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理学部創立５０周年を迎えるにあたって 

 理学部長   尾関 寿美男 

 

 昭和24年に信州大学が設立され，松本高等学校

を母体に文理学部が発足しました。昭和41年に文

理学部が改組されて，数学科，物理学科，化学科，

地質学科の4学科，教官数26名の理学部が誕生し

ました。昭和50年に生物学科が設置され，翌年講

座制に移行しました。平成4年になって，物質循

環講座，翌年に自然情報講座が設置され，さらに，

発展的に物質循環学科，数理自然情報科学科に改

組して学科制となり，現在の体制の礎が築かれま

した。 

平成16年に国立大学法人信州大学に移行し，大

学経営や教育効果を重視する観点から，6年単位

の中期目標・事業計画の策定を大学に求め，その

達成状況を大学運営費に反映するようになりまし

た。これは学部にも目標・事業計画の策定を求め，

その達成状況を1年毎に評価して，次年度の理学

部運営費に反映する仕組みを生み出しました。組

織，教育，研究，社会・地域貢献などの改革を継

続しなければなりませんが，そのガイドラインと

してのミッションの再定義が平成26年に文科省に

よってなされました。我々の提案に基づいてなさ

れた本理学部のミッションは，「高エネルギー物

理学，基礎数学，物理化学，山岳科学」を強みと

した研究，グリーンサイエンス教育・研究の推進，

地域・社会への貢献などです。 

ミッションの再定義を踏まえた理学部の将来構

想に基づき，平成27年4月に２学科（数学科と理

学科）７コース制へ再編しました。多様な学生が

その可能性を伸ばし，社会で活躍できる素地を養

えるように，環境に配慮した持続可能社会を目ざ

すグリーンサイエンスを教育・研究の柱に据えて，

幅広く深く学べるようにカリキュラムを再編しま

した。また，意欲のある学生に対応するために，

卒業のための標準プログラムの他に，新たに先進

プログラム（1年から研究に触れ，深く学修）お

よび学際プログラム（幅広く学習するために，卒

業研究の代わりに特定テーマを追求するための講

義を履修）を設定して多様な人材に「学位の質保

証」を図りました。この4月に大学院修士課程総

合理工学研究科を理学専攻（定員5名増の75名）

に改組し， 6年一貫教育への第一歩としました。 

法人化後，学生への教育･生活支援，情報発信，

学内外での教員同士の連携，学生を巻き込んでの

社会・地域貢献や国際交流が活発化しています。

出前講座，公開講座，理科啓蒙イベント，年10

回以上の入試業務などのため，教育・研究に割く

時間の減少や若手教員の多忙化などは深刻です。

運営費交付金の毎年1％削減によって研究経費は
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言うに及ばず，教育経費も競争的資金で賄わねば

なりません。また，人件費抑制による教員削減を

実施しながらの教育・研究は教職員のみならず，

学生をも疲弊させかねない状況です。 

決して潤沢でない予算や貧弱な設備の時代に

ノーベル賞級の研究がなされてきたことを考える

と，自由な発想と真理への情熱に突き動かされた

研究が許され，評価の網にかからない状況が必要

であると強く思います。数理や自然は多様で，驚

くほど美しくできていて，そのしくみを見抜き，

理解するのは容易ではありません。自然に潜む美

しい構造や神秘的な現象に感嘆し，その奥の数限

りない真理を探究し，再現・予想できるまでに高

めることに価値があるに違いありません。応用や

利用を念頭に置かず，ただひたすら真理に迫るこ

とに無上の喜びを感じる人々が理学部には集って

います。そういう人たちが活躍できる環境を整え

ることが大切であり，そういう中でこそ理学的学

生は育つはずです。 

50周年を迎え，さらに理学を発展させるには，

理学部のよき理解者を得ることが不可欠です。そ

のため，この10月８日に信州大学理学部創立５０

周年記念行事（講演会と祝賀会）を開催し，理学

部の歩みを記念誌にまとめて振り返るとともに，

これを機に，卒業生やＯＢ，地域住民，地元企業，

自治体，そして全国に，学問の香り立つ理学部を

発信して，基礎科学を理学的学生を信州大学理学

部から羽ばたかせ，花開かせるようにしていきた

いと願っています。

 

 

理学部50周年記念誌の刊行にあたって 

信州大学理学部50周年記念誌編集委員会・委員長 宗像一起 

 

今年（2016年）信州大学理学部が創立50周年を

迎えるにあたり、「50周年記念誌」を刊行するこ

ととなりました。理学部創立50周年記念事業には、

理学部同窓会から多大なご援助・ご協力を頂き、

誠に有難うございました。 

昨年9月理学部に記念誌編集委員会が設置さ

れ、小生が編集委員長を仰せつかっていますので、

この場をお借りして記念誌編集の経緯を簡単に説

明させて頂きたいと思います。正直に申し上げて、

最初は「何故小生が？」と思いましたが、周りを

見回してみて理学部での在籍期間が自分より長い

教員がほとんど見当たらないことを改めて思い知

らされました。小生が在籍する物理コースでも今

では小生が「最長老」ですし、「昔の理学部」を

知る者がほかにいないことから、小生が委員長を

お引き受けすることになりました。 

理学部の50年間の歴史は長く、創立20周年を迎

えた1986年（小生が赴任する3年前）には、「理

学部20周年記念誌」が刊行されています。理学部

創立後の約20年間は、現在在籍する教員のほとん

どが理学部に赴任する前の期間であり、その当時

の様子は赴任後に先輩諸氏から聞かされていたに

過ぎません。編集委員会発足当初、記念誌の編集

という未経験の作業に何から手をつけてよいのか

見当もつきませんでしたので、まず参考にしよう

と考えたのが、前述の「理学部20周年記念誌」で

す。ところが、この記念誌に目を通して判ったこ

とは、それが理学部の「データ・ベース」とでも

称すべきものであり、教員の研究業績リストや在

外研究・海外渡航記録等がページ数の主要部分を

占めています。このことから、この記念誌が、対

象とする読者として主に現・元理学部教職員を想

定して作られたものであったことが判ります。未

だデジタル・データが充分に普及していなかった

当時は、「データ・ベース」としての記念誌を印

刷体として残すことにそれなりの意義があったで

しょう。時代を反映した記念誌であると同時に、

「データ」を重要視する理学部らしさが色濃く出

た記念誌だとも言えます。 

デジタル・データが普及した現在、理学部の50

周年記念誌は、全く様子の異なるものにすべきで

した。対象とする読者も、「卒業生・在校生およ

び父兄に焦点をあてたものにしよう」、というこ

とで編集委員会が活動を開始しました。これまで

に開催された編集委員会は11回を数え、ようやく

記念誌の内容が出揃い、現在最後の校正作業に取

り掛かろうとしています。記載内容が理学部の「過

去」・「現在」・「未来」に関する記事で構成さ

れている点は、他の多くの記念誌と同様ですが、

卒業生・在校生・OB教員からの寄稿に重心を置い

たものとなっています。このため、多くの理学部

関係者に多大なご協力をお願いすることになって

しまいましたが、皆様のご協力のお蔭で、様々な

寄稿文に目を通して頂くことにより、「理学部ら
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しさ」が自然と読者に伝わるものに仕上がったか

