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ご  挨  拶                         森    淳 

ひどく暑い夏でしたが、皆さんお元気でお過ご

しでしょうか。部屋の中でも熱中症になるからクー

ラーをと、天気予報等で毎回のように言われると、

節電になれた若くない頭は少し混乱気味です。設

定温度を高めにしてしまうのは、この間の「教育」

の成果でしょう。 

 

今年の夏も原発なしで過ごせました。電力会社

の「原発はいる」という宣伝は何なのかと思いま

す。原発は安上がりというストレートな嘘が効か

なくなって「原油が高く料金に跳ね返る」と言い、

その「料金」の中に原発の事故や廃炉の積立金も

もぐり込ませるのですから「騙すのに手口は問わ

ないのか」と思ってしまいます。 

とうとう鹿児島川内の原発が再稼働することに

なりました。九州でも今夏、太陽光発電の買い取

りと他の電力会社からの譲り受けはあったものの、

原発なしで過ごせたのです。なぜ、十分な手立て

も科学的知見にこたえることもなしに「稼働あり

き」なのか、福島の事故も終わっていないのにと

思うのは、私だけではないのでしょう。 

福島が風化し始めています。報道は年毎に半減

しています。ふるさとを追われた人々のことは忘

れられようとしています。「なりわいを返せ」と

いう裁判のことも、補償を打ち切るという政府と

東電の仕打ちに立ち向かう人々のことも、あまり

伝えられていません。 

8 月下旬に福島の「もみの木」の成育で放射能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響と思われる報告がありました。とうとう出

現したというのが実感です。広島・長崎・ビキニ

で被爆の経験を持つ日本は、何が起きるのかなど

の知見はあるはずです。「直ちに影響はない」と

言い続けてきたことの反省はありません。 

再稼働について政府の言い方のいい加減さは変

わりません。政府は「世界一の基準で審査」「民

間会社が稼働を決めたこと」と言い、原子力委員

会は「新基準で審査した結果」「絶対安全とは言

わない」のです。電力会社は「審査を通してもらっ

たから」「安定供給に資する」と言っているので

すから、だれも責任ある立場をとるわけではあり

ません。何万本もの細管の内 5 本に穴が、それも

複数空いていたけど、怪しいものを含めて 69 本塞

いだので大丈夫というのです。それは全体として

劣化しているというべきなのではないでしょうか。 

 

「戦争法案」（安全保障関連法案）が「違憲」

であるとの法学の研究者の声明が出され、様々な

研究団体をはじめ多くの人々が「反対」の一点で

立ち上がっています。「議論を深めるべき」「今

国会で成立すべきではない」というものまで含め

れば 80％の人々が、法案を危ぶみ疑問を呈する状

況は変わりません。大学人も 100 以上の大学で「反

対」の声明を上げています。 

京大の声明が「詩的」であることもあり注目さ

れました。子供用も作られました。若い人達の動

きも驚くほどの速さで広がっています。手に持つ 
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会報26号 

50 周 年 記 念 行 事 に つ い て の お 知 ら せ 

信州大学理学部は文理改組・理学部設置以来50年になります。理学部では来年(2016年)10

月8日（土）に50周年記念行事を予定しています。また、記念誌発刊の準備にも入っています。

同窓会も全面的に協力し、皆さんと共に祝う集いとなりますよう努めてまいります。 

また、理学部同窓会では同日（10月8日）総会を予定しています。 

この日の日程・場所など細目は春の会報で皆さんにお伝えできるものと思います。 

10月8日（土）～10日（月）は連休です。科、クラス、サークルの行事など併せてお考えに

なられてはいかがでしょう。（観光シーズンで松本のホテルなどは相当込み合うことが予想

されます。早めに計画をなさってください） 

ぜひ、多くの学友の皆さんの参加で行事を成功させて頂くと共に、世代を超えた交流と旧

交を温める機会としようではありませんか。 

  信州大学理学部同窓会    
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カードに「戦争は嫌だ」「war is over」の他「ポ

ツダム宣言を読め」とか「まともにこたえよ、ヤ

ジはいらない」などがあって、思わずうなずいて

しまいます。ママ友の会「だれの子供も殺させな

い。」というスローガンは秀逸です。子供を思う

素直な気持ちと、加害者にも被害者にもさせない

という強い意志表現です。 

こうした動きの前段になると思われる「歴史学

研究会」（委員長 久保亨信大人文教授）の昨年

10 月 15 日付の声明「政府首脳と一部のマスメディ

アによる日本軍『慰安婦』問題についての不当な

見解を批判する」に注目したいと思います。 

当時、朝日新聞が「慰安婦報道」の一部（16 本

の記事）を取り消したことに、ここぞとばかりに

「朝日たたき」がはじまり、元記者の勤める大学

への脅迫や家族もネットにさらされるという、お

よそ法治国家とは言えない事態が起きていました。

あたかも「慰安婦」そのものがなかったような雰

囲気がつくられ、安倍首相も国会で「いわれなき

中傷が世界でも行われている」と事の責任を転嫁

する発言をしました。それ以前にも、中央大学、

広島大学等に大量の脅迫文が届き、研究者を萎縮

させる動きが強まっていました。 

そうした中での「歴史学研究会」の声明は「朝

日たたき」の嵐の中でどこも報道しませんでした。

ここに私は危機感を持ちます。大学の自治・学問

の自由に介入し、世論を煽り、学問の常識を政治

の都合でゆがめていくことに、敏感でありたいと

思います。全国紙と在京キー局が政府の提灯持ち

をすることは、戦時中のマスコミの姿を彷彿とさ

せると思うのは私だけではないでしょう。 

ところが、この声明は大きな力を持つことにな

ります。米国の研究者 187 人が今年 5 月 5 日「日

本の歴史家を支持する声明」を出したのです。そ

れは前文で「日本の多くの勇気ある歴史家がアジ

アで第 2 次世界大戦に対する正確で公正な歴史を

求めていることに心からの賛意を表明する」と述

べ、歴史学研究会の取り組みを高く評価しました。

長文の声明は相当気を使った内容のものと思われ

ますが、研究者が事実に基づき丁寧に研究を続け

ていける事に主眼を置きつつ「アジアにおける平

和と友好を進めるために、過去の過ちについて可

能なかぎり全体的で、できる限り偏見なき清算を、

この時代の成果として共に残そう」とまとめてい

ます。 

5月 25日には歴史学関係 16団体の共同声明が出

され、昨年秋の歴史学研究会の見解は大きく広が

りました。これら一連の取り組みは 6 月 3 日の法

学関係者が「安保関連法案に反対し、その速やか

な廃案を求める憲法研究者の声明」を出すにあた

り、勇気を与えたものと考えます。そして、今日

の状況が生まれてくる先駆的役割を担ったものと

思います。 

様々な要素が、からみあいながら運動はつくら

れていくものですが、その一つの流れにこうした

ことがあることは記憶されていいと思います。 

 

この夏、私はマスコミの矜持を示すと感じられ

る、いくつかの書籍に触れることができました。

二つの本について書きたいと思います。 

一つは北海道新聞社の「獄中メモは問う」です。

戦前の子供たちが、生活の中でのことをそのまま

作文にすることさえ許されず、それを指導した青

年教師が、特高にあげられ職場を追われた話です。

戦争遂行のために実際行われたもので、地方局に

勤める記者が偶然発見された取調べ調書を読み解

き、事を明らかにした労作です。綴り方教育に関

する弾圧は全国各地でありましたが、その一つの

全貌がわかったのです。 

今一つは、中国放送の「チンチン電車と女学生」

です。以前出版されたものが今年文庫化されまし

た。テレビドラマにもなりましたので、ご存知の

方の多いと思います。広島電鉄という地方私鉄市

内電車の会社が、兵隊に男たちをとられる中で、

若い少女達を乗務員として育てるための女学校を

つくった話です。少女達が学びながらどう技術を

身につけていったのか、原爆の被害のもとで焼野

原の中、どう電車を動かしていったかということ

を、丹念に聞き取り記述しています。 

戦後 70 年ということで、様々なものが出されて

います。「戦争はいやだ」という想いで重い口を

開いて、戦時中のことを語ってくれる人も、次々

に出てきています。あらためて一つ一つの事実を

大切に受け止めていきたいと思います。 

 

文部科学大臣は、国立大学に対して、「日の丸・

君が代の掲揚・斉唱」と「人文・社会系と教育系

学部の再編・縮小、他への変更・強化」を求めま

した。 

「国旗・国歌法」制定以来、小中学校への強制・

押しつけをしてきました。大学にもそれを求める、

政府・文科省の長年の願いをとうとう口に出した

ということです。 

日本の大学は戦争に協力した歴史から、国民の

ための大学を目指して新制大学として再出発しま

した。戦後の年月の中で積みあげてきた、学問の

自由、大学の自治への挑戦だと思います。 

人文・社会系、教育学系の削減提示は、学問・

科学の土台をないがしろにし、それぞれの専門性

のあり方に対する無見識をあらわにしています。 

もともと理工系の学問・研究・技術といえども、

何が人間社会から求められていて、社会で生かし

うるのかの根本的考察が必要であり、幅広い知識、

社会と文化、自然と人間等への深い洞察力に裏打
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ちされてしかるべきものです。それゆえ、教養教

