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会  長  挨  拶                           森    淳 

 

同窓生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。 

「これまで経験したことのない」集中豪雨があちこち

で起きました。被害に会われて大変な思いをなさってい

る方が少なくありません。皆様の中にも被害に会われた

方が、お見えでないかと心配です。 

ボランティアに出ておられる方も、体調を崩さないよ

う、けがなどなさいませんように気をつけて下さい。 

昨年に続き、今年も「集中豪雨」「降雨量」などで「異

常気象」とのことです。日照時間が少ないことが、農作

物に影響があるのではと思ったりします。これも気にな

るところです。 

 

旧制松本高校同窓会の了解を頂き、戦中・戦後を「県

の森」で過ごされた方々の手記を、松高同窓会報・誌よ

り転載することにしました。しばらく続けていければと

考えています。 

旧制高校と新制大学とは、学校制度の切り替えで形の

上で断絶されていますが、大学は施設･設備･教職員など、

そのまま引き継ぎ、一年間は同じ校舎･寮を共用してい

ました。松本高校でも信州大学が発足した年（1949年）、

3年生が残っていて、県の森で文理学部一年生と生活を

共にしました。松高の終わり頃は、戦後の混乱期でもあ

り、松高を修了して、信州大学に入った方も少なくあり

ません。松高の伝統･習慣･風俗･文化なども、事実上信

州大学文理学部生が受け継ぐことになりました。 

それから65年です。文理学部から理学･人文学部へと

代わりましたが、根っこのところで松高の持っていたも

のを受け継いで来ていると感じることがよくあります。 

国･権力というものは、時として国民･庶民をとんでも

ないところに追い込み、翻弄し、根こそぎ奪うことを平

然とやってのけます。 

アジアの東の外れで、4人の「権力」を握っている者

たちが、四者四様に「国家主義」的傾向をむき出しにし

て、角突き合わせている情況は、どの国民にとっても不

幸なことだと言わねばなりません。 

70年前のあの大戦の渦中で、青春時代を送った人の手

記から「伝えたいもの」を「受け取る」ことが出来れば

と思います。 

政府と電力会社は、一部マスコミの後押しと一部の「科

学者」の力を借りて、原発の再稼働に熱心です。「世界

一の安全基準」と豪語しますが、本当なのか疑問を持た

ざるを得ません。 

近頃、根拠のない「断定」と「豪語」が、多く聞かれ

る気がします。「活断層がない」「近くで大地震は考え

られない」「巨大噴火はない」「対応は万全」などです。

よくよく注意して聞くと前後にあれこれ付いていて、逃

げ道は確保しての物の言い方になっています。謳い文句

としては「断定」です。そして、隠したいことがあるの

でしょうか「豪語」することになっています。 

日本の首相が世界に向かって「完全にコントロールし

ている」と公言しオリンピックを呼び込み、「世界一の

安全基準」といい、大企業の幹部を引き連れて原発を売

り込み歩いているのですから、取り巻きが非科学的な言

辞を恥ずかしげもなく口にするのは、何の不思議でもな

いことかもしれません。こうした無責任な発言は今や、

社会現象の一つになりつつあって、日本の文化の退廃の

一角を作っていると言えそうです。 

東日本大震災から3年半、復旧も進み、元気な人々の

姿の報道も少なくはありません。しかし、一方ではほと

んど動きが止まっているところもあります。震災のあと、

自死する方が多いということが、かねてより伝えられて

います。特に福島では増加し続けているとのことです。

死にたいほどのつらい思いを経験した後でも、人間は希

望が見えれば命を繋いでいでいけると言いますが、そう

でない情況が広くあることを訴えていると思います。実

際に、希望を断ち切られ死を選ぶ人の数を見た時、その

何倍もの人が同様に苦しみの中にあることを思わずには

いられません。 

「作り出したもの、生み出したもの」の確実な後始末

の方法を研究し、応用可能な技術を手に入れなければな

りません。「安全神話」のもとで放置されていたこと、

利益につながらないから無視されてきたものに、今本気

にならなければと思います。「戦闘機」を買うのをやめ

「科学研究」にお金を廻すことを強く求めたいと思いま

す。 
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「カジノ」創設と誘致話が伝えられています。多くの

国々と同じように、日本は「賭博」は禁止されています。

ところが、日本は競馬･競輪など6つの公営ギャンブルが

あり、実況中継やタレントを使った宣伝が大々的に行わ

れています。 

「戦後復興の財源確保」のため、特別に認められた物

で、存在理由がなくなったのに存在し続けています。戦

後は、まだ終わっていないのでしょうか。スポーツ振興

という名目で、文部科学省が始めたものもありますが、

売り上げの12％程度しかスポーツ団体の助成に廻ってい

ないというのです。これもひどい話という感じを持ちま

す。これら公営ギャンブルの総売上は6兆円と言われて

います。 

一方、法的にはギャンブルと見なされていないものに、

パチンコ・スロットがあります。12000軒、460万台で売

り上げは20兆円とのことです。トヨタの年商が20兆円で

すし、全国百貨店の売り上げ7兆円と比べるとその大き

さがわかります。 

公営･民営を合わせて、26兆円になりますが、マカオ

の4兆円、ラスベガスを含む米国全土で6兆円と言います

から、日本は公営ギャンブル、パチンコ・スロット大国

と言っても良いくらいです。 

パチンコ･スロットは店（遊技場）、交換所、景品問

屋が別組織なので、「ギャンブルではない」といいます

が、本当にそうでしょうか。数年前に厚生労働省で「飲

酒についての生活習慣にかかわる調査・研究」の分析の

過程から、ギャンブル依存症についてのデータが出され、

そこでの推定有病率は成人男性で9.6%、女性1.6％とい

う結果が発表されました。人口統計からの推計ですが、

男性483万人、女性76万人で合計559万人という数になり

ます。男女平均で5.6％ですが、オーストラリアの1％、

アメリカの0.6％（予備軍2.3％）、香港1.8％（予備軍

4.0％）、マカオ1.78%などと比べ特段に高い数値です。 

病的ギャンブラーの中には、お金をつぎ込んで自己破

産せざる得ない人、使い込みだけでなく殺人傷害事件を

起こす人も出ています。本人の人生そのものが失われて

いくことの恐ろしさと社会的生産性の損失、医療費も相

当大きいことを考えれば、日本の社会にとって大変なこ

とと言わねばなりません。また、家族や近しい人におよ

ぶ様々な影響まで合わせれば、その被害は計り知れませ

ん。 

こうした病的ギャンブラーといわれる人々の全データ

があるわけではありませんが、いくつかの実例からの推

計によれば、そうした人の60～80％の人の主原因がパチ

ンコ・スロットだとのことです。一方、パチンコ・スロッ

トに関わりのない人は4～8%とのことです。 

嗜癖障害の一つである病的ギャンブラーを生み出して

いるのですから、パチンコ・スロットは「ギャンブル」

の範囲に属すると考えることは無理のないことです。 

こう見てくると、日本は「ギャンブル大国」であり、

諸外国からみれば、この市場への新たな参入は莫大な利

益を生む、有望な地だと言えます。 

「病気」として認定される人々の、ギャンブル開始年

齢は20歳前後といいます。ギャンブルは思春期から青年

期に始まるのです。アイドルといわれる女の子たち（ま

さか未成年ではないでしょうが）を動員しての大宣伝は、

若者を引き込む媚薬と言えます。 

ギャンブルに手を染めて、7～9年後に借金が開始され、

さらに10年後くらいに受診というのが一般的のようです。

40歳前後の働き盛りの人達ということになります。そし

て、その配偶者の15％が精神科で受診しているといいま

す。 

超党派の国会議員で作られた「国際観光産業振興議員

連盟」は、2020年オリンピックまでにカジノを日本に作

る事を計画しています。幾つかの自治体の長が「我が街」

にと叫び始めています。どこでも名目は「地域振興」と

「雇用拡大」です。しかし、ギャンブルは胴元だけが「濡

れ手にアワ」なのです。少々のおこぼれはあるにしても、

地域にすれば犠牲の方が大きいのだと思います。 

カジノを作る事は、「ギャンブル依存症」を今より増

加させ働き盛りの人々を苦しめるのか、若者に新たな危

険な場所を安易に提供するのかという問題として考える

ことが、必要なのではないでしょうか。利権が付きまと

い（だからこそ、根拠を失った公営ギャンブルが今も残

り、パチンコ・スロットが賭博でないと規定しているの

だと思うのですが）、犯罪も生みやすく、不法行為も付

きものです。一層不安定な社会にするのかも問われてい

ます。若者を守ることは、私たちの仕事の一つだと思う

のです。 

 

武田三男さん（4S物理）が、3月末で6年間の学部長を

終えられました。大役ご苦労様でした。同窓会では7月

の役員会で武田さんに副会長の任を担って頂けるよう推

薦・決定し、お願いをしました。ご快諾を頂きました。 

新学部長は4月から尾関寿美男先生（化学）が務めら

れています。23号に就任を前にしてご挨拶をいただいて

います。 

同窓会は同窓生の交流をさらに進めるよう工夫をして

いきます。新しく誕生した校友会の一員としても、努力

していきたいと考えています。また、学部と話し合いを

密にして、学生･院生の教育･研究支援を充実していきた

いと考えます。一層皆さんのご支援･ご協力をお願いい

たします。 

同窓生の皆さんのご活躍を紹介していきたいと考えて

います。本を出された方、色々な取り組みをなさってい

る方、そうしたことをご存じの方、お知らせを頂ければ

幸いです。 
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――校友会設立記念の会が開催されました―― 

 

かねてより、同窓会連合会で論議されてきました、校

友会が3月1日設立されました。信州大学関係者のすべて

の方々の交流と大学の発展を願う大きな輪が作られまし

た。 

さっそく新入生、同窓生への呼びかけが始まりました。

その運営は学長を初め各学部長、各学部同窓会長が加わ

る理事会が担うこととなります。理学部からは尾関学部

長と森同窓会長が参加しています。 

８月３日(日)校友会設立記念の会が行われました。 

卒業生、教職員など約150名の方の参加を得ました。ま

ず記念式典は、信大交響楽団アンサンブルの演奏で始め

られ山沢会長（学長）のあいさつ、可知同窓会連合会代

表の祝辞などがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづいて記念講演は経済学部卒の中島久美子さん（フ

ジテレビ･プロデュサー）によるドラマ制作のさまざま

な話を聞くことが出来ました。 

夕方には生協ホールで交流会が持たれました。学生

サークル「パインコーンズ」のかなでる音色の中で参加

された方々の交流が進みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文理学部生を中心として高らかに学生歌「英知漲る自

由の園を・・・・」を歌いました。久しぶりの学生歌に

皆さん声を張り上げていました。 

 

校友会、知の森基金についてのチラシ等を同封します。

ご覧いただき、また、H.P.を開いていただき、ご理解を

深めて下さい。会員登録あるいは基金の提供などしてい

ただければ幸いです。

――青少年のための科学の祭典に共催しました―― 

 

今年の夏は、５年に一度の「青少年のための科学の祭

典」でした。今年は共催団体として名を連ね役割を果た

しました。同窓会は企画の一つとして「古本市」を行い

ました。この春五人の方から多くの本を寄贈いただき、

千冊以上を並べての店開きです。 

初日の朝、「毎年いい本が並んでいるので」と学生さ

ん数名が開店を待っていてくれました。その後も次々と

途切れることなく学生さんが訪れ2冊、3冊、と手にし、

引き取られていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

並べられた本は、ほとんどが自然科学に関するもので

すが、文庫・新書も少しあり、それらもよく見られてい

ました。 

また、自然科学についての全集・辞典などは研究室、

院生室にそろえておきたいと要望があったものは差し上

げました。 

市民の方も入ってこられ「もう一度勉強しよう」と入

門書を手にされる方もいらっしゃいました。ついてきた

子供さんから「子供用のはないの？」と訴えられること

もありました。 

今年は400冊弱が引き取られました。本離れが言われ

て久しいのですが、すぐに調べるのはネットだが、全体

を見るにはやっぱり「本でなければ」という認識も広がっ

てきているように思います。 

今の学生さんの生活実態から、高い本は手にしにくい

とか、図書館で借りるにしても同じ本が何冊もあるわけ

ではないので順番待ちということもあって、この催しは

喜んでもらえるものだと感じました。 

 