と思います。「過去」を振り返る多くの回想文の

中には、創立前後の理学部の様子や当時の時代背

景を彷彿とさせるものもあり、旧制松本高等学校

時代から受け継がれてきた伝統を窺い知ることも

できます。寄稿文の文体は様々で読みづらい点も

あるかと思いますが、あえて手を加えずに、出来

るだけ原文のトーンのまま掲載しています。 

この記念誌は、印刷体として配布するとともに、

DVDに記録されたデジタル・データとしても皆さ

まにお届けすることになっております。多くの方

が手軽に手に取り、理学部の様子を知っていただ

く一助になればと、願っております。 

 

 

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

 

理学部創立五十周年記念式典及び祝賀会のご案内 

理学部創立50周年記念事業 記念式典・祝賀会実行委員長 鈴木 啓助 

 

下記のように50周年記念式典を開催いたします。こぞってご参加くださいますようお願いいたします。 

 

日時 平成28年10月8日（土） 

場所 ホテルブエナビスタ 電話 0263-37-0111 

 

式次第 

記念講演会 [2階 メディアーノ] 

時間：14：00～14：50 

（講演は卒業生の中村光廣さんと大友幸子さ

んのお二人です。詳細右をごらんください） 

 

記念式典 [2階 メディアーノ] 

時間：15：00～15：45 

1 式辞 信州大学学長 濱田州博 

2 挨拶 信州大学理学部長 尾関寿美男 

3 祝辞 文部科学省 

  祝辞 松本市長 

  祝辞 長野県環境保全研究所所長 

4 来賓紹介 

5 祝電披露 

6 閉式 

 

祝 賀 会  [3階 グランデ] 

時間：16：00～18：00 

1 開演挨拶 

2 祝辞 松商学園 秀峰中等教育学校校長 

 小坂共榮  

祝辞 理学部同窓会会長 森 淳 

3 乾杯 信州大学理事 武田三男 

4 歓談 

5 アトラクション 

理学部卒業生による和っしょい 

6 歓談 

7 学生及び卒業生スピーチ 

8 閉会の挨拶 

理学部創立50周年記念事業記念式典 

祝賀会実行委員長 

講演1「ニュートリノとピラミッド 

－素粒子連峰の登山と探検－」 

名古屋大学未来材料・システム研究所 教授 

中村光廣 

考えてみるに信大で学んだことで、最も役に立っ

たのは教養の体育の授業、跳び箱の飛び込み前転

の実技授業でした(宮地先生、勝木先生すみませ

ん)。目の前にせまる跳び箱をとび越えて頭から飛

び込むための勇気とタイミング。それを体得させ

ていただきました。体育など大嫌いな私でしたが、

この1コマの授業はその後の人生に大きな影響を与

えてくれたと思います。卒業後長年関わったのは

素粒子ニュートリノの研究。幾度も乗り越えるこ

とが出来るだろうかという壁にぶつかりました。 

またこれらの研究を支える原子核乾板技術は、

写真のデジタル化の波をくらい製造していた唯一

の企業が撤退し一度は死にかけましたが、大学の

研究室にその技術を引き取るという離れ業によっ

て今日新たな応用の地平を開拓出来る事になりま

した。大学卒業後今日までの短い経験を元に、大

学で学ぶことの意味について少しだけ考えてみる

ことができればと思っています。 

 

講演2「私が信大生だった40年昔話 

と現在にいたる自分探しの旅」 

山形大学地域教育文化学部 教授 大友幸子 

約40年前の松本と、信大地質学生の生活や実習

巡検等の昔話、1985年の男女雇用機会均等法制定

等、時代背景。 

信大生として鍛えられたことが、現在にいたる

その後の教育研究生活の糧となっていること等。
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会  長  挨  拶 

森   淳   

今年は1966年の文理改組、理学部設立から50

年です。理学部では、10月8日（土）に「理学部

創立50周年記念行事」を行います。記念誌の編集、

記念行事の開催に向けて、学部長はじめ先生方は、

日々の教育・研究活動の合間をぬって、御努力頂

いています。また、学部運営事務を進めつつ、事

務方の皆さんは、まとめ役を担ってくださってい

ます。感謝に堪えません。 

 理学部50周年は学部の発展・発達の歴史をふま

え、今後の展望を考え合う大きな機会です。学部

としての一つの節目です。それは卒業生にとって

も、大きな喜びです。また、松高・文理・理学と

続く、100年近い積み重ねを再確認する機会でも

あります。 

 多くの学友に集っていただき、語り合い、旧交

をあたため、ともに喜び合いたいと思います。ぜ

ひ10月8日松本にお集まりいただきますよう重ね

てお願い致します。 

 同日式典に先立ち、同窓会総会を持ちます。こ

れまでの同窓会の活動を再確認頂き、同窓会の役

割についても確かめ合おうではありませんか。今

後の活動のあり方についても率直に語り合えるよ

う、ご参加頂きますようお願いするものです。 

 

