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同窓生の皆さん、お元気でお過ごしのことと存じ

ます。この夏は雷をともなう豪雨・突風が各地を幾

度も襲い、その度に崖崩れや洪水が起きたことが伝

えられました。皆さんのお住まいは大丈夫だったで

しょうか。 

「東海地震など 3連続の地震が起きたら」という

データが公表されましたし、福井原発で福島と同様

の事故が起きた時のデータも発表されました。私自

身、予想される地震の近くに住み、発表されたデー

タの延長上に住んでいながら、具体策となると手が

付けられずにいます。3.11 の教訓を自分のものに

する事は本当に難しいことだと感じています。はっ

きりしている事は、原発についての第一の教訓は「な

くすこと」というのは、今日の日本国民の合意だと

思います。 

 

このところ、領土について取り上げられています。

領土問題は各種権益に係わることもありますが、国

の面子も大きく、どの場合も一筋縄ではいかないの

が通例です。すぐに「売られたケンカは買おうじゃ

ないか」と声高に叫ぶ人が出てきますが、「買った

ケンカの後始末」まで考えない無責任なものです。

一種の「物取り合戦」はあとから理由がどんどんつ

いてくるものですから熱を帯びれば感情も捻れ複雑

怪奇になってしまいます。 

武力を背景に外交で解決を計るといえば可能なよ

うに見えますが、必ず恨み辛みが残り、友好関係は

歪んだものになります。けんか別れしてもう会わな

いというのならそれもありえますが、同じ地球上で

しかも近くに常にいるのですから、本来考えてはな

らない手法なのだと思います。このことは、あの戦

争で学んだことの一番大事な事だったのではないの

でしょうか。だからこそ「平和を愛する諸国民の公

正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し

ようと決意した」(憲法前文)と高らかに述べている

のです。 

それぞれの主張を整理し出し合い、歴史的にどう

だったのかを事実に基づき共同研究をして解決を計

ることが、時間はかかっても一番良いのではと思い

ます。歴史学者や地政学者だけではなく国際法の専

門家も交えて交流を深めながら、それこそ国民に公

開しながら進めれば、埋もれていた資料や新しい知

見も寄せられると思います。 

日本は領土問題の解決の仕方でも、国際社会の中

で尊敬される国になれるのではないのでしょうか。 

一方で「売られたケンカは買う」と主張する勇ま

しい人の多くが、「原発ゼロへの介入」「オスプレ

イの強行な持込み」「T.P.P.に係わる要求」などの

アメリカの恫喝ともいえる発言と行動には、口をつ

むぐのはどういうことなのでしょうか。「武力を頼

りにするものは、さらに大きな武力の前では卑屈に

なる」といいますが、そうではないことを願うばか

りです。 

いろいろな意見を自由に発言できること、しかも、

相手と判り合えるようにしながら、ということが大

切な時だと思います。そのためには直感を大事にし

ながら事実に基づき考え、 善の利益についての判

断力、科学的、論理的な組立力を、すべての人々が

蓄えていくことが必要だと改めて感じます。 

 

東日本大地震から一年半が過ぎました。春頃から

「漁を始めた」「仮店舗ができた」とか報じられ、

9月に入って、除染に苦労した果樹園から「安心な

ブドウが採れた」と伝えられるなど、再建の話を耳

にすることが多くなってきました。本当に大変な状

況で未だ解決すべきことが山積みの中、希望をつな

ぎ、手をたずさえ、頑張っている姿を見聞きする度、

この一年余りのそれぞれの「物語」に思いを寄せ、

私自身が励まされていることを感じます。 

それにしても、立ち上がる人々をささえる基盤づ

くりの遅さには驚きに呆れてしまうのは私だけでは

ないのでしょう。 

5 年間で 19 兆円とされる復興予算のための 10.5

兆円の増税（所得税 25 年、住民税 10 年上乗せ）が

決まりました。しかし、被害の大きな沿岸地域や原

発周辺には届かないままです。また、予算配分の中

に「核融合研究費」とか「霞が関合同庁舎改修」、

全国（被災地以外）の道路整備、学校の改修などが

入っています。復興基本方針の中に「教訓」として

「全国の防災、減災対策をする」と一言書いてある

ことから、どこであっても何でも防災・減災に関係

すればいいというのです。 

復興予算はあくまでも「復興費」であって、被災

地以外の「教訓の具体化」は別の予算だというのが

常識だと思うのですが、霞が関の論理は違うようで

す。所管の財務省自身も 3 年間で 12 か所（被災地

以外）の税務署の改修をその中に入れているのです

から厳格な運用は期待できません。 

会 長 挨 拶                       森   淳 
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福島は深刻な事態が残されたままです。目に見え

