
 
 
 

 

総会開催のお知らせ 

同窓会員の皆さん、お元気でお過ごしの事と存じます。信州大学理学部同窓会は下記の様に総会を開催し、

合わせて懇親会を計画しました。この間の活動の報告、並びに今後の活動について、ご議論いただきよりよい

同窓会活動を進めたいと考えます。また、旧交を暖める機会となればと思います。 

なお、当日は理学部就職委員会主催の行事、大学祭（銀嶺祭）も行われます。各科の催しも計画されていま

す。日程表等をごらん下さい。 

記 
総 会 １１月２日(土) １４時～１５時 
懇親会 １１月２日(土) １７時半～１９時半 
会 場 いずれも理学部Ｃ棟２階大会議室   
議 題 １）事業報告 ２）校友会設立についての報告 ３）名簿の管理について 
    ４）会計報告 ５）事業計画 ６）予算案について ７)役員改選について 
 

準備の都合もありますので、同封のはがきにて出欠のご連絡を戴ければ幸いです。お忙しい中とは存じます

が、多くの方のご参加をお待ちしています。懇親会の会費として1,000円申し受けます。（学生・院生は無料） 

 
 
11月２日（土）開催：卒業生と理学部を語ろう～就活編 キャリアデザインを考える～と 

卒業生就職先パンフレット類の展示 

 
信州大学理学部では、就職委員会が中心となり「就活・キャリアデザイン」をテーマとした懇談会と展示会

を計画しております。卒業生の皆さんがどのようなに活躍なさってみえるかなどは学生は興味のあることで、

その気持ちに応えたいと思っています。将来のことを考える一助となればと考えております。ご協力いただけ

れば幸いです。 

  

 
11月２日（土）理学部同窓会総会と学部が実施するイベントのスケジュール 

 

 

イベント名 
理学部同窓会総会 

懇親会 
各学科同窓会 理学部イベント 第 48 回銀嶺祭

CONNECT 
場所 C棟2階大会議室 講義棟3階等 講義棟3階 

10：00 

｜ 

12：00 
休憩室として 

ご利用できます 
 

 

卒業生 
企業情報 

展示コーナー 
 
 

西門入口等で 
パンフレットを

配布しています。

 
 
 

是非ご散策 
ください 

13：00 

｜ 

14：00 

各学科総会等 
＊詳細は会報ｐ20 
をご覧ください 受付（会場前） 

14：00 

｜ 

15：00 

理学部 

同窓会総会 
  

15：30 

｜ 

17：30 
懇親会準備 

各学科総会等 
＊詳細は会報ｐ20 
をご覧ください 

卒業生と理学部を

語ろう～就活編

17：30 

～  
19：30 

懇親会（C棟2階 大会議室） 

信州大学理学部同窓会報 会報２２号別冊 ２０１３年９月３０日 



同窓会 
 
 
 
 

理学部の学生諸君に 

            宮地 良彦（物理学科） 

 

昭和二十年八月 

 昭和20年8月中旬、夏休み返上で授業を続けていた

京大物理教室に一枚の掲示が出た。「授業は当分中

止する。学生はあらゆる手段を講じて郷里に帰省せ

よ」。この言葉に従って帰省した私は、父母が疎開

していた静岡県鷲津町（現湖西市）で8月15日の昭和

天皇の放送を聞いた。 

聞き取りにくい独特の抑揚を持った天皇の声をた

どりながら、私はようやく戦争に負けたことを理解

した。そして不思議なことに一番気になったのは、

これからの生活のことよりも、大学で勉強を続けら

れだろうかということだった。 

大学からは何の連絡もないまま、混乱する鉄道を

乗り継いで８月下旬京都へ来てみると、教室の掲示

は元のまま。こんな時でも研究室に来ておられた教

室主任の湯川秀樹先生の「自分の判断で行動しなさ

い」というお言葉に覚悟を決めて、そのまま下宿に

腰を据えるこことにした。ドイツは東西に分割され

た。  

日本も関ヶ原を境に分割占領されるかもしれない。

こんな噂が飛び交う中、久しぶりに煌々と灯した電

燈の下で読み始めた物理の本は新鮮だった。 

マッカーサーが厚木へ降り立ち、京都へも占領軍が

現れて、10月に入ると大学の授業は再開されたが、

町には何事も起こらない。そんな中で、物理の本を

読めるのもこれでお終いかと思いながら、この勉強

を続けたいという気持ちがこの時ほど強かったこと

はなかった。当時の張りつめた心のたかまりは今で

も私の記憶に残っている。 

 

上記の一文は、今年8月15日の松本タウン情報誌に

小生が寄稿した文章をそのまま再載したものである。

あの時物理教室に出された一枚の掲示は、原爆投下

後いち早く広島に入った京大原子核研究室の調査の

結果、次の目標が京都ではないかと危惧した大学当

局の緊急措置だったことはほぼ間違いはない。こう

いった切迫した状況は知らされていないため、交通

事情の悪い当時のことだから郷里の遠いこともあっ

てそのまま京都に残った学生も多かったことだろう。

私は掲示の言葉に従って帰省したのは上記の通りだ

が、それにしても敗戦という国の行方さえ見失われ

ていた混乱のなかで、帰還兵や被災者でごった返す

列車を乗り継いで逆に京都に出てゆくことにした私

の行動は、今考えてみると無知とも無謀とも何とも

言いようがない。 

東大や名大と違って研究室が疎開しなかった京大

では、授業は比較的早く再開された。戦災に逢わな 

 

 

 

 

 

 

 

 

かった京都では、占領軍による物資の放出もあって、

不思議なほど平穏な時間が流れた。20年近くの間続

いていた戦争という抑圧から解き放され、その後ま

もなくすさまじいインフレと食糧難など幾多の戦後

の混乱が襲ってくるまでの束の間のこの平和な時間

のなかで、満20歳になったばかりの私の生活を動か

していたのは、物理という学問への限りない愛着で

あった。明日という夜明けは来ないかもしれない。  

たまにはこんなことも考えてみませんか。 

2013年8月26日（月） 

 

 

皆さまのご健康を祈る 

        黒田 吉益（地質学科） 

 