 東南海地震が起きる、首都直下地震もと伝えら

れる中、あまり注目されていなかった、熊本地方

で繰り返し大きな地震が起きました。内陸直下型

の恐ろしさを感じました。火山の動きもあって、

不安が広がっています。各地で水害も起きました。

皆さんの中に被害にあわれた方がいらっしゃらな

いかと気がかりです。 

 日本列島は重なったプレートの上にあるという

のですから、どこに地震や噴火の被害が起きても

不思議ではないと言えます。高い山と急峻な谷が

いたるところにありますから、豪雨の被害も身近

です。それらに係る情報に敏感にならざるをえま

せん。このところ関東地方で頻繁にゆれていると

のことです。地殻の境界で起きていることは予想

できても、いつ大きなエネルギーを放出するかが

判らない中で、心配だけが先行します。それぞれ

に準備なさっておられるとは思いますが、個人の

力では限界があります。地域の集団の力をどう

創っていくのかと、行政の対応力の強化が急がれ

ます。ぜひそれぞれの場で御努力いただきますよ

う願っています。 

 参議院選挙の最中に、自民党はそのH.P.で「学

校教育における政治的中立性についての実態調

査」を呼び掛けました。教師の授業内容や発言が

「政治的中立性」からみて問題がありはしないか

と「監視」し「密告」をすることを勧める内容で

す。 

 「いつ、どこで、だれが、何を、どのように」

と、生徒、保護者、同僚教師に報告するように求

めています。調査は「成果があった」として終わっ

ていますが、こうしたやり方が、とんでもないこ

とという認識を失っていることにおそろしさを感

じます。 

 H.Pでは当初「子どもたちを戦場に送るなとい

う先生もいる」という例があがっていました。「も

はや、戦争反対も偏向教育か」との批判が出て、

さすがにこの一文は削除されました。 

 二度修正がありましたが、一度目は「安保関連

法は廃止すべきという先生」と直し、その後この

文言も消されました。しかし、しばらく調査は続

行されました。 

 こうした「密告」を政党、それも政権党が進め

るのは異常なことというべきです。「密告」は国

民の中に分断、亀裂をつくるもので、民主主義を

標榜するものの取るべき道ではありません。 

 国民を分裂させて、支配するのは、言葉の上で

どのような主義を主張するにしても、ファッショ

的権力者の常套手段です。ファッショ的な国と社

会が何をもたらすのかと、それが崩壊した後の国

民友和と民主主義の再構成には、多大な犠牲と血

のにじむ努力が必要となる事は歴史が物語ってい

ます。それらを考えれば、決してその道に踏み込

むことはできません。 

 今回の教育現場への「密告」の奨励は何をもた

らすのでしょうか。そんな「密告」をものともし

ない先生もおられるでしょうが、多くの先生はそ

うはできません。やっかいな事から「目をそらす」

「口をつぐむ」ということになります。 

 「言うべき事は言う」という先生は、法に照ら

してどんなに問題のない事を行っても孤立するこ

とになります。ここがねらいだと思うのです。実

際には「密告」がなくとも、「密告」を奨励する

だけで「成果」はあがるのです。またわずかでも

「密告」があれば、特に調べず、国会の場で「こ

うした事例があるが」と問いかけ、政府・文科省

が「指導を強める」と言えば、そうした流れがつ
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くられていきます。教育現場は萎縮するのです。

何がやり玉にあがるか判らない中で、本来伝える

べき事も控えることになります。この夏の動きは

教育にとって大きな損失といわねばなりません。

大学も無関係ではありません。 

 もともと公務員は、憲法とそのもとで法令を守

ることを宣誓して、その職につくのです。教育公

務員も憲法と教育基本法を順守することを宣誓し

ています。そこには単に守るだけではなく発展さ

せていくことも含まれています。憲法に示されて

いる諸条項が、より確固たるものになるよう未来

の主権者たちを育てることが、学校と教師教育に

求められているのです。 

 教育基本法14条に「政治教育」という条文があ

ります。そのはじめに教育現場では「公民として

必要な政治的教養は尊重される」とあり、第2項

で「特定の政党支持」する「政治活動はしてはな

らない」とあります。この2項で「学校」の政治

的中立が示されています。授業で特定の政党支持

を呼び掛けてはならないのは言うまでもありませ

んが、多様な見解を示して考えさせ、論議させる

教育は奨励されることです。その中で見解の一つ

一つに対論を教師が示すことは、授業を深みのあ

るものにするために必要なことです。また「先生

はどう思うか」と問われた時、問題点や矛盾点を

指摘することは当然のことですし、生徒の問いに

きちんと答えない方がおかしいというべきです。 

 教育にとって、多様な意見・発言が豊富に出さ

れることが大切なことです。教室の中が自由な発

言で満ちあふれていることが、討論を中心とする

授業の成功といえます。 

 憲法と教育基本法、公職選挙法などを学び、法

に基づく堂々とした教育実践が進められることを

願わずにはいられません。そして私たちも、まじ

めな先生たちを守れるように努力していきたいと

思います。 

 こうした時によく引用される言葉に、ドイツの

ルター派牧師で1937年強制収容所に入れられた、

マルティン・ニーメラーのスピーチを題材にした

詩があります。皆さんも御存知と思います。 

 

ナチ党が共産主義者を攻撃したとき、 

私は自分が多少不安だったが、 

共産主義者でなかったから何もしなかった。 

 

ついでナチ党は社会主義者を攻撃した。 

私は前より不安だったが、 

社会主義者ではなかったから何もしなかった。 

 

ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等が攻撃された。 

私はずっと不安だったが、まだ何もしなかった。 

 

ナチ党はついに教会を攻撃した。 

私は牧師だったから行動した。しかし、それは遅

すぎた。 

 

というものです。 

 国民を分断させる、どのようなくわだてもゆる

してはならないと思います。それは、人権を守る、

民主主義を守る、平和を守ることだからです。何

年か後に悲しい回顧をしなくてもいいようにと考

えます。 

  

 

 

理学部主催「理学部５０周年記念」行事に先立ち同所にて同窓会総会を持ちます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部同窓会総会 

■日時：平成28(2016)年10月8日(土) 12時30分～13時45分 

■場所：ホテルブエナビスタ３階（右図参照） 

    TEL:0263-37-0111 

 

12時から受付を始めます。軽食と飲み物を用意します。 

準備の都合上、理学部から送られた返信用はがきに「総会参加」

等を記入して返送してください。または、信州大学理学部へ直接

メールor電話いただいても結構です。その際には、学籍番号・学

科・氏名・同窓会総会にも参加とお伝えください。 

総会にあわせ「50周年記念」行事にも文理学部自然科学科の先

輩の皆さんのご参加をお願いします。  

ホテルブエナビスタの場所 
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信州大学理学部創立５０周年を祝う 

