再会も楽しいものだった。特に 2008

年長谷川君、金子君、丹羽君、高橋君と松本・上高地･

高山を旅した。後半は遠山君も合流した。是を機にそ

の後、長谷川君、丹羽君、遠山君ご夫妻とイタリア旅

行をした。長谷川君が丹羽君の働く研究所と地下トン

ネル内の実験場見学を含むイタリアの古い町並みを巡

るゆったりした計画を立ててくれた。これまでいろい

ろな旅行をしたが若者に戻ったような楽しい旅行だっ

た。まさに“われ等の青春ここにあり”を感じた。こ

れからも第２の故郷・松本・信州大学を何度も思い浮

かべることと思う。 
 

「松本点描（1966 年頃を中心に）」 その 2 

 森 淳（１S 数学科） 

 当時松本駅は木造二階建て（今の二代前の駅舎）で、

二階に日本食堂がありました。夜行列車もあって朝早

く着くと開店を待って朝食をとる人も多くいました。 

駅は正面を入ると左側に切符売り場（その手前入って

すぐに荷物取扱所もあったように思います。）右は待合

室で真中にストーブが置かれていました。その奥にギ

シギシと鳴る２階へ行く階段があったように思います。 
駅前広場の北の端の市内電車（浅間線）の駅があっ

たあたりがならされてバス発着場になっていました。

駅には木造の陸橋が２本あり、北のものは大糸線や上

高地線のホーム、小さな西口に繋がっていました。（今

の駅ビル３階の本屋さんの北の通路あたりの位置で

す。） 
南側の陸橋は今の３番線ホームに渡っていました。

当時篠ノ井線ホームは３番線までで、今の０番線とそ

の横の留置線あたりには貨物のホームが櫛型に並んで

いました。 
普通列車にはたいてい荷物車が付いていて、ホーム

の南端で小荷物や手荷物を運び入れていました。何を

送るにもエフといわれた厚手の紙に針金を付けたもの

に送り先を書いてくくり付けて駅まで持っていくか

「日通」に取りに来てもらい列車便で送ったものです。 

1966 年春に新宿から電化され、秋も深まった頃、特

急も運転されましたし、急行も少しずつ電車に変わっ

ていきました。名古屋からの特急も始まりましたが、

ディーゼルカーでした。新宿からも名古屋からも普通

列車は茶色の客車で名古屋からのものは蒸気機関車が

引っ張っていました。それまで準急だったものが急行

に、急行だったものが特急になって、料金が高くなっ

たのを覚えています。新宿から 4 時間半、名古屋から

も 3 時間以上かかりましたが「早くなった」と思った

ものです。 

そうした交通の便の進歩と共に松本に出入りする物

も増え、しばらくすると庶民のテーブルに生魚が並ぶ

ようになっていきます。野菜やくだものが都会に出荷

できるようになっていきます。 

大学に入った 1966 年の秋に近くの「やおや」でデラ

ウェアが 100ｇ4 円で売られていて、こんな旨いものが

松本で安く手に入るというので大いに食べた記憶があ

ります。「傷みが早いので作っても出荷できない」とい

う話を聞いたことがありますが70年代に入ると山辺の

ぶどうが都会のくだもの屋に並ぶこととなります。 

その頃から新しく建て替える家も出てきました。し

かし、多くは相変わらず隙間風の入る古い建物や土蔵

を改造した家でしたが、暖房は「炭」から「石油スト

ーブ」に代わっていきました。下宿も新しいアパート

（学生用はトイレ、台所は共有が普通でした）から土

蔵の改造、民家の二階とさまざまでした。 

その頃の変化は急速に変わるものと後回しになるも

のが混在していて、どこを注目するかによって印象は

変わります。入学年度の違いによって相当「松本」と

いう街の印象が異なるのも当然といえます。 

 
 
写真は松本駅です。新伊勢町入り口付近から撮影しています。「松本

市役所 HP」より御好意で使わせていただきました。 
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――― 各同窓会から ――― 

 

平成 23 年度信州大学東京同窓会開催のご案内 

信州大学東京同窓会会長 細野 征雄 工学部卒 

恒例の信州大学東京同窓会を以下の通り開催する予定

としております。 

講演、総会、報告など企画中ですが、とくに今回は、開

催時間をやや早目とし、懇談していただく時間を長くし、初

めての方も、若い方も、気軽にご参加いただくべく、席・進

行に配慮いたします。大学からも、多数、参加されますので、

旧交を温めて下さい。より多くの会員に参加いただければ

幸いです。             

１．日 時 平成 24 年 2 月 4 日（土） 午後 2:00 ～ 

２．場 所 アルカディア市ヶ谷( 私学会館 )   