定年でやめて 21・5 年になります。その聞に、い

ろいろのことが変わりました。それは大学が変わっ

たことだけではなく、日本の、世界の社会状態も変

わってきたし、私自身も変わってきたということで

す。私の変化は取り残されていくという状態だと思っ

ています。私の身のうえに起こった没落のことを述

べてご勘弁頂きたいと思います。 

1988年2月、理学部長の3期目の終わりに近い頃、

自転車で通勤中、曙橋のたもとで自動車事故(骨盤複

雑骨折)にあい、その数カ月あとで脳出血になり、定

年を 4 年ほど残して情けないことになりました。最

初の頃の大変なリハビリの結果、1年ほどで動き、しゃ

べることが半人前に出来るようになって、それこそ

半分の仕事をしながら定年まで勤めたのでした。 

1973 年に地質学科にできた地球化学の学科目(講

座)の最初の教授として、鉱物中の重水素の挙動を中

心に研究しようとしていました。多くの機械、器具

を買って頂き、学生、院生の諸君にも手伝ってもら

いながら研究を進めていましたが、残念なことでし

た。 

このような状態では定年後大学に出入りして研究

を続けることは難しいことになります。大学として

も快く思われないことでしょう。そこで、中国の科

学院に友達がいたこと、JICA にも知人がいたことを

思い出し、中国科学院に“鉱物探査研究センター"を

つくり、そこで重水素を中心に研究ができるかもし

れないという、とんでもない考えにとりつかれまし

た。そういう方向で文部省、外務省、JICA へ働きか

けていきました。そういうときは、やはり信州大学

の援助をいただくことが基礎になっており、庶務課

長さんが窓口になって下さいました。 

センターが作られていくなかで、中国の科学は非

常に進んでいる部門と、遅れているところがあるこ

とに気がつきました。私の地質学関係でもずれてい

同窓会総会を前にして、退職された先生方に、「今、大学に思う事」「同窓会に期待するもの」「今、学んでいる事」 

「私の教え子の思い出と理学部時代」「経験から伝えておきたい事」「若い人たちへの願いと想い(メッセージ)」等、思い

をお書きいただくようお願いしました。いずれも,お人柄のにじむ、貴重な言葉で同窓生への送りものです。 

今後も先生方からの「同窓生へのメッセージ」が続けられればと思います。先生方のご寄稿をお待ちしています。 



 

るところも多く、いっしょに研究するには一寸考え

込むような感じで、JICA に買って頂いた機械、器具

を十分に使いこなす状態とは言えないと思いました。

中国の経済の程度も今とはまったく違っていて、学

者よりタクシーの運転手の方が収入が多く、日本に

留学して医者になった人が帰国してタクシーの運転

手になったという話を聞きました。大学の助教授が

800 元で、タクシーの運転手が 3000 元ということも

聞きました。1993～5 年ころのことです。当時は何と

なく日本人は金持ちという気分でした。 

この後でしょうか、国立大学は法人となって理事、

副学長、副学部長、準教授、助教などの職制ができ、

私などにはどうなっているのか、よくわからない状

態になってきました。一方、中国も 2000 年代に入る

頃からか、日本と同じように金持ちと貧乏人の差が

はっきりしてくるとともに、自動車が多くなり、ス

モッグもひどくなり、ついに GDP が日本を抜くよう

になりました。こうなってくると私などは世の中に

遅れてしまいます。その頃から家内がパーキンソン

病となりましたが、それは徐々に進行していきます

ので、家事も私がやらなければならないことが多く

なり、失敗も増えることになります。一方で年はと

るので、まとまったことは何も出来なく、勿論学の

つく仕事はできなくなりました。丁度世の中の変化

に取り残される気持ちです。脳出血の予後は良くな

らない、家内のパーキンソン病も進行するので、仕

方がない、世の中の変化は良いことばかりではない、

と啖呵を切って生きています。 

2013，8 

 

 