育が位置づけられています。日本の大学で人文・

社会系の学問を痩せ衰えさせることが、何をもた

らすかについては注意深くありたいと思います。 

子どもを育て、すべてのものを次の世代に託す、

という人間の営みをより良いものにするのに、教

育学は欠かせません。あちこちに教育学を学んだ

人がいることは、社会全体で子育てをしていく上

で重要なことだと思います。また、少子化の今こ

そ、すべての教育現場で先生を増やし、豊かな教

育を子供たちに提供できるいい機会だとも思いま

す。 

もともと国立大学改革は、「産業力競争力会議」

での議論が発端です。「社会的要請の高い分野へ

の転換」は産業界の要請で、稼ぐ力に繋がる分野

に教育「資源」を集中させることです。それは国

民の要請だろうかという問題があります。 

さらに、こうした「教育資源の集中」という発

想は、戦時中に旧制高校・大学で、文系を大幅に

減らし理系を拡大したことや、学徒動員を文系か

ら始めたのと同じにおいを感じます。「社会的要

請」は「世界で経済戦争に勝つため」というもの

ですから、社会の発展、学問の進歩のあり様、人

間の成長の姿を無視し、過去から学ばない貧弱な

単純な発想といえます。 

今日理系を学んだ私たちは、大学教育・研究の

場での、文系の重要性を改めて主張すべきなので

はないでしょうか。私たちは学問全体の広がりと

連関、その凄さを再確認し、真摯に向き合う研究

者の姿から学び、学問への敬意を持ち続けたいと

思います。 

 

「住所不明者の問い合わせ」協力のお礼 

会報 25 号（今春）に別紙にて、理学部長と同窓会

長の連名で 1s－25sの皆さんの中の住所不明の方々に

ついての問い合わせをいたしました。 

多くの方からご協力を頂き、63 名の方の住所が判

りました。早速手紙を添え会報を送らせて頂きました。 

「知っている人の住所・連絡先を教えてくれた方」

「不明者になっていると聞いたと連絡をくれた方」「ク

ラス名簿を送ってくれた方」など多様なご連絡と協力

を頂きました。また、住所変更の連絡も 18 名の方か

らありました。ありがとうございました。 

おかげさまで来年予定されている 50 周年行事の連

絡をお伝えできます。また、会報をお届けし、学部や

同窓生のことなどもお伝えできるようになりました。 

お近くに会報の届いていない学友がおられましたら

連絡するようにお伝えいただければ幸いです。 

また、50 周年記念行事に併せ、クラス・サークル

の名簿などを整備されることがあると思いますが、そ

の節は学部・科同窓会にもお教え頂ければ幸いです。 

           信州大学理学部同窓会 

50 周年記念会報特集へのご寄稿のお願い 

 

理学部同窓会では、来秋の 50 周年記念行事にあ

わせ「会報特集別冊」に皆さんお思いを一つにま

とめたいと考えています。 

25 号（今春）でもお願いしましたが、同窓生の皆

さん、お世話になった先生から、その時の事柄や

思い出などをお寄せいただき、その一編一編を通

して理学部の 50 周年を多面的に俯瞰できるものに

したいと考えます。 

同窓生の皆さん、講義のこと、ゼミ、実験のこ

と、人々との交流、サークルの思い出、松本のく

らし、学んだことと社会に出てなど、それぞれ個

性あふれる文章をお寄せください。 

なお編集の都合上 3月 31日までにお届け下さい。 

送り先：rigakudou＠shinshu-u.ac.jp 

 

退職・転出された先生方にお届けしたお願い文は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州大学理学部にいらっしゃった 

先生方へ御寄稿のお願い 

 お元気でお過ごしのことと思います。 

 信州大学に御在職の折は大変お世話になりました。卒

業生を代表して、改めて御礼申し上げます。 

 信州大学理学部は、おかげさまで、まもなく50周年を

迎えます。 

 信州大学が新制大学（1949年）として誕生して67年、

文理改組(1966年)して理学部が設立されてから50年です。 

 理学部同窓会は文理学部自然学科の卒業生をまじえ、

60余年の卒業生の会として成長してきました。理学部の

先生方と学生諸君の身近な支援団体として、また、同窓

生の友情と交流の要として微力ながら努力を積み重ねて

いるところです。 

 理学部は、設立時100余名の卒業生でしたが、今日200

余名の卒業生を毎年送り出し、修士・博士の修了生も数

多く出しています。学科も６学科にまでなりました。 

 そして今年度、数学と理科の２学科７コース体制に衣

替えして、新たな出発をしています。 

 同窓会は50周年を迎えるにあたり、「会報の特集（会

報別冊）」を発行することとしました。特集は2016年秋

の会報（28号）に同封する予定です。 

 理学部に縁のある皆さんに御寄稿をお願いし、それぞ

れの思いをお書き頂き、50年を全体として振り返る事の

できるものになればと考えました。 

また、次への希望の展開が感じられるものになればとも

思います。 

 つきましては、退職・転出された先生方にも、信州大

学理学部の思い出、おられたころのあれこれ、また、今

の研究内容や「卒業生・学生に与えるもの」等を、お寄

せ頂きたくお願い申し上げます。 

信州大学理学部同窓会 会長 森 淳 
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――――――――理学部広報情報室から―――――――― 

 

前回の同窓会報で予告しましたように、今回は学

生の海外派遣の様子を中心にお伝えします。 

〇「知の森基金」による学生の短期海外派遣 

信州大学では、グローバル人材育成の一環とし

て「知の森基金」を活用した学生の短期海外派遣

の支援を行なっています。理学部では、学生が海

外に行くのは調査研究あるいは国際会議での発表

に限る、という意識が強く、これまで学部生の海

外派遣には消極的だったのですが、グローバル人

材育成のためには、研究以外でも海外体験を積む

べきであるとの認識が高まりました。そこで、昨

年度は、理学部から 2 つの学部生のグループが「知

の森基金」の支援を受け海外に行ってきました。

カセサート大学訪問とヒマラヤ横断フィールドワー

クの様子をお届けします。 

 

・タイ王国カセサート(Kasetsart)大学訪問 

カセサート大学はバンコク北部にある国立大学

です。信州大学で数学の博士号を取ったタンシー・

トーラニン(Thansri Thorranin)さんが講師として

教鞭を取っていて、その関係で研究および教育で

の交流を行なっています。今回は、学部生間の交

流を目的に、4 年生を中心に、数理 4 名、化学 2 名、

生物 2 名、物質循環 1 名、計 9 名の学生が 3 月 9

日から 13 日までの日程で、カセサート大学理学部

を訪問しました。 

短い日程を有効に活用するため深夜便でバンコ

クに飛び、朝 6 時に空港に着いてから、休むこと

なくバンコクの街中の探検に向いました。始めて

海外に行く学生も多かったのですが、全く臆する

ことなく屋台の食べ物に挑戦したりする姿から、

信大理学部の学生の逞しさを感じました。 

2 日目は、カセサート大学理学部で卒業研究の発

表を行ないました。カセサートからは、数学 2 名、

化学 2 名、動物学 2 名、地球科学 1 名の計 7 名の

発表がありました。昼食を挟んで朝 9 時から夕方

16:30 までと、丸一日を使った発表会になり、かな

りハードな内容でした。会場も、大学本部の会議

室で、各席にマイクとモニタがあるとても立派な

部屋でした。 

信州の学生が最も苦労していたのは、予想され

ていたことですが、発表の後の質疑応答でした。

というより、英会話というべきでしょうか。発表

内容はあらかじめ準備しておけますが、質問に対

する答えはその場で考えて喋らないといけません。

カセサートの学生は発表も英語も非常に良く訓練

されていて、信州の学生はとても勉強になったこ

とと思います。それでも、カセサートの学生の発

表のときには、信州の学生が質問をし、まがりな

りにも研究交流の形になったのでホッとしました。 

3 日目は、カセサート大学の学生に学内を案内し

てもらいました。創設者の像や立派な図書館を見

学した後、学生食堂で昼食を取り、その後バンコ

ク市内の観光にも、カセサートの学生に連れて行っ

てもらいました。

 

そして最終日 4 日目は、アユタヤの遺跡や日本

人町跡などを見学し、タイの文化や日本との関係

について学びました。

 

非常に短い滞在だったのですが、参加した学生

にとっては貴重な体験となったのではないでしょ

うか。出発前は、英語力の弱さから、どれくらい
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カセサートの学生と交流できるか心配だったので

すが、幸い杞憂に終りました。カセサートの学生

が親切だったこともあり、2 日目以降、とても活発

に交流していました。 

理学部の学生にとっても、研究面だけでなく、

このような文化的な国際交流は重要であると感じ

ました。なお、今回の訪問については、知の森基

金だけでなく、カセサート大学から滞在費の負担

など、多大な援助をいただいたことを申し添えて

おきます。 

・ヒマラヤ横断フィールドワーク(ネパール王国) 