文理学部同窓会 可知 偉行 

 理学部創立５０周年おめでとうございます。 

理学部の前身の文理学部を１９６３年に卒業し

て、５０年以上も経過したのかと感慨にふけって

います。当時は、山があるからとの理由で信州大

学に入学された方がいましたが今はどうでしょう

か。理学部の魅力をアピールすることが今後必要

ではないかと考えます。専攻は数学でしたが、卒

業単位には他学科の専門科目も必要で、経済、物

理、人文の授業を受けました。レポートなど代筆

をお願いした科目もあり、好い加減な学生時代を

過ごしました。 

 最近は理系・文系が軽視されているように思い

ますが、読み・書き・そろばんの基礎科学がある

から、応用があると思います。土台がないといつ

か崩れます。日本は地震の国です。同じように、

理学部は信州大学と日本の土台を確かなものにす

るために更なる発展を願います。 卒業生の皆様

におかれましては、自分の卒業した大学を誇りに

思い、大学の発展にご協力いただきたいと願って

います。 

 

 

理学部５０周年に寄せて 

96Ｓ数理 高橋 信景 

 理学部開設５０周年おめでとうございます。 

 私が在籍していた当時は、２年目に長野オリン

ピック・パラリンピックが行われ、県内が大いに

沸いていました。卒業研究の年には２１世紀を迎

え、大学院の２年目はサッカーワールドカップ日

韓大会に盛り上がっていました。 

 私は大学院まで在籍しましたが、出来の良い学

生ではなく、セミナーでは、松田智充先生、玉木

大先生には多大なご迷惑をお掛けしました。卒業

後は１年間下伊那で務めた後山梨県で８年間教

職員生活を送り、現在は群馬県に住み、埼玉県熊

谷市の貨物駅で機関車・貨車の入換に従事してい

ます。大学在籍当時には思いもよらぬ流転の人生

であり、しかも出身地奈良県を含めて海なし県ば

かり渡り歩いてきたのも不思議なものです。仕事

以外では１昨年より短歌を始め、結社詩や大会な

どに投稿しています。 

 

 

信大在籍時を思い出しての２首 

「印度カリー泰国（タイ）のカリーを 

一皿に集わせて食む（はむ）学生の店」 

「試験終えコートを羽織る講義室 

北アルプスが見送りに立つ」 

今考えれば、もう少し学生時代に様々なことに

取り組んでおけばよったと思っていますが、今更

どうしようもないので今後はもう少しましな人生

を送りたいと考えています。また、機会があれば

もう一度群論やホモロジーなど学び直してみたい

ですね。 

 末文ながら、信州大学理学部が益々発展し60

周年、70周年と続いてゆくことを願って結びとし

ます。 

 

 

松本化学学士会関東支部同窓会からのメッセージ 

事務局長 中川二郎（13S） 

私たち松本化学学士会関東支部同窓会は文理

学部時代の化学科を卒業された諸先輩方も含め

て、毎年１回11月に総会及び懇親会を開催し、昨

年で第12回となりました。 

私自身も東京錦糸町ロッテ会館で開催された初

回時から、現支部長さんのお誘いを受け、本会へ

参加させて頂き、知らない間に事務局の仕事を任

されていました。今ではロッテ会館も無くなり、

新宿にて開催を継続しております。私もこの間、

ずっと関東に在住していたのではなく、横浜、福

岡、松本、東京（墨田区）と移動しており、他の

メンバーの方でも現在は札幌に在住しており、同

窓会へ参加される先輩もいらっしゃいます。 

本会は多くの会員の皆様より2年に1回会費を徴

収し、運営されており、この場をお借りしまして、

改めて会員の皆様へは厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、理学部が創立50周年を迎えるにあ

たり、誠におめでたい事であり、本同窓会事務局

関係者の方々より記念メッセージを集めましたの

で、以下ご披露いたします。 

 

支部長 高木直美（1S） 

理学部が創立50周年を迎えると聞き、あれから

もう半世紀が経つことに感慨無量です。 

私の学籍番号は1S75、そう、栄えある理学部の１

期生です。 

信州大学理学部創立50周年を祝う言葉を多くの方からいただきました。可知文理学部同窓会長、松本化

学学士会関東支部同窓会の皆さんなど、思いのこもったメッセージです。紹介させていただきます。 
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入学当時は教養部や理学部の建物も完成して

おらず、県の森の校舎からの出発でした。やがて

旭町の教養部が完成し、１年の途中で引っ越し、

２年の専門になると理学部が完成して、こちらで

も２年の途中で引っ越しという慌ただしい中から

の出発でした。しかし、若い精鋭の教授陣を数多

く迎え、希望とエネルギーに満ち満ちていました。 

豊かな環境の松本で、勉学に学生生活に遊びに

大勢の仲間、先輩、先生方と大いに青春を謳歌し

たことを、つい先日のできごとのように回想でき

ます。それだけ人生のインパクトをいただいた信

大での４年間ということでしょう。ここで学べた

こと、各界で活躍される多くの方を輩出してきて

いることは誇りです。現役の方々にはワクワクす

る現在、未来が待っています。 

 

副支部長 小畠嘉修（文理16） 

約4年前に亡くなられた森芳弘先生の第一回卒

研生(50年前)です。先生の下でイオン交換を学び

ました。栗田工業に入社し、イオン交換樹脂によ

る純水装置の研究開発に参画しようと思っていま

したが、既に高効率の装置が実装置化されていま

した。新人の私が参画できる余地等全くなかった

のです。入社してから10年後に我が国で初めての

逆浸透膜式海水淡水化装置 800ｔｏｎ日の設計

担当者に指名されました。私よりも優秀な先輩が

いたのに。何故私なのかと思いました。基本設計

から試運転までの全てを終了した時、大きな満足

感が得られました。新聞には 財団法人 造水促進

センターが茅ヶ崎臨海研究所に建設と発表されて

います。現在 東レ 日東電工 東洋紡の逆浸透膜

メーカーが世界の70%のシェアーを占めています。

担当者も50年前と同じ方が頑張っています。継続

は力なりを実感しています。 

 

松本地区特別会員 石川厚（14S） 

理学部50周年、感慨深いものがあります。同窓

生の仲間はありがたいものです。 

先日「松高・信大寮歌祭」に参加しました。皆

さんご存知の「春寂寥」などを松高卒業生92歳の

方々と信大卒業生が歌いました。 

再来年、松高は100周年、信大は70周年を迎え

るそうです。歌い継ぎたいものです。来年の寮歌

祭は5月20日土曜の予定と聞きました。場所は勿

論、あがたの森。参加しませんか。 

 

事務局 橋本雅文（14S） 

理学部創立50周年おめでとうございます。 

半世紀もの永きに渡り卒業生を輩出してきたとい

う偉業に感激すると共に、自分がその理学部の卒

業生であることに誇りを感じる次第です。 

これからも、新たな半世紀に向かって歩み続け

ていただけることをお祈り申し上げます。 

 