理学部数学教室が創出された頃の話 

横田 一郎（数学科） 
 
 私が大阪から松本へ来たのは、昭和 41 年で、信州

大学文理学部が理学部と人文学部に改組されたとき

です。当時は名古屋と松本間は電化されておらず、

煙を吐く汽車に乗るしかなくて、松本は遠いところ

にあるような気がしました。その遠い所の松本の第

一印象は空気がおいしいということでした。大阪の

湿気の多い蒸し暑いところから来ると、松本はすば

らしい自然に恵まれたところであると思いました。

しかし、良いことばかりではありませんでした。日

用品や食料品は個人が営業している店で求めるので

すが、松本の商人は変に気位が高くて、売ってやる

という風でした。一旦値段をつけると古くなっても

値下げせずに何時までもそのままで売っている風で

した。私の給料も大阪の 7 万円から 5 万円に減って

しまい、これは大変なところへ来てしまったと引き

締めました。 

 さて、大学の授業ですが、私は文理学部の数学と

物理の学生に群の話をしました。群をどの程度まで

講義したか記憶がないのですが、物理のある学生が

群はおもしろいといってくれました。教室は旧松高

の木造の結構大きい部屋でした。やがて冬になり、

ダルマ薪ストーブに火がはいりました。薪ストーブ

のある授業はなかなかよいものです。休みの時間に

なると皆ストーブの所に集まってきます。ある時、

私は群Ｇその部分群Ｈで割る等質空間Ｇ／Ｈを理解

するのに苦労したことを話すと、先生もそういうこ

とあったのですかと不思議そうにいったことがあり

ました。きっとその学生は、先生も自分と同じ仲間

であるとかえって親しみを感じてくれたのではない

かと思いました。薪ストーブの火は体を温めるだけ

でなく、人の心まで暖める不思議な力を持っていま

す。やがて鉄筋コンクリートの新校舎が完成し、薪

ストーブの授業はなくなってしまいました。 

 理学部の学生には、私はリー環の話をしました。

リー群の話がなくて、いきなりリー環の話はなんだ

か変ですが、提出されたレポートを見るとしっかり

書かれており、これでよかったのかもと安心し、う

れしかったのを覚えています。 

幾何概論と幾何学特論は齊藤先生が担当しました。

齊藤先生の授業は内容が豊富で、特論ではホモロジー

論は勿論のこと、Whitney 類の特性類の話をされまし

た。学生は、幾何学は難しいが興味深いと思ったか、

またとてもついて行けないと思ったか、どちらかに

二分されたと思われます。幾何学の講義は素人には

任せられないということでしょうか、齊藤先生が受

け持つことになってしまいました。内山先生は解析

学特論と称して素数の話をされました。私は学生に

まじって１年間講義を聴いたのですが、解析的整数

論は幾何や代数と違った異様な難しさを持つ分野で

あると思いました。私は数学概論と称して線形代数

の講義をしました。数学と物理の学生が受講するの

で大勢となるので、１番教室の大部屋を使う羽目に

なりました。部屋の大きさの割に黒板が小さく、学

生にいろんな意味で迷惑をかけたのではないかと思っ

ていました。解析系の講義は浅田先生、小柴先生が、

さらに鹿野先生が担当していました。やがて、代数

の岸本先生、本瀬先生、大堀先生が着任され、さら

に解析の井上先生、眞次先生が、さらに、幾何系で

可知先生、松田先生、神谷先生が着任され、小さい

ながらも数学教室の形態が出来上って行いきました。

以後人事面で若干の移動がありましたが、詳しいこ

とは私には分かりません。こうしてこの文を書いて

いると、感慨深いものがあります。そして数学教室

の発展を祈らずにはいられません。 

平成 25 年 8 月 30 日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

温故知新 四・五十年も前の事 

  －信州大学と松本キャンパス－ 

             岸本 量夫（数学科） 
 
信州大学の文理学部が理学部と人文学部に改組さ

れ「数学教室」（形式的には「数学科」であろうが、

私には「数学教室」の方がなじみやすい）が創設さ

れた翌年の？1967年に代数学講座の担当者として松

本市に向かった。当時 34 才、二人の男の子の父親で

あった。高校時代までは岡山で過ごし、大学・大学

院と札幌で過ごしただけで、信州・松本についての

予備知識は無く、下見に松本市を訪れた折、すでに

赴任されていた小柴・斉藤両先生（共に故人）他の

先生方の案内で「四柱神社」の近く、市内を流れる

女鳥羽川沿いに露店の並ぶ路であった、それを上流

に向かってすぐの街角の蕎麦屋＜弁天という店だっ

たろうか＞でおいしい「信州蕎麦」をご馳走になり、

すぐ側の石橋を渡り民芸風の机・椅子の置かれた喫

茶店「丸茂」－この店は松本時代、度々利用したこ

ともあって名前だけは、はっきり覚えている－でコー

ヒーを飲んだ（松本が松本民芸と呼ばれる見事な木

造民芸家具の製造の中心地の一つである事を知った

のはずっと後の事である）。 
松本市の印象は、札幌に比べれば中小地方都市で

あるが、四方を堀に囲まれた「松本城」が私の過ご

した高校のすぐ隣に「烏城」と呼ばれた「岡山城」

があった故か、懐かしく、それに白壁の土蔵の並ぶ

通りなど、札幌にはあり得ない街並み・風景が印象

として残った。 
赴任当初は信州大学の前身、旧制松本高校（以後

旧松高と略称）の「県キャンパス」を広く仕切った

敷地内に建つ二階建て洋館で旧松高のドイツ語外人

講師の宿舎を提供された（すでに空き家であった）。

玄関の前には（すでに壊されていたが）小さなプー

ル跡もあった。そこからすぐ近くの木造モルタル平

屋造りの数学教室に通った。この宿舎は一階の台所

（今はキッチンというのだろうか？キッチンより台

所の方が私にはピッタリくる）の他居間・座敷など

の三間・二階は和風としては規格外の広さの洋間三

部屋の大邸宅であった。この宿舎の敷地内は樹々が

多くブドウの樹もあった。一階廊下奥にあった風呂

の窓を開けると、「ブドウ」を湯船に浸かりながら手

にすることができる、夢のような住宅であり講義の

終わった数学科学生も、よく訪ねてくれて、庭に設

置した家庭用の小さなブランコで時を過ごしたり「麻

雀」などを楽しんだりしたものだった。この家屋は

何平方メートルの建坪であったのかも知らぬまま「県

の森公園」として、一帯が整備される過程で取り壊

され跡形も無い。 
数学教室も年次計画に従って整備され、代数学の

分野も、名工大から大堀正幸氏、北大院生の本瀬香

氏、幾何学（代数的位相学）の分野でも、可知偉行

氏（彼は、信大時代、わたしの常によき友人であっ

た）を名大から、大阪市大から松田智充氏（故人）

の新進気鋭を迎え教育・研究体制が整備され、学生

への講義・セミナーの他、「談話会」と名付けられた

教養部所属の数学研究者（数学教室所属の研究スタッ

フ数は１２名）も含めて専門分野の紹介・それぞれ

の研究成果の発表が週一度、定期的に持たれていた

（理学部創設、どのような学科を創設するか、学部

共通講座とするかの激烈の議論があったとのことを

耳にした。理学部創設秘話として、確かに「面白い」

話であったが、所詮それらは「裏話」「噂話」のレベ

ルのものでしか無く、表に出すべきものでも無いだ

ろう、私が墓まで持っていくことにしよう。） 
ただ理学部同窓生の皆さんは文理改組・理学部創

設は、時の文部科学行政の流れに乗ったものであっ

たにしても「どのような学科を如何に」の議論につ

いては、新しい自然科学・学問の各分野を発展・深

化させようとした意欲に燃えた、先達の深い・激烈

な議論を通じて創造・形成されたものであろう事に

想いを馳せて（例え、それが数・物・化・生・地の

ステレオタイプであるにせよ）欲しいと願う。 
理学部「数学教室」の松本旭キャンパスの新築校

舎への移転は理学部の初期の成熟期であったが、い

わゆる「大学紛争」に伴う教養部・大学事務局の封

鎖（その指導者のひとりは人文学部から分離独立し

た経済学部学生の猪瀬直樹氏（現東京都知事―石原

慎太郎氏の継承者と評される－）である、その当時

彼等がよく口にした「総括」に従って総括すれば、

どうなるのであろうか？一人間の必然・変転の一例

としたい。（数学ではその理論を反映する「例

(example)」「反例(counter－example)」の存在が理

論の正否に大きな役割を占める、 example か 

counter－example かは理学部同窓会の皆さんに

よって評価されるであろう） 
理学部封鎖阻止のための学部での泊り込み、教養

部などの封鎖解除の時期・歴史については、また、

稿を改める事にしよう。 
旭キャンパス時代に「数学科新聞」と称する、ゲ

ラ刷りの学科紹介と数学科内試験の過去問の紹介と

正解？を記事とした「カワラ版的」新聞が配られ、

数学科学生に愛読？され、学生の結集に一定の役割

を果たしていた（その取材記者・発行人・編集者の

三者は一体で、当時数学科学生であった、現理学部

同窓会会長「森淳」氏であったと思う。）アメリカの

ヴェトナム侵略を告発する「ヴェトナム法廷」の開

催運動が全国的に広まり、当時、小柴先生の発想・

発案で「四柱神社、神道会館」を会場とした「松本・

ヴェトナム法廷」開催のお手伝いも松本での一つの

想い出である。 
信州大学「数学教室」と共に数学を志す者として

成長し、定年退職まで 30 数年間、それなりに一科学

者として己を磨き理学部の発展に尽くしたであろう

事に想いを込めて、理学部の更なる発展・飛躍を願っ

て理学部「県キャンパス」の私情描写を中心にした

稿で閉じさせていただきたい。 
 



信州大学での 10 年                       秋山雅彦（地質科学科） 
 
 私が信州大学を定年退職し

たのは1999年3月ですので、

すでに 14 年以上が経過して

いることになります。そのた

め、当時の書類は処分し記憶

も薄れてしまっていますが、

書棚に残っていた一つのファ

イルをもとに前世紀（？）の

出来事を紹介したいと思いま

す。それは『「物質循環」放

談会へのお誘い」』という右

の文書です。 

 当時は「自然情報」と「物

質循環」が理学部の概算要求

として文部省へ提出されてい

ました。しかし、「物質循環」

については理学部教授会では

十分な議論が行われてきませ

んでした。この講座は共通講

座としての理念に基づいてい

るので、学部構成員として十

分な議論が必要と考えて、自

由に議論できるインフォーマ

ルな放談会を 4人の世話人が

中心になって企画しました。

この放談会は「物質循環学科」

新設に向けての出発点と位置

づけられるものの、理学部内

での正式な記録には残されて

いないと思われます。 

  