地質学科の吉田先生の企画により、地質科学科

の 2 年生と 3 年生の学生 10 名が、ゴンドワナ地質

環境研究所・トリブバン大学地質教室共催「ヒマ

ラヤ野外実習ツアー」に参加し、中央ネパールの

ヒマラヤ山脈を徒歩 9 日間かけて横断してきまし

た。滞在期間は 3 月 5 日～19 日の 2 週間におよび

ました。 

こちらも、海外が初めての学生にとっては、自

分の英語力が試される場であり、また日本とは全

く異なる環境での生活であり、感じることそして

考えることは色々あったようです。 

 

そしてもちろん、壮大なヒマラヤの景色や、日

本では見ることのできない地層や岩石に触れ、地

質科学科の学生達にとっては大きな刺激になった

ようです。 

 

〇インターナショナル茶屋 

前回もお知らせしましたが、理学部では、英語

でのコミュニケーション能力向上のため、昨年度

からインターナショナル茶屋という集まりを不定

期に開催しています。様々な話題について気楽に

英語で交流する場として、「茶屋」と名付けられま

した。 

今年度第 1 回は、6 月 30 日に、上記の 2 つのグ

ループによる海外体験発表会を中心に企画されま

した。タイに行った学生 3 名とネパールに行った

学生 2 名が、写真を映しながら英語で体験を話し

ました。それぞれの発表に対する質問ももちろん

英語でしたが、予想以上に質問がありました。全

部で 23 名の参加者があり、発表後は懇親会で親交

を深めました。

 

○理学部ホームページの改訂 

4 月に理学部ホームページを改訂し、大きくデザ

インが変わりました。さらに、それぞれのコース

に高校生などを対象にしたスペシャルコンテンツ

が追加されましたのでぜひご覧ください。 

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

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/
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〇夏のイベント 

例年通り、夏の理学部のイベントとして、今年

もオープンキャンパスと信州大学自然誌科学館が

開催されました。 

ただし、オープンキャンパスは、これまで各学

部別の日程で開催されていたのですが、今年から

松本キャンパスは同時開催となりました。理学部

は昨年まで 8 月第 1 週の平日に開催していたので

すが、このため今年度は 7 月 25、26 日の土日開催

となりました。参加した生徒は去年の 503 名から

494 名とわずかに減りましたが、保護者は 386 名か

ら 438 名へ大幅に増加しました。土日開催のため

だと思われます。 

信州大学自然誌科学館は、今年は「自然をかな

でる」をタイトルに、8 月 1 日と 2 日の 2 日間で例

年通り開催されました。詳しくは齋藤先生の報告

をご覧下さい。 

〇学生の表彰 

最近学会で表彰を受けた学生をお知らせします。 

(1) 大学院理工学系研究科地球生物圏科学専攻修

士課程 1 年の平野雅晃さんが、3 月に開催され

た第 62回生態学会大会(鹿児島大学郡元キャン

パス)で、最優秀ポスター賞を受賞しました。 

受賞タイトルは以下の通りです。 

「異なる標高に分布するｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ(広義)の表現

型の違いは環境によるか?:共通圃場実験」 

(2) 大学院総合理工学研究科博士課程 1年の葉田野

希さん、3 年の小財正義さんが、5 月に開催さ

れた日本地球惑星科学連合 2015 年大会(幕張

メッセ国際会議場)で、学生優秀発表賞を受賞

しました。 

受賞タイトルはそれぞれ、以下の通りです。 

葉田野希:「中部中新統土岐口陶土層の古土壌に 

おける化学組成と粘土鉱物組成」 

小財正義:「GlobalMuonDetectorNetwork(GMDN)

で観測された惑星間空間擾乱の平均像」 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

信州自然誌科学館 2015 ～自然をかなでる～ 開催のご報告 

実行委員長 齋藤 武士(地球学コース) 

8 月 1・2 日に理学部で信州自然誌科学館 2015 を

開催いたしました。「自然」を冠したこのシリー

ズも今年で 15 回目になります。今回も理学部教員

や学生達のブースをはじめ、近隣の中学校・高等

学校の科学部や各種団体の方々による、自然科学

や数学にまつわる 40 を超えるブースの出展を頂き

ました。毎年出展いただいている定番のブースか

ら、今回初めて出展されたブースまで、その内容

も難しさも様々な出展が集まり、来場された皆様

の多様な興味を惹くことができたのではと思って

おります。天候にも恵まれ、2 日間で 800 名を超え

る皆様に来場いただきました。以前の自然シリー

ズに来場されたリピーターの方も多く、「今年は

あれはないのかしら」「今年はあそこが新しくなっ

ているね」などの声を聞きますと、このシリーズ

を楽しみにしていてくださる方がいるのだなぁと

うれしい気持ちになります。また 2 日目にはブー

スへの参加を呼びかけると、「それは昨日やった

から」と言って去って行く子ども達も多くいまし

た。2 日連続で来てくれたのか、とこれまたうれし

く思いました。来場してくださった皆様の自然科

学や数学への理解が少しでも深まり、信州大学理

学部に対して親近感を持って頂ければ幸いです。

また来場してくれたたくさんの子ども達が、「算

数や理科って面白いな」「もっと勉強したいな」

と思ってくれればいいなと思います。出展リスト

や特別講演会等についてはホームページ

(http://science.shinshu-u.ac.jp/~shizen/2015/index.html)

に掲載してありますのでご覧ください。 

最後に、毎回この自然シリーズを支援してくだ

さっている理学部同窓会に深く感謝いたします。

大学の予算が削減され続けている中、この様なイ

ベントを継続して開催する上で同窓会からの支援

は大きな助けとなっております。ここに記して御

礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

―――――――― 学 問 と 研 究 ―――――――― 

 

着任の挨拶と研究紹介 

高梨 功次郎(生物学コース) 

平成 27 年 3 月 18 日付けで信州大学に助教とし

て着任しました。正式な所属は山岳科学研究所で

すが、理学部生物科学科のスタッフの一員として

研究室を頂き、研究を進めています。これまでは

主に植物を対象として「二次代謝産物」と「植物

－微生物相互作用」をキーワードに研究を行って

きました。ここ信州大学においても引き続きこの 2

語に関連した研究を行う予定ですので、簡単にこ

れらの研究について紹介したいと思います。 

まず「二次代謝産物」についてですが、植物は

様々な構造を有する二次代謝産物を生産します。

それらの多くは、殺菌活性や忌避作用などの生理

活性を有し植物の生育を助けるのですが、潜在的

には植物に対しても毒性を示します。例えば、タ

バコが生産するニコチンは抗菌活性や殺虫活性を

有し、タバコを食害から守りますが、極々低濃度

で他科の植物細胞にもダメージを与えます。しか

しながら、タバコはニコチンを高濃度で葉に蓄積

することが出来ます。何故、植物は自身が生産す

る代謝産物に対して耐性を有しているのでしょう

か？その機構を解明するために、代謝産物がいつ、

どこで、どのように生合成され、蓄積されるかを

調べています。同じ代謝産物を生産する植物でも

種ごとにこの耐性機構は異なることから、それぞ

れの植物が独立に耐性機構を進化させたことが明

らかになりつつあります。また、その機構を解明

してうまく利用することが出来れば、植物由来の

有用物質の大量生産への新しい道が開けるのでは

と考えています。 

続いて、「植物－微生物相互作用」ですが、こ

れは主にマメ科植物と根粒菌の共生系に関する研

究を行っています。マメ科植物と共生した根粒菌

は大気中の窒素を取り込み、アミノ酸などの窒素

化合物に変換して植物に供給します。この際、根

粒菌にはエネルギーの基となる炭素化合物がマメ

科植物から供給されるのですが、根粒菌のなかに

は炭素化合物を貰うだけ貰って窒素固定をほとん

ど行わないちゃっかりものもいます。この植物と

根粒菌による炭素と窒素の奪い合いのメカニズム

を遺伝子レベルで調べています。さらに、その共

生関係の数万年単位での変化を、高山などの隔離

環境における共生系の調査から探っています。こ

れはマメ科植物の変遷に対する共生根粒菌の挙動

（宿主マメ科植物と根粒菌は共に移動するのか、

それとも移動先では新しい共生関係を築くのか）

を調べるもので、ほぼ毎年、大雪山や飯豊山、白

馬岳、北岳などに登って調査しています。信州大

学は山までの距離が近いので、今後は調査地を増

やして解像度を上げることも考えています。 

様々な研究分野の方との議論を通して、より豊

かな研究内容にしていければと考えています。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

 

平成 27 年度理学科化学コース 

「新入生ゼミナール」の企業見学報告 

化学コース平成 27年度コース長 小田 晃規 

理学科化学コースでは「新入生ゼミナール」の

一部に学外での学習授業を行っています。大学の

講義室から離れて、企業の見学や近郊での自然観

察から受ける感動ならびに疑問を共有するととも

に、学生同士ならびに学生-教員間のコミュニケー

ションを促進することが主な目的です。 

今回の学外学習は５月 16 日（土）に実施し、午

前中は昭和電工（株）大町事業所を見学し、午後

から国営アルプスあづみの公園（松川）にて自然

観察を行ってきました。見学した事業所の主力製

品は電気製鋼炉用黒鉛電極であり、その製造に必

要となる電力は自社の水力発電所で補っています。

発電所といくつかの電極製造現場を見学し、その

規模の大きさにはただ驚くばかりでした。 

また、この事業所は地域の電力を利用して昭和

初期にアルミニウムの製造を国内で初めて行なっ

たことでも知られており、所内には当時の製造装

置・製品等が保存され、これらの化学文化遺産も

見学できました。実社会における物質とエネルギー

の流れと製造業の歴史に接し、大変有意義な時間

を過ごしました。 

なお。本授業の交通費は松本化学学士会のご援

助によるものであり、ここに厚くお礼申し上げま

す。掲載の写真はあづみの公園での集合写真です。  
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大巡検を通して  