  

下の写真は、イベント２日目の風景。開店当初には机に

並びきれないほどの多くの本がありましたが、学生へ引

き取られて、残りあとわずかです。 



 4 

――――――――――――――――― 退 職 さ れ た 先 生 か ら ―――――――――――――― 

定年後の私、昨今の活動 

藤山 静雄（生物科学科、2014年3月定年） 

 

早いものでもう定年後5カ月が過ぎました。定年後の

生活は“第2の人生”言われるように、私も新しく生活

をリセットさせようといくつかの取り組みをしています。

その中で教職にかかわる活動は、これまでと大きな変化

はありませんが、ここ最近、徐々に熱が入って活動しだ

している「ホタルも棲めるよい自然」＊の活動に、今は

一層熱が入っていますので、この活動をご紹介して、元

気でいることの報告とさせて頂きたいと思います。 

 
＊「ホタルも棲める良い自然」は「良い自然」が真の目的で、

ホタルはシンボルとして入っている。つまり、ホタルは

「良い自然」の目玉として使われています。逆に「ホタ

ルが住める自然」は、ホタルがターゲットでホタルやそ

の餌以外の生物への配慮はしない。 

 

今まで職務の一環として「長野県レッドデータブック」

や「長野県希少野生動植物保護条例に基づく種指定」等

の作成事業など、生物保全の委員をお引き受けしてきま

した。この仕事に関われば関わるほど身の回りの自然が

どんどん失われ、生き物が急激にいなくなっていること

を痛切してきました。それで、この現状を何とかしなく

てはいけないという思いが強くなり、自分のできること

をやらなくては、との考えから活動を始めたのでした。 

その大きな芽は11年前から始まった「庄内ホタル水路」

によるヘイケボ

タルの発生地復

元活動です。す

なわち、今日「コ

モ庄内」と呼ば

れる松本市内有

数の商店街の一

角にある公園内

に、ヘイケボタ

ルもすめる水路

を建設したことです。たまたま、卒業生の上條慶子さん

から商店街開発に際して「この地に生息するホタルを何

とか残すことはできないか？」と相談があり、現地調査

をし、残せるはずですとお答えしたことが始まりです。

市は、その提案を受け入れ、水路の建設をすることにな

りました。 

私はこれに受けてこれまでに前例のない提案しました。

それはホタルだけでなく、その場所にある動植物、泥な

ど「環境を丸ごと移転」するという案です。普通、生き

物を移転させる場合、対象となる生物を移し、移転先で

対象の生物が住めるように細工をします。この方法と私

の提案では、私のはやり方を難しくしているだけで、大

した違いがないように思われるかもしれません。そのた

めか、私の提案の方法は、ホタル水路建設では実施され

たことはありませんでした。しかし、やってみると結果

は大いに違いました。今回の場合、移転後の自然回復が

断然早く、外来種の侵入など造成地で見られる不自然な

悪影響を減らせました。但し、単に移転の造成地を作る

のに比べ、移転のための費用は少々多くかかります。そ

れでも私の提案した環境移転の作業は業者5名で一日の

仕事でできました。

なので困難に見え

ても、そこまでの

苦労はなくてでき

ました。このやり

方は、生態学の知

見に基づいて生態

系に配慮したもの

です。 

 

さて、出来上がったこの水路は敷地幅約10m×長さ40m

の狭いものです。現在11年目を迎えますが、「庄内ほた

ると水辺の会」（青木繁之代表）の管理の下で「松本の

田舎の原風景」を再現する形式をとり、４つのモットー
＊＊が掲げられています。その方針の下、ホタルには直

接手をかけるのではなく、その環境については熱心に考

えられ管理されています。その結果、本年も1日最高1000

匹を超える成虫が見られ、延べ2000人を超える市民が見

学に訪れています。ホタル以外にも、多くの昆虫、植物

等が観察できます。ホタル成虫の発生時には「ホタルも

棲める良い自然」の学習会や観察会を開いています。皆

さんも、松本に来られる機会がありましたら、是非、水

路をのぞいて見て下さい。そこでは田舎の風景を思い出

されるのではないでしょうか。 

 
**庄内ホタルの会モットー:①地元のホタルを残し、ホタル

『も』すめる良い自然環境 を維持しよう。②手に触れられ

る自然の水辺を、未来に残そう。③ホタルを通して自然に

関する市民教育の場にしよう。④地域の人へ輪を広げ、子

供からお年寄りまで楽しめる場にしよう。 

 

この「庄内ホタル水路」の活動は確かにホタルを呼び

水に、自然への関心を集める契機にはなりました。しか

しながら、世間ではホタルを含む自然を守る活動には様々

な問題があり、それらは更に拡大しているように見えま

す。 

そこで、自然を大切にする活動をさらに広げるために

「ホタルも棲めるよい自然」をスローガンに1昨年末に

「松本ホタル学会(まなぶかい)」を、元農学部の吉田先

生を代表に、理学部の林秀剛先生など6名の仲間ととも

造成直後の庄内ホタル水路(春） 

造成後の庄内ホタル水路（夏） 
松本ホタル学会(まなぶかい)facebookより 
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に立ち上げました。この活動は、ホタルをシンボルに、

豊かな自然を守り、創造するための活動です（ホタルだ

けでなく多くの動植物、自然を愛する人たちに入会のお

誘いをかけています）。松本市内を中心に市外、県外に

も活動の輪を広げつつあります。 

写真：松本ホタル学会(まなぶかい)facebookより 

この活動を始めたこともあり、今年の春から夏のホタ

ル発生期の前後には、いろいろな地域からの問い合わせ、

講演依頼、保全活動への協力、各種イベントがあり、活

動に追われていました。 

中でも注目が集まり問題となっているのは、上高地に

持ち込まれたゲンジボタルへの対応です。ここ上高地の

ホタルは2000年頃から、急に発生し始めたとされていま

すが、持ち込まれたものであるのは間違いありません。

1986－7年に行われた私達の調査ではホタルは全く見ら

れませんでした。また、近隣のゲンジホタルの生息地は

山を越えて20キロ近くも離れており、餌のカワニナも生

息していなかったことから、自力では棲みつけません。

また、2010年の植松晃岳氏の報告で、草桶氏が調べたゲ

ンジホタルのDNAが「西日本型」で、周辺の個体群の遺

伝子型でないのです。私も2011年より生息状況を含めた

現地調査をし、その実態を公表し、昨年からは植松氏と

ともに環境省に駆除するよう要望を出してきました。し

かし、上高地の観光業者が反対であることを理由に早急

な対応は難しいと返事がありました。それでも問題提起

を続け、報告書にまとめるなどしてきました。こうした

ことが通じてか、環境省が本年4月に示した今後5年間の

施策「上高地ビジョン2014」の中で、国内外来種ゲンジ

ボタルの駆除を正式に取り上げました。これへの反響は

大きく、直ぐに、新聞、放送局がそれを話題にしました。 

中でも5月18日放映の某報道番組は大きく取り上げま

した。そこで、私は講義を受講する学生達に番組を見て

もらいアンケートしました。すると「ホタルを駆除すべ

きでない」の意見が「駆除すべきだ」を大きく上回り、

私達や環境省は法律を盾に市民感情を逆なでする役を演

じているように見えたようです。その誤解を解くため彼

らへの説明に追われました。この番組では「珍しいホタ

ルが上高地で見られるのは素晴らしい」「ホタルは何も

悪いことはしていない、それを駆除するのは人間の勝手

すぎ！」「ホタルの生息は生態系に悪影響を与えていな

い」、「何でわざわざ駆除するの？」といった駆除反対

の意見が大きく取り上げられていました。ここが問題で

す。私のところに来られた取材班は、「何故、駆除しな

いといけないか良く解りました」と言い帰られたのでし

た。それが放映では、我々の主張はほとんど結論だけし

か取り上げられていません。  

正確にはホタルが持ち込まれ発生している地域は、「特

別保護地域」であり、観光業者の「生態系に何の悪影響

も与えていない」との主張は、実際にはホタルの餌のカ

ワニナ等の巻貝を育てるため、餌が投入され「池の底に

はヘドロが堆積して悪臭がし、それが梓川に流出してい

る」のです。これらのことを報道せず、大騒動に仕立て

上げ面白い番組にしています。当局の再取材要請では、

「話した事実と違う報道になっている。正確に報道して

ほしい」と、報道に配慮を求めたためか？取材は取り止

めになりました。 

その後、県内他局が7月23日の報道番組で同様な放映

をしました。量的にはやや不十分でしたが、問題の本質

をほぼ正確に紹介したものでした。 

この問題はなおも続いており、私達は現地調査を続け

その後の行方を見守っています。国内外来種のゲンジボ

タルがすむ上高地の「特別保護地域」は「ホタルも棲め

る良い自然」の範疇から逸脱しています。今後どのよう

に収拾が図られるのか、注目し見守ってゆきます。 

以上のように「ホタルも棲める良い自然」の活動に熱

中し、心身ともに忙しい日々を過ごしています。 

ところで、皆さんは、松本が「物ぐさ太郎」の生誕の

地であることをご存知ですか? 私は昔から「物ぐさ太

郎」を尊敬してきました。たまたま、野外調査に出かけ

たとき「物ぐさ太郎」のゆかりの地と知り、この松本に

何か強い親近感を感じました。ここに来て長く住むこと

になったのは、何かの縁ではと思います。そんなことか

ら人知れず思いながら、この活動に熱中することでやり

がいと、元気が出ている今日この頃です。 

 

 

最後にお願いがございます。この活動は、本人達のみ

がいくら意気込んでいても、市民の賛同がなければ世に

広がりません。「良い自然を残したい」という思いのあ

る皆様、この活動にご支援を下さい。 

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

「松本ホタル学(まなぶ)会」では自然を豊かにするため

の各種ボランティア活動に取り組んでいます。Facebook

「松本ホタル学(まなぶ)会」で活動状況をご覧頂き、賛

同頂ける方は 

Gmail: hotarumanabu@gmail.comへ

入会希望、又はお問合せ下さい。 

会費は無料です。 
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――――――――――――――――― 理 学 部 の 先 生 か ら ――――――――――――――――― 