 

この時期は、私が地質学科（現在は地質科学科）に

着任した翌年に当ります。その後の議論と多くの努

力の積み重ねを経て、化学・地質学・生物学・臨湖

実験所のスタッフに数人の新任教員を含めて、現在

の物質循環学科が新設され、理学部は現在の 6 学科

構成となりました。 

 

 理学部発展へのもう一つは、博士課程の設置とい

う困難な課題でした。概算要求の 3 専攻の一つに地

球環境システム科学という専攻が加わっていたこと

からすると、物質循環学科の設置と関連させて企画

されていたことがうかがわれます。信州大学では1991

年に工学部と繊維学部による工学系大学院が発足し、

農学部は岐阜大学の連合大学院に組み込まれ、とも

に博士課程の設置が可能になりました。また、医学

部にはすでに博士課程が設置されていましたので、

自然科学系では理学部だけが置き去りにされた状況

になってしまいました。そこで、既設の大学院修士

課程から 3 専攻からなる理学研究科博士課程への改

組計画が作られましたが、評議会の了承を得ること

ができない状態でした。その後、1996 年になって工

学系研究科に組み込む形で概算要求の提出が承認さ

れ、理学系の博士課程が設置されることになりまし

た。山田哲雄学部長の時期に開始されたこの構想は、

当時の永井寛之学部長の下で実現の運びとなりまし

た。この間、学部長を先頭に何回も書類を持って文

部省に足を運び、設置することの意義を説明したも

のでした。文部省の担当者（課長補佐）との交渉過

程で、「教員組織の審査にあたってはマル合（審査合

格）教授はその専攻での専門性に合致することが必

要で、たとえノーベル賞受賞者であったとしても、

その専門性からマル合にはなり得ないこともある」

と強調されたことが強く印象に残っています。こう

して理学系博士課程の専攻が加わったものの、理工

学研究科とはならずに工学系研究科という名称に落

ち着いてしまったことに不満は残りました。現在で

は農学系が加わり自然科学系が総合されて、総合工

学系研究科となっています。 

 理学部同窓会からの原稿依頼を受けて、久しぶり

に信州大学関連のホームページを開いて、過去を振

り返りながら理学部の充実した現状を知り嬉しく感

じている次第です。今後の益々の発展を願っていま

す。 

 



 