事務局、会計監査 梶原さをり（14S） 

信州大学を卒業して30余年、未だに大学時代の

仲間に合うと学生に戻った様な錯覚を覚えます。

講義棟から見える北アルプス、松本の清浄な空気

は今も記憶に鮮明に残っています。 

あのような美しい環境で化学を学べたことは人

生の宝物です。今もこれからもずっと信州大学が

学生さんにとって素晴らしい体験ができる場所で

あることを願って止みません。 

 

事務局、会計監査 安藤俊幸（14S） 

30余年前、大学ではケミカルアナリストを目指

して分析方法の研究をしておりました。当時はパ

ソコンの出始めでコンピュータを利用した分析と

いうことで論文が書けました。最近は30年前には

なかった職業であるデータサイエンティストを意

識しつつ、分析対象も特許情報に変わっています。

世の中の進歩も著しくAI（人工知能）やIoT（In

ternet of Things：モノのインターネット ）等

が「第四次産業革命」として注目されています。

大学で学ぶ内容も学習環境も時代と共に変わって

いることと思います。ただ時代が変わっても、世

の中が発達しても変わらない本質的なものがある

と思います。何が本質的なものかを見極めて何を

どのように学ぶかが問われる時代になっている様

に感じる今日この頃です。 

最後になりましたが理学部創立50周年おめでと

うございます。 

 
以上、9名の皆様よりメッセージを頂きました。あり

がとうございました。50周年は記念すべき節目です。一

方100年、200年と歴史を築いていく一過程でもあります。

理学部から輩出された優秀な人材が、多くの諸先輩方が

残された数々の業績に更なる積み重ねを行い、未来永劫

にわたり輝かしい信州大学理学部の歴史を築き上げてい

くよう願っています。 
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―――――――― 退官された先生から ―――――――― 

 

火山地質学の勧め 

三宅康幸（地質科学科，2016年3月退官） 

火山学者が足りない 

2014年の御嶽噴火以来、日本の火山学者の人数が

足りないということが話題になっています。曰く、

大学関係の火山学者の人数は40人台で、日本の活

火山の総数が110山なのにカバーできないとか。

ここでイメージされている「火山学者」の多くの

人たちは、地震計や傾斜計などを駆使して地下の

マグマの動きを探っているいわば「火山物理学」

分野の人々で、機器、研究組織、人員などに条件

のある大規模大学に存在が限られています。長野

県内で見ますと、浅間山なら東京大学、焼岳は京

都大学、御嶽山は名古屋大学が対応組織を維持し

ています。火山物理学的調査によって地下のマグ

マの動静が把握できた場合には、噴火の予知に大

いに役立っています。一方、火山の噴火様式は、

マグマの種類の多さに基づき、極めて多様であり

ます。おとなしく溶岩流を流出させる場合もあれ

ば、火山灰や噴石を爆発的に噴き飛ばす場合まで

ありますが、マグマが上昇してくることが判った

だけでは、そのマグマがどの噴火様式を起こすの

かは予想できません。それが判るためには、以下

の3つの目的のための研究が必要で、この研究を

「火山地質学」と呼びます。 

火山地質学の目的 

第一は、個々の火山の過去の噴出物を調べて、そ

の火山の個性を明らかにしておくことで、いざと

いうときに備えて噴火様式の予測に役立てる研究

です。そして第二が、噴火が始まるとすぐに、噴

出物を収集して、上がって来つつあるマグマの種

類を特定することです。そして第三に重要なこと

は、噴火中の火山では噴火様式が見て取れるので、

それに対応してどんな噴出物がもたらされている

かを知ることです。いわば「現在は過去の鍵であ

る」という地質学の原則に基づく研究です。これ

は第一の研究目的の基礎となります。 

2004年浅間火山の噴火調査 

 2004年9月1日午後8時ころ、浅間火山が爆発的

に噴火して噴石を飛散させました。ちょうどその

時、私の研究室のメンバー十名余で当時蓼科高原

にあった信州大学の宿泊所でゼミ合宿を遂行中で

した。翌朝全員で、現地調査に出向くこととなり

ました。山頂から約4km東方の六里ヶ原駐車場に

着くと、大部分が数cm以下、最大径8cmの岩片が

無数に散在していました。前日の噴火が夜だった

ので負傷者は出なかったものの、昼間観光客の多

い時間帯だったら少なからぬ被害があったものと

想像されます。小石や火山灰が道路に散乱してい

る状況ではスリップ事故等が懸念されたため、

ロードスイーパーが急速に貴重な噴出物を除去し

ている最中でした。そこでこちらも急いでマグマ

起源と考えられる本質礫を重点に探そうというこ

とになりました。本質礫は少量でしたが、パン皮

状の割れ目をもつ黒い皮殻で取り囲まれた軽石を

発見できました。黒い皮殻はマグマのしぶきが噴

出されたときに空気に冷やされて固化したガラス

質の部分です。まだ内部に残っていたマグマから

は減圧のために含まれていた水の発泡が進み、体

積が膨張して表面はフランスパンのようにひび割

れたものと解釈できます。奇妙なことに気づきま

した。表面の黒い皮殻には発泡した痕跡が認めら

れません。これは、マグマが破砕されて飛び散っ

た瞬間にはマグマ中での発泡が起こっていなかっ

たことを示しています。マグマ中での発泡による

体積膨張が噴火のエネルギーとなるというのがプ

リニー式噴火の解釈ですが、浅間2004年9月1日噴

火の場合には、それと異なるメカニズムで爆発が

起こったことになります。ブルカノ式噴火です。

その後も浅間の噴火は数か月続き、高橋康、西来

邦章両氏を中心に現地調査と試料採取が続けら

れました。採取した試料の化学分析は津金達郎氏

を中心になされました。採取試料の記載は、急遽

卒論テーマを変更した角前壽一氏によってなされ

ました。パン皮状軽石の黒い皮殻のガラスに含ま

れる水の量を測定することによるマグマの深さの

推定が牧野先生を中心になされました。 

 火山地質学は、まるで謎解きのように興味がわ

きます。多くの人が今後も注目いただくようお願

いします。 

 

 

近況報告：故郷を再発見中 

公文富士夫（物質循環学科，2016年3月退官） 

 2016年３月末をもって33年８ヶ月間つとめた理

学部を無事に定年退職いたしました。理学部に赴

任したときは地質学科でした。理学部の20周年事

業が最初のころの学部行事で，つきあいが広がり

ました。その後も改修にともなって標本室の移動

や研究室の引越しを繰り返しました。自宅（といっ
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ても主に官舎ですが）も最初の10年間で4，5回引っ