ない放射能の中で暮らす人々の苦悩にどう心を寄せ

ていったらいいのか悩ましい事です。国直轄で行わ

れる除染特別地域（11 市町村）では生活できる状

況には程遠いままです。また、その周辺では 20 ミ

リシーベルト以下とはいえ子供を育てるには不安が

ありすぎ、外遊びもできないままです。持っていく

所がないために汚染土壌を袋に入れて、庭にうず高

く積んだままというところも少なくありません。近

くの公園は除染したけど、その裏の林が未だなので

空間線量が気になるところもあります。まして、山

や森へ入れば放置されたままです。そうしたことは

福島中通だけでなく群馬や茨城にもあります。ぐず

ぐずして物理的減少を待っているのではと思ってし

まいます。 

さらに、家族が分断されたままの家庭も少なくな

いことも問題です。経済的に大変ですし、精神的に

も辛いことです。何より一つの家族が一緒にいられ

ないことそのものが大変なことなのです。自分の意

思ではなく、否応なしにさせられているのです。 

安全神話をふりまき、放射性物質についての科学

的知見を得ることを疎かにしてきたため、その幅あ

る見解の政府と東電にとって有利なところに固執す

る、あるいは、そのあいまいさを理由に論点をずら

し無責任に終始することが続いています。国も東電

も本質的には何も変わっていないのですから「君た

ちは加害者なのだ」と繰り返し言い続ける必要があ

ります。 

現実の問題解決にせよ、新しい規制委員会にせよ

安全神話に裏切られた人々に裏切った者たちが安全

性を説明するという「滑稽さ」が充満しているとこ

ろに言いようのない情けなさが付きまといます。 

 

震災と原発についての本がたくさん出ています。

映像も探すことができます。その中で 近二冊の本

を手にしました。 

一つは、福島の県立高校の女性教師たちがまとめ

た「福島から伝えたいこと―あの日、あの時から教

師と生徒の声―」という小冊子です。一度は転校し

たものの、体調を壊し、元の高校に戻ったがその中

で「もがき疲れ」て「無意味に人を傷付け」てきた

ことを素直に謝り、震災で学んだことは「信じるこ

と、そして裏切らないこと」と述べる高校 2 年生、

学校が避難所となり悪戦苦闘する数週間を綴った教

師、震災から 1年間、目の前の生徒の会話をひろい

ながら、その心の動きや今何を考えたらと問いかけ

る手記などがまとめられています。生徒に寄り添い

生徒の安否を確認しながら避難する人を助け受け入

れ、本当に「たおれる寸前」まで頑張る姿が淡々と

記録されています。 

もう一つは、「フクシマ物語 幸四郎の村」とい

う写真集です。浪江町の毎時 10 マイクロシーベル

ト、年間 100 ミリをはるかに超す地域に避難先から

通う 75 歳のお爺さんの 1 年間の記録です。多くの

写真の中に挟み込まれているお爺さんの感想を記録

した文を拾いながら、人生の 後に襲ってきた不条

理さに言葉を失います。お爺さんは誰もいない村で

側溝が詰まれば掃除をし、村人がいつか帰る日のた

めに桜の苗木をガイガーカウンターが鳴りっぱなし

の中で植えていくのです。 

皆さんもいろいろな情報や映像・書物など手にな

さっていると思います。また、実際に東北に行かれ

た方もいらっしゃるのではと思います。ご自分の感

じたことなどお寄せいただき共通の認識を広げてい

ければと思います。「震災を忘れない」「フクシマ

を語り継ぐ」と一言で言いますが、現にそこで暮ら

す人の直接の発言だけでなく色々な人の体験や感

想・思いを綴っていくことで厚みのあるものになっ

ていくのだと思います。 

 

会報も年 2 回発行を続け 20 号となりました。少

しづつ内容も豊かなってきたと思います。なつかし

い同窓生の投稿や先生方の報告も毎号載せることが

でき、励ましの言葉をいただくことも増えてきまし

た。今後とも、皆さんの様々な思いの懸け橋となれ

る同窓会をめざしさらに努力してまいります。 

 

―――― お 礼 と お 知 ら せ ――― 

  

私共の「カンパのお願い」に対して、多くの方々

から貴重なご寄付を頂戴いたしました。心より感謝

を申し上げます。心して使わせていただきます。 

また、通信欄に励ましの文を添えてくださった方

も何人も見えました。うれしく読みました。ありが

とうございました。 

「書籍の御寄付のお願い」については昨年夏以降7

名の方から330冊（通算は15名の方から900冊）頂き

ました。夏の「自然誌科学館」の折に、学生諸君に

安価にお譲りしました。二年目ということもあり、

この取り組みも学生さんに少しは知られるものに

なってきました。辞書類（数学辞典、物理学辞典・・・）

について他の科の先生から「院生研究室にほしい」

という話がありお譲りしました。「自身の専門の辞

書はあっても、となりの専門のものまでそろえてな

くて」ということでした。今後も続けていきたいと

思います。お手元に学生に譲ってもよい書籍があり

ましたら理学部同窓会宛にお送りください。 

講演の記録等を同封しました。一つは、信州大学

自然科学館Newsletterです。8月4日、信州大学自然

科学館オープン記念特別講演会、養老孟司先生によ

る「むし・信州・わたしの壁」が掲載されています。

もう一つは、8月5日自然誌科学館「自然をさぐる」

の特別講演会、竹下教授の「神の粒子ヒッグスをさ

ぐる」、大塚教授の「2011年松本地震でわかったこ

ととこれからやるべきこと」の講演録です。講演録

は白黒ですがホームページ上にカラーのpdfファイ

ルがありますので印刷してごらん下さい。 

そのほかに23年度会計報告、24年度予算案と、住

所不明者一覧を同封しました。ご存じの方がおられ

ましたらご連絡をお願いします。 
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―――  新 任 教 員 紹 介  ――― 