学んでいること：分数冪微積と Odake algebra 

浅田 明（数理・自然情報学科） 
 
 2000 年 3 月に退職したが、その直前に行ったイン

ドでの研究会で、インドの研究者が「分数冪微積は

次の 1000 年紀の数学だ」と話すのを聞いた。日本人

だとせいぜい大きな話をしても「21 世紀の数学は」

というくらいなので、流石インド人と思ったが、そ

れより数学者の間でもほとんど知られていないマイ

ナーな分数冪微積をそこまで評価できるのかと呆れ

たというのが本当の所だった。ただ当時やっていた

regularized calculus;無限次元でのそのままでは意

味が付かない積分などに意味をつけて有限の値を取

り出す手法；では分数冪微積を利用していたので全

く無関心と言う事ではなかった。 

 ところが今世紀になってから工学や数理ファイナ

ンスなどで分数冪微積が使われだし 2 年毎の大きな

国際会議も開かれるようになった。そこからの勧誘

や先に書いたような事情もあってここ数年は分数冪

微積の研究をするようになってしまった。初めは微

分の対数を導入してその指数関数として分数冪微分

を扱うなどしていたがその内に分数冪微分を変数の

平行移動に移す変換Ｒを見つけた。それからはすっ

かり興味が分数冪微積になっている（Ｒについては

「関数を 1/2 回微分する」数理の玉手箱、藤井一幸

編 遊星社 2010 に書いてあります）。 

 微分可能関数でも分数冪微分すると特異点が現れ

るーグラフに尖った所が現れるーので破壊現象など

の解析に使えると言うのが工学での関心の一つの理

由だが数理ファイナンスでは分数冪微分が普通の微

分と違って局所的でないのが関心を持たれた理由で

ある。株価変動がブラウン運動的だと言うのは 20 世

紀初頭にフランスのバシェリエが指摘した。この観

察を出発点にし伊藤積分を用いて先物取引の価格付

けを与えるブラックーショールス方程式が導かれた

が証券の将来の価格が現在の価格だけで決まるとい

うのは粗すぎて過去の価格変動の記憶が影響すると

考えるのは自然である。そこでブラックーショール

ス方程式の時間に関する微分の所を分数冪微分に置

き換えれば記憶の影響を取り込めるだろうという目

論見である。もっともこういう方面は全く知らない

のでこれがどの程度有効なのかは知りません。 

 伊藤積分が現在の数理ファイナンスの基礎になる

と言うのは伊藤氏は全く与り知らぬことだが数学の

応用面で大きな貢献をした人に贈られるガウス賞の

第 1 回受賞者には伊藤氏が選ばれ、これで賞の権威

が出来たと言われた。この授賞式のあった 2006 年 

のマドリッドでの国際数学者会議に出席したのも一

つの思い出になっている。しかし数理ファイナンス

自体はデリバティブに使われるなどしてリーマン

ショック以後の世界経済の混乱やギリシアやスペイ

ンなどで見られたように市場が民主的に選ばれた政 

権よりも強いと言う現在の政治状況を生み出したと

言うのも見逃せない。こういう事態に対処するため

にもトービン税などの証券取引税を国際的に導入せ

よという意見を今の janjanblog の前身であるイン

ターネット新聞JANJANに何度か投稿したがほとんど

反響はなかった。 

話が少し横道にそれたが、このような応用だけで

なく純粋数学の立場から見ても、解析の秘められた

階層性がＲを使えば分数冪微積を通じて見えてくる

ので、分数冪微積は興味がある研究対象だと信じて

いる。出来れば能力が許す限りこの方面とその結果

を regularized calculus に利用する研究を続けたい

と思っている。 

 こうして退職してからも研究を続けられるのはネッ

ト時代のおかげで、それ以前ならこうはいかなかっ

たと思っている。その点では幸運だが在職していた

ときからの Math.Review や Zentrablatt MATH の仕

事は退職してからもやってきて毎月２・３編は新し

い論文を読まなければいけない。もう辞めたいとい

う気もするが、そのお蔭で何とか数学の進歩につて

いっているので仕事をよこして貰えるのには感謝し

なければならない。最近も物理の小竹氏の仕事を高

く評価し小竹氏の発見した頂点代数をOdake algebra 

と名付けている論文の Review をした。こういう形で

信大の人の活躍を知るのも嬉しい事である。 

 なお数理ファイナンスに触れて書いたように時々

雑文などを書いています。今年も janjanblog に石田

一志氏の「シェーンベルクの旅路」の書評；「荒野の

思想：「シェーンベルクの旅路」の芸術選奨受賞に寄

せて」やアメリカのサンダース上院議員から送られ

てきた論説「What can we learn from Denmark?」の

訳：「アメリカの貧困対策はデンマークに学べ：サン

ダース上院議員の論説」などを載せたので興味のあ

る人は読んでみて下さい。 

 

 
信州に移り住んで 40 年、 

信州大学を退職後の暮らし 

     沖野外輝夫（物質循環学科） 
 
 信州大学理学部から1973年 1月 1日付の辞令を受

け取って今年で 40 年、そして退職辞令を受け取って

から早くも 10 年が経ちました。生まれが東京都文京

区の私にとっては縁もゆかりも少ない信州の地に居

を移しての信州大学への赴任でしたが、最初から家

族揃っての移住でしたので、家事に疎い私でも信州

の生活を大過なく過ごすことができたのでしょう。

おまけに、信州大学退職後も上諏訪の地に住み続け、

諏訪神社の小宮の一つで、由緒ある八剱神社の氏子

総代まで務めました。故郷、東京には沖野家の墓が

あるのみ、今では、土地の人も私を諏訪で生まれた

人として視ているようです。 

 この八剱神社は諏訪湖の御神渡り（おみわたり）

神事を司る役割を担う神社で、毎年の御神渡りの出

現日時、氷の割れ目の方向、氷の厚さ、そして、そ

の年の気象状況などを記した「神渡り帳」が保存さ

れていて、過去の気象状況を知る手がかりとなって

います。私の専門である陸水学の日本での創始者、



 

田中阿歌麿博士によりまとめられた「諏訪湖の研究」

にもこの記録は科学的に整理、紹介されていて、気

象学の矢澤大二先生（元東京都立大学教授）、自然地

理学の新井 正先生（元立正大学教授）はこの記録

を使って日本の過去数百年に亘る気象変動を解析し、

科学論文として発表、世界的にも知られています。

私も氏子総代を務めた 2 年間、夏期の虫干し行事の

際に「神渡り帳」の中身を拝見しました。 

2013 年 2 月 15 日の御神渡り 

 2002 年 3 月に信州大学を退職後、1 年間は休み、

縁があって早稲田大学人間科学部人間環境学科に籍

を置くことになりました。人間科学部は最近は多く

の大学でも開設されていますが、早稲田大学の人間

科学部は早稲田大学開学百周年事業の一つとして

1987 年 4 月に開設された学部です。場所は、賑やか

な高田馬場の本校から離れた閑静な所沢市の一画、

村山貯水池の北側に隣接する広大な土地に建てられ

ています。開設 15 年ほどを経過した構内は樹木が生

い茂り、私の研究室のベランダには萩やススキが茂

るポケット・ガーデンがあるなど、自然科学を専攻

してきた私にとっては環境に恵まれた場所でした。

ただし、高校を卒業し、東京の大学に進学したと思っ

て上京した早稲田の学生さん達にとっては少々当て

外れの環境でもあります。何しろ西部鉄道の小手指

駅から専用バスで 15 分、校門から出ても近所にはコ

ンビニも無いという閑静な場所です。食事を含めて、

買い物は一切合切大学生協で済ませなくてはなりま

せん。それでも私にとっては大学卒業後 4 度目の就

職先でしたが、全ての点でもっとも環境に恵まれた

場所でした。 

私が早稲田大学人間科学部に籍を置くことになっ

たきっかけは、私の東京都立大学時代の恩師の一人、

故大島康行早稲田大学名誉教授からのある研究会で

の一言でした。「君は信州大学も終わって暇になった

ようだから、早稲田大学人間科学部の手伝いをして

はどうかね」という思いもかけない誘いでした。早

速家内とも相談し、所沢のキャンパスに森川 靖教

授（森林生態学）をお訪ねしました。驚いたことに

先方はすでに決定済みのような感じで応対してくだ

さり、自宅（諏訪市）からの通勤でと言う私のずう

ずうしい申し出も了承されました。早稲田大学人間

科学部での担当科目は「水環境保全学」と「物質循

環論」、それに、大学院修士課程と博士課程のゼミな

ど、信州大学時代に比べるとずいぶんと楽な内容で

した。もちろん学生数は国立大学とは雲泥の差です

ので、4年間でもっとも多い受講生数は 400 人を越え

ることもありました。これではまともな講義はでき

ないとは思いましたが、パワーポイントとプリント

を使って、何とか凌ぐことができたと思っています。

受講した学生さん達も苦労したことでしょうが、幸

いに苦情はありませんでした。 

早稲田大学では私の赴任と同時に入学した学生だ

けが 4 年目に私のゼミ生となり、私が卒業研究を受

け持ちました。在籍 4年間で 12 名の学部学生と 1人

（修士課程）の外国人（韓国）院生を担当し、2人の

方の学位（博士）審査を受け持ちました。2007 年 3

月、70 歳で二度目の定年となり、大隈講堂で学生と

一緒に正装で卒業式に参列しました。僅か 4 年間の

在職でしたが、早稲田大学から感謝状と記念品を授

与されたのには驚きと晴れがましさを感じたことで

した。2007 年 3 月、サクラが高田馬場の構内を彩る

頃のことです。私の退職後は愛媛大学理学部に居ら

れた井内美郎教授（地質学）が専任教授として着任、

現在も活躍されています。 

早稲田大学退職後は諏訪地域で地元の人たちと一

緒に地域の自立性を高めることを目的に活動してい

ます。その一つがエネルギーの地産地消を取り戻す

ための自然エネルギーの活用です。日本中どこの地

域にとっても深刻な課題ですが、あまり深刻になら

ず、いろいろな職種の人たちと一緒に、利害を超え

て情報を交換し、活動する場、自然エネルギー信州

ネット SUWA という任意団体を立ち上げました。お陰

で間もなく喜寿を迎える私も今のところ認知症にも

ならず、自分の生活習慣を変えることも無く、人間

生きている間は現役、と自由、気ままに、楽しく毎

日を元気に過ごしています。 

最後に、同窓生の皆様方のご健康とご活躍を諏訪

の地から願いながら近況報告の筆を置きます。 

 
 