研究の紹介 

数理・自然情報科学科  謝 賓 

学術研究院理学系の謝と申します．確率論，特に確率

偏微分方程式の理論についての研究を行っております．

2008年4月にファイバーナノテク国際若手研究者育成拠

点のテニュアトラック助教として信州大学に赴任いたし

ました．当時，正式的な所属先はファイバーナノテク国

際若手研究者育成拠点ですので，理学部数理・自然情報

科学科のスタッフではないのですが，当学科から研究室

を頂き，教員としての新生活を送ってきました．2012

年度にテニュアトラックの制度より，テニュアの審査を

実施され，皆さんのお陰様で，審査が合格になり，テニュ

ア（終身在職権）を授与されました．2013年4月から理

学部数理・自然情報科学科のスタッフの一員になり，新

たな人生の旅を始めました．この場をお借りいたしまし

て，お世話になった皆様に厚く御礼申し上げます． 

 世の中には決定論的に記述ができない自然現象や社会

現象が数多く存在します. たとえば, 株価の不規則な変

動，大地震や台風などの自然災害，桜の花弁が風に乗り

散らばりながら地面に落ちてくる時の位置等々．このよ

うなランダムな現象に潜んでいる法則性を探り出すのは

確率的研究の目的の一つです．例えば，一つの硬貨を１

０回，１００回，１０００回，１万回，さらに，１０万

回を投げて続くと，「表の出る相対頻度がある値に近く

なっていく」ということが現れます．このような現象は

サイコロ投げ試行に対しても現れます．実は，様々な偶

然現象の中にこのような法則が潜んでいて，大数の法則

と呼ばれています．皆様がご存知の「同様に確からしい」

という言葉は数学的には不明瞭であり，理論研究に対し

ては不十分です．そのために，1933年にソ連の数学者コ

ルモゴロフ(Kolmogorov)は公理的確率論を創立しました．

現実と離れている公理的確率の王国の中で様々のランダ

ムな現象に潜んでいる種々の法則を探しております． 

 現在私は, 確率偏微分方程式に関する研究に取り組

んでおります．金属棒を火にかざすと，火に触れて熱い

ところから熱くなり，十分に時間が経つと金属棒のどこ

を触っても熱くなります．このような現象を熱伝導と呼

ばれます．風などの微微少な影響が考えられたとき，各

時刻における金属棒の各点の温度を知るのは科学的に興

味深いであり，それを取り扱う数学モデルは確率熱方程

式と言われます．このような現実の現象を解明するため

に，数理モデルの一種である様々な確率偏微分方程式が

導かれています．ある種の特異性を持つ確率偏微分方程

式に興味を持っております．確率偏微分方程式について

の研究はますます数学の研究者に注目されています．こ

の分野における専門家，1975年に生まれたMartin Hairer

教授は今年の8月に韓国のソウルで開催された国際数学

者会議(ICM)でフィールズ賞（Fields Medal）を受賞さ

ました．蛇足であるかも知れませんが，フィールズ賞は

4年に一度開催される国際数学者会議において、顕著な

業績を上げた40歳以下の若手の数学研究者に授与される

ものです．確率偏微分方程式を研究している私に対して

はこんな喜ばしいニュースがないと考えております．こ

れからもこの分野において，面白い研究結果をあげるこ

とができるように，研究と教育に励んでいきたいと思い

ます．何卒よろしくお願いいたします． 

 

 

着任の挨拶 

地質科学科  常盤 哲也 

4月1日より，理学部地質科学科にテニュアトラック助

教として着任いたしました常盤と申します．専門は付加

体地質学，構造地質学，応用地質学であり，野外調査に

重点を置いた研究を行っています． 

着任時，これから末永くお世話になるかもしれない信州

という地を踏みしめ，改めて信州の山々を見回して見る

と，雪化粧の山々がとても美しく，神々しくさえ思えま

した．そして，この美しい信州という地で，研究と教育

に携わることができることはとても光栄なことであると

思いました． 

現在も変わっていませんが，信州大学は行動力のある

人達の集団という印象を持っています．言い換えるなら

ば，体の動く人達が多くいる，そしてそのような人達を

世に送り出してきたと思います．私は名古屋大学で学位

を所得し，数年間の間企業に就職しておりましたので，

体の動く人達というのが社会には必要不可欠であること

を強く認識しています．そして近年，そういう人達が減っ

てきているとの実感を持っています．ですので，教育面

においては体の動く学生を育てていきたと思っています．

そのためには，自分自身が一生懸命に教育と研究をして

いる姿を見せることも重要であると思います．信州大学

の先生や卒業生が築いてこられた信頼を傷つけることが

ないよう研究・教育にまい進していく所存です．若輩者

ではございますが，どうぞよろしくお願いいたします． 

 

 

表面と大気との間の熱，物質交換 

物質循環学科  岩田 拓記 

 私は今年の4月に信州大学理学部物質循環学科に赴任

して参りました岩田拓記と申します．今回は，本会報の

紙面をお借りして，私の研究の概要を紹介し，自己紹介

とさせて頂きたいと存じます． 私は地表面と大気との

間の熱や，水蒸気や二酸化炭素などの物質の交換につい

て研究を行っています．地表面と大気との熱や物質の交

換は，大気の状態に大きく影響し，また大気の状態は熱

や物質の交換を制御しています．このような相互作用を
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明らかにすることが気候変動などの環境変化を予測する

上で必要とされています．私は，微気象学的な手法によ

り熱や物質交換を連続的に測定することで，その交換の

季節変化や年々変化とそれを引き起こしている要因を明

らかにしようとしています．微気象学的手法は大気中の

ある高度での鉛直方向の熱や物質の乱流輸送を測定し，

地表面と大気との間の交換量を求める方法です． 

 これまでに日本の森林や水田，ブラジルの熱帯雨林，

アラスカの北方林での観測研究を行い，それらの生態系

での熱や物質交換の解明に取り組んできました．今回は

その中のアラスカでの研究について紹介したいと思いま

す． 

 高緯度に位置するアラスカの北方林は，低温のため土

壌中の有機炭素の分解が遅く，土壌中に多くの炭素が蓄

えられています．温暖化によりその炭素の分解が促進さ

れ，温室効果ガスとして大気中に放出され，温暖化が加

速することが懸念されています．また，アラスカの地中

には永久凍土が存在し，水循環や植生の活動に影響を与

えていますが，温暖化に伴い永久凍土が減少することで，

水，炭素循環がどのように変化するかを明らかにするこ

とが求められています．私はアラスカの代表的な植生で

あるクロトウヒ林において，熱，水，二酸化炭素，メタ

ンなどの交換を長期的に測定し，その交換量の時間変動

を明らかにする研究を行ってきました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生態系のかく乱も大気と地表面との間の熱や物質交換

を変化させる要因のひとつです．アラスカでは森林火災

が主要なかく乱であり，火災の多い年には長野県の面積

の2倍近くもの面積が焼失しています（2004年に

26,700km2）．また，温暖化に伴い，森林火災の規模や

発生数が増加することが予想されています．森林火災の

後の植生の回復に伴い，放射収支や熱，水，二酸化炭素

収支がどのように変化するかを明らかにする研究にも取

り組んできました． 

 アラスカには4年間滞在しましたが，アラスカの大自

然を感じられたことは貴重な体験でした．夏は爽やかで，

日も長く，フィールドワークを存分に行うことができま

す．休日にはハイキングやキャンプをして，自然に親し

むことができました．冬は気温が-40℃まで下がること

もありますが，寒さゆえの自然の美しさがあります．冬

の北極圏で見た景色やオーロラは心に残っています．こ

のような体験は研究をする上でも役に立っています． 

信州大学ではこれまでの研究を継続すると共に，山岳

地での広域の熱，水収支についても研究したいと思って

います． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，観測データの理解を深めるために，地表に近い

大気の動きやそれによる乱流輸送にも興味を持って研究

を進めています． 

今後，お世話になることがあると思いますが，その際

はよろしくお願い致します． 

 

 

――――――本をお送り下さい―――――― 

 

同窓会では夏の信州自然誌科学館（今年度は青少年

のための科学の祭典として8月9-10日に開催）で学生・

院生の皆さんに自然科学を中心とする書籍をおわけす

る「古本市」を開いています。 

例年数百冊の本をお渡しし活用してもらっています。 

この間三回行いましたが、1000冊ほどが新しい読者

に届きました。学生・院生の皆さんに届ける本は同窓

生の皆さんが読みお使いになったものをお譲り頂いて

おります。 

皆さんそれぞれに大切になさって見える書籍ですが､

若い学徒に譲ってもいいと思われる書籍があれば､お

送りいただければ幸いです。 

また、この催しには大勢の子供たちが参加してくれ

ています。自由研究に役立つような子供用の図鑑や写

真集、子供の科学などの本もあればと思うことがあり

ます。併せてお願い致します。 

誠に申し訳ありませんが、送料は御負担下さい。 

 

送り先：〒390-8621 松本市旭3-1-1 

信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会  

クロトウヒ林火災跡における観測．火災後から10年が経ち，

シラカバなどの広葉樹への遷移が進んでいる． 

アラスカ内陸部のクロトウヒ林での観測 
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―――――――――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――――――――――――

〇 「理学部クエスト」をのぞいてみてください 

昨年度 11月に公開を予定していました「理学部クエ

スト」ですが, ようやく公開にこぎつけることができ

ました。「理学部クエスト」で検索してみて下さい。トッ

プに現れるはずで

す。理学部ホーム

ページのトップに

もバナーがありま

すので, そこから

でもアクセス可能

です。 

 

「理学部クエスト」は, 信州大学理学部同窓会の提

案および援助により作成し,高校等へ理学部の研究を紹

介するために配布してきた「信州で学ぶ」を元に, ウェ

ブ上で公開したものです。これまでも, 「信州で学ぶ」

の内容は, 理学部のウェブサイトの一部として公開は

してきましたが, 画像やキーワードなどの新たな切り

口を設け, またスマートフォンやタブレット端末など

でも閲覧し易いように改訂し, 今回新しいサイトとし

て公開しました。是非ご覧になって下さい。 

実は, 理学部のウェブサイト自体も, 来年 4 月 1 日

に大幅にリニューアルして公開予定です。というのも, 

現在の 6 学科を数学科と理学科の 2 学科に再編するな

ど, 理学部の組織の改革が予定されているからです。

この機会に, 理学部のウェブサイトもスマートフォン

やタブレット端末に対応したサイトに改訂し, また内

容自体も「理学部クエスト」と連携させてより分り易

いものにする予定です。 

 

理学部の改組の内容も含め, 詳しいことは次回の同

窓会報にて説明させいただきますので, もうしばらく

お待ち下さい。 

 

〇 オープンキャンパス 

今年度も 8月 6日と 7日の 2日間に渡り, 計 3回の

オープンキャンパスが行なわれました。 

 

高校生だけでなく, 毎年保護者の方々も多数参加さ

れています。特に保護者の参加者は年々大幅な増加の

傾向にあります。今年度は, 2日間で延べ 386人と, 昨

年度の 287人から 30%以上もの増加となっています。そ

のため, 昨年度保護者アンケートを試験的に行なった

のですが, その結果を踏まえ, 今年度大幅に改訂した

保護者アンケートを本格的に実施しました。来年度以

降のオープンキャンパスの改善に活用したいと思って

います。 

もちろん, 参加した高校生には以前から継続的にア

ンケートを取っています。それによると, オープンキャ

ンパスのイベントの中で, 例年最も好評なのが在学生

との懇談会です。高校生にとっても保護者の方々にとっ

ても, 在学生の生の声が聞け, 更にいろいろ質問もで

きる機会は有用なようです。 

オープンキャンパスに参加したことをきっかけに, 信

州大学を志望する受験生が増えることを願っています。 

 

〇 青少年のための科学の祭典 

オープンキャンパスから 1日の準備期間を経て 8月 9

日と 10日に「青少年のための科学の祭典」が理学部で

行なわれました。 

 

例年 8 月上旬の土日に「自然の〜」と題して科学の

楽しさを伝えるための行事を行なってきました。一方

で毎年「青少年のための科学の祭典」が, 信州大学の

各キャンパスを順番に回って行なわれています。今年

度は, 松本キャンパスの番にあたったため,「自然の〜」

の拡大版とし

て「青少年の

ための科学の

祭典」を開催

しました。 9

日に 821 名, 

10日に 905名, 

計 1726名の入場者がありました。毎年好評のスタンプ

ラリーにも, 2日間で 500人程の参加者がありました。 
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〇 高大連携事業 

  昨年度のことになりますが, 信州大学理学部を会場

に, 高大連携事業「信州サイエンスミーティング」が 3

月 15日 (土) に開催されました。長野県内の 9つの理

数科設置高校および SSH 指定高校 (飯山北高校, 屋代

高校, 野沢北高校, 諏訪清陵高校, 東海大学付属第三

高校, 伊那北高校, 飯田高校, 木曽青峰高校, 大町高

校) と信州大学理学部の学生が集い, 研究発表を行な

いました。今回は, 高校生・大学生合せて 100 名を超

える盛大な会となりました。理学部からは理数学生応

援プロジェクトの受講生 9組が発表を行ないました。 

 

 