 

 

数理・自然情報科学科        境 圭一 

 

初まして。境圭一と申します。平成23年4月1日付

で理学部数理・自然情報科学科の助教に着任いたし

ました。本文執筆時点で既に1年半ほど経っておりま

すので、既にいろいろなところで皆さまにお世話い

ただいているわけですが、この機会に改めてご挨拶

申し上げます。 

専門は幾何学の一分野である位相幾何学（トポロ

ジー）で、もっぱら多様体の埋め込みのなす空間の

位相幾何的な性質を調べています。耳慣れない言葉

がいくつか出ましたので、この機会に簡単にご紹介

したいと思います。 

 

「多様体の埋め込み」の代表的な例として「結び

目」があります。輪のような状態のひもが、空間内

で絡まったものが「結び目」です。例えば検索サイ

トから"KnotAtlas"に行っていただくと、多種多様な

結び目の絵をご覧いただけます。実は3次元的な図形

の本質は、結び目の「絡まり方」に集約している、

ということがわかっており、そのことを一つの動機

として、多くの幾何学者が結び目を研究しています。

近ではタンパク質の構造解析に結び目理論を応用

する、といった試みもあるようです。 

このへんから話が突拍子もない方向へ進み始めま

す。結び目理論では一つ一つの結び目の絡まり方を

個別に見るわけですが、数限りなく存在する絡まり

方を「全て集める」と、ある巨大な集合になり、そ

の集合自体が新しい幾何学的対象になることがわかっ

ています。「絡まり方を全て集める」というように、

何らかの幾何学的な性質の全てを一斉に見ることで

得られる図形は一般的に「モジュライ空間」と呼ば

れ、元々の幾何学的性質を理解する上で重要である

と考えられています。そんなわけで、私の研究対象

（の一つ）を一言で述べると「結び目のモジュライ

空間」となるわけです。根本にある結び目理論のみ

ならず、トポロジーのいろいろな分野と関わりを持

つ、魅力的な対象です。頭の中まで絡まりそうな話

ですが、これからもこんな事柄を一生懸命考えてい

きたいと思います。教員としての人間性が絡まらな

いよう、皆さまのご指導を賜りたく思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

その他に、数理・自然情報科学科には、 

平成23年4月1日付で和田堅太郎先生 (表現論) 

平成23年10月18日付で五味清紀先生(位相幾何学) 

平成24年10月1日付で沼田泰英先生 (代数的組合

せ論)がおみえになりました。（赴任順） 

 

 

 

 

化学科             竹内 あかり 

 

本年、４月１日付で化学科の構造無機化学研究室

の助教に着任いたしました。私は、広島県東広島市

西条という広島大学がある小さな街に生まれました。

高校まで西条で過ごし、同志社大学への入学後、京

都、奈良、福岡、大分、そして再び、福岡と渡り歩

いた後、この度、信州へやって参りました。大学時

代にスキーサークルに所属していたため、信州へは

学生時代から何度も訪れる機会があり、ここは私に

とって大変思い出深い場所です。信州大学の教員と

してこの地を再び訪れることができて大変うれしく

思っております。 

 さて、これまでの私の研究について少しご紹介し

たいと思います。私は、大学院に在籍時より、骨を

修復するための材料に関する研究に取り組んできま

した。このような生体材料に関心を持ったきっかけ

は、高校の社会の宿題で新聞を読んでいたときに、

人工心臓ができたというニュースに非常に感動した

のがきっかけです。それ以来、生体材料の研究者に

なることを夢見て、大学・大学院へと進学しました。

私が 初に取り組んだ研究テーマは、骨は有機高分

子であるコラーゲン繊維と無機物質であるアパタイ

トからできているという構造を手本として、有機高

分子—アパタイト複合体を調製するものです。骨は体

液中からの析出反応により構築されており、この構

造により、骨は無機物質単独では達成困難な高強度

と高靱性を併せ示すユニークな物性を発現していま

す。そこで私は、有機高分子として絹蛋白質を選択

し、体液を模倣した水溶液中でのアパタイトの析出

反応を調べました。その結果、カルボキシル基を多

く含有する絹蛋白質、セリシンは体液模倣水溶液中

で高いアパタイト析出能を示すことを見出しました。

さらに、セリシンの二次構造とアパタイト析出能の

関係について調べ、蛋白質のアパタイト析出能はカ

ルボキシル基の含有量だけでなく、その二次構造に

強く依存することを世界に先駆けて見出し、有機高

分子—アパタイト複合体の設計指針を分子構造の観点

から明らかにしました。 

 骨だけでなく、珊瑚や貝殻、ヒトデなどの海洋生

物の無機骨格も、水溶液中からの析出反応によるバ

イオミネラリゼーションプロセスで構築されていま

す。今後は、これまでに行ってきた研究を掘り下げ

て、バイオミネラリゼーションのメカニズムを解明

することを目指した研究を展開し、なぜ生物がユニー

クな無機骨格を生み出すことができるのか？という

謎を追究していきたいと考えています。 
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―――  研 究 紹 介  ――― 

 