雄性発生と絶滅危惧種-台湾マス-の保存 

小野里坦（生物科学科） 

 

卵の遺伝子のみで魚を作る 

30年前、北大水産学部に席を置いていた。当時、

卵の遺伝子だけで繁殖を繰り返すフナの雌性発生を

模倣する研究をサケ・マスで行っていた。子は全て

雌になる上、母親の遺伝的形質をそのまま次世代に

受け継がせることができるからだ。精子に10万レン

トゲンという高い放射線を当てることで、精子の染

色体は完全に破壊されるが、運動性は維持され受精

が可能である。精子の進入を受けた卵は発生を開始

するが、染色体は卵由来の1セットしか無いがために

半数体となり、異常な胚となってしまう。発生開始

時に600気圧という高い水圧を掛けて卵割をスキップ

させると、染色体セットが倍化し生存が可能となっ

た。それらは予想通り全て雌で、母親の遺伝子しか



 

持たなかった。 

精子からだって子供ができる 

さらに進めて、精子からも子供を作れる（雄性発

生）のではないかと考えた。卵に放射線を照射した

後、正常な精子を受精させ、水圧処理をしたところ、

実際、生存個体が得られた。精子にはXとY精子が存

在する。X精子が受精すれば通常の雌（XX）が、Y精

子が受精すればYY雄が生ずる筈である。この雄はY精

子しか作らないので、通常の雌（XX）と交配すると

子は全て雄（XY）になる筈である。実体顕微鏡下で

生殖腺を調べていくと、次々と雄が続き感動の余り

手が震えたのを覚えている。 

絶滅危惧種の保存にこの技術が使える 

精子は凍結保存が可能で、何十年でも保存できる。

自然破壊によって絶滅に貧している魚種も少なくな

い。それらの精子を凍結保存しておけば、たとえ絶

滅した後でも近縁種の卵を借りて保存精子からその

種を復活できるのではと考えた。母親の遺伝子は子

に関わらず、子は精子由来の遺伝子のみを持つから

である。サケの仲間、アマゴを絶滅危惧種になぞら

え、その精子を凍結保存し、それをサクラマスの卵

に受精させ、倍数化処理を施したところ、正しくア

マゴが得られた。 

絶滅危惧種、台湾マスの保存 

これを国際学会で報告したところ、私の退職の年

（2005年）に台湾政府から亜熱帯のサケ、台湾マス、

Oncorhynchus masou formosanusが絶滅寸前であるた

め、雄性発生によって絶滅後に復活させて欲しいと

の依頼を受けた。 

このサケは氷河期には台湾まで回遊していたが、

間氷期の到来により海に降りることができず、一生

を河川で過ごすようになった。水温の上昇にともな

い上流へ上流へと逃げ込んだ。九州より狭い台湾だ

が、さいわい3,000ｍを超す山が100座を超す山国だっ

たので退避場があった。現在では、標高2000ｍを超

す大甲渓の一支流、七湾渓の流程10km足らずのとこ

ろに僅か1000尾足らずが細々と生息する危機的状況

にある。 

台湾マスの復活事業 

生息域は雪山（3,886m）を望む風光明媚な雪覇（シェ

パ―）国家公園管理事務所の直ぐ前を流れる川であ

る。産卵期の11月に1ヶ月滞在して、精子の凍結保存

に加え、自分にとってはお手の物の人工増殖も試み

た。種苗生産は思いの外順調に進み、翌春それらを

生息の記録のある川への放流を試みた。 

国家事業のため、国家公園の職員をはじめ、政府

関係者、警察の関係者、報道機関、大学の研究者等

50人を超える大部隊となった。酸素とともに袋詰に

し、運搬は山岳原住民を雇った。車の隊列の前後を

パトカーが挟み物々しいものであった。道がなくな

ると徒歩で川を遡った。現場へ着くと原住民の首長

がうやうやしく歌いながら祈りを捧げた。なんとそ

の歌は日本語であった。 

通訳を通して交渉する原住民と政府関係者 

管理事務所へ戻りご苦労さん会が持たれた。原住

民の方々は、「密漁ですぐ獲り尽くされてしまう。

我々を監視人として雇うべきだ。」と主張している。

彼らの言葉は政府関係者には全く理解できない。逐

一通訳を挟んでやり取りを行っている。ところが、

彼らは日本語を話せ、外国人の私とは会話ができる

という珍風景が生じた。 

思うように行かなかった放流事業 

2007年も別の2つの支流に放流を行い同行した。残

念ながら移植は成功せず3つの河川とも放流魚は姿を

消してしまった。ところが2008年に放流した別の河

川で居付いているとの報告を2009年に受けた。2010

年に台湾で開かれた研究会に出席した折、現地を案

内された。森林に囲まれ見るからに生息に適した環

境であった。丁度、産卵期に当たり、産卵行動をとっ

ているペアを幾つか見かけた。再生産を確信して帰っ

てきた。20011年観光を兼ねて再び現地を訪れた際は、

放流魚に加え2010年生まれの1歳魚、2011年生まれの

0歳魚を目視できた。 

雄性発生用に精子は既に保存されているが、人工

増殖、移植が順調に進んでいるので当分は絶滅の心

配がなくなった。これまでかれこれ 10 回ほど台湾を

訪れているが、何時も台湾の方々の温かい心に触れ

感謝している。 

 

 

英国放射線紀行 

 寺尾 洌（物理科学科） 
 
猛暑を避けて８月６～１３日、英国を観光旅行し

ました。最高気温は２０℃前後で好天に恵まれまし

た。セラフィールドの原子炉火災 1957 のその後への

関心もあり安価な簡易線量計を携行しました。空中

γ線量率の十分毎の平均値を記録する筈です。自宅、

桑名市の線量率は 0.07μSv/h 程度です。 

 日常生活についての放射線防護の基準値を国際

委員会は年間 1mSv 以下とし、日本もこれを採用して

います。これを 8760 時間で割ると 0.114μSv/h です

が福島原発事故の避難民が帰宅する線量率の基準は、

被曝時間から屋内に居る半日を除外して 0.23μSv/h

としています。 



 