増田 麻子（地質科学科３年） 

 こんにちは。今年度の野外巡検Ⅱ（通称大巡検）

で隊長を務めさせていただきました理学部地質科

学科3年の増田と申します。この度は大巡検に際し

まして多大なご支援をいただき誠にありがとうご

ざいました。御好意を深く感謝申し上げます。 

今回の巡検は7月1日～6日にかけて宮城県古川市

から岩手県盛岡市まで三陸海岸に沿って、学生29

名、先生2名の計31名で多くの露頭や三陸海岸特有

の地形などを観察いたしました。どの観察地点も

とても興味深かったのですが、すべてを書くこと

はできませんので、個人的に印象に残った場所を

報告も兼ねて三つほど紹介させていただきます。 

 一つは2日目に観察した志津川町のはいざか峠で

観察した露頭です。ここでは三畳紀の示準化石で

あるモノチス化石を観察することができました。

露頭を始め、多くの転石で非常の良い化石を見つ

けることができ、とても気持ちが昂りました。 

 次は3日目に観察した気仙沼市にある大谷鉱山資

料館です。大谷鉱山は昭和51年の閉鎖まで日本有

数の金山として知られていました。資料館では実

際に採掘に携わっていらしたガイドさんから、大

谷鉱山の歴史や当時の様子などのお話を聞くこと

ができました。その後、鉱山の廃石場で硫ヒ鉄鉱

や黄鉄鉱などの鉱物の産状を観察することができ

ました。 

最後に5日目に観察した大槌町の波板大採石場で

す。到着してまず採石場の大きさに驚きました。

そして露頭も非常に大きく、花崗岩が粘板岩に貫

入している様子や断層を今まで見たことのないス

ケールで観察することができました。 

写真：大槌町の波板大採石場 

今年度の巡検では三陸海岸沿いに観察地点を多

く設けていたため、観察場所や移動中に東日本大

震災で被災した地域を見ることができました。震

災から約4年4ヶ月経過しておりますが、当時の津

波の爪痕はいたる所に残っており、被害の大きさ

に驚きました。マスコミ報道の情報からは復興が

進んでいるように感じておりましたが、実際に被

災地を目の当たりにすると、場所によってはとて

も復興しているとは言い難いところも多くありま

した。 

今回の巡検では東北の地質に限らず、東北の歴

史などを実際に目で観たり、現地の方のお話を聞

いて学ぶことができました。このような貴重な経

験をすることができたのも、ひとえに同窓会の皆

様にご支援いただいたおかげです。巡検参加者を

代表いたしまして、心よりお礼申し上げます。本

当にありがとうございました。 

 

 

「雪と氷に魅せられた仲間達」 

太平 博久（物理学科 ６S） 

自然科学研究会（自然研）は、森淳氏（１S）と

岡田菊夫氏（２S）とにより 1967 年に設立された

学生サークルである。気象・生物・天文・地質な

ど、メンバーの中で共通の興味を持つ者達が各分

科会を形成し、理学部はもとより、医学・人文を

はじめ全学部に在籍する若人によって誠に自由奔

放な活動を行ってきた。 

現在、理学部のバス通り側にあるサークルボッ

クスは、私が教養部から理学部に移る直前の 1972

年３月に顧問で

あった、松崎一

先生、鷺坂修二

先生のご支援も

あり、サークル

協議会での議論

を通して大きな

スペースを得た

ものである。あ

れから早や 43

年になるがいま

だに現役自然研

の活動の拠点と

なっている。 

さて、9 月 13 日（日）信大理学部で、雪氷学会

のプレイベントとして一般市民向け、特に小学生

向けの「雪氷楽会」が開催された。私もメンバー

の一人であった自然研雪渓分科会による、穂高岳

涸沢雪渓についての 50 年近くにわたる調査報告を

行った。この雪渓調査は名古屋大学の樋口敬二先

生の呼びかけに応じて、1968 年に神田健三氏（３S：

中谷宇吉郎雪の科学館前館長）により開始された。

そして自然研の雪渓分科会として代々調査が引き

継がれ、19 年目の 1986 年夏で 50 回になったのを

区切りに一旦終了した。 

その間、雪渓調査の参加メンバーは計 300 人を

超え、毎回 10 人～30 人（最大 43 人）の調査隊が

構成された。各自４～６年の在学中に調査手法を

学び、後輩に伝承することの繰り返しにより調査

が継続され、19 年間も調査が継続されたことは驚

1989年10月9日の涸沢雪渓 
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異的と言わざるを得ない。メンバーは山好きが前

提とは言うものの、涸沢雪渓という自然を対象と

して「未知への探求の飽くなき好奇心の継続」が

核になっているに違いない。 

1987 年以降は神田氏を中心にセスナ機による空

撮や山岳関係者からの写真収集が継続され、結果

として涸沢雪渓の約 50 年に及ぶ調査記録を集約す

ることができた。これを踏まえた集大成として「北

ア・穂高岳涸沢の雪渓とその変動 ～信大生によ

る調査（since1968）から今日まで～」と銘打った

パネル展示を行い、雪渓自体の大きさの変遷と気

象との関係や、雪渓の内部構造に関する知見につ

いて発表した。 

また、「雪氷楽会」

の会場では雪の科学

館での人気の実験で

ある「氷のペンダント」

と「チンダル像」の実

験コーナーも設けた。

会場全体は大勢の家

族連れで熱気にあふ

れ、各実験に見入って

感動の歓声とともに

目を輝かせる子供達

の笑顔に、前日までの

準備の疲れを忘れる

思いであった。 

支援メンバーは自然研 OB として全学部に亘り、

年齢幅は約 15 年に及ぶ 15 人であった。会の前日

には前夜祭よろしく現役学生も含めて大いに盛り

上がったことは言うまでもない。当日は、展示と

実験の説明

員を順次交

代しながら

務めた。分

かったような

顔で説明を

するものの、

自然現象と

しての真の

理解ができ

ているとは言い難い。しかし、雪や氷の美しさ、

不思議さに魅力を感じ、それを共有できることの

楽しさと充実感は何とも言えない。 

学生サークル自然研の歴史は理学部の歴史と重

なり、50 年に迫ろうとしている。固有のサークル

ボックスという恵まれた環境の中で、個々人の自

然への好奇心を膨らませつつ仲間と語りあい協力

する楽しさが自然研のモットーであろう。自然研

が自由なそして豊かな学生生活の一面となり続け

ることを願っている。

日本地質学会が信州大学で開催されました！ 

 公文 富士夫（物質循環学コース） 

日本地質学会第 122 年学術大会が９月 11 日～13

日に信州大学で開催されました。1976 年、1998 年

に続いて３回目ですが、今回は信州大学長野（工

学）キャンパスをお借りしての開催でした。この

時期に共通教育棟の改修工事が入っていて、旭キャ

ンパスでは会場数の確保が困難であったことが理

由です。信州大学、同工学部、同理学部から共催

をいただいて、割安な会場費で、成功裏に終える

ことができました。 

第 122 年学術大会は、３つのシンポジウム（内

２つは国際シンポ）、６つのトピックセッション、

24 のレギュラーセッションが専門分野ごとに設け

られました。そのほかに、現地の地質を見て回る

見学会が８コース、信州の地質資料を体験的に紹

介する地質情報展が TOiGO で、自然災害をテーマ

にした市民向けの講演会がホクト文化ホールで、

高校生の地学クラブが研究発表を行う「小さなアー

スサイエンチストの集い」も開催されました。一

昔前よりも外に向けた活動を広げているのが特徴

です。 

写真１は、元地質学科の小坂共栄信大名誉教授

の音頭で乾杯をしている懇親会の様子です。ちょっ

と豪華な「メルパルク長野」の宴会場を借りまし

た。200 名以上が参加して旧交を温めました。 

写真２は、工学部体育館で開催されたポスター

発表の様子です。蚊の襲来にも負けずにホットな

議論が展開されていました。教師として高校生の

発表者（小さなアースサイエンチストの集い）を

引率した理学部の卒業生がいたりして、連綿と続

く教育の継続を感じることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１ メルパルクにおける懇親会冒頭の乾杯。元地質学科の

小坂共栄信大名誉教授が挨拶し、乾杯の音頭をとった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真２ 体育館で行われたポスター発表の様子。 

熱気でムンムンという雰囲気でした。  
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――――――退官された先生から――――― 