〇 理数学生応援プロジェクト 

その理数学生応援プロジェクトですが, 全ての参加

大学の取り組みのまとめが, 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/new

s/docs/H25torikumi.pdf 

として公開されました。各大学 1 ページ分しかありま

せんが,信州大学理学部の取り組みを他の大学のものと

比較するのには便利です。是非ご覧下さい。 

文部科学省のプロジェクトとしては終了したのです

が, 理学部の独自の取り組みとしては継続しており, 成

果発表会および新 1年生向けガイダンスが 10月に行な

われる予定です。 

 

〇 学生の活動 

この「広報情報室から」を書き始めて以来, 学生の

活動についてもできる限り報告すべきだと思ってきま

したが, これまで理数学生応援プロジェクト関係の活

動以外では, あまり取り上げてこなかったように思い

ます。今回は 2 人の学生の活躍について紹介させてい

ただきます。 

 

 少し古い話題になりますが,地質科学科の中嶋徹

さんが「THE信大生」のページ

http://www.shinshu-u.ac.jp/special/student/

index.html 

で紹介されています。昨年 10 月の国体本大会の

山岳競技での好成績 (リード競技優勝, ポルダリ

ング競技 2位) を挙げたことから, その生い立ち

やこれまでの成果,そして将来の豊富などが紹介

されています。 

この「THE 信大生」のページには他にも理学部の

学生が紹介されていますので,是非ご覧になるこ

とをお勧めします。 

 

 総合工学系研究科 山岳地域環境科学専攻 2 年 

(日本学術振興会 DC1) 斎藤梨絵さんが, 6月 4～

7日に韓国の Busan (Pusan National University) 

にて開催されました, アジア・ベントス学会 (The 

Second Symposium of the Benthological Society 

of   Asia) にてポスター賞を受賞しました。 

 

その他の大学に関する情報は，信州大学・信州大学

理学部のホームページや信州大学 Facebookに随時掲載

されております。また，今後も「広報情報室から」で

活動報告を行っていきますので，ご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

皆様からの「いいね！」お待ちしております。 
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――――――――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――――――― 

１Ｓ数学の同期会のこと 
  久保(清水) 雄次（1S数学） 

 例年３月末までに案内があり、５月のゴールデンウイー

クの前後に行われる同期会だが案内なく今年は休会かな

と思っていたら、４月初め今年の幹事から「６月予定だ

が都合の悪い日を連絡してくれ」の連絡メールがあり、

その後４月末に「６月２４日決定」の開催案内メールが

来ました。 今年の案内は会の性格を良く表していると

思いますので以下引用します。『団塊の我々が卒業後は

早くも４０余年、アラ７０歳になりました。光陰矢の如

しとはよく言ったものです、好むと好まざるに関わらず、

身体の経年劣化に比例し時の経過に拍車が掛かっている

そんな昨今、まだ働いている者、既に年金生活の方、そ

れぞれがそれぞれの生活を頑張っています。そんな皆さ

んが１年に１晩、青春を謳歌した思い出の松本に集い、

相互の現況を語り合い、余生の糧にしようではありませ

んか。会は一部意見を加味しつつ、独断と偏見で幹事が

決定しました。・・（途中略）・・また今回都合が悪く

不参加の方は参加者に伝えますので、ぜひ一筆現況連絡

ください。・・（以下略）』 

 こんな名案内文に誘われて（？）、今年も同期の過半

数を超える１７名が集い、夕食を兼ねた懇親会は大いに

盛り上がり、相互現況報告（５分/１名）や残念ながら

今回不参加となった者の現況連絡（文書・口頭）が予定

時間をオーバーし、いつも通り、取りあえず来年の幹事

（２名・持ち回り）を決め、２次会部屋になだれ込んで

の時間無制限の交換となりました。（眠りたい人は適宜

脱落しお眠りとなる。） 

 こうなるとアラ７０歳とは思えず、日頃鍛えている元

気な人等は、折角だから、明日は思い出の美ケ原、上高

地、乗鞍等々の景勝地めぐ

りや美術館めぐりの提案が

でる。最初は全員でと盛り

上がるが、翌日朝になると、

行ける人は行ける人でサブ

グループで行き、そこまで

元気の無い人達は早々と帰

途につく。という結論で決

着がつく。このアバウトさ

を容認する度量の広い同期

の人達がいて、６０歳定年の少し前から始まった会が今

も続いている理由かな？（私は勝手に「まっ、いいか」

精神と呼んで一人悦に入っているが・・・） 

 この年になってこれから先、何時まで元気に参加でき

るかはわからないが、今後もこんな感じで会が続いたら

いいなと思っています。 

 丁度この原稿を書いていると、ＴＶニュースで「同窓

会代行サービスがビジネスになって盛況」と流れた。何

でも代行・代理でビジネスにして囃し立て「人間の尊厳」

を忘れ「形だけを作って魂を入れず」の風潮を苦々しく

思いながら私の勝手の同期会報告とします。 

 「追伸」同窓会報に載ったことで、西村先輩のこと

が同期会で話題になりました。その話の発展から１年

先輩の西村洋一さんに８月３日「東京多摩市平和展」

会場で４０余年振りにお会いすることができました。

白髪になられましたが、学生時代より日に焼けて逞し

く（テニスで焼けたとのこと）話しぶりは全く変わず、

ベトナム戦争の枯葉剤被害の実例写真を示し説明頂き

ました。ただただ頭の下がる思いでした。 

こういう機会を持てたことも同期会があればこそです。 

 

西村洋一写真展へ 

冨田 和平（1S数学） 

先日、文理学部卒業の西村洋一先輩（文理１７回数学）

のベトナム・枯葉剤の写真展に、同期（１Ｓ）の４人が

集い行ってきました。その報告です。 

 展示会は多摩センター駅前のパルテノン多摩で開催さ

れ、ベトナムに米軍が投下した枯葉剤（ダイオキシン）

により、約４０年経った今なお後遺症に悩んでいたり、

その影響とみられる先天性障害の人々に写真や取材を行

い、先輩の思いや証言を併記し、視覚により反戦を訴え

るものです。写真は結合双生児のドクちゃんとベクちゃ

んを思い出させ、どの一枚も目を背けたくなるような哀

しい悲惨なものばかりでした。会場での４５年振りとな

る先輩との立ち話は、他の入場者に何度も中断しました

が大変懐かしいものとなりました。 

退職してもなおベトナムにボランティアをしつつ何年

も暮らし、全国数カ所で写真展を開催し、反戦の姿勢を

貫く先輩の姿は頼もしく誇らしく感じました。 

 反戦と言えば、家内の父は右腕一本の傷痍軍人。片手

で牛に鋤を引かせて田を耕し、振り上げた鍬は腕一本、

その作業姿は両手の私には想像できない。さぞ難渋であ

ろう農作業は多くを語らなかったが、戦争の怖さ、哀れ

さ、悲惨さによる反戦は、機会ある毎に訥々と話してい

たことが忘れられない。 

 来年は終戦の古希に当たる。せめて団塊世代の私は、

できるならば親の戦争体験談を反戦ＤＮＡとして子、孫、

曾孫に語り継ぎたい。 

 時間を忘れさせる思い出の再会ができたのは、浅間温

泉で毎年行っている数学科（１Ｓ）の同期会で、森同窓

会長から知り得て可能になった次第、感謝したい。 

 

 見学後のこの

４人の反省会が

昔話で盛り上

がったことは言

う迄も無い。  
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文理改組のころの18才（個人的経験もふまえて） 

 森 淳（1S数学） 

第二次世界大戦に敗れた日本は、貧困にあえぎながら

も平和を取りもどし、それなりの希望を持った時代をつ

くっていきました。 

 その前後に生まれた子どもが大学に入る年令になった

頃に文理改組が行われました。（1947年生まれが高校卒

業した年が文理改組です。） 

47～49年の3年間に生まれた子どもは毎年250万人程

で、それ以前の平均は「産めよ殖やせよ」と言われた時

代でも200万人くらいでしたから急に街に子どもがあふ

れるということになりました（今の18才は120万人程度）。 

その子ども達が、小学校に入学する頃は、都市部は流

入してきた人も多く、小学校ではそれまでの2倍以上も

の新入生を迎えることになります。 

私の住んでいた所は名古屋の西部で、急造の市営住宅、

引きあげ者用の住宅やアパートがひしめきあっていまし

た。私の経験ですが、1年上の学年は50人学級4クラスで

したが、私の学年は60人で6クラス、1年下は12クラスで

した。教室のすみからすみまで机が並び満員で、教室が

不足していたため2年生の1学期までは2部授業でした。

午前の部は、授業を3時間やり給食を取り帰宅、午後の

部は給食を取って3時間の授業と掃除だったと思います。

プレハブの教室が運動場のすみに並んでいました。その

後新校舎も建てられました。5年生の頃に分校ができ、

私もそちらに移りました。新校舎は、それはきれいで目

を見張ったことを憶えていますが、運動場は十分固まっ

ていなくて、雨が降ればぬかるんでしまいましたし、そ

うしたあとには石が出てくるので、一列に並んで石拾い

をしました。 

 中学も古い木造2階建てと新校舎、その裏にプレハブ

の教室というのがよく見られました。もっとも、小学校

と違い新制中学は1からのスタートということで、安普

請ながら、戦後建てられた校舎を持っているところも多

かったように思います。 

 1960年代の初めになりますが、高校進学率も数年の間

に30％から60％へと倍増し、高校は新設されもしました

が、既設の学校もクラス数を増やし1クラス55人あるい

は58人に増やしていくことになります。（4～5年の間に

高校入学者は全国で60万人から150万人になります。） 

大学進学希望者も増え、大学も入学定員増をしていき

ます。しかし、希望者増に定員増が追いつかず大学進学

率は抑えられ気味でした。 

このころ工業立国を目指すということで、全国的に理

工系を中心に増科、増部、新設がすすめられます。工業

高校の教師も不足するので全国の工学部に「工業教員養

成課程」が出来たり、「情報」という名を付けた学科が

出来たりしました。「情報」という名称はよくわからず

「電算機をやるらしい」というのですが、それも「そろ

ばんの親玉」程度の理解でしかありませんでした。（こ

のあたりのことは数年のちがいで理解が大きく異なる一

つのいい例でしょう） 

 一方、国立大学だけでは収容できないことから、私立

大学の新設、学部・学科の増設がどんどん認められてい

きます。予算上のこともあったのでしょう、文系が多く、

しかし大量の学生を入学させたところでは、「マスプロ

教育」といわれるものが進められました。それは、多け

れば千人もの学生に一度に講義をするものです。信大で

も教養部が出来、20番教室に200人以上も入れての講義

が始まります。 

国立大学では、文系学部の分離・増員もありましたが、

理系の増加の方が多かったと思います。そして、旧制高

校を母体とした学部の改組が順次すすめられます。信州

大学のこの辺りのことは宮地先生が会報17号で詳しく述

べておられています。いずれにしても、子どもの数の急

増に対応して手は打たれていくのですが、いつも施設・

設備は後追いでした。お金が無かった時代ということも

あったと思いますが、事が始まらないと予算がつかない

ということもあったと思います。 

子どもの時からずっと「いつも、初めは不十分の中で

始まる」という世代が理学部の初期の学生だったといっ

てよいのではないかと思います。 

 

旧正門を入ったところから理学部を望む  

左の写真は半分出来た理学部A棟を望み、中央右の白い木造2階建ては旧B棟、右端に見えるのが旧A棟の端の部分。

右の写真は同じ場所からの旧A棟を撮影したもの。旧正門は今よりも約20ｍ南側にありました。 

（現在の医学部図書館の南西角あたりから撮影）物理2S小林善哉さん提供 
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新米講師のつぶやき 

矢倉(新屋) みのり （92S生物） 

 