越しました。物質循環学科の創設とともに物循学

科に移っても研究室や実験室に関わる引越騒動が

あり，理学部Ｃ棟の新築，Ｂ，Ｃ棟の改修を終え

てようやく落ち着いて10数年をすごしました。 

 ところが退職の前に引越との因縁が再燃し，「自

宅」の引越しが２回，大学の資・試料の片づけも

加わって，４月半ばになってようやく郷里（高知

県香美市土佐山田町）に移った次第です。高知へ

帰ってもまた片づけの日々でした（書斎の片づけ

はまだ続いています）。 

その片付けの合間に，あちこちに出かけて，変

貌した故郷を再発見しつつ，大学に通わない日々

の生活を有効に使うために試行錯誤を重ねていま

す。早朝のサイクリングで近所をまわり，加えて

週1，2度の遠出です。私の家は土佐山田駅の北側

にあり，今は「街なか」です。実家の近所ですが，

田んぼばかりだった遊び場が住宅やアパートに置

き換わっているのには感慨があります。まだ浦島

太郎状態ですが，小・中学～高校時代の同級生な

どとの交流をすこしずつ増やして，子供時代とは

違った視点で（お酒も飲めますし），郷里の生活

を楽しんでおります。 

近くには龍河洞という鍾乳洞があります。日本

３大鍾乳洞の一つで，かつては多くの観光客を集

めいていたのですが，いまではすっかり寂れてい

ました。対照的に，今年で20周年を迎えるアンパ

ンマン・ミュージアムは好調な客足を維持してい

ます。やなせたかし氏は合併前の隣町（香北町）

の出身です。室戸半島寄りの北川村にできていた

「モネの庭」（モネ財団公認）を4月の末に見物

しました。睡蓮の咲く池の佇まいが秀逸で，四季

折々に楽しめるという期待がもてました。高知市

五台山にある牧野植物園では，世界一大きい花

（コンニャクの仲間）や満開の「ナンジャモンジャ」

を見学しました。高知県の中・東部を中心に，漁

港祭りや土佐絵（絵金）を見せる赤岡の夜祭など

に出かけました。鳴子が賑やかな「よさこい祭り」

も8月11日から始まります。同じ時期に隣県で阿

波踊りもあります。魚も野菜も美味しいので，み

なさまもぜひ高知へおいでください。声をかけて

いただければ楽しい所をご案内します。一杯やり

ながら旧交を暖めたいと思います。 

みなさまもお元気で。 

連絡先：〒782-0043  

高知県香美市土佐山田町北組西330番地1 

電話 0887-52-9132

――――― 学問と研究 ―――――― 

 

着任の挨拶 

地球学コース  森 宏 

 6月1日より，理学部理学科地球学コースに助

教（特定雇用）として着任しました森宏と申しま

す．三重県出身で，学部時代は山口大学，修士・

博士課程を名古屋大学で過ごした後，特別研究員

として産業技術総合研究所（産総研）に約二年間

勤務しておりました． 
 私の専門分野は構造地質学および岩石学です．

学生時代は，付加体構成岩類，高圧変成岩類，断

層岩といった国内外の陸上に産する岩石につい

て，野外調査を軸としつつ，室内分析やシミュレー

ションを併用した解析を行い，数百万年〜数千万

年の長い時間をかけて形成された地質構造を対象

とした研究に取り組んできました．また，産総研

在籍時には，海域において取得された反射法地震

探査記録の地質学的解釈にも取り組み，より新し

い時代に形成された，広域的な地質構造や浅部か

ら深部に至る断層形状の解明を目指した研究を

行ってきました． 

 長野県内および周辺には，露出が良好な岩石露

頭が数多く分布しており，これまでの丹念かつ地

道な野外調査経験を存分に活かした研究活動を

進めていけると，期待を膨らませております．一

方で，私自身，学生の教育・指導経験は乏しく，

周りの先生方にも御指導を仰ぎながら，そのスキ

ルを高めていく必要があることも痛感しておりま

す． 
 今後，研究・教育の両面で精一杯努力し，良き

研究者そして良き教育者を目指すとともに，信州

大学全体の発展にも貢献していければと思ってお

ります．まだまだ若輩者ではございますが，どう

ぞよろしくお願い致します．

地質学発祥の地，イギリス・ハットンの不整合露頭にて 
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―――――――― 理学部広報情報室から ―――――――― 

 

前回の同窓会報で理学部創立 50 周年の記念式

典と記念誌についてお知らせすると書きましたが, 

50 周年については同窓会報の本編に詳しく書か

れるということなので, ここではそれ以外の話題

について書くことにします。 

 

〇英語版ホームページ 

日本語版ホームページから 1 年遅れですが, 

2016 年 4 月 1 日に信州大学理学部ホームページ

の英語版が公開になりました。理学部ホームペー

ジの右上の 「ENGLISH」をクリックすると見るこ

とができます。信州大学理学部の大学院への留学

を考えている海外の大学の学生を主なターゲット

に作成しました。 

信州大学理学部の研究者にコンタクトを取りた

いと考えている海外の研究者も対象としています。

これにより, 

理学部の国際

交流が一層活

発になること

を期待してい

ます。 

 

 

 

〇 インターナショナル茶屋 

ここでも何度か紹介したことがありますが, イ

ンターナショナル茶屋とは信州大学理学部の学生

が英語に慣れ親しむための企画で, 理学部国際交

流室主催で年に数回開催されています。これまで

は, 学生の海外経験発表会, クリスマスパー

ティー, インドネシアのアンダラス大学の学生と

の合同発表会などを行なってきました。 

 

 

 

 

 

2016年度の第 1回は 6月 23日に開催しました

が, 新しい試みとして, 海外でご活躍中の卒業生

による英語での講演会を行ないました。講師は, 

物理学科卒業生 (13S, 1982 年 3 月卒) で現在ア

メリカのハードディスク製造メーカーでご活躍中

の久保田幸子さんで, 物理同窓会のご協力のおか

げで講演会が実現しました。 

日本と異なるアメリカの企業文化などについて

の興味深いお話でした。企業で研究職に就くため

には大学院の学位が必要と強調されていたのが印

象的でした。 

 

〇信州大学自然科学館 

・ホームページ整備 

自然科学館開設以来, 仮設のホームページに

よる運営を行なってきましたが, ようやく公式の

ホームページがオープンしました。 URL は 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/museum 