諏訪湖の定期観測から見えること 

山岳科学総合研究所山地水域環境保全学部門 

宮原 裕一 

 

 私は 2001 年より、諏訪市の山地水環境教育研究セ

ンター（旧理学部臨湖実験所）に勤務し、理学部物

質循環学科の講義なども兼担しております。勤務先

の山地水環境教育研究センターでは、1977 年から学

生が主体となって、諏訪湖の定期観測を継続してお

ります。現場での透明度、水温、溶存酸素、ｐH、光

量子といった機器による観測だけではなく、湖水の

採取も行ない、実験室にて窒素やリンといった栄養

塩、植物プランクトンの量を表すクロロフィルの定

量を隔週で行っています。冬期は結氷のため観測は

中断しますが、30 年以上にわたる湖水の水質データ

が蓄積されています。 

 この間、諏訪湖の水質は大きく変化してきました。

観測を開始した 1970 年代後半は、諏訪湖の水質が

も悪かった時期にあたり、夏にアオコが発生し、夏

期の平均透明度は50cmにも満たない年が続いていま

した。ところが、2000 年頃から夏期の透明度が 1m

を超えるようになり、時には 2m といった観測値も得

られるようになってきました。顕著な透明度の改善

は夏期のみ観察され、春や秋の透明度はそれほど大

きく改善していません。これは、水温成層と水中の

栄養塩の減少が原因と考えています。諏訪湖の 大

水深は 6m 程度ですが、夏期には水面が温められ、湖

底との水温差が生じます。風による湖水の鉛直混合

は、この水温（密度）差により妨げられ、湖底付近

で無機化された栄養塩の循環が悪くなります。下水

道が普及し、かつてほど河川から栄養塩が流入しな

くなった現在、諏訪湖では湖内部での栄養塩の循環

がその水質に顕著に反映されるようになってきたの

です。 

 一方、新たな問題も生じてきました。水中の酸素

濃度の低下です。近年、夏期に下層の溶存酸素が長

期間継続して低下する様子が見られるようになりま

した。 近の温暖化傾向により、表層の水温が上昇

することで、上下層の水の密度差が増し、湖水が鉛

直混合しにくくなったものと考えています。また、

湖水の水質は改善したものの、湖底の泥には未だ有

機物が多く含まれているため、その分解に水中の酸

素が必要とされていることも、その背景として挙げ

られます。 

諏訪湖は浄化過程にある数少ない湖のひとつであり、

トップランナーである諏訪湖の水質変化や課題は、

水質浄化を目指す他の湖のお手本となるものです。

もうしばらくは、諏訪湖の水質から目が離せません。

――― 授 業 の 報 告 ――― 

 

大巡検を終えて 

地質科学科３年次生 本庄 連 

 
 7月1日から7月6日まで、我々地質科学科三年生一

同は北海道で大巡検を行った。今回の大巡検は全27ヶ

所もの場所を観察、見学する予定であった。 

 普段私たちが生活し、授業を行っているこの長野

県も自然が豊かであり、地質学という学問を机の上

だけで無く肌で感じることができる恵まれた環境に

ある。しかしながら北海道での大巡検はその雄大な

自然もさることながら、こういった機会が無ければ

絶対にこの目で見ることが適わなかったであろう様々

な事柄に触れることができた。言うまでも無く観察

地点の全てが貴重なものであったが、その中でも特

に印象に残っているものがいくつかある。 

 一つ目は7月4日に観察したK-T境界層である。K-T

境界層は白亜紀と第三紀の境界となっている層のこ

とを指す。このK-T境界層はなんとアジア地域では北

海道の足寄でしか観察できないのである。恐竜絶滅

という地球史に残る一大イベントの境界を観察でき

るとは地質科学科の一員としては何とも心躍る様な

経験である。 

 二つ目は7月6日に三美炭鉱を見学できたことであ

る。三美炭鉱は空知地域に位置する露天掘りの炭鉱

である。三美炭鉱では石炭層や実際に採掘されてい

る石炭を観察した。さらに炭鉱の職員の方から現在

の石炭の利用法、石炭に関する細かな解説、炭鉱が

できた当時の地質図の説明もして戴いた。炭鉱など

こういった機会が無ければ立ち入ることはなかなか

無いであろう。このような体験ができるということ

も大巡検の魅力の一つである。 

 そして 後に三つ目である。やはり北海道でしか

味わうことができない、且つ非常に貴重な体験とい

えば昭和新山に途中までだが登ったことであろう。

一昔前までは自由に登山できたそうだが、今現在登

山は禁止されている。しかし今回は特別に登山を許

可していただき、我々は昭和新山の麓にある三松正

夫記念館の館長である三松氏と共に昭和新山を登る

ことができた。三松氏からは昭和新山の誕生を見守っ

た三松正夫について、昭和新山という山の特徴、三

松氏のこの山に懸ける思いを語っていただいた。 

昭和新山の溶岩ドーム前で 
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もし、北海道に行かなければ、昭和新山という山を