ゼミの思い出 

西田 憲司 

（1998～2015 数理構造講座） 

私は 1998 年 4 月に長崎大学より信州大学に異動

しました。それに伴い、教養部から理学部；自然

科学系から数学科；そして、学生(卒業研究)、大

学院修士、博士の研究指導、を行うことになりそ

れまでとは大きく環境が変わりました。その中で

最も変わったのは学生の研究指導ということを行

うことです。教員にとって、研究は必須のことで

すが、教養部では研究指導はありませんでした。

信州に来てからは、「指導」の主な機会はセミナー

と飲み会でした。何十人かの西田ゼミの卒業生の

中から、思い出のようなことを書いてみようと思

います。 

最初の修士の院生ＫＫ君はとてもよくできる院

生でした。松村先生の可換環論を読んでおくよう

にと気楽に言っておいたのですが（赴任する前年

11 月に会った）、1998 年 4 月にセミナーを開始し

て分からなかったことを説明させたところ、本当

にわからないのも無理ないだろう、ということば

かりでした。わからないことを共有し共同してわ

かっていくこと、それこそがセミナーだというこ

とをＫＫ君とのセミナーから学びました。また、

他のある日のセミナーで、突破できずに苦しんで

いた証明を、「こうで、こうで、こうなって」と、

あ！というまに説明したところ「スゲー」という

反応が返ってきて数学の共有に喜びを感じたこと

を思い出します。この頃ＯＴが私のセミナーに入っ

てきました。彼ほど数学に誠実に向かい合ってい

た学生はいないでしょう。実に楽しく、爽やかな

セミナーでした。 

ＫＹはその頃（2000 年）増えてきたモラトリア

ム大学院生のひとりと言ってよいでしょう。しか

し、修了後会ったとき「もっと勉強しておけば良

かった」と言い、私を驚かせました。リーマンショッ

クを乗り越えたか、気がかりです。ＩＮは私のセ

ミナーで唯一人事務職の経理に就職した学生です。

文型のサークルの雰囲気を持った学生でした。い

きなり就活の模擬面接を頼まれ焦らされました。 

2006 年卒のセミナーは、4 人中 3 人が他大学（名

大、阪大等）の大学院に合格するという異例のセ

ミナーでした。その後こういうことは起こらなかっ

た。 

2007 年にワイル代数を勉強した 4 人：ＩＨ，Ｋ

Ｎ，ＮＮ，ＭＹの進路もなかなかであった。高校

教師、博士進学、他大学の大学院、信大の修士修

了後高校教師。どの職業も立派なものであるから、

高い職業意識を持って努力を怠らないことが要求

されるでしょう。 

 

何を思っても、自分の学生には不満が先立ちま

す。何時も甘く見なくても良い評価であってもら

いたいものです。 

――――――理学部同窓会から――――― 

 古本市を開きました 

今年も退職された先生・同窓生の皆さんから大切な

書籍をお譲り頂き、古本市を自然誌科学館開催に合わ

せ開きました。開店と同時に学生さんが入ってくれ、

それぞれに本を手に取り見てくれました。「こんな良

い本を安く」と 5 冊、10 冊と選んでいく学生さんも

います。中には予定より買い込みすぎ「あっ、お金を

おろしてくるから待って」と言う人もいました。また、

論文を読むにしても書くにしても、やはりネットで見

ただけではと、大きな英和辞典や「△△学辞典」を買っ

ていく人もいました。 

本離れが言われていますが、大学で学んでいるうち

に、色々の解釈を知ったり、項目の前後を同時に見て

いくのには、やはり「本だ」と言うことが、少しずつ

広がっているのを感じます。 

昨年も買い求めた人から「ある時代の到達点を知る

ことが、今の研究の基本を抑える上で良かった」「新

しい本では当たり前のように記述されているが、ちょっ

と前の本にはそこのところがとても詳しいので助かっ

た」という院生達の話も聞くことができました。「こ

の古本市は良い本があってたのしみ」「来年は一番乗

りで来る」「良い本を集めておいて」との声をかけて

くれる学生・院生も何人もいました。 

松高同窓会、

文理学部同窓会

作成の CD を終

日流していまし

たが、入学式で

寮歌を覚えたの

か口ずさんでい

る学生さんも見

られました。 

これまでに本

をお寄せ下さった皆様には改めて感謝すると共に来年

以降も続けられることを願っています。 

お手元に学生・院生に譲っても良いと思われる書籍

がありましたらお送りいただければ幸いです。 

（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宛 

 

 

カンパのお礼 

今春、カンパのお願いをいたしましたところ、多く

の方々からお送り頂きました。今秋から始まるキャリ

ア教育に関する理学部の「講座」に使われて頂きます。

国立大学法人化の下で毎年、大学・学部の予算が厳し

くなっています。予算増の取り組みもしていますが、

なかなか大変です。同窓会も援助を増やしていますが、

基本金を少しずつ取り崩すことが始まっています。そ

うした折、ご協力頂きました事は本当にありがたいも

のと、心よりお礼申し上げます。また、役員一同、仲

間の皆さんの声援に大いに励まされています。 

今後とも、同窓会の活動にお心をお寄せいただきま

すようお願い申し上げます。  
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―――――――― 各 科 同 窓 会 便 り ―――――――― 

第 18 回信州大学物理同窓会（5/23）の報告 

恩師、先輩、後輩、そして学生たちとの交流の場として、

盛り上がりました！ 

髙藤 惇 （物理 2S） 

第 18 回の物理会総会

は 2015年 5月 23日(土)

に、信州大学理学部内で

開催されました。午前

11：30 より学生・院生

６学年の世話人による

最初の「学生世話人会」

を開催。代理を含め８名

が集まってくれました。 

12：30 より臨時役員会、13：20 より受付開始。

定刻の 14：00 より一般に開放した記念講演会。講

師は佐藤篤司氏 （理学 4S / 素粒子研究室・防災

科学技術研究所雪氷防災研究センター元センター

長）で、演題は「雪と氷の不思議な世界を研究し

て」。聴衆は約 60 名でした。年次総会は予定より

やや遅れて 15：15 ころに開始。決算と予算ほか審

議事項は承認されました。 

記念撮影のあと、お待ちかねの懇親会。ご招待

した先生のうち、竹下先生、川村コース長がご出

席。学生さんも５～６人が乱入して(？)席は盛り

上がりました。途中から宮地先生と永井先生が参

加されました。宮地先生のご挨拶では、50 年前の

理学部誕生の秘話を明かされました。予定を 30 分

ほどオーバーして 18：00 ころに散会。最後の締め

は、皆で肩を組み、いつものように「春寂寥」を

歌いました。（写真） 

 

さらに名残り惜しい一団は、宮地先生をお連れ

してホテルブエナビスタで二次会となりました。 

総会参加者は 35 名。寄付をいただいたのは 57

名でした。深く感謝申し上げます。おかげさまで、

たいへん中身の濃い総会でした。詳しくは次の WEB

ページでご覧ください。 

( http://www.supaa.com/soukai150523/index.html ) 

 

なお、次回第 19 回総会は 2016 年 5 月 28 日(土)

に東京で開催します。 

幹事予定者は以下の面々です。 

三上 浩佳（文理 10）、太平 博久（理 6S） 

近藤 一郎（理 12S)  、武原 一記（理 22S） 

植田 祐子（理 91S)  、得能 久生（理 95S） 

来年も、是非とも集まりましょう！ 

 

 

第 13 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とおり開催します。

講演会には、化学科第 8 回卒で名古屋大学大学院

教授の篠原久典氏をお招きします。また、昨年米

寿を迎えられた横井政時先生にもご出席いただき

ます。多くのご参加をお待ちしております。なお、

当日は松本キャンパスで銀嶺祭が開かれます。 

日時：2015 年 10 月 31 日（土） 

 14:00〜15:00 総会 

 15:00〜16:00 記念講演会  

  講師篠原久典氏 

  演題「研究は好奇心と出会いから」 

 16:00〜16:30 横井政時先生からのお話 

 16:45〜18:30 懇親会 

会場：信州大学松本キャンパス  

 総会・講演会：理学部 A 棟１階多目的ﾎｰﾙ 

 懇親会：旭会館 

会費：4、000 円 

出欠については別途はがきにてお尋ねします。 

 

 

地質・物質循環同窓会からのお知らせ 

 

地質学科において長年教鞭をとられておりました

三宅康幸 先生、公文富士夫 先生（現・物質循環）

が、来春定年を迎えられてご退職されることにな

りました。先生方のご退職にあたり、三宅先生の

最終講義が平成28年2月10日(水)、公文先生の記念

講演が平成28年3月5日(土)にとりおこなわれる運

びとなりました。 

当日のスケジュール等の詳細につきましては、

今後、理学科・地球学コース（地質）、物質循環

学コースのホームページに掲載していく予定です

ので、皆様ご確認願います。 

  

川村コース長の挨拶 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

今春、松高同窓生で長年カナダで研究を続けておられる永井次郎先生から貴重な本の寄贈を

受けました。松高同窓会と理学部同窓会の、この間のおつきあいの深まりの証しの一つである

と思います。感謝の意を表すると共に、先生が「松高だより」に寄稿された「カナダに住む」

を転載します。 

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

 