です。 

現在はまだ表紙と利用案内とお知らせしかあり

ませんが, 自然科学館所蔵の標本のデータを現在

入力中であり, 入力が終り次第ホームページで公

開する予定です。 

・学生のブログ 

自然科学館の運営に携っている学生による自然

科学館のブログができました。 

 http://ameblo.jp/shinshu-u-museum/ 

6月 6日にオープンして以来, 週 2回ぐらいの

頻度でブログが書かれています。所蔵品の写真な

どもありますので, 是非ご覧になってみて下さい。 

・公開講座 

今年度計 4 回の予定で自然科学館公開講座を

行ないます。第 1 回が 7 月 29 日, 第 2 回が 8 月

27 日ですので, この同窓会報がお手元に届く頃

には最初の 2回は終っていると思いますが, 第 3

回は 10月 22日, 第 4回は 11月 26日に開催され

ます。 

受講料は無料

ですが, 参加ご

希望の方は事前

に申し込みが必

要です。申し込

み先は, 上記の

自然科学館

ホームページ上

部右の「お知ら

せ」に掲載され

ています。

発表会の様子 

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/museum
http://ameblo.jp/shinshu-u-museum/
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〇 高大連携事業 

信州大学理学部では, 高大連携事業として「信

州サイエンスミーティング」を毎年行なっていま

す。昨年度は 3 月 13 日に信州大学理学部で行な

われました。長野県内の理数科設置高校および

SSH 指定高校から 14 校が参加し, 大学生とも合

せると 200 名を超える会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度は,高大連携事業としては「信州サイエ

ンスミーティング」以外にも「科学オリンピアン

養成講座」が始まりました。これは, 長野県から

「数学オリンピック」などの「〜オリンピック」

に参加する生徒を増やすために長野県教育委員会

の主催により始まったものです。今年度は 5 月

28日に県内 8校から 45名の高校生が参加して信

州大学理学部で開催されました。 

 

 

〇 オープンキャンパス 

昨年度までは, 信州大学理学部では2日間の予

定でオープンキャンパスを行なってきました。昨

年度から, 松本キャンパスの学部は同じ日程で行

なうようになり, 今年度は他学部同様1日だけの

開催として, 7 月 17 日にオープンキャンパスを

行ないました。 

昨年度までの 2日間の人数が 1日で来ることを

想定し, 実施方法を大幅に変更したのですが, 幸

い (?) 登録された人数は昨年度の 1 日分より少

し多い程度 (生徒と保護者合せて 900 人ぐらい) 

でした。参加者が午前中に集中したために午前中

はかなり混雑しましたが,何とか大きな混乱もな

くオープンキャンパスを終えることができました。

これからアンケート結果を分析し, 来年度へ向け

て改善案を検討していきます。 

 

〇 学生の表彰 

最後になりましたが, 理学部の学生の表彰につ

いてお知らせします。 

(1)文部科学省主催「第 5 回サイエンスインカレ」

が 3 月 5, 6 日に神戸国際会議場で開催されま

したが, 理学部から以下の2名の学生が採択さ

れました。(学年は当時の学年) 
発表題目： 

「身近な熱から電気を作る～ゼーベック 

   効果による温度差発電の実用化を目指して～」 

物理学科３年 北山佳治 

「ユニークな生態を持つ稀少昆虫・カマキリモドキ

類の分子系統解析」  生物科学科３年小池花苗 

 

 

(2)大学院理工学系研究科 地球生物圏科学専攻

修士課程 1 年の松田和久さんが, 平成 28 年 3

月 5 日～6 日に開催された日本堆積学会 2016

年福岡大会において, 最優秀ポスター賞を受賞

しました。 
 発表題目： 

「更新統魚沼層群における汎 世界的海水準変動に

支配された第３オーダー堆積シーケンスとシーケ

ンス層序学」 

 

 

 

 

 

 

 

科学オリンピアン養成講座にて熱心に説明を受ける高校生 

写真上：開会式の様子 写真下：ポスター発表風景 

サイエンスインカレ

出場の北山さん 

企業賞「関電工賞」 

を受賞しました 

賞状を受け取った松田和久さん（写真左） 
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――――― 信州自然誌科学館 2015「自然とふれあう」開催のご報告 ――――― 

 

実行委員長 樋口 雅彦(物理学コース) 

8月6日（土）、7日（日）の二日間にわたり理

学部において信州自然誌科学館2016「自然とふれ

あう」を開催しました。二日間とも大変暑かった

にもかかわらず、のべ620名の方にご来場いただ

きました。 

夏休みの宿題でこのイベントを利用しようとす

る小中学生も多く、メモを取ったりする光景もし

ばしば見受けられました。そのような子供たちだ

けでなく、純粋に各ブースのイベントを楽しんで

いる子供たちや、スタンプラリーにこだわって、

一生懸命探し回っている子供たちなど、様々な形

で楽しんでいる光景が見られました。毎年この時

期に行うこのイベントが根付いてきたことを実感

しました。 

科学の不思議を学ぶというのは、手品の種明か

し的なものが楽しいように、本来その仕組みを理

解することができれば楽しいものです。来場した

子供たちがブースの催しに夢中になっている様子

を見ると、それを実感させられます。しかしなが

ら、そのような子供たちが成長するとともに、少

なくない割合で「理科離れ」「理科嫌い」をおこ

します。これが教育の問題なのか理科のもつ本性

なのかわかりませんが、これを少しでも緩和する

のが本イベントの目的の一つでもあると思います。 

今年の特別講演は、本学全学教育機構の大塚勉

教授による「活断層が作った生活の場－信州と地

震災害」でした。身近でさらにホットな話題とい

うこともあり、多くの方々が聴講に訪れました。

このような市民対象の科学講座を開くことは、子

供たちだけでなく地域の方々とのつながりを生む

よい機会になることも感じました。 

 

本イベントは、その趣旨を考えますと理学部が

積極的に取り組むべきものであり、理学部同窓会

の経済的援助を前提にするものではありません。

しかしながら、近年の大学の予算の厳しさを考え

ますと、理学部同窓会のご援助が大きな助けと

なっていることは事実です。今後ともご協力、ご

援助賜りますようよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――― 今年も盛況でした ～古本市～ ――――――――――――― 

 