資料の上でしか知ることができなかったであろう。 

 実際に北海道に行く前には観察地点について学習

を行ったが、いざ現地に着いてみると調べた資料で

は知ることのできなかったそこに関わっている方々

の様々な思いに触れることができた。貴重な体験、

貴重な資料、また様々な方にお世話になりながら非

常に実り多い体験ができたと思う。 

 後にこの場をお借りして、引率して戴いた保柳

先生、斎藤先生、山本先生、さらに旅費に関してご

援助いただいた地質同窓会に、地質科三年生一同心

から感謝を申し上げたいと思います。 

 

 

――― 卒業生便り ――― 

～アフリカ大陸南端の国から～  

 片岡 陽介（04S 生物） 

 

乾いた橙色の砂が時折吹く風に舞い、青い空が黄

ばむ。木々の葉はそのため茶けて、全体的にカサつ

いている。射すような陽射しが体から汗を搾り出す。

ひとたび陰に入ると肌に浮いた汗が冷つく。これが

とても心地よい。人々は知っている、ここでどう生

きるかを。彼らは木陰に座り髪を編んだり、仲間と

話して楽しい時間を過ごす。私が横を挨拶しながら

通り過ぎると、「いつも早足で忙しそうね」と楽し

そうに笑う。暑い寒いときは無理をしない。暗くなっ

たら無理をしない。「じゃぁ、いつ？」と聞くのは

愚問。これでいいのだ。 

でも学校はこれじゃいけない。 

私が勤める職業訓練校は南アフリカのクルーガー国

立公園に近い田舎町にある。私の学校は農業を専門

とし、農業系の授業の他に英語、算数が必須科目に

なっており、私はこの算数の補助講師として赴任し

た。仕事内容は任地の先生と協同し、より良い授業

作りと基礎学力の向上である。 

派遣前は途上国の生徒のモチベーションに期待し、

彼らは機会やお金の欠如が足枷になっていると考え

ていた。しかし実際に派遣されて唖然とした。生徒

は授業時間にもかかわらず草の上で談笑し、先生は

買い物に行っていた。算数科の同僚ムニシさんは朝

から酒の臭いがし、呂律が回らない。学校に来ない

こともしばしば。無計画な実習が稀に行われ、それ

に参加する生徒は「疲れた」と言って 10 分もやらず

に木陰で休み出す。本当にここは学校なのだろうか、

と自分がいる場所を疑った。 

南アフリカは BRICS の一員で中国やブラジルに並

び、既に途上国から抜きん出ている。そのため途上

国とは異なる問題に直面しているように思う。国民

が成熟する前に支援や物が溢れてしまった。それに

より、人々は政府や寄付にものすごい期待を寄せ、

自ら努力することを厭う嫌いがある。 

初めの半年は彼らの考えを知るために様子を見る

ことに徹した。何か行事があるたびに同行し、分か

らないことは仲の良い同僚に聞いた。しかし算数科

に関してはムニシさんが来ないので、見ようにも見

るものがなくて困ってしまった。つい「頼むから学

校に来て授業をやってれ」というと逆に怒鳴られた

り、何度も言い争ってしまった。校長と教頭に、来

るように促してくれ、と頼むと、「何度言ってもダ

メなのよ、しかも彼の親戚には権力を持った人がい

るから・・・怖いわ」と得体の知れない何かの力を

感じた。この回答はこの国の社会を理解するときの

キーワードの一つではないかと今も思っている。 

派遣されてから 1 年が過ぎたが、キャンパスの惨

状は続いている。自分の無力を感じる。その間 3 回

の校内ストライキで、小屋が焼かれ、窓ガラスが割

られたが、パソコンや新しいエアコンが導入される

など物質的には充実してきている。ムニシさんとは

幾度と衝突したが、個人的な付き合いでは好きなお

じさんだ。気前よく、しゃべり好きで、奥さんには

頭が上がらないが、ビールが好きだ。人と人との繋

がりを大事にし、「今日はおまえと一緒に呑む！」

と言って、恋人繋ぎで手を握り酒場へ連れて行って

くれる。彼は電気技師になりたかったようで、先生

としてやる気のない彼に、仕事なんだからしっかり

やるべきだ、と言うのはこの国では難しい。 

彼らのゆったりした暮らし方を、私は否定すること

はとてもできないし、ときにはいいな、と感じる。

しかし、その結果授業がなくなり、学校が学びの場

でなくなるのはやはり問題だと思う。ゆったりでい

いから学びの場とすべく変えていく必要がある。こ

こで働けるのは残り 10 ヶ月。彼らを日陰から連れ出

せるだろうか。何かを一からやろうと思ったら 2 年

がいかに短いか、彼らと共に木陰で思う今日この頃

である。 

 
 

――――――――――――――――――――― 

生物卒業生から本の寄贈がありました 

 

生物卒業生の北條浩彦さん（(16s)（独）国立精神・

神経医療研究セン

ター勤務）より著書

の寄贈がありまし

た。関係の深い研究

室にて学生の指導等

に活用させていただ

きます。 
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――― 各同窓会から ――― 
 

信州大学数学同窓会 活動報告 

 

 早いもので、信州大学数学同窓会が産声を上げて８年が過

ぎました。本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の体をなしてきたように

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８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。愚痴になってしまいますが、記事集め

はなかなか大変です。会員の皆さん、何か記事やネタがあり

ましたらどんどん事務局までお寄せ下さい。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」「あの頃の思

いで」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。記念品などと表現するには余りにも大袈裟な、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。とはいえ１０年近くが経ち、