 反核の日、八月六日

早朝に家を出て、途中

で猛烈な土砂降りに

出会い中部空港まで

一時間を要しました

が線量率の記録には

何の影響も残ってい

ません。 

 フランクフルト行き

ルフトハンザ機は定刻

十時に出発、上昇に伴

い機内の線量率も急

上昇し一時間半後に 1.0μSv/h を越え、定常飛行時

にも上昇し続け到着二時間前には1.7μSv/hに達し、

独時間１５時半に着陸しました。空港の線量率は通

常値で、乗継いだエジンバラ行きの機内では 1.3μ

Sv/h でした。少し低いのは高度の差によるのでしょ

う。 

エジンバラのホテルで翌朝、日の出を待って窓か

ら海を見ていたら戦闘機が二機低い位置から真っ直

ぐ私に向かって来たので肝を潰しましたが、轟音と

ともに頭上を無事に越えて行きました。エジンバラ

市街や植物園の線量率は通常値ですが、繁華街の両

端にあるエジンバラ城と宮殿では通常値の二倍 0.15

μSv/h 程度でした。チェルノブィリ事故の影響はど

うなんでしょうか。セラフィールドからの直線距離

は 172km で、福島事故の時放射能雲が福島市で向き

を変えて郡山市を通って関

東の山地まで流れた距離

に相当しています。 

 午後、湖水地方へ移動す

る途中、蘇蘭・英蘭境界に

ある結婚名所グレットナ・

グリーンに近づくと線量率

が増加し 0.4～0.5μSv/h

になりました。その日も結

婚式を挙げる人達が居て、

蘇蘭風袴を着けた少年達

がきびきびと働いておりま

した。低線量率でも若い人

達が被曝してよい訳が無い

と思いながら嬉しそうな人

達を眺めました。セラ

フィールドまで69kmです。 

この状態はウィンダミア

湖畔のホテルまで三時間ほ

ど続きました。通常値の十

倍程度、日本で自称専門家

の総理が在任中に示され

た防護基準値の二倍程度

ですが、当時の官房長官の

言明によれば当面は健康

被害はないのだから冷静に

行動を続けました。綺麗な

花が一杯咲いている美しいホテルで、部屋の窓から

眺めるウィンダミア湖は素

晴らしい美しさでした。部

屋の中の入ると線量率は

0.15～0.18μSv/h で日本

の基準値 0.23μSv/h より

は低くて我慢しなければな

らない値でしたが 0.114μ

Sv/h よりは高く年間 1mSv

の防護基準値を超えていま

す。翌朝は気持ちの良い朝

でした。放射線は色も臭い

も音もなく湖畔をゆったり

と散歩しました。セラフィールドからホテルまで36km

です。 

 湖畔伝いに少し北に行くとワーズワースの暮らし

たグラスミアです。住居が保存されていました。付

近の公園を歩いていると時々野兎、ペーターラビッ

トの仲間に出会いました。昔子供と読んだ絵本から

の印象より小振りでした。線量率は 0.4～08μSv/h

で基準値の二～四倍した。セラフィールドからの距

離は 31km です。生姜麺麭がこの地区の名物のようで

すが大丈夫なのでしょうか。兎や羊が草を食べ、そ

して、それらを人が食べて、そして、どうなるので

しょうか。 

 遊覧船でウィンダミア湖を南下しました。船上で

の線量率は 0.01μSv/h で平常値以下でした。湖畔の

放射線は地面等からのもので、湖水は汚染されてお

らず、湖水が湖底の放

射能を遮蔽しているの

だろうと考え一安心で

した。 

 ここに居住する人達

の健康管理はどのよう

な体制なのだろうか、

低線量率長時間被曝

の影響は解明されてい

るのだろうかなど複雑

な気分になりました。 

 この夜はチェスター

に泊まり、セラフィー

ルドから少し遠ざかっ

て線量率は 0.1μSv/h

まで下がりました。 

 翌九日、ブランド陶

磁器のウェジウッド工

場に入ると安定してい

た線量率が急に 0.4μ

Sv/h に跳ね上がり、工

場を出ると元に戻りま

した。原料の土や石に

由来しているのではな

いか、この工場は放射

線管理区域なのだろう

か、秘かに呟きました。

あとシェイクスピアの旧居へ向かうバスの中で短時



 

間高い線量率 1.0μSv/h のピークを記録しています

が場所が分かりません。その後は平常値のままで次

の宿泊地コッツウォルズ地方のチェルトナムまで南

下しました。 

 翌十日は快適な朝で朝食前に広い草地を散歩しま

した。線量計が 1.1μSv/h を示し驚きましたが歩く

内に平常値になるなど不可解でした。これは広い草

地や農地が隣接していて、高線量率はホテルの庭先

の低まったところにある水路付近であることが分か

りました。広い範囲の雨水が水路に集まり濃厚な汚

染になったようです。Google Earth 所載の 2007 年の

映像では水路沿いに樹木がありますが今は水路内の

灌木しかなく最近除染が行われたようです。セラ

フィールドからは 299 km、チェルノブイリの放射能

かも知れません。この局所的高線量率以外は倫敦迄

平常値でした。 

 倫敦に二泊して十二日朝ヒースローからフランク

フルトに飛ぶ十時前の便の機中の線量率は1.4μSv/h

でした。独時間午後二時過ぎ発の中空行きのＬＨ機

の機中の線量は離陸して一時間半後の 1.6μSv/h か

ら着陸二時間前の 2.0μSv/h まで増加しました。往

路に比べて 0.4μSv/h 程高いのは夜昼の時間帯に依

るのでしょうか。 

 セラフィールドの火災から５６年、チェルノブイ

リから３１年で、これらを参考に福島の数十年後を

想像すると惨めな情景ばかりが思い浮かび暗い閉塞

感に陥ってしまいます。 

 

 

数学資料室の古文書整理で思うこと 

        井上和行（数理・自然情報科学科） 

 