今年4月から始まったドタバタの生活も、今は夏休み

ということで小休止している。ようやく、この4ヶ月間

を振り返る余裕も出てきた。いや～、本当に目の前の

事をこなすのに精一杯だった。なにしろ4月からの方針

は、「後でできることは今やらない」だったのだ（今

そのツケが回ってきているような気もするが・・・）。

さぁ、これから9月の半ばまでが束の間の休息。いやい

や、この間にこそ後半戦に備えて行動しておくべき

か？？・・・こんなことをつらつらと思っている内に、

既に夏休みの半分が終ってしまった（嗚呼）。 

そう、私は2014年4月1日付で慶應義塾大学商学部所

属の専任講師に着任したのだ。念のため言っておくが、

私は生物学科を卒業し、生命理学を専攻して博士号も

取得している。それがなぜ「商学部」なのか？この公

募を見た時には私自身も仕組みがよくわからなかった

のだが、求められているのは「文系学部学生に熱意を

持って生物学を教えられる」に加えて「独立して自然

科学分野の研究を行える」専任の教員だった。私立大

学であることも鑑み、つまりは「文系学生に対して魅

力的な生物学教育をする」、これが最優先の仕事であ

り、「研究は細々と一人でやってね（卒研生や院生が

つくことはない）」というのがメッセージだろうと解

釈して応募書類を作成したのだが、この推測はほぼ当

たっていたと言える。 

文・経・法・商学部の1，2年生を対象に、選択の自

然科学科目として週約1.5日分の生物の授業をする、と

いうのが着任早々与えられた仕事だった。私が学部生

だった時には、学部に関係なく1年生は教養部として一

般教養科目を履修したように思うが、今の私は医学・

薬学・理工学系の学生には教えない教養部の教員のよ

うなものだ。ここ慶應大日吉キャンパスには、私と同

じような立場の生物学教員が十数名いる。ただし、所

属は商学部だったり、法学部であったりと色々だ。こ

こで強調しておきたいのは、慶應大の教養生物の場合

には1コマが180分だということだ。そして、講義と実

習（！）を隔週で行う。文系学生にも実習をさせると

いうのが一つの大きな特徴になっており、学生さんも

結構楽しんで参加する。だが、実習180分はともかく、

講義180分は教わる方も教える方も大変だ。飽きないよ

う、少しでも興味を持って講義を受けてもらえるよう

必死で考えて準備をするのだが、そう簡単には成功し

ない。結局初年度前半戦は、準備をする→授業をする

→敗北感に打ちのめされる、という繰り返しになって

しまった。ちなみに、集中講義など単発の講義以外、

これまで私は授業というものをしたことが無い（実は

TAなど実習のお手伝い経験も無い）。このため、全て

の講義はゼロからの準備となるわけで、困った私は、

学部生だった頃に受けた講義のノートやレポートを見

返しては参考にさせていただいた（先生方、ありがと

うございます！）。 

教える側として授業に携わり、改めて感じたことが

多々あった。長くなってしまうので、その内の一つだ

けをここに書かせていただく。自分が学生の時にはわ

からなかったが、教壇からってなんと良く見えること

か・・・。寝ている子、眠そうな子が目に付く。こん

なことに負けていてはいけない、と思いつつ、つい心

が萎えてしまう。逆に、まっすぐこちらを見て聴いて

いる子、時には「ウンウン」と頷きながら聴いている

子がいると、新米講師は大いに調子に乗ってしゃべっ

てしまう。多分、聴いている側も私の気分が伝わって

楽しいのではないだろうか。質問など発言を特にしな

かったとしても、聴き手はその表情だけで、ここまで

話し手に影響を与えられるのだ。授業って教員だけで

作るものではなく、学生さんも一緒になって作り上げ

るものなんだ、と今更ながら実感した次第である。 

こんな新米講師生活なのだが、結構楽しんでいる（と

思う）。なんだかんだ言っても、学生さんはかわいい。

10年後、20年後、どこでどうしているのかわからない

が、今の充実感を持ち続けていたいものだと切に願う。 

 

 

近況報告  

酒井 周（92S生物） 

理学部生物学科、および修士課程では生態学研究室

でハコネンショウウオの研究をしておりました。 

大学院修了後は生物そのものを扱った仕事をするた

め松本市内の環境調査会社に勤めておりましたが、諸々

の事情で５年と半年ほど仕事に行き詰まり、それを機

会にかねてから取り込んでみようと思っていた有機農

法の農業を目指して脱サラいたしました。 

 まず、長野県南佐久郡の旧八千穂村の有機農家で２

年ほど修行をさせていただいた後、どこで新規就農す

るか迷ったのですが、農地さがし以上に家さがしで苦

労するようなことを聞いていたので家が残してある生

まれ故郷の伊豆大島で鍬を振り始めました。 

 貯金もほぼゼロからスタートした上に狭く火山培土

でやせた土地であることもあり、初めのうちはロクに

収穫できるものもなく苦労したのですが、有機肥料の

入手先を探すうちに島の牧場でアルバイトをしながら

牛糞をもらい農作業と並行して行うようになりました。 

その後牛乳工場の一時閉鎖もありましたが、ちょうど

草刈りなどのアルバイトや福祉施設の夜間警備、動物

調査など副業が転がり込んできたために収入は安定。 
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 今のところ農業だけでは食べてゆくことはできない

のですが、副業のおかげで安心して農業に取り組むこ

とが出来るようになり、現在多品種少量生産の有機野

菜を近所の商店や個人宅配、町営の農産物直売所など

で販売しております。 

農業はとても楽しく、汗だくになりながら鍬をふるっ

ていても草をむしっていても収穫をしていても実に爽

快な気分になれます。体を動かすことが楽しいという

こともありますが、農業はすべてが自己責任であり、

自分の思い通りになろうがなるまいが、自分自身の成

果であることを実感できるからでしょうか？ 

あまちゃん農家とも言えますが、これからの時代は

半農業・半副業というスタイルは農業の生き残りのた

めには重要な選択肢になると考えております。 

 さて、この大島でも私のような新規就農者は稀で現

在島の若手の下から４番目ぐらいという状況です。こ

の状況を何とかしようと島の若い農家衆で頭を寄せ合っ

て島での新規就農のためのガイドブックを作成いたし

ました。 

農業を始めるための

ステップ、相談先だ

けでなく島の生活の

魅力、楽しみ方など

を紹介しております。 

 

 非売の無料配布品

ですが数に限りがあ

ります。理学部の各

学科その他に謹呈し

ておりますので機会

がありましたら是非

ご覧ください。 

 

 

 

――――――――――――――――――学 科 同 窓 会 よ り―――――――――――――――― 

 

第12回松本化学学士会総会のお知らせ 

 

 松本化学学士会総会を下記の日程で開催いたしま

す。例年総会は7月に開催しておりましたが、今年は大

学祭に合わせて計画いたしました。皆様お誘い合わせの

上、多くの方のご参加をお待ちしております。なお、出

欠につきましては別途はがきにてお尋ねいたします。 

 

日時：2014年11月2日（日） 

   13:00〜 総会   14:00〜 講演会  

理学部A棟（旧本館）１階多目的ホール 

   16:00〜 懇親会：旭会館  

会費：5,000円 

 

 

信州大学 生物同窓会総会報告 

生物同窓会事務局 

平成26年7月6日(日)，信州大学理学部にて平成26年度

生物同窓会総会が開催されました．平成25年度の活動報

告および会計報告，平成26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)ホームページ・フェイ

スブックを使った広

報，(2)学生の研究奨

励事業の拡張，（3）

銀嶺祭に合わせた臨

時総会の開催などが

承認されました． 

 

本総会では，平成26年度修士論文発表会 生物同窓会

特別賞の受賞者である塚野真生さんに研究発表「ヒメカ

マキリモドキの比較発生学的研究 -胚発生・後胚発生-」

をして頂きました． 

また， 11月の第1週に開催される銀嶺祭に合わせて生

物同窓会臨時総会を開催することが決定されました．こ

の臨時総会では，総会の開催期日の変更について討議さ

れる予定です．臨時総会の詳細に関しては後ほど改めて

連絡させていただきますので，是非ともご参加ください． 

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． 

 

 

物質循環学科同窓会総会のお知らせ 

物質循環学科同窓会事務局 

今年度も銀嶺際の日程に合わせて平成26年度物質循

環学科同窓会総会を開催します。皆様お誘いあわせの上

ご参加ください。 

 

日時 平成26年11月1日 (土) 13:00～ 

場所 理学部B棟6階セミナー室（予定） 

内容 同窓会活動進捗報告 

（今後の活動について、名簿・HP管理等） 

 

住所変更・同窓会に関するお問合せ等ございました

ら、物質循環学科同窓会のメール 

 mate_des@shinshu-u.ac.jpまでご連絡ください。 

 

平林生物同窓会長 
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―――――――――――――――――― 文 理 の ペ ー ジ ―――――――――――――――― 

    ヴェトナムでダイオキシンを追いかける 

       西村 洋一（文理・数学） 

 