ややマンネリ化の状態でもあります。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／ kuri@math.shinshu-u.ac.jp（栗林）            

数学同窓会事務局 林浩一郎 

 

 

松本化学学士会 第10回総会報告 

 
7月28日（土）松本キャンパスにて第10回松本化学学士会総

会を開催しました。総会では，活動報告・活動計画，会計報

告・予算案，役員（会計監査）交代に関する審議のほか，ホー

ムページの運営方法などについて意見交換を行いました。記

念講演会では，1Sの宮下喬一さんに「長野県の自然エネルギー

の取組」の演題で，長野県における自然エネルギーの普及活

動について貴重なお話しを聞かせていただきました。懇親会

は当番幹事の加藤一雄さん（5S）の司会進行で行われ，化学

科現教員の樋上照男先生と金 継業先生にもご参加いただきま

した。また，終盤では今回初めて現役学生にも顔を出しても

らいました。卒業生にとっては 近の学生と，また学生にとっ

ては多方面で活躍される先輩方と交流を深める良い機会に

なったのではないかと思います。次回の総会は，6Sの皆様の

幹事で平成25年7月27日（土）に開催の予定です。来年も是非

多くの皆様がご参加くださいますようお願いいたします。な

お、総会の参加者は、恩師をはじめ27名でした。総会での記

念講演会録を次号に掲載する予定です。 

 

松本化学学士会 

関東支部第９回総会及び同窓会のご案内 

 

松本化学学士会関東支部の第９回同窓会を、11 月第３土曜

日の 17 日に、新宿のライオン会館内の安具楽(あぐら)亭で開

催致します。若い世代の方々にもご参加いただき、より多く

の参加者による総会となるよう願っております。 

14時より総会、15時より同窓会を開催する予定でおります。

昨年は 11 月の第２土曜日に同所で開催し、遠方からの出席者

も含め、計 15 名の方々にご参加いただきました。 

久し振りに旧交を温める良い機会になると思います。同窓

会という和やかな雰囲気の場で、年齢層や職種、経験が種々

異なる方々との交流は、必ずや有益な時間となります。常連

の参加者の皆さんは心温まる方々ばかりですので、気軽に幅

広い卒業年度各位のご参加をお待ちしております。 

日程：2012 年 11 月 17 日（土） 

時間：総会 14:00～、同窓会（懇親会）15:00～ 

場所：新宿ライオン会館 ５F安具楽亭 

TEL：03-3352-6606(代) 

会費：8,000 円（卒業後 10 年以内は 5,000 円） 

幹事：高木直美、上條信二、中川二郎、三好雅文 

 

 

生物同窓会 活動報告 

信州大学 生物同窓会総会報告 

 

 平成24年7月1日，信州大学理学部にて第４回生物同窓会総

会が開催されました．平成23年度の活動報告および会計報告，

また平成24年度の事業計画案および予算案が審議され，すべ

てが暖かい拍手のもと承認されました．今後の活動内容とし

て，(1)会員名簿の充実，(2)ホームページへの寄稿の促進，

(3)学生および既卒者への就労支援活動などが承認されまし

た．第4回総会議事録は本会ホームページにおいて公開してあ

ります（検索サイトにて「信州大学生物同窓会」とご検索く

ださい）． 

 本総会では，2011年度 生物同窓会特別賞の受賞者である長

野祐介さんに修士論文の研究発表「ヤマホタルブクロにおけ

る標高傾度に沿った花サイズと送粉者種組成の変異」をして

頂きました．本発表を受けて，山岳性の植物に関して活発な

議論が交わされました． 

 今後とも，生物同窓会に暖かなご支援を賜りますよう，よ

ろしくお願い申し上げます．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  

までお気軽にご連絡下さい．    （生物同窓会事務局） 

 

 

物質循環学科同窓会平成 24 年度総会開催のご案内 

 

下記の日時及び内容で平成24年度同窓会総会を開催いたしま

すので、会員、役員、教官の皆様はよろしければ是非ご参加

ください。 

 

日時 平成 24 年 10 月 27 日 (土) 13:00～ 

場所 松本キャンパス理学部 C棟（予定） 

内容 活動進捗報告、会計報告、役員会人事 等 

 出席を希望される方は平成 24 年 10 月 20 日（土） 

までに以下のアドレスへ連絡をお願いします。 

dousoukai_butsujyun@hotmail.com  

なお、同日 17:30 より懇親会を開催予定です。 

会場には松本駅周辺を検討しています。詳細は参加連絡後

に希望者へ直接ご連絡いたします。  （事務局長 本間） 
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――― 理学部広報情報室から ――― 

 

今年度から, 理学部広報室を広報情報室と改名し

ました。理学部の活動を大学の外に広報するために

は, まず理学部内の情報を収集しなければなりませ

ん。発足当時から, 理学部内に蓄積された情報を収

集することは行ってきましたが, それを広報だけで

なく, 理学部の運営等に役立てるためにも, 名称に

「情報」を追加しました。これから情報収集・分析

により信州大学理学部の活動に貢献していきたいと

思っています。 

 