カナダに住む      

 永井 次郎（松高 28 理甲 1） 

人の生き方はさまざまで、志をたてていろいろ

模索し、ときには運命に抗いながら生きる人もい

るし、“時の流れに棹さして、自由”に生きる人

もいる。 

松本でもそうだったが、東京に移ってからも私

はよく映画を観た。その一つにジャン・ギャバン

主演の「白き処女地」があった。膝まで没する深

い雪の中を歩いてゆくギャバンの姿が、私には鮮

烈な印象となって残った。 

そんな或る日、大学へ通う混んだ省線電車の中

で、英字新聞の片隅に小さく、カナダのＮＲＣ（国

立研究所）が Post-Doctorate Felloｗを募集して

いるのを見た。そのとき私の脳裏にあったのは、

“白き処女地”だった。まだ見たことのないカナ

ダへの興味がむらむらと湧いた。松高で英語を教

えて下さった北川先生が、沿線に住んでおられた

ので早速伺って、私の英語知識についての証明書

を頂き、それを添えてＮＲＣに提出したら数ヶ月

して“オタワの研究所配属にした”という書類が

きた。家内と５歳の娘を連れてバンクーバー空港

に降り立ったのは 1963 年９月 22 日。雪靴を履い

て、厚いオーバーを着込んでいたのは、深い雪の

中を歩くためだったのを今思い返すと、一人可笑

しくなる。 

オタワの研究所では大きな一人部屋を私に用意

してくれた。窓の外を見ると、広い緑一面の芝生

に秋の明るい陽光が眩かった。芝生の向こうには

大きな図書館があり、研究誌や本を自分で本棚か

ら取り出して、楽に借りてこられた。研究に使う

ハツカネズミ（マウス）の飼育管理は、数人の人

たちがやってくれた。一人のテクニッシャンが私

の専属になり、彼に言えば研究管理のすべてをやっ

てくれる。私は自分の部屋で、研究計画を練り、

目的達成のために有効な方法を考えて彼に伝える、

研究結果をまとめて研究誌に印刷発表すればよい

という毎日だった。東京では、１時間以上も人に

揉まれて通った大学研究室だったのに、オタワで

は自宅から 10 分位歩けば、オフィスに着いた。私

のオタワは、研究者冥利に尽きるところだった。

１年はアッという間に過ぎ、２年が終わる頃「カ

ナダに残りたい」と一言、共同研究者に告げたら、

喜んですぐ書類をまとめ手続きをとってくれた。

１週間ぐらいしたら、彼がニコニコして私の部屋

に入ってきて「高く評価された」と嬉しそうだっ

た。こうして、私はカナダで研究を続けるように

なった。国籍は誰も問題にしなかった。 

妻が一旦帰国し、５歳の息子を連れてきた。 

 私は 1970 年に、無菌動物飼育施設の設計を任

された。施設建築費は 100 万ドル。準備委員会で

は、慣れない建築材料用語に悩まされ、委員の突

き上げも経験したが、なんとか計画を練り上げた。

私の共同研究者は、その頃研究所長に昇格してい

て「施設が出来上がるのは１年後だろう。１年位、

ノースカロライナ大学で、ソトの空気を吸って来

い。手続きは済ませた」と言った。家族４人が、

Raleigh に向かった。帰ってきたら、飼育施設は立

派に出来上がっていた。施設でいろいろな実験を

行ったが、1980 年代には長寿、多産の研究を、モ

デル動物としてのマウスで行った。長寿、多産に

は、遺伝子がどの程度に関係するのか、どの程度

まで改良できるかを調べるのに、温度、湿度、飼

料が年中変わらない条件を満たすのが好ましい。

それには、新しい飼育施設が大いに役立った。１

万匹余りのマウスを常時飼育した。日本にあって

は、とても考えられない実験条件だった。 

そうしてまもなく、その研究だけでは済まない

状況がやってきた。私はクローン乳牛をつくる研

究リーダーとして、数人のドクター、テクニッシャ

ンと共に研究を始めた。クローン牛が生まれて、

新聞に写真入りで掲載されると、理髪店で「あん

ただね」と言われ、当惑した。クローン牛を、“お

化け”（キメラ）牛のように新聞が書いたからだっ

た。そんなこともあったが、長寿多産マウス群を

育成出来た。また新聞が書きたてた。アメリカの

大学、製薬会社の人たちがやってきた。ヒトが長

生きする薬を作り出す研究に、20 万匹のマウスを

飼育するつもりだそうだ。しかし、カナダ政府は、

世界唯一の長寿多産マウスの国外持ち出しを許さ

ず、私の退職後、カナダ東部にある大学並びに新

しくできたハイテク会社 Genomic Performance に

大部分のマウス群、飼育箱と棚を(無料)移管した。 

といった次第で、ヒョンなことから、私はカナ

ダに渡り、長く住んでしまった。その間、いろい

ろな国の人たちが我が家を訪問した。松高卒の方

が来られても、ゆっくりおもてなしが出来なかっ

たことを申し訳なく思い、今も恥じている。 

松高だより 29 号（2015.4.1）より転載  



 13 

旧制松本高等学校同窓生の手記を、松高同窓会の了解を得て転載します。3 回目です。 

それぞれのあの時代の若き日々の記憶を、戦争を知らない私たちも共有したいと思います。 

「過去の話」にしても、同じキャンパスに学んだものとして「受け継ぐ事」「背負う物」が有るのではと思います。 

 

自分史のなかの松高時代 

新藤 稔(24 回文乙) 