ヴェトナムに心を向かわせたもの 

ダイオキシンに関心を持つようになったのは阪神淡路大震災

が起こる少し前、酸性雨に関心を持ったのがきっかけです。 

酸性雨が酷くなると“好きなコーヒーに使う湧水の味がど

うなるか”ということが大問題でした。何冊か環境本を読ん

でいて酸性雨よりダイオキシンの方が怖ろしいと思うように

なった。「①もう１０数年するとダイオキシンで日本は大変

なことになる。②一番酷いダイオキシン被害地はヴェトナム

だ。③ヴェトナムでの被害者は数％。」というのが読んだ本

からの感想です。当時、日本では①の本が多く出版されてい

た。ヴェトナムの科学者の出しているデータは③だった。本

や写真集を見ても恐ろしさが実感できずヴェトナムへ行った。

以来ヴェトナム滞在１９５３日（もう４７日で２，０００本

安打）、最北端の１省をもう１度取材すると全省３度以上取

材したことになる。今年中に達成したい目標です。これだけ

続けることが出来たのは知りあったヴェトナム人に恵まれた

こと、ヴェトナム料理が口に合ったこと、家族の協力のおか

げです。 

 綿貫礼子著「胎児からの黙示」の影響が大きかった。この

本に北ヴェトナム・ハノイ大学のトン・タッ・トゥン教授が

フランスの国際会議での発言が紹介されている。「枯葉剤ダ

イオキシンに因ると思われる流・死産、先天奇形児、ぶどうっ

子、癌等の多発の現状を報告した後『大量の連続的な化学兵

器の使用は、目で見える人体被害に留まらず、細胞内部の染

色体異常をも原因づけていると思われる。しかもこの異常は

先天奇形を持つような次世代の人たちの細胞にも起こり得る

のである。嫌悪すべき戦争の歴史の中で、我々はかつて核戦

争の一つを例外として、これほどの非人道的な運命を生き残っ

た人たちに課したことがあったであろうか』と疫学論文を締

めくくった」とあった。この後、３日間次のページを読めな

かった。当時（今も）、私の知識は「①ダイオキシンは発癌

性も催奇形性も強い。②癌細胞の遺伝子と正常な細胞との遺

伝子は異なる箇所がある。③親の（生殖細胞の）遺伝子が子

に伝わる」だけだった。催奇形性は正常な発生を阻害するこ

とかと思った。このこととホーチミン市のツーユー産婦人科

病院の医師が当時の先天奇形嬰児標本を作り、今に残したこ

とが頭に残った。 

ツーユー病院・平和村での暮らしと見たもの 

 ２００１年１月初めてヴェトナムへ旅行した。１日フリー

の日があったのでツーユー病院を見学した。病院構内には枯

葉剤ダイオキシン被害児と思われる子どもを養育するツーユー

平和村があった。そこにはそれまで見たことのない先天奇形

児が５０数名いた。大半の子は寝たきりだった。そんな中で

重い障害を持ちながら職員の手伝いをし、勉強にも励む少女

がいた。当時、田舎の高校教師だった私にとっては教育の原

風景を見た思いだった。 

その後もツーユーを訪問し少女に会った。２００３年中学４

年生（ヴェトナムの学制は５，４，３制）だった彼女は将来

高校・大学を卒業し医師か教師になりたいと言った。帰国後

２００４年から彼女の数学の家庭教師をやらせてくれるよう

病院に依頼した。しばらくしてＯＫが出た。 

 ２００４年５月２０日チャート式数学とテニスラケットと

カメラを持って３年間との思いでヴェトナムに入った。当時

ヴェトナムの学校の夏休みは６月初めから８月末までの３ケ

月だった。６月初めから１日９０分チャートに添って週６日

補習することになった。更に他の小学生中学生に日本語を教

えることになり、これも１日９０分週６回やることになった。

（日本語ペラペラ＋英語ほとんど０＋ヴェトナム語０）の教

師と（ヴェトナム語ペラペラ＋英語ほんの少し＋日本語０）

の生徒でも数学の授業は問題なく進んだ。改めて数学が国際

語であることを実感した。日本語授業は日本の歌を歌って終っ

ていた。歌も数学同様インターナショナルと実感した。 

 テニスは週３～４回楽しんだ。日本人ばかりのグループ、

日本人とヴェトナム人半々のグループ、ヴェトナム人ばかり

のグループで遊んでもらった。テニスもインターナショナル

だと思った。ホーチミン市はフランス植民地だった時もヴェ

トナム南部の中心地だったせいか市内にテニスコートは沢山

ある。アスファルトコートなのでスコールが来ても雨が止む

とすぐにプレー出来る。アスファルトコートでは靴下を３枚

履けば足腰への負担が和らぐことが分かった。好きでやるこ

とはすぐに知恵が働く。 

  病院の職員にも日本語を週１回教えることになったが、余

裕が出てきた年末から第３の目的枯葉剤ダイオキシン被害の

取材を手探りで始めた。ツーユー病院内にある先天奇形嬰児

標本は何度も見せてもらった。ここの標本は戦争中から作ら

れていた。解放軍が病院に入ったときほとんど壊された。作っ

た医師が将来に残すべきものと訴え、少し残ったと言う。グ

エン・ティ・ゴク・フォン医師は珍しい先天奇形児や重い病

気の標本を作ったと言った。初めてこれを見た時、母親のダ

イオキシン病変部標本１１０体、先天奇形嬰児標本１１０体

だった。現在は嬰児標本しか展示されていない。その約半数

に作成年代が記されている。１９７０年代は７体だ。内訳は

頭が無いのが３体、脳ヘルニアと腹壁ヘルニア各１体、無脳

症１体、アザラシ肢症１体だ。共通しているのは組織の全部

又は１部が欠損していることだ。ツーユーの標本室に１番多

く展示されているのは二重体だ。平和村の科長さんに聞くと

１９７０年代にも二重体の赤ちゃんは多く生まれたと言った。

ヴェトナム北部では聞いたことはないが、２０１０年までヴェ

トナム南部で二重体が毎年生まれていた。取材中「アメリカ

との戦争が始まってから手が無かったり、足が無かったり、

頭が無かったり人間の形をしていない肉の塊のような赤ちゃ

んが多く生まれ死んでいった」と３～４度聞いた。アメリカ

人科学者が影響調査に入ったとき、こんな先天奇形児を見、

大統領に即使用中止を勧告したと思われる。戦後、ツーユー

の標本の中にダイオキシンがあるかどうかアメリカの科学者

が調べた。ツーユーへは「含まれていた」との連絡があった

が、それ以上の内容の連絡はなかった。 
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アメリカの科学者と使用停止 

 ヴェトナム人科学者レ・カオ・ダイ著「AGENT ORANGE in the 

VIET NAM WAR＝ベトナム戦争におけるエージェントオレンジ

（尾崎望訳）」に“ヴェトナム戦争中アメリカの科学者が枯

葉剤の効果調査するためヴェトナムに入ったこと。使用した

化学兵器が生態系に影響を及ぼす懸念を表明したこと。枯葉

剤の有害作用に関する科学的調査をしたこと。枯葉剤に含ま

れる２・４・５Ｔによる先天奇形を確認したこと。２・４・

５Ｔに含まれるダイオキシンがその原因であることを確認し

たこと。急激に散布量が増えた１９６６年から毎年アメリカ

科学振興会（ＡＡＡＳ）はジョンソン大統領に枯葉剤使用に

抗議したこと。特に１９６８年には１７人のノーベル賞受賞

者を含む５、０００人の科学者が使用中止の決議文に署名し、

即時使用中止を大統領につきつけたこと。大統領は使用中止

を決断し、国防省も使用中止を明言し、１９７１年２月米軍

は枯葉剤の使用を中止したこと。’６７年から’６９年が一

番多く撒かれたこと”等が書かれている。くどいがアメリカ

の著明な科学者はヴェトナム戦争中枯葉剤ダイオキシンの人

体へ与える影響に先天奇形児が生まれることを確認し、アメ

リカ国防総省がそれを認め、アメリカ大統領も追認し枯葉剤

ダイオキシンの使用中止を決定した。人体への影響は半端な

ものでなかったものと思われる。 

 近年、以前騒がれたダイオキシンは青酸カリの３、０００

倍の毒性があると言った報道を見なくなったのとは逆にダイ

オキシンで死んだ人はいないとの著作を見る。ダイオキシン

には緊急毒性も慢性毒性（発癌性＋催奇形性）も強いとされ

ている。 

私の実感と被害者への対応の実像 

私は専門家でないので何が正しいのかサッパリ分からない。

ダイオキシンの毒性の科学的な研究を急いで欲しい。 

 非科学的だが取材で印象に残ったことをまとめてみた。 

１.アメリカとの戦争が始まって手が無かったり、足が無かっ

たり、頭が無かったり、人間の形をしていない肉の塊の

ような赤ちゃんが多く生まれ死んでいった。 

２.アメリカとの戦争が始まってからフランスや日本と戦っ

た時とは違う病気や障害が出てきた。 

３.この（中国国境沿いの山深い/ハロン湾に浮かぶ島）村

の者はヴェトナム戦争中、南の戦場へ行った者がいない

ので、酷い病気や障害を持った者はいない。 

４.戦争前に生まれた子供は皆健常だ。障害を持つ子は戦争

から帰って生まれた子だ。障害を持って生まれた子は１

００％ダイオキシンの影響だ。 

５.枯葉剤ダイオキシンを浴びて死んだ人がいると答えてく

れた人は20～30人に１人くらいだった。気絶した人はい

ると答えてくれた人と死んだ人はいないと答えてくれた

人が多かった。他の人は知らないだった。 

６.２００９年頃までの取材では立ち寄った喫茶店や食堂の

近くに障害者がいたが、それ以後そういうケースは減っ

た。 

 ２００４年１月１０日ヴェトナム・エージェント・オレン

ジ被害者の会（ＶＡＶＡ）が設立した。目的は「①（ヴェト

ナム戦争での）枯葉剤ダイオキシン被害者を代表し、アメリ

カの犯罪を訴える。②枯葉剤ダイオキシン被害者を支援する。」

でした。その年の８月１０日以降各省・都（ハノイ市、ハー

イフォン市、ダーナン市、ホーチミン市、カントー市の政府

直轄市）でも被害者の会ができた。現在ヴェトナム６３省都

の内中国国境沿いの５省を除く５８省都に被害者の会が出来

ている。ＶＡＶＡが出来るまではヴェトナム赤十字社が枯葉

剤ダイオキシン被害者の支援をしていた。各省都では各省都

の赤十字社や傷痍軍人局がその任に当たっていた。２００４

年と２００９年ＶＡＶＡは枯葉剤を米軍に納めた化学会社を

裁判にかけたが因果関係が認められないと敗訴した。一方ヴェ

トナム戦争で旧南ヴェトナムへ入った多国籍軍の兵士やその

子たちにもヴェトナムで起こっていることと同じ病気が出た。

オーストラリア退役兵は裁判で勝訴し、アメリカ退役兵は裁

判で和解となった。 

 私が１年の半分以上ヴェトナムで暮らすようになったのは

２００４年５月２０日から。２００５年ハノイの赤十字社で

もらったパンフレットには枯葉剤ダイオキシン被害者数１５

０万人と書かれていた。同じころホーチミン市のＶＡＶＡの

方から被害者数は３００万人だと聞いた。それから間もなく

被害者数４８０万人と言われるようになった。いろいろ考え

たが各省都の被害者数を聞いて回った。これらの合計は６０

万人だった。そのうちＶＡＶＡが毎月お金を支給しているの

は３０万人だった。ハノイのＶＡＶＡでこの件について尋ね

ると、４８０万人はアメリカの科学者がシュミレートして出

した数、３００万人はＶＡＶＡが設立されるとき、ＶＡＶＡ

が各省都に聞き出し合計した数とのことだった。ＶＡＶＡで

被害者認定し毎月お金を支給しているのが３０万人。不定期

支給者を合わせると６０万人とのことだった。（３００万人

は申請者の数でないかと思う）被害者かそうでないかを、ど

こで線を引くかとか被害者数の確定は難しいことなのだろう。 

事実の直視と私の願い 

 私の取材は米軍が撒布を終えてから３３年以上経っている。

戦争中、枯葉剤ダイオキシンが撒かれた地域にいた人やその

子や孫と紹介された人です。直接ダイオキシンを被爆した人

には肺癌、肝臓癌、甲状腺癌、血液癌、免疫不全等の癌や良

性腫瘍、心臓疾患、喘息、高血圧、知的障害になる人が見ら

れる。彼らの子や孫には酷い先天奇形や流・死産で生まれる

ケースが後を絶たない。いずれも病名のつく、他の国にも見

られる病気と思う。しかし、ヴェトナムで被害者と紹介され

た人の症状はただ事とは思えないくらい酷い。アメリカを代

表する科学者集団が科学的に因果関係が証明されてないまま

即時使用中止を大統領に迫り、軍部や大統領が使用中止を決

定したのはヴェトナムで起こっていることを直視したことに

よると思う。 

 ヴェトナムを取材してきて思うのは戦後生まれてくる人の

遺伝子まで傷つけるような兵器を使わせない世界、使った国

には即時責任を取らせる世界、使った国は即時責任を取る世

界になって欲しいということです。 
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―――――――――― 旧 制 松 本 高 等 学 校 同 窓 会 か ら ―――――――――――
 

旧制松本高等学校同窓会（県の森文化会館内 根津武夫会長）のご了解を得て、松高同窓会報等から、戦中・戦後の生活を中

心とした寄稿文を転載させていただきます。 

 大先輩の90歳近くになる河井兵太（松高26回）氏が次のように綴らねばならない今の時代だからこそ、あの時代を生きた先輩

諸氏から学び、今を共に考えたいと思います。 

「県の森に学び、青春時代を過ごした先輩」からの「伝言」として数回にわたり掲載します。 

  
「平和」とは…… 

今から七十年ほど前、日本中で「東洋平和のためならば、なんで命が借しかろう」、そんな歌が歌われていた。 

 近頃アベが“積極的平和主義”とか言い出した時、私は、「そんな平和ってある？」と、イヤーナ感じがした。と、

次の瞬間に順に浮かんだのが「東洋平和のためならば」のあの“平和”である。 

 アベの言う“セッキョク平和”と、昔私たちが歌っていた“トウヨウ平和”と、よくよく見ると「こりやあ同じだー」

どちらの“へいわ”も鎧を着ている。 

 そして、次に思ったことは、「トーヨーヘーワ」を歌っていた我が国があのヒロシマ・ナガサキの大破局に至るま

でに十年とかからなかった、ということである。 

 平和というものは、元来“カッタルーイ”もので、“積極”とは、真反対・異質、相容れない概念で、積極と平和

をくっつけるなんて、これはアベ独断の大詐術に過ぎない。 

河井兵太（26回理甲2） （松高だより25号 2014.4.1） 

 