〇 理学部ホームページ: 本日のおすすめ 研究紹介 

 
理学部同窓会の援助で作成しました, 信州大学理

学部の紹介冊子「信州で学ぶ」の原稿を活用するた

め, 今年度4月から理学部

ホームページのトップページ 
(http://www.shinshu-u.ac.jp/facul

ty/science/) にて日替わりで

様々な教員の原稿を表示す

るようにしました。一度に4

人がランダムに表示されます

し, 一覧を表示させて選ぶ

ことも可能です。是非, 一度

ご覧になって下さい。 

 

 

 

〇 理数学生応援プロジェクト:  

◇成果発表会・新入生ガイダンス 

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」も文科省の補助事業としては,今年度が

終年度です。まず, 昨年度の活動のまとめとして, 各

学科の代表による成果発表会が4月23日に開かれまし

た。例年のように活発な議論が行われました。また，

7月11日には,新規参加希望者へのガイダンスが行わ

れました。 

来年度以降も信州大学理学部独自の取り組みとし

て, これまでに理数学生応援プロジェクトで行って

きたカリキュラムの中から取捨選択し行っていく予

定です。 

 

◇ 特別講演会  

「金融系企業における数理専門職への道  

－投資とリスク管理における数学の役割－」 

理数学生応援プロジェクトでは,通常のカリキュラ

ムにはない特別な実験実習やセミナーなどの他に, 普

段の授業では聞けないような話題に関する講演会を, 

講師の先生を招いて開催しています。今年度の 初

は, 数学の金融への応用について, 7月20日に日本大

学文理学部教授 黒田耕嗣先生をお招きして講演して

いただきました。 

通常の理学部の授業, 特に数学の授業では, 実生

活への応用に関することはほとんど触れられること

はありませんが, 数学を用いて保険商品の開発など

を行うアクチュアリーという職業があることを知っ

たことは, 受講した学生にとって, 職業選択の幅を

広げ, また学習意欲を高めるためにも大きな効果が

あったことでしょう。 

◇「リサーチフェスタ2012」への参加 

9月10日に, 全国の理数学生応援プロジェクトに参

加している大学から学生達がつくば国際会議場に集

い, その研究成果発表会が行われました。信州大学

理学部からは3名の参加者があり, その内生物科学科

4年生の高橋誠弥君が銅賞を受賞しました。 

 

〇 オープンキャンパスを開催 

昨年度の信州大学理学部のオープンキャンパスは, 

8月4, 5日に1回200名で2回, 合計約400人の参加者で

行っていましたが, 昨年度200人の人数制限のために

参加できなかった生徒さんがいたことを反省し, 今

年度は8月7日に午前午後の2回, 8月8日に1回, 合計3

回開催しました。 

各回180人ほど, 合計541名の高校生の参加者があ

り, 保護者351名を合せると900名近い参加者となり

ました。アンケートを見ると, 各学科に分かれてか

らの模擬授業や実習などでの, 高校ではできない体

験が興味深かったようです。 

  

〇高大連携事業「信州サイエンスミーティング」 

3月の同窓会報で予告した通り, 信州大学理学部を

会場として, 3月17日に高大連携事業「信州サイエン

スミーティング」が行われました。これは, 長野県

内の理数科設置高校とＳＳＨ指定高校と合同で行っ

た研究発表会です。信州大学理学部からは, 理数学

生応援プロジェクト参加者がポスター発表を行いま

した。高校生と大学生の間でも活発な討論が行われ, 

お互いに刺激になったようです。 

 

○パンフレット刷新 

7月上旬には, 理学部パンフレット

を全面刷新しました。これまでより, 

理学部紹介ページを大幅に増やしま

した。理学部ホームページからダウ

ンロードできますので, 是非ご覧に

なって下さい。 

 

〇『自然』シリーズ「自然をさぐる」・『信州大学

自然科学館』オープニングセレモニーを開催 

8月4・5日に開催されました。ここでは書ききれま

せんので、詳しくは別刷りをご覧ください。 

 

「信州大学理学部」と検索すると理学部トップページが閲覧できます。

「本日のおすすめ 研究紹介」は，中央下の枠内部分です。 
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――― 訃  報 ――― 

 