人々の心に、かつて旧制高校が存在したという

ことの重みを気付かせたのは、それが廃止されて

しばらく経ってからのことである。われわれ自身

も、自分史のなかに自らの高校時代を位置づけて

みて、それがいかに掛替えのないいとおしい時期

だったかを、改めて覚らされたのであった。 

それはなぜかと考えてみると、これは社会的に

も個人的にも様々な要因が絡み合っていて、とて

も簡単に答えられそうもない。しかし制度的問題

はさておいて、多くの高校生にとっての共通の背

景らしきものを大雑把に探ってみると、一つには、

少年から大人への入り口に臨んで、初めて自分の

意思で選択した時間と場所であったこと、二つに

は、少年の稚なさの残存が加勢してか、生涯でい

ちばん｢いつわり｣に対して潔癖な時代だった、と

いうことなどが、各人がこの時代をとりわけ懐か

しく想起することを可能にしている、ということ

ができるのではなかろうか。 

そしてこの回想には、各人がその時そこで呼吸

した土地や人々の思い出が分ち難く結びついてい

る。松高出身者にとっては、それはあの校庭、教

師級友との接触交情にはじまり、広く信州やアル

プス、そして松本のまち、王ヶ鼻、縣の森、お城、

縄手、本屋から飲み屋、バー、映画館等々と果て

しなく続くのである。さらにその間の個人的な出

来ごとが結びつく。たとえば私の場合は、文系学

生への徴兵猶予の停止によって、昭和 19 年に勤労

動員先から航空隊に入隊するため学校を去った前

後のあれこれは忘れることができない。 

いま私たちの手許にある同窓会名簿第十集の｢序｣

(次項)には、大正８年（1919)の創設から昭和 25

年（1950)の閉校に至る松高の歴史が、まことに簡

潔かつ見事にまとめられている。ぜひ再見をおすゝ

めしたい。これによれば、松高の生命はわずか 30

年余に過ぎない。その 30 年余はあの幾多の寮歌を

生み、戦争という激動を挟んだにもかかわらず、

考えてみればまことに短い時間であった。 

その 30年余の松高の歴史が、私たち同窓生にとっ

ていつまでもずっしりと重いのはなぜだろうか。

私にはそれが、開校以来この松本で、いつの年も

未熟からの脱皮を求めて戦いつゞけた若者たちの、

苦しみと悲しみのそして喜びの積み重なった連珠

だからではないかと思えてならない。そしてその

一こまに、自分の歴史の三年足らずが組みこまれ

ていることを、ひそかな感慨をこめて実感するの

である。 

松高同窓会会誌 2 号（2009.3.31）より転載 

松本高等学校同窓会名簿第十集 序 

松本高等学校同窓会会長 

  飯島宗一（22 回理乙） 

大正 8 年(1919)4 月、茨木清次郎が松本高等学校

校長に任じられ、文部省内で事務を開始、6 月、長

野県立松本中学校内に事務所を移して、7 月はじめ

入学者選抜試験を行い、9 月 11 日、第 1 回生 160

名の入学式を挙行、松本中学東教室の 4 教室を仮

校舎として授業を始めた。開校時のスタッフは教

授 16 人、書記 3 人で、大正９年 5 月に教授 20 人、

助教授 1 人、書記 4 人となった。 

 校舎は松本市筑摩の地に大正 7 年 12 月 8 日地

鎮祭を行って建設を始め、同 9 年 7 月に落成。ま

た思誠寮は同年 9 月に開寮して 10 月に完工し、特

別教室は大正 10 年 9 月に、講堂、図書館、書庫は

大正 11 年 8 月に竣工した。盛大な校舎落成記念祭

が行われたのは大正 11 年 10 月 15 日で、この時校

歌の制定、東京音楽学校生徒合唱団によるその発

表も行われた。 

松本高等学校キャンパスのシンボルとも言うべ

きヒマラヤ杉の植樹を行ったのは、茨木校長の後

任として大正 10 年 11 月に就任した大渡忠太郎校

長である。水泳プール、温室、ホールなども大渡

校長時代に整備された。 

昭和 6 年満州事変、昭和 12 年日支事変、昭和 16

年太平洋戦争(大東亜戦争）と軍国主義への傾斜が

進み、戦局熾烈化してその影響は松本高等学校へ

も及ぶ。昭和 15 年 12 月校友会解散、報国団結成、

昭和 17 年 8 月高等学校生徒短縮要項決定、昭和 18

年 9 月大学・高専文科系学生徴集猶予撤廃、同年

10 月出陣学徒壮行会、12 月徴兵年齢繰り下げ、昭

和 19 年 3 月中等学校以上通年動員が決まって、以

後松本高等学校生徒は名古屋造兵廠鳥居松製作所

等で苦難のうちに辛うじて学業を維持した。 

昭和 20 年 8 月 15 日の敗戦は、戦時中の諸種の

臨時措置から松本高等学校を解放し、思誠寮再開、

授業再開、12 月には校友会も再建され、昭和 21 年

2 月には修業年限が旧に復した。しかし一方戦後教

育改革の議が進んで、6・3・3 制への移行、新制

大学の設置及びそれに伴う旧制高等学校の廃止が

決定される。昭和 22 年 3 月には教育基本法、高等

教育法が公布され、昭和 24 年 3 月には第 28 回生

が卒業、第 30 回生が新制大学進学のため全員退校

し、翌昭和 25 年 3 月第 29 回生が卒業して、わが

松本高等学校は閉鎖に至ったのであった。 

以上われらが母校の開校から閉鎖に至るまでを

かえりみると萬感無量の思いがあるが、旧制高等

学校がその存在の偉大さをおもむろに示すに至っ

たのはその廃校以後で、そこに学んだ者の心のな
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かで松本高等学校は脈々と生き続け、昭和 41 年に

は松本高等学校同窓会が創立され、その名簿も折々

に編まれて、今創立 80 周年を機に第十集に及ぶ。

同窓生を通じ、またその精神を受け継ぐ無数の人々

によって、旧制高校の輝きは永遠のものであろう。 

平成 10 年 10 月 

松高同窓会会誌 2 号（2009.3.31）より転載 

 

注）松本高校の校地・校舎については同窓会報 18

号に図面と共に掲載しています。 

戦中戦後の学制については、同窓会報 24 号、 

学徒動員については 25 号の付記を参照下さい。 

松高の歴史と校舎の重文指定への経過などにつ

いては 15 号と 16 号にて特集しています。 

 

広島の鬼火 

           須田 昶(28 回理甲２) 

あがたの森の碑に「われらの青春ここにありき」

とある。もし、「青春」の前に何か形容詞を入れ

るとすれば、〝悔いなき〟〝懐かしき〟〝二度と

還らぬ〟〝かけがえのない〟等が考えられるであ

ろう。『縣』十巻は、当然に青春愛惜・若き日へ

の讃歌・ノスタルジアに満ち満ちている。 

私の場合は違う。当時への郷愁はなくはないが、

むしろ〝貧しき〟〝悔恨の〟等が入る。あえて言

えば〝屈辱の〟青春であった。 

終戦時、海軍兵学校（78 期）より中学に復員し、

ほどなく松高に入った。直後、父が亡くなり、私

は極貧状態に陥った。必要な払いを済ませると、

私の財布は殆ど空であった。衣は、着た切り雀の

海ゾル姿。食は、寮・ホールお定まりの薯・藷・

雑炊・かてめし。補いの食品を入手する手立ても

なく（売ってもいなかったが）、いつも空腹の刺

激で目覚めた。 

北アルプスを望みながら、登山もせず、出来ず、

じっと部屋にいて動かず、ひたすら耐えているの

が経済的であった。冬は冷えた。 

三年次に、バイトを見つけ一息つき、何とか卒

業できたのは、奇跡といってよかった。 

大学に入り、父なしと申告したら、たちまち奨

学金が支給され、授業料も免除された。当時の高

校当局は、学生の自治・自由を認める一方で、学

生の福利に関心が薄く、貧しい学生の存在など意

識になかったと思われる。 

○ 

松高在学中に、時折夜半うなされて目覚めた。

終戦時、ヒロシマで目撃した光景が、悪夢となっ

て甦ってきたのである。 

その夜景のイメージを綴り、松谷みよ子氏に読

書感想文として送った所、『日本民話の会通信』

（2001 年７月号）に載せられた。その「広島の鬼

火」を少しでも伝えたい思いで、最終文集という

ことなので、会報に寄稿した次第であります。（以

下『日本民話の会通信』№156ｐ12～13 より転載） 

未知の人からの便り・・広島の鬼火  

         松谷 みよ子 

『現代の民話』（中公新書）を読んだ須田昶さ

んから、次のようなお便りがとどきました。原爆

投下後。広島には限りない鬼火が燃え、懐中電灯

が不要だったといわれます。このかたの体験を、

民話の会のみなさまにおしらせしたく、載せさせ

て頂きました。 

○ 

私は昭和一桁生まれの長野市に住む男です。最

近貴著『現代の民話』を本屋で見かけて購い、興

味深く読ませて頂きました。 

158 ページ「原爆のとき広島じゅうに鬼火が燃え

て」に関連して私の体験を書きます。 

 太平洋戦争が始まったのは 1941 年、私が国民学

校六年生のときで、戦火は拡大し、当時の軍国少

年たちは進んで陸海軍へ飛び込んでいきました。

私が入りましたのは、海軍兵学校でした。長崎県・

針生分校でしたが、転地して山口県・防府分校に

移った後のこと、8 月 6 日にヒロシマに原爆（当時・

新型爆弾）を投下され、やがて 15 日、終戦。海軍

兵学校は廃校決定、解散。復員（帰郷）が行われ

ました。 

私たちは 8 月 24 日(原爆爆発後 18 日目）、三田

尻駅(現・防府駅、広島まで 150 ㎞)より無蓋の貨

車に家畜の如く詰め込まれ復員(帰郷)の途に就き

ました。たまに行き交う普通列車は、すさまじい

超満員で、人がデッキからはみだし、屋根の上に

まで乗っていました。ときどき駅以外の所にも停

まっては、また、やおら動き出す、ノロノロ運転

が続いていました。そのため夕刻になり、薄暗く

なり、夜になり、貨車のため灯火なく、広島市に(と

後で知ることになるのだが)入った時、列車は暗闇

の中を走っていました。(月の記憶は少しもない。) 

異臭が鼻を突き、かすかに見える夜の底に、瓦

礫が凹凸のある小山のくずれになって、後から後

から続いていました。 

やがて列車が止まった。霧雨が降っており、み

な言葉もなく身を寄せ合って、ただ焼野原を凝視

するうち……青白いものが燃えている。遠く近く、

数十の、もっと多くの、青白い小さな冷たく燃え

るものが炎の内部だけチラチラと、あるいは互い

に間を置き、あるいは少数が集まって燃えている。

一度だけ黒い人影が小さなシルエットになって浮

かんで消える。青白い炎は、暗い夜の底にずっと

遠くまで点々と断続的に連なって燃えている。復

員者たちは、黙して、震えて見つめるばかり。 

あたりは鎮まりかえっているのだが、キーンと

空気を裂く音が耳の奥でひびく感じに襲われる。 

経過したのは数分か、十数分か、ガターン、ガ

タッと列車が動き出し、この暗闇の青白い炎の群

から逃れるように走って走って……。普通の黄色

味を帯びた街の灯が見えてやっと緊張感がほぐれ
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てきました。 

ヒトダマとかオニビという言葉で、この夜見た

ことを考えるようになったのは、帰郷後のことで

した。 

右の体験を、その後、人に数回話したのですが、

怪訝な顔をされたり、笑われたりしたので、話す

のを止めました。 

そして、胸の中にのみ秘めて数十年たちました。 

このたび、はからずも、『現代の民話』を読ん

で、むかしの事がよみがえり、やはり同じ見聞を

した人が他にも居たことを知りました。 

終戦の夏の夜、無蓋貨車から見た束の間の幻影

は幻にあらず、実像であったことを今では信じて

います。合掌あるのみです。 

〇 

2006 年 8 月 24 日付けの「朝日新聞」の『声』―

あの日あの夏・戦後 61 年―欄に、〝青白い鬼火を

車窓から見た〟(千葉県市川市、宅野茂)という投

稿がのっています。 

〝夜目にも一面の焼け野原……青白い鬼火が

点々と見え……〟とあり、私の記述を裏付けてく

れるものと思います。 

松高同窓会会報 110 号（2008.3.31）より転載 

 

 

舅、神永正雄の事 

神永 由紀子(29 文甲神永正雄子息夫人) 