松本高校時代の稲垣君の思い出    

井出 愛邦（22回文甲） 

稲垣孝二君と共に昭和15年(1940)4月松本高校文甲に

入学した井出愛邦です。同級生ではありましたが、選択

した倶楽部は私は野球部で、グランドでサッカー、陸上

部の人達とー緒にわいわいやっていましたが、稲垣君が

走り回っている姿の記憶はありません。当時の旧制高校

では入学すると運動部、文科系の何かの部に入って部長

に教授がついて、生徒の思想問題に注意を払っていた時

代で、われわれの入学直後にも警察の手入れがあったり

しました。各部の教授は時に家に呼んでお茶を飲みなが

ら話しあったり、リクリエイションの援助をしてくれた

りして、左傾防止に努めていました。運動部ではどこも

騒がしく、楽しくやっていました。稲垣君も何かの部に

属していたと思いますが分かりません。 

 稲垣君の背は私と同じらいで高い方でした。稲垣君は

温和な人でした。クラスマッチや軍事教練、その他でも

騒いだり、大声を出すようなことはなかったように思い

ます。教室での席は私が2番、稲垣君は4番で、一番後ろ

の並びでした。日常的な話はしていましたが、思い出に

残るものは残念ながらありません。こつこつ勉強して居

たのではないかと思って居ました。 

 私たち昭和15年4月の入学生は翌年の昭和16年11月1

日大学･専門学校（工業、農業、水産、鉱業、船舶、薬

学等3ヵ年）の修業年限を6ヶ月短縮すると決定されまし

た。そして、翌12月8日には太平洋戦争の開始となりま

した。我々は翌昭和17年9月で卒業、今後の日本は、ま

た我々はどうなるのかと思いつつ全国の大学へ散って行

きました。そして翌昭和18年9月23日に学生の徴兵猶予

停止（理工系生は入営延期、但し大学で半年短縮）が報

ぜられると、科を問わず、直ちに郷里の市町村から徴兵

検査を命ずる文書が来ました。学生の徴兵はかなり前か

ら準備されていたとしか考えられない手早さでした。私

も郷里で徴兵検査を受け、眼鏡をかけているのは残念だ

と言われ、乙種合格とされました。入営命令も間近と考

えられ、文甲では誰が計画したのか別れの会をするので

浅間温泉に集まれと連絡があり、私も行きました。集まっ

た人数は少なかったことだけがうろ覚えにありますが、

別れの酒に酔いしれて何の記憶も残って居ません。集まっ

たメンバーで生き残った者が、後に、お前さんは「死ぬ

な、絶対死んではいかん」と一人一人にくどくど言って

いたと聞きました。私は岡山医科大学に入学していまし

た。 

 同年10月21日雨の明治神宮外苑で学徒出陣の壮行会

が行われ、それぞれの入営地ヘ向かって行きました。 

 終戦後同窓会名簿が発行されるようになって初めて、

先輩から、クラスメート、後輩のその後を知ることが出

来るようになりました。そして、卒業したわれわれのク

ラス42人の中、6人が戦死したことを知り、松本高校卒

業全クラスで一番戦死者を多く出したクラスであること

が分かりました。その中に稲垣君の名を見つけたのです。 

 はじめの同窓会からの調査依頼書では稲垣君の松高時

代のことを調査しているとしか書いてなかったのですが、

新たに分かった記録を記載した依頼書が送られてきまし

て、思誠寮に入寮していたとあったので当時のアルバム

で探すと北寮で見つけました。私は１年間南寮の2階に

住んで他寮のことは全く知らなかったので、入寮してい

なかったと思い違いをしていました。改めて当時のアル

バムを見直すと、同封の9枚の写真に稲垣君を見つける

ことが出来ました。 

 お前はどうして医学部へ行ったのか？ 野球オンチで

将来を見通せず、下宿を同じくした先輩が暇があると岡

大医大へ来い、岡大医大へ来いと口説きに来たのにした

がったのでした。岡山へ行った年の秋、伊原木伍郎さん

（昭和6年卒10回生）から、どうせろくなものは食べて

いないだろうからと、松本高校卒の岡山医大医師、学生

を招待して、沢山のご馳走、酒類等を飲み食いさせて貰っ

たことがありました。当時天満屋は海軍の軍需工場で、
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海軍から食料品の支給のほか、秘密情報も聞いていて、

勝った勝ったと報道されている5月のミッドウェー海戦

は大負け、いずれ、東京は空襲されるから東京に家族の

あるものは早く疎開させよと言われ（都市疎開実施要綱

の発表は翌昭和18年12月21日）日本は敗戦の一途にある

実情を知り、出征した級友たちの無事を祈ったのでした。

私も昭和20年（1945）9月には卒業、本土防衛かと思っ

ているときに敗戦となり、修業年限は元に戻され、旧制

高校は廃校の道をたどることになりました。 

 敗戦後のクラス会では従軍中のことが話題に上ること

は殆んどありませんでした。話したってどうなるもので

も無いことだと、それぞれの忘却の中に押し込めてしまっ

ているのだと思いました。子供や孫が戦争の話を聞かさ

れなかったというのも当然だと思います。 

 角泡を飛ばして論じ合った青年も、90才となり、喋れ

て意思の疎通の出来る者は6人となってしまいましたが、

名前だけでも確実にしようと、全員に写真を配って名前

と若き日のおもかげをあわせる試みをしました。戦死し

た6人は全部確認できましたが、一人一人の若き日のお

もかげをながめながら、勝ちの望めない戦いの場で彼ら

はどんな気持ちで死んでいったのだろうの思いは強くな

るばかりでした。年を取ると共に松本での級友を偲ぶ気

持ちが一層強くなるのはなぜだろう。記念祭のたびに見

廻った教室の情景がすぐ浮かぶのはなぜだろう。私を引

き寄せるものは何だろう。 

 稲垣君のよすがを求めて、我々の昭和15年4月から敗

戦までの青春時代を振り返って見ました。旧制松本高校

とは何であったか、改めて考え直しております。 

（松高だより24号 2014.1.10） 

 

松高時代の読書の想い出   

 青柳 晃夫（28回文乙） 

昭和20年8月、松高に入学した直後、日本は敗戦を迎

えた。9月はじめ授業は再開されたが、敗戦のショック

は我々生徒に重くのしかかり、中々茫然自失の状態を脱

することはできなかった。当時長野方面より松本への汽

車通学松高生は三・四人おり、約一時間の車中で毎日話

し合った。この際ともかく本を読むことだ、ということ

では皆の意見は一致した。仲のよかった平田友三君(隣

の麻績村出身・27文乙)は中学時代結核で休学し、その

ため大の読書家として有名だった。その彼からすすめら

れた本を貪り読んだ。 

 それらの本の中で、昭和10年代、当時東大経済学部教

授だった河合栄治郎先生が企画・編集した学生叢書の各

論文は本当に為になった。特に忘れられないのは先生ご

自身が書かれた『学生と読書』の中の「読書の意義」と

『学生と先哲』の中の「個人成長の問題」の二つの論文

だ。17歳の私はどちらかといえばおくて（奥手）だった

ので、これらの論文を読んで初めて自分の心の中の「内

的世界」というものを自覚した。天皇陛下のため、とい

う目的が消失し、人生如何に生くべきか、根本的に考え

ざるを得なくなったときと、内的世界の存在を自覚的に

認識するに至った時期とが重なり合ったことは、私の精

神世界の形成にとってはまことに幸いであった。 

 この頃、学生叢書で知った多くの著者のものを手当た

り次第読んだ。特に出 隆の『哲学以前』、阿部次郎『人

格主義』『倫理学の根本問題』、倉田百三『愛と認識と

の出発』『出家とその弟子』、武者小路実篤『友情』、

長與善郎『竹沢先生という人』等からは強烈なインパク

トを受けた。又友人から一冊づつ借りて貪るように読ん

だ漱石全集のことも忘れ難い。これらの読書は、まさに

自分の精神の血となり肉となった気がする。これらの読

書を通じて、自分の心の奥深くに存在する良心を強く自

覚するに至った。道徳的に悪いことをするかも知れない。

しかしいかなる時もあゝ俺は悪いことをしているのだ、

と冷静におのれを見つめる自己を失ってはならない、と

思い至った。 

（松高だより25号 2014.4.1） 

 

松高生に赤紙がきた ― 私の戦争体験 

              宮崎 達雄(27回文甲) 

終戦直前の昭和二十年春、私は松本高等学校文科に入

学した。慶応大学工学部から、意あっての転向である。

理系なら大卒まで兵役は延期される。文系は満十八歳で

兵役を覚悟せねばならない。私は十八歳だった。 

進路変更の申し入れに、父は後になって「あの時は背

中に水をかけられた思いだった」と述懐している。 

初夏になって、やはり赤紙（召集令状）は来た。 

陸軍二等兵で出征  

どうせ戦線に立つのなら、いきなり士官への道がひら

かれている特別甲種幹部候補生を志願しよう、と考えた。 

ところが、松高の配属将校Ｈ少佐は「宮崎君、どうせ

日本は負けるよ。二等兵で出征したほうがいい」という。 

すでに戦況は、撤退に次ぐ撤退。三月九日夜のB29に

よる大空襲で、東京下町は焼け野原と化していた。しか

し、まだまだ多くの国民は、必死に勝ち抜こうと頑張っ

ていた。そうした中で、軍事教練指導に当っている配属

将校が、日本は負けるから二等兵で行け、というのであ

る。 

ハッとさせられる言葉だったが、私はこの白髪の老少

佐に、かねてから心惹かれていた。 

リベラル派の多い旧制高校教授の中にも、結構、打ち

てし止まん型の教授もいた。その中にあって少佐は、校

庭の桜が満開になると、教練の時間中に桜の下にわれわ

れを連れて行って、静かに花を眺めさせてくれる人だっ

た。 

昭和十八年秋の学徒出陣以来つぎつぎと死地に赴く若

い学生たちの気持を、よく理解してくれている風情だっ

た。 

私は少佐の言葉を聞くとその場で、二等兵のまま出征
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しようと心に決めた。 