千代田区九段北 4-2-25 tel03-3261-9921 

ＪＲ中央線・都営新宿線他、市ヶ谷駅より徒歩２分 

３．内 容－午後 1:00～ 講演会 大学からの報告、 

総会、 懇親会  例年終了は午後７時ごろです         

４．会 費 1 万円、平成 5 年以降の卒業生は 5 千円 

事前振込みを希望します 

払込番号 00140-7-389748  

            加入者名 信州大学東京同窓会 

5．申込方法 氏名、学部、学科、卒業年（3 月）、電話番号、

ｅメール、〒、住所を記入のうえ、下記にお申し込みく

ださい。１１月９日、一次締め切りです。        

7．照会先  ご不明な点など、何なりとご連絡下さい。 

 事務局 戸田 （工学部 昭和５４年卒） 

メールHZT03765@nifty.ne.jp  電話 090-4919-2026 

 

信州大学数学同窓会 活動報告 

 信州大学数学同窓会が産声を上げて７年が過ぎまし

た。数学同窓会も手探りの状態から少しずつ小さな活

動を積み上げ、ようやく同窓会として定着してきたよ

うに思います。 

それではこの間定着してきた同窓会としての事業・

活動をご報告します。第一に同窓会総会です。同窓会

創立以来総会は４回開催されました。毎年開催はでき

そうにありませんが、今後も何らかの節目や機会をと

らえながら計画していく予定です。 

 第二に同窓会報の発刊です。再刊されたこの理学部

同窓会報に負けないようにと考えていますが、今のと

ころ年１回のペースで第 7 号まで発行しました。今年

も 低年１回は出したいと考えています。会員の皆さ

ん、記事がありましたらどんどん事務局までお寄せ下

さるようこの紙面を借りてお願いする次第です。「年

代別同窓会だより」など大歓迎です。 

 第三に学科卒業式において、成績優秀者に記念品を

贈呈しています。記念品などと紙面に記すには大袈裟

な、わずかばかりのものです。しかし、このことによ

り少しでも後輩学生諸君の励みになること、また同窓

会の存在を記憶してもらうきっかけとなることを願っ

ての事業です。 

 また、学科の社会との接続教育の一環として行われ

る講演会の講師斡旋などの協力要請があれば、バック

アップしていきたいと考えています。 

まだまだ試行錯誤の連続ですが、同窓会として地道な

努力を進めていこうと思っています。ご意見ご要望が

ございましたら、下記までどしどしご連絡下さい。 

電話：0263-37-2520(栗林) 
／E メール：kuri@math.shinshu-u.ac.jp 

数学同窓会事務局 林浩一郎 

 
信州大学 生物同窓会総会報告   

生物同窓会事務局 

本年 6 月 25 日に理学部にて第三回総会を開催いたしま

した。平成 22 年度活動報告および会計報告、また平成 23

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)会員名簿の充実、(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

業として、卒業論文、セミナー発表論文の資料化の実施な

どが承認されました。また、(4)学生への研究奨励として東

日本大震災において被害を受けた学生への支援が提案さ

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

ただければ本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 

生物同窓会事務局宛、または email: 

shinshu.bio@gmail.com、までお気軽にお寄せください。 

 

平成 23 年度物質循環学科同窓会総会開催案内 

物質循環学科同窓会 

下記の日時及び内容で平成23年度同窓会総会を開催

いたしますので、会員、役員、教官の皆様是非ご参加

ください。参加の申込をいただいた方には、追って詳

細のご連絡をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

記 

日時 平成 23 年 10 月 29 日 (土) 13:00～ 

場所 松本キャンパス理学部 C棟（予定） 

内容 同窓会役員会活動進捗報告（名簿・HP 管理、今

後の活動について等）会計報告 役員会人事に

ついて その他（規定の見直し等） 

出席連絡〆切 出席を希望される方は 

平成 23 年 10 月 21（金）までに 

次のアドレスへ連絡をお願いします。 

  dousoukai_butsujyun@hotmail.com （本間） 

※ 同日 18:00 より懇親会を開催予定です。会場につい

ては現在松本駅周辺のお店を検討中、詳細につきま

しては参加連絡後に直接連絡します。 
 

編集後記 9月下旬急に涼しくなりました。毎回の事ですが、会

報の作成のツメはバタバタです。パソコンで Ｙが並べてい

ると横でＭが口をはさみ、一行どこかに・・・・とか、写真が

ずれたとか、とりあえず打ち出してみますが・・・・何回やっ

てもスマートには行きません。写真はいつもより多めです

が、どうも偏りがあります。 

この間、多くの方々から思い出などをお寄せいただき充

実してきました。皆さんによって支えられる、皆さんの力で

より豊かなものにする事ができると実感しています。 

現役の学生への励ましとなりますので「私の学生時代」「卒

業して社会に出て」などお寄せ下さい。（M） 