菅家さんは大学卒業後、朝日新聞社に入社、長野支

局に配属、木曽福島、松本などで記者としての一歩を

踏み出されました。その後、札幌支局を経て東京本社

政治部に籍を置き、盛岡、小倉と東京を交互に勤務後

浦和支局長になられました。そして若くして航空部長

になられました。ここ約10年間は、仙台の東日本放送

で常務取締役等を勤めておられました。その間にいく

つもの記事、論文を書かれましたが、「運輸省と新聞

協会『災害時の救援機の安全マニュアル』で合意」（1

996）や「安全対策の結論でなく『出発点』」－航空取

材要領の改訂作業を終えて」（1997）は航空部長とし

て活躍されていたころの仕事を伝えるものです。 

 大学入学と同時に山岳部（信大伊那・松本山岳部）

に入られましたが、新人として初めて合宿に参加した

折の冊子に「新人合宿をおえて」という一文を寄せ、

山岳部の気に入ったところとして「外面を気にしない

ところ」「極めて民主的」などをあげ、山岳部内にあっ

た「留年ムードは断固として、これを打破すべきだと

思う」と書き留めてみえます。 

菅家さんは「赤石山地北部の三波川帯・秩父帯・四

万十帯」等に関する数本の論文が業績として残されて

います。それらは当時の共同研究者河内洋佑氏（当時

北大）、山田哲雄氏（信州大学）他の方との共著です。

また、ご自身では、赤石山地西側の三波川帯・秩父帯

の地質と岩石学を卒業研究のテーマとされました。 

 南アルプスの大井川源流を含む、甲斐駒ヶ岳から赤

石岳に至る赤石山地主要部の調査に参加されたり、荒

川岳を中心に横断地質調査や、伊那地方の中央構造線

（稲葉街道がよりそう）の東幅7～8kmで平行する、三

波川帯についての調査などをされて、褶曲する地層や

岩盤の変形する様を具体的に報告されています。それ

らは一から基本的なルートマップを作り、地質図を作

りあげていくというものです。それらの集大成として

「赤石山地北部の四万十帯」（1983，地球科学）にま

とめられました。 

当時、南アルプス赤石山脈には、今のように林道を

車で相当奥まで入れるということはなく、どこに入る

のも麓から食糧をはじめ調査道具を背負い峠を越えて

運び上げ、テントを張り、沢をつめ尾根を歩き谷を渡っ

て調査するというものでした。しかも相当大きな山群

ですので、探検に近い危険と隣り合わせの、しかも長

期にわたるものでした。今でこそ赤石山地の地質はプ

レートの沈み込みによりできた「付加体」と呼ばれる

ものであることが明らかになっていますが、菅家さん

が行った調査の結果は、今日の学術的到達点を基本の

ところで支えるものになりました。      

 

菅家さんを偲ぶ会は学友の皆さんによって、 

11月24日(土)12時30分～15時30分の予定で 

松本駅前東急インにて開かれる準備が進んでいます。 

なお、菅家さんの奥様眞百合様は理学部化学科(2S)

の卒業生です。              （森） 

 

 

 

森芳弘教授の急逝を悼む      横井 政時 

 

 去る８月２１日の朝、ご子

息から電話で、森芳弘さんご

逝去のお知らせは、まさに晴

天の霹靂だった。当然私のほ

うが先に逝くと思っていた。

ご急逝に奥様はじめご家族の

皆様のお哀しみいかばかりか。

お慰め申し上げる言葉もな

かった。７月の半ば、電話で

話した折には、相変わらずの

元気な口調で、お互いの近況を話し合っていたのだが、

本当に信じられない思いだった。 

彼との 初の出会いは、まだ戦後間もない1950年頃

であったろうか。私が名古屋大学理学部化学科、無機

化学研究室の助手でいたとき、卒業研究で垣花先生の

研究室へ入ってこられ、１部屋おいて隣り合った部屋

で、数年研究仲間として一緒に過した。そして1966年

の信州大学理学部創設の年から、今度は化学科の同僚

として、二人とも松本で暮らすことになり、何年かは

同じ蟻ヶ崎の宿舎に住んでいた。以来今日まで、実に6

0年あまりもお付き合い戴いてきたことになる。その長

い間の、いろいろな場面での彼の姿が、いま走馬灯の

ように記憶なかを駆け巡り、よみがえってくる。彼は

黒田先生が愛媛大学に移られた後、無機化学講座を主

催し、学生の教育に熱心にあたると同時に、イオン交

換による同位体分離の研究に取り組み、多くの貴重な

業績を残された。そして無機化学研究室からは実にユ

ニークな卒業生達が多数輩出し、それぞれいろいろな

分野で活躍している。これも彼の豊かな人柄と指導力

によるものに違いない。私もよく研究室にお邪魔して，

お茶をごちそうになりながら、話し込んでしまった。

彼のいつも落ち着いた、穏やかな態度、そして独特の

高笑いに癒されことがしばしばであった。改めて60年

あまりの公私にわたるお付き合い、お世話になったこ

とに感謝したい。こころからご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 



 

編集後記 今年の夏も暑い日が続きました。9月に入ってから暑

さがぶり返し30度超が続き、本当に松本なのと言われる始末。さ

すがの暑さも10月に入り薄れてきましたが。これで、冬が酷く寒

いとまいります。   

 今回、20 号で「ちょっと記念」です。先生、同窓生、学生さん

の投稿もあり、講演記録三つもあって盛り沢山、編集校正は何時

もの事ですが大童。でも、少し嬉しい忙しさ。 

「私の学生時代」「社会に出て」「今・・を考える」等皆さんの

声をお寄せ下さい。互いに励まし合う事が大事な時代ではと思い

ます。是非、あなたの力を。(M) 

8月20日森芳弘先生が急逝されました。同22日安曇野市

の三郷法祥苑にてしめやかに葬儀が行われました.ご家族

と近しい者が静かにお見送りしました。 

沢山の方から急逝を悼む思い出が寄せられました。ここ

では横井先生から戴いたものを載せます。他の方の森先生

を偲ぶ追悼文は化学学士会のＨＰに掲載される予定です。

菅家延征(文理学部自然学科地学17回1969年卒)におかれ

ましては、かねてより病気療養中でしたが、残念なことに

去る7月21日お亡くなりになりました。 