これは，平成23年12月発行の数学同窓会会報（第8

号）への寄稿文の続編です。前回は私が数学資料室

で古文書の整理保存を始めた経緯と，作業の進捗状

況を紹介しました。このたび理学部同窓会報から寄

稿の機会を頂いたので，大学での資料保存について

自分の体験を踏まえた思いを述べたいと思います。

情報が氾濫するこのご時世では，「不要となったモ

ノは処分すべし」という割り切った考え方が支配的

です。しかし，実際に古文書整理をやってみると「不

要」という価値判断はなかなか難しいものです。「不

要で詰まらないモノ」と判断されたモノが，後になっ

て価値のあるモノに転化することがあります。結論

を先に言うと，物置に放置されたモノたちも，整理

や保存の仕方次第で，利用価値のある資料に生まれ

変わるのではないか，ということです。 

 私は平成23年3月末に信州大学を定年退職しました

が，勤続40年ともなれば大量の書類が溜まるもので

す。特に，平成6年度から平成17年度までの12年間は，

信州大学の激動期でもあり際立っています。教員生

活の中でも大学運営に深く関わりをもった時期とし

て，いまも克明に記憶されます。平成7年度には教養

部解体に伴って理学部も改組され，数学・物理・化

学・地質・生物の5学科体制から，新設の物質循環学

科を加えた6学科体制に移行し，数学科も数理・自然

情報科学科に改組されました。平成10年度には，理

学部が参加する大学院博士課程の対応組織として，

工学部・繊維学部を基盤とする工学系研究科の中に

地球環境システム科学専攻が設置され，さらにその

直後からは総合工学系研究科設置（平成17年度）に

繋がる議論が始まっています。平成16年度には，共

通教育再建のための全学教育機構設置（平成18年度）

の準備作業が始まりました。 

この12年間を個人レベルで振り返ると，平成6年度

には教務委員として数理・自然情報科学科への移行

を前提とした数学科のカリキュラム改革に関わり，

平成10年度以降は連絡委員（現在の学科長）や理学

部評議員として学部運営や大学院博士課程の整備改

組の仕事に関わり，さらに平成15年6月からの2年間

は副学長として，国立大学法人化に対応する信州大

学の意思決定と大学運営の仕組み造り，また共通教

育実施組織再建の課題にも取り組みました。自分と

してはどれも未経験のことばかりです。新たな課題

に立ち向かった時は，理学部方式の「議論を尽くす

合意形成」の進め方を指針として，丁寧に対応して

きました。先輩教員から聞いた理学部発足当時の状

況をめぐる「言い伝え」や，大学や学部の将来像を

議論する「理学部放談会」で得た情報も大いに参考

になりました。この経験の自然な帰結として，古文

書は利用しやすい形で整理すれば，経験や情報が後

の世代にも引き継がれ，現実に直面する課題の解決

にもヒントを与えてくれるのではないか，という思



 

いに辿り着きます。 

信州大学の発足は昭和24年ですが，当時は文理学

部・教育学部・医学部・工学部・農学部・繊維学部

の6学部で構成されています。理学部は昭和41年の文

理学部改組によって人文学部および教養部とともに

発足します。このような歴史的経緯が，理学部の大

学院（修士課程）の名称問題にも色濃く影響してい

ます。理学研究科（修士課程，昭和51年設置）から

始まって，平成10年の工学系研究科（区分制博士課

程）への融合改組で「理学」の名称が一旦消滅した

後は，平成17年の工学系研究科（修士課程）への名

称変更を経て，ようやく平成24年に理工学研究科（修

士課程）への名称変更を実現しています。この名称

変更が理学部の15年に及ぶ悲願であったことは，平

成24年2月の理学部同窓会報（第19号）での武田三男

理学部長の挨拶文で書かれている通りです。同様の

ことは，教養部設置（昭和41年）から全学教育機構

の発足（平成18年）に到る，共通教育に対する各学

部の関わり方にも微妙に影響しています。どんな問

題も歴史的枠組みから逃れることは困難です。大学

の将来的な課題を論じるときも，歴史的経過を踏ま

えて論理を組み立てれば説得力があります。学部の

保有資料を系統的に整理保存すれば，その歴史・風

俗・文化を語り継ぐこともでき，構成員が認識を共

有できます。 

かつて数学資料室は，カビ臭くて厄介な遺物が積

まれた物置のような部屋でした。これらの遺物は，

教員が退職するときに未整理のまま置いていったも

のが殆どですが，整理して容易に閲覧できるように

することで生命が蘇りました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
整理をした古文書の一部、理学部開設の頃のものです。 

 

それまでに，信州大学学報，教授会記録，各種委

員会の会議記録，学科の拡充や大学院設置に関する

概算要求資料や討議資料，理学部で行われた各種イ

ベントの資料等々の整理を進めました。また，学生

自治会等が作成した大学祭や新入生歓迎パンフレッ

ト，学生による授業評価書，数学科サマーゼミのパ

ンフレット，卒業研究発表会のレジュメ集，理学部

発足当時の数学科の雑誌等々，も断片的に保有して

います。最近のものでは，数理科学プロジェクト（平

成18年度以降），理数学生応援プロジェクト（平成

21年度－平成24年度）の資料も整理されています。 

ボランティア活動として，気の向くままにコツコ

ツ作業しています。興味のある方は数学資料室をお

訪ね下さい。懐かしい古文書との再会があるかも知

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部周辺 会場等案内図   総会当日の来校の際にお役立てください 

大会議室 

総会・懇親会会場



理学部からのお知らせとお願いです。 

 

信州大学理学部では、就職委員会が中心となりイベントを計画しております。今回は、「就活・キャリアデザ

イン」をテーマとし、卒業して5～10年たった卒業生がどのような場所で活躍しているか知ってもらい、5～10

年後の自身をイメージしてもらうと考えております。パネラーに関しましては、各担当が人選・依頼を行って

いるところです。（イベント当日、学生の参加人数によっては会場でご覧いただくことができないこともあるかと思います。） 

皆様に一つご協力・お願いがございます。 

 理学部の在学生は、卒業生の皆さんがどのようなところで働いているか、どんな仕事をして活躍しているか

などを非常に知りたがっております。理学部卒業生のみなさんが、どのような企業でどんな仕事をして活躍し

ておみえか情報提供したいと考えており、下記のようなお願いをするものです。 

 

 

 
平成２５年９月２０日 

 

理学部卒業生の皆様 

理学部就職委員会委員長  

福島 和夫 

  

企業パンフレット等のご恵与について（依頼） 

 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より本学部の教育・研究活動に御理解・御協力いただき，厚く御礼申し

上げます。 

 

さて，現在理学部就職委員会では，学生からの強い要望により，卒業生がど

のような企業でどんな仕事をしているのかを情報収集し，学生向けに情報提供

したいと考えております。 

 

つきましては，卒業生の皆様に，ご自身の在籍している企業や職場のパンフ

レット及び名刺をご恵与いただければと存じます。 

送料をご負担いただくことになりますが，これから就職活動を始める学生に

お力添え願います。 

 

 何卒御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  
 

 

 

 

※学生が就職活動を本格的に始める前（10月末）までにご送付いただければ幸いです。 

 

【資料送付先】 
   〒380-8621 長野県松本市旭3-1-1 
   信州大学理学部学生支援グループ 就職担当 宛

TEL 0263-37-2458 