私の前に四枚の葉書がある。通し番号が付き、

平成 12 年 5 月 2 日消印のこの葉書の差出人は全て

同一で、宛先人の名も又、全て同じ名前となって

いる。差出人は神永正雄、宛先人は結婚前の私の

氏名であるこの葉書四枚は、舅、神永正雄が生前、

旧制松本高等学校の事を記した唯一のものである。 

神永正雄と言っても御記憶の方は少なく、御記

憶の方であっても、明確な舅の思い出をお持ちく

ださる方は、おそらく今ではいらっしゃらないの

ではないかと思う。 

平成 13 年 3 月 10 日に閉じた 70 年余の人生の中

で、舅は松高時代の思い出やそれに続く四年間の

シベリア抑留体験を肉親にも詳しく語ることはな

かったし、文章にして残すことも無論なかったか

ら、この間の交友関係を含めた詳細は、家族間に

おいても長らく不明であった。私は正雄の長男で

ある昭と平成 16 年に結婚後、初めて舅の旧制高校

時代からシベリア抑留に到る空白の期間を、家族

として考える機会を持った。 

舅は、昭和 19 年 4 月、旧制松本高等学校文科一

に入学している。脚気療養、浪人した舅は大正 13

年 2月生まれであるから 19年当時同級となった方々

より大分年長者であった事になる。入学した年の

12 月には文科 1 年の学徒動員が決定され、名古屋

の豊和重工へ動員された。この時の事を舅は｢僅か

半年で名古屋に動員されました｣とだけ淡々と葉書

に記している。舅にとって忘れ得ぬ教師の思い出

は、葉書の中で｢英国調｣と｢米国調｣の対照的な英

語の先生お二人と、｢小学校の先生になったので評

判になりました｣と記した理科の先生お一人の事に

尽きる。 

平成 18 年の春、かつての私の学生時代短い期間

ながら教わる機会を得た馬瀬良雄先生から、松本

高校 88 周年記念祭開催の事をお教え頂いた。当時

夫と二人乱入した会場では、23 回理甲一の赤松良

紀様、復学した舅と同級である 29 回文甲の皆様方

と初めてお目にかかる事が出来た。この会の万年

幹事だと自己紹介くださった岡田全弘様がその後

も色々と面倒を見てくださり、更には入学当時の

26回｢遠征｣作詞者上條彰次様へお便りしてみては、

との高橋昭平様の御助言を得、上條様へ私達は直

接手紙を出した。上條様の御尽力を仰ぎ、私達は

初めて 26 回生の皆様が舅の追悼文を残して下さっ

ていた事実を知ったのである。私達がそれまで知

ることのなかった 63年前の若かった舅の姿を武藤

貞夫様、大木保太郎様のお二人は短いながらしっ

かりと書き残して下さっていた。そこには学期末

けっして優秀ではないと想像される成績を告げら

れても、おどけてさほど動じない舅、動員中召集

直後、伊勢神宮に参拝してから出征して行った舅、

抑留中おそらくはカザフスタン辺りで羊を追うコ

ルホーズに従事していた舅、卒業後将来の指針を

決め兼ねて級友宅を度々訪ねる舅の姿があった。

わずか半年前後で出征の為、忽然と姿を消した舅

のことを、よくここまで覚えていて下さり、貴重

な文章に残して下さったものと驚きもし、半ば眼

を潤ませながら夫も私も、引き寄せられるように

追悼文を読んだ。コルホーズの事を中学校で習っ

た時、夫はまさか自分の父親が、ソ連でその現役

であったなど思ってもみなかったと言う。29 回の

工藤忠一様からは昭和 24年春の舅についてお手紙

を頂戴した。これによれば国文学史の金井教授は、

出欠確認時、舅に「あなたはシベリアに抑留され

今回漸く帰国し復学したのですね。本当に長い間

御苦労様でした。呉々も健康に注意して下さい」

と言ったことを丁寧な口調で語りかけて下さった

のだと言う。舅はこの時、どれほど教授の言葉が

嬉しく胸に沁みた事だろう。四年に及ぶ抑留中、

物資を運ぶトロッコに引かれて腕や足の一本でも

無くなれば日本へ帰してくれるかもしれないから、

線路に横たわった事もあると、夫に語ったという

舅。しかし、ある時独り言のように｢俺はこの世の

中に何の為に生まれてきたのかなあ｣と呟いた事が

あると言う舅にはおそらく、誰にも語らなかった

辛い出来事がもっとたくさんあったのではないか

と、私は想像する。だから、復学した松高の教室

で、思いがけず温かな言葉を教授から語りかけら

れた時、舅は、感に堪えぬ思いで、思わず胸がいっ

ぱいになっていたのではないだろうか。 
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夫と私は 88周年記念祭が開催された秋の日から、

26 回理乙 5 の荻野良祐様とお話しするご縁を頂い

た今日に到るまで、学生時代の舅の消息を辿る長

い旅をしてきた。追悼文集が出されているにも拘

わらず、私たちが追い続けた舅の学生時代の全貌

把握は、結果としてその断片に留まった。 

けれども今日迄私達はなんと大勢の同窓生の皆

様方、同窓会事務局の方々からの深い御好意に恵

まれ、支えられてきた事だろう。人の世が移り変

わってもけっして忘れていけない人の心の在り方

を、私達は確かに学んだのである。写真の中で微

笑む舅は無言のままに何も語る事はない。だが、

晩年舅が建てた千葉の家は、あたかも松高の古い

校舎の如く道路に面して門が斜めに切ってある。

高校生であった頃の夫を伴い縄手通りの辻々で店

の名を挙げ道行く人毎に尋ねていた舅の姿を、夫

は今でも忘れる事が出来ない。卒業後の人生が儘

ならず消息を絶つように同窓会から遠ざかった舅

の、しかし身近な誰にも慈愛の眼差しを注いでい

た舅の姿も、又同時に、夫は忘れる事が出来ない。

舅の微笑は無言の中に松高へ無限の情を秘め、そ

して無数の同級生の方々との御縁を私達へ結んで

くれた。お世話になった同窓生の皆様に絶えざる

感謝の念を深めつつ、松高時代の舅の事になると

感極まり言葉もなかなか出なくなる夫を傍らに見

ながら、私は、舅もやはり松高の｢思誠｣の薫陶を

受けた一人であったと信じている。 

松高同窓会会報 110 号（2008.3.31）より転載 

 

注）文中「英国調」教師は長谷川慶三郎先生 

「米国調」教師は大林旻先生と思われる。 

小学校教師になった先生は、蛭川幸茂先生 

間瀬良夫先生は松高 30 回生、信大名誉教授 

 

松本高校同窓会と寮歌祭等について 

旧制松本高校同窓会は長年東京に本部を置き活

動していましたが、2003 年県の森の旧松高校舎内

に事務室を持ち移りました。それ以来松本高校卒

業生の拠り所としての役割を松本で果たしてこら

れました。また、学生時代に松本市民に大変お世

話になったことへの感謝の気持ちで「サロンあが

たの森」（文化交流学習会）を毎月開催を続けら

れ、松本の文化の柱の一つとして成長させて来ら

れました。それは 140 回におよびます。さらに毎

年、寮歌祭（12 回を重ねます）をもち同窓生の旧

交を温めるとともに、他校出身者との友情を深め

てこられました。松本・県に「我らが青春ここに

あり」との気概を示されてこられました。 

しかしながら、残念な事にこの秋をもってその

歴史を閉じることになりました。そして「サロン

あがたの森」と「寮歌祭」は松高同窓会主催とし

ての活動を終えることになりました。「松高寮歌

祭」は今年５月 16 日（土）、「サロンあがたの森」

は９月 29 日（火）が最終回となりました。 

この行事が無くなることを惜しむ声が、松本市

民の中から、松高同窓生の皆さんから出され、そ

の存続を模索することになりました。この二つに

ついては、それぞれに市民を交え実行委員会形式

で運営母体を作り、あがたの森文化会館、旧制高

校会館とその友の会の皆さんと共に引き続き開催

していけるようにしようと話が進んでいます。ま

た、信大本部も歴史と伝統を大切にしながら関与

していくことも考えてくれています。 

「サロンあがたの森」については、引き続き開

催できるように準備が始まっています。まずは 10

月 24 日（土）に「松高同窓会が『サロンあがたの

森』を続けてきたものは」と言う「特別企画」で

その情熱と思いを学ぶことから初めてはどうかと、

計画が進んでいます。 

「寮歌祭」については「松高・信大寮歌祭」と

して来年５月 21 日（土）に開けるよう予定してい

ます。寮歌祭については来春号で具体的にお伝え

できるものと思います。 

理学部同窓会は松高・文理・理学と続く歴史と

伝統を大切に思い、松高の伝統を引き継げるよう

努めます。また、二つの行事の継続に協力してま

いります。 

信州大学理学部同窓会 

寮歌祭にて肩組み合って松高校歌を歌う。 

 編 集 後 記 

お盆過ぎからの長雨もあり、急に秋らしくなりました。 

今回の編集作業はさわやかな秋の日、シルバーウィーク。

皆様はどこへお出かけになったのでしょうか。  

今回はまだ日が高いうちに編集作業が終わりそうです。

こんな回もあるんですね。早くから原稿をお寄せいただ

いたおかげです。次回の作業は２月中旬。皆様からのご

寄稿文お待ちしております。（し） 

 訃  報 

 横井政時先生（化学科・信州大学名誉教授）が9月20日に

お亡くなりになられました。88才。葬儀は9月23日、日本キ

リスト教団松本教会にてとり行われました。  

 先生は理学部設置（1966年）にともない、繊維学部から

理学部に移られ、草創期からご尽力されました。常々同窓

会にもお心をお寄せ頂き、幾度も会報にご寄稿頂きました。 