銃のない兵隊  

入隊は八月五日。新潟県小千谷の「天竜兵団」工兵中

隊へ。しかし、兵営、兵舎などはない。信濃川沿いの空

き小学校校舎。そこが駐屯地だった。 

「お前たちは、日本最後の兵団。長野と新潟の甲種合

格の若者を選りすぐった部隊だ」と聞かされたが、中に

は小指の曲がったまま動かない者もいる。それでも銃の

操作や戦闘は出来る、というのだろう。かくいう私も、

眼鏡を外せない兵だったが甲種合格だった。 

装備に至っては、もっとひどい。各人が身につけてい

るのは、孟宗竹で作った水筒代わり一個だけ。弾の出る

歩兵銃などない。 

訓練はタコ壷掘り、炎熱に焼けた信濃川原の石ころの

上の匍匐前進、鉄条網切り、火炎放射器によるトーチカ

攻撃などあったが、鉄条網を切る鋏も、火炎放射器も、

木製の代用品。ただ、信濃川の急な流れで漕がされた四

十人乗り鉄舟は本物だった。 

確実に死ねるぞ  

装備はお粗末でも厳しい訓練。一方、食事といえば麦

飯に、黄色く熟れた薄っぺらい胡瓜の塩漬二枚、それに

携帯用の粉味噌を溶かした汁だけ。三日も経つと体はま

るで鰹節のように変わった。 

誰が持ち込むのか、新聞が舞い込む。表裏二頁だけの

新聞に、六日「広島に新型爆弾」の記事があり、理化学

研究所の仁科芳雄博士が現地に向かった、とある。六日

は入隊翌日のことだ。 

さらに二日ほどすると、就床の合図を待っていた兵た

ちの前に現れた下士官が「ソ連が参戦して満州へ雪崩れ

込んだ。もう、お前らは確実に死ねるぞ」といった。 

小千谷にも米機グラマンが飛来して、機銃掃射する。

そのつど銃弾を避けるため、われわれは講堂の壁にへば

りつかされた。しかし、「新型爆弾」や「ソ連参戦」の

知らせの方が、漠然とではあるが恐怖の種だった。 

なぜ涙が出ぬ  

昼に近かった。「何か重大放送がある。聞きたい者は、

行け」。中隊長がそう言う。私は「重大放送」という言

葉に引きつけられた。中隊長に従った者はわずか数名。

兵の一人が私だった。 

真夏の太陽が照りつけていた。干からびた瓜棚の奥の

農家の庭先。古びた箪笥の上のラジオから、アナウンサー

の声が流れてきた。陛下（昭和天皇）みずからが国民に

向かって呼びかける「玉音放送」という。 

天皇の放送は初めてだった。しかし、ひどい雑音で、

ほとんど聞き取れない。 

「いよいよ本土決戦だな」「国土を死守せよ」「これ

で親とはもう会えないな」そんな思いがよぎった。 

放送から、仮兵舎の小学校へ戻っての昼過ぎ。校舎裏

の一隅で小隊ごとの散髪が始まった。兵同士が交代で相

手の髪をバリカンで刈る。木の切り株に腰掛けた私の髪

が丁度、半分まで刈り込まれた時である。「日本が負け

た」と金切り声で叫びながら、一人の兵が走りこんでき

た。 

えっ日本が負けたって、と声の方を注視する。とたん

に蜂の巣を突ついたような騒ぎが起こった。バリカンを

持っていた者、腰を下ろしていた者が一斉に立ち上がっ

て、わっと泣き出し、わめきだす。なかには、感極まっ

てか、笑い出す者もいる。 

気がつくと、坐ったままの姿は私一人。私は「そうか、

日本は負けたのか。あの放送は天皇みずから敗戦を宣し

た放送だったのか」と思うと同時に「これまでの日本は

何んだったのか、これからの日本はどうなるのか」とい

う思いに沈んだ。 

あの時、なぜ自分一人は泣けなかったのか。祖国の敗

戦を知りながら、あの空白感は何んだったのか。悩みは

戦後も続いた。 

そんなある日、さる紙面の一隅に真下信一・一高教授

の談話が載っているのが、目にとまった。「学校に戻っ

てきた一高生らに共通していたのは、日本の敗戦を知っ

た時、彼らは何故か涙も流れず、その現実を受け止めた

ことだった」という主旨だった。 

それを読んだ瞬間「そうか、涙が出なかったのは、私

だけではなかったのか」と、心のしこりは消え、初めて

戦後社会の中に自己を取り戻し、歩み始めることが出来

た。 

戦争の悲劇  

戦後いち早く下士官から「あと二日もすれば、お前た

ちは房総海岸でタコ壷に這入り、上陸して来る米軍戦車

の下に爆雷を持って突っ込むところだった」と聞かされ

た。終戦は思わぬ命拾いだったわけだ。 

そんな中で、私と一緒に二十年八月五日、長野の輜重

部隊に応召した松本高校文科一年の友人小沢敏雄の場

合はこうだ。 

彼らの部隊は行軍の途中、信濃川の支流犀川の一部を

渡った。清流で、背は立つ深さと見られたらしい。だが、

背丈より深い流れだった。数人があっという間に水に呑

まれ、溺死のような状態で五体が岸に揚げられたという。 

陸軍軍規によれば、正規の訓練中といえども、一度に

五人以上死なせた場合は、上官は軍事裁判にかけられた

と聞く。当然このケースも裁かるべきだったのではない

か。 

しかし、すでに日本軍は敗れ、法廷は開かれることも

なく、軍は解体してしまったのではないか。溺れて死亡

した兵たちの扱いは、果たしてどうなったのか。 

それにしても、むごい戦争の悲劇だ。  （敬称略） 

（松高同窓会報110号 2008.3.31） 
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（附記１） 

旧制高校へは中学校4年（旧制中学5年制）修了で受験

資格が与えられることになっていました。旧制高校は3

年間の高等普通教育を施す高等教育学校で大学への予

科の位置付けでした。 

クラスは文科と理科に分かれ、第一外国語によって英

語クラスを甲、ドイツ語クラスを乙といいました。 

中学校4年時終了で入学した学生は4月段階で16歳で

した。（制度的には小学校5年時終了で中学校受験資格

が与えられていましたから、最短で15歳で高校に入るこ

とができました。） 

当時全体として貧しく、病気なども少なくないことも

あり、また、学校体系が複線型で誰もが大学へのルート

を素直に歩めたわけではありませんから、新入生の年齢

には幅がありました。帝大への道は基本的には高等学校

からであって、旧制高校の総定員は帝大の総定員とほぼ

同じでしたから受験と切り離されたという意味では比較

的自由な青春時代を過ごせたと言えます。 

高等学校への進学者は同世代の1％程度でしたので少

数のエリートゆえに自由・自主ということも相当許され

ていました。しかし、戦争が始まる前からはそれも厳し

く制限されていきました。 

修業年限は3年でしたが、戦中の特別措置として半年

短縮や2年制とすることなどが行われました。それは次

の表の入学年度の人たちです。

 

入学回 入学年 卒業年・月 措置・備考 

22回 1940年(昭和15) 1942年9月卒業 
学制3年 

半年短縮 

23回 1941年(昭和16) 1943年9月卒業 
学制3年 

半年短縮 

24回 1942年(昭和17) 

1943年11月仮卒業 （学徒出陣） 

1944年9月卒業 
学制3年 

半年短縮 

25回 1943年(昭和18) 1945年3月卒業 学制2年 

26回 1944年(昭和19) 1947年3月卒業 
学制2年 

1年延長 

27回 1945年(昭和20) 1948年3月卒業 
学制2年 

1年延長 

28回 1946年(昭和21) 1949年3月卒業 学制3年 

29回 1947年(昭和22) 1950年3月卒業 学制3年 

30回 1948年(昭和23) 1949年3月修了 1年打ち切り 

旧制高等学校入学は1948年4月まで（松本高校30回生

まで）で新制大学が1949年設立なので48年入学のものは

1年修了で新制大学を受験し、新制大学一期生になりま

した。 

24回生の学徒出陣に伴っての「仮卒業」という用語は

いくつかの旧制高校の記録にありますが、松高では今の

ところ見当たらず、使っていたかどうかは不明です。 

 

--------------------―----------------------------------- 

（附記2）戦争中に尋常小学校（6年制・今の小学校）は国民学校と名称が変わりました。卒業後は多くは社会に

出るか高等科（2年制）に進むのが普通でした。また、実業学校や、働きながら青年学校で学びました。旧制の中学

校・女学校（5年制）へ進めたものは、そんなに多くはありませんでした。中学校から高校への進学はさらにわずか

なものの進む道でした。それは男子についてであって、女子は、上級学校として女子専門学校などがありましたが、

学校はわずかで、高等女学校が事実上最高学府でした。中等教育について現在の学校制度の対比で旧制の学校制度

（1946.4.）を表にしてみました。旧制高校、大学予科は高等教育にはいります。 

現在の 

学校・学年  
旧制中学校 旧制高等学校 他の旧制学校・学年（1946年（昭和 21年）時点） 

中学 1年 
旧制中学校 

1年  

国民学校高等科 1年、高等女学校 1年、実業学校 1年、高等学

校（旧制）尋常科 1年、青年学校普通科 1年 

中学 2年 
旧制中学校 

2年  

国民学校高等科 2年、高等女学校 2年、実業学校 2年、高等学

校（旧制）尋常科 2年、青年学校普通科 2年 

中学 3年 
旧制中学校 

3年  

国民学校特修科、高等女学校 3年、実業学校 3年、高等学校（旧

制）尋常科 3年、師範学校予科 1年、青年学校本科 1年 

高校 1年 
旧制中学校 

4年  

青年学校本科 2年、高等女学校 4年、実業学校 4年、高等学校

（旧制）尋常科 4年、師範学校予科 2年 

高校 2年 
旧制中学校 

5年 

(高等学校の 

進学資格あり) 

青年学校本科 3年、高等女学校 5年、実業学校 5年、高等学校

（旧制）高等科 1年、師範学校予科 3年、大学予科 1年 

高校 3年 
 

旧制高等学校 1年 
 

大学 1年 
 

旧制高等学校 2年 
 

大学 2年 
 

旧制高等学校 3年 
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敗戦により、1939〜43年の間に行われた、戦時特別措

置を廃止（1945夏）し、戦前の教育体系に戻されました。 

一方、その頃計画・実施された教育改革の幾つかは残

ります。それは、実業学校の中等教育化、師範学校の官

立化・高等教育機関化、青年学校の拡大などです。 

1946年当時の学制は、そういった事もあり複雑な形に

なっています。 

旧制高等学校は尋常科4年、高等科3年の計7年制で制

度設計されましたが、7年生のものはわずかで、多くは

高等科のみの3年制のものとして設立されました。 

 

皆さんも機会があれば是非、県の森にある旧制高校記

念館をお訪ね下さい。旧制高校・高校生・松高などにつ

いての詳しい資料がたくさんあります。 

松本高等学校同窓会 

〒390-0812 松本市県3-1-1 あがたの森文化会館内 

旧制高等学校記念館 

〒390-0812 松本市県3-1-1 電話：0263-35-6226 

松本市ホームページ 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/k

yoiku/agatanomorikaikan.html 

 

――― 本 の 紹 介 ―――― 

 

「裏山の奇人・野にたゆたう博物学」 

生物（01S）の小松貴さんが「裏山の奇人・野にたゆ

たう博物学」を出版されました。会報21号で紹介した「ア

リの巣の生き物図鑑」を書かれた方です。是非、手にとっ

てご覧下さい。 

わからないことを、わかりたい。 

生き物に魅せられた怪しい男が、近所の裏山から地球の裏

側までを徘徊する。博物学とは、好奇心とは何だ？ 

 

書 名：裏山の奇人 

野にたゆたう博物学 

フィールドの生物学⑭ 

著者名：小松貴 

出版社：東海大学出版会 

発刊日：平成26年8月6日 

価 格：2,160円 

ISBNコード：978-4486019947 

 

 

 

 

著者紹介 

小松貴（こまつ たかし） 

2010年、信州大学大学院総合工学系研究科博士課程修

了。信州大学理学部科研研究員を経て、2014年より九州

大学熱帯農学研究センターに日本学術振興会特別研究

員PDとして所属。 

――――同窓生の皆さんにお願い―――― 

 

理学部同窓会の会報は年２回春・秋に定期的発行を続

けています.おかげさまで会員の皆様の寄稿も増え、会

報としての内容も充実してきました。 

しかし、残念なことですが、住所不明のため会報をお

届けできない方も少なくありません。誠に恐れ入ります

が、クラスやサークルの仲間、年賀状をやり取りされて

いる方など、皆さんのお近くに会報が届いていない同窓

生がおられましたら､是非同窓会に連絡頂けるようお願

いして下さい。 

会報を手にし、懐かしく思ったり、同窓生の書いたも

のを読み、励まされたりすることも少なくないと思いま

す。また、理学部の今の様子を知るきっかけになればと

も思います。年２回のことですが会報を手にして頂ける

方の輪を広げたいと思います。宜しくお願いします。 

また、毎号転居などで会報が返送されてくる数も少な

くありません。お忙しいとは思いますが、お住まいを替

えられた折りは忘れずにご連絡頂けますようお願いいた

します。 

そうしたご連絡が頂けることが、私たち役員にとって

何よりうれしいことです。 

信州大学理学部同窓会 役員会 

 

 

 

 

 

 松本キャンパスでは至る所で耐震改修工事が行われて

います。昨年から図書館、今年の夏から全学教育機構(教

養部)の工事が始まりました。来年3月完成予定の図書館

の予想図です。なかなかモダンな造りのようです。 

 

 

 

 

 

 

編集後記：  

11ページに1967年当時、理学部が県の森から旭町に移っ

た頃の写真を掲載させて頂きました。信州大学教職員、

理学部卒業生といえども知る人はそんない多くないと思

います。理学部の古き良き時代の懐かしの写真や実習・

実験風景など写真お持ちの方はお寄せいただければ幸い

です。会報の校正もほぼ終わり、夜も遅くなり涼しいと

いうよりも肌寒く感じます。もう秋（冬？）です。（し） 