 今年も8月第一週の土日（6・7）、自然誌科学

館の一つとして、古本市を開きました。 

 本を並べてみると、8本の長机の上がいっぱい

になります。 

 学生・院生が次々と訪れてくれました。この所

毎年楽しみにして来てくれる「常連」の院生も増

えてきました。先輩が読んだ、これで学んだとい

うのも、チョット嬉しい事で、いい本が手に入る

と評判も上々です。 

 昼休みにはブースを担当している学生・院生が

訪れ、狭い教室ですが満員になります。２日間で

300冊近くが学生・院生に渡りました。 

 今回も何人もの卒業生から、貴重な書籍を送っ

てもらいました。ありがとうございます。 

 これまでも、数学辞典、科学辞典などを送って

頂き、それぞれの院生研究室に届け活用しても

らっていますが、今回「基礎数学全巻」2セット、

「世界科学大辞典」を数学科院生室、物理学科セ

ミナー室に収めました。末永く皆さんに利用して

もらえるものと思います。 

 学生・院生の皆さんに喜んでもらえる企画です

ので、来年夏も 開きたいと思います。蔵書の整
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理をなさる機会がありましたなら、 理学部同窓

会宛に送って頂ければ幸いです。 

 自然科学についての専門書・啓蒙書をお願いし

ていますが、他分野の融合・境界分野も好評です。 

 自然誌科学館に子どもたちが大勢参加している

こともあり、図鑑・子供用科学の本もと思います。

（親子で入ってこられ、「読めるの無い」と小さ

な声で言われると、もともと学生さん用の臨時の

本屋ですが、申し訳なく思ったりします。） 
 

本の送り先： 

 〒390-8621 松本市旭3−1−1 

 信州大学理学部同窓会 宛 

申し訳ありませんが、送料ご負担下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

北 海 道 大 巡 検 2016 

理学部地質科学科3年 滝口 大智 

 

 今年の3年の必修授業である野外巡検Ⅱ，通称

大巡検の隊長を務めさせていただきました3年生

の滝口大智と申します。この度は北海道大巡検の

為に多大なご支援をいただきありがとうございま

した。この場を借りてお礼を申し上げます。 
 今回の大巡検は北海道ということもあり、移動

時間がかなりなものになりました。7月2日の早

朝に信大に集合して新潟港に出て、新潟港から

フェリーで小樽に向かい3日の朝から8日まで6日
間の大巡検が始まりました。今回はページの都合

上全ての日程の説明はできないので6日間で回っ

た場所の中から2つの場所を選んで報告したいと

思います。 
 まず初めは、初日に行った支笏洞爺国立公園内

のサイロ展望台から眺めた有珠山と洞爺湖です。

約11万年前に起こった巨大噴火によって形成さ

れた陥没カルデラに水が溜まって洞爺湖は形成さ

れました。その後、度重なる火山活動によって中

島、有珠山が形成されました。有珠山は約7000∼
8000年前から火山活動を休止していて、1663年
からまた火山活動を再開しました。今回はこのサ

イロ展望台の後に実際に有珠山の周辺に設けられ

た散策路に沿って2000年の噴火で被害を受けた

噴火遺産や火口も観察しました。建物や道路が凄

まじい被害を受けていたにもかかわらず死者は出

ていないということでしたので、自然災害に対す

る対応の重要性を実感しました。また、サイロ展

望台は観光地としても有名なだけあって景色も素

晴らしかったです。 
 次に4日目に行った浦幌町の川流布川で観察し

たK-Pg境界について書いていきたいと思います。

このK-Pg境界は恐竜が大量絶滅した白亜紀と古

第三紀の地層が整合関係にあるということで世界

でも稀な露頭です。世界でも稀な露頭に直接触れ

観察できたことはとてもいい経験になりました。

また、日本にこのような地層があることを誇らし

く思いました。 
 このほかにも2011年の東日本大震災の津波堆

積物や上部マントルがめくれあがって地表に現れ

た橄欖岩の採取など貴重な経験が多数できまし

た。 
 このような貴重な経験ができたのも学科の先生

方、大学、同窓会の先輩方のご支援があってこそ

だと思いました。最後になりますが、巡検参加者

を代表して重ねてお礼を申し上げます。 

支笏洞爺国立公園サイロ展望台にてカルデラ地形を眺める 
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―――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――― 

 

大学で学ぶとはどういうことか 

03S生物 杉  緑 

「自分が大学で学んだことを活かしたい、だか

らこんな仕事はできない、こんな会社では働けな

い。」という意見を見聞きすることがあります。

我々が「大学で学んだこと」とは一体何でしょう

か？専門の道に進む方はあまり答えに困ることは

無いでしょう。しかし一般的な就職活動に至った

多くの学生が、目的があって大学に進学し貴重な

時間とお金を費やしてきたはずであるにも関わら

ずはたと迷うのです。今まで頑張って勉強してき

た自分がなぜ書類選考で落ちるのか、他の学部や

専門学校に行くべきだったのか、ようやく漕ぎ着

けた面接で「大学であなたは何を学びましたか」

と聞かれた際に何と答えたら良いのか。 

私が今の職場の入社面接を受けた時にも似たよ

うな質問をされました。大学院の中退を決めた私

がさあ稼がなければ飢えてしまうと応募した、進

化学も生態学も生殖的隔離も扱っていない民間の

会社です。そこで面接の際に『杉さんは生物学を

中心に勉強されてきたとのことですが、弊社の今

の主幹事業は生物とほぼ無関係です。杉さんはこ

の業界で他の方より高い実績も出されています

し、今やっていらっしゃる研究もとても価値の高

いものだと分かります。弊社に入ると今まで杉さ

んが学んで築き上げてきた知識や実績を役立てら

れることもほとんど無く、無駄とは言いませんが

勿体ないのではないですか？今から未経験の業界

に飛び込むより、専門の道に戻った方が良いので

はないですか？』と聞かれた訳です。皆さんなら

何と答えるでしょうか？この質問は裏返すと「あ

なたが大学で学んできたものが生物学ならうちの

会社では役に立たない」と言われている訳です。 

私の考えは、大学で学ぶとは知識を応用する力

を身につけることです。極端かもしれませんが知

識の専門性は二の次です。どれほど高尚な話を聴

き一言一句まで暗記したとしても、複雑な数式や

長い名前の法則や珍しい生物の名前を覚えたとし

ても、それらを応用できなければ無用の長物だか

らです。 

私は後の上司となるその方に、以下のように答

えました。「私が大学で学んだのは、客観的に情

報を収集し、論理的に考え、情報の信憑性を判断

する力と、その本質をより的確に相手に伝える力

です。生物学は元来私が興味を持っていた分野で

したので私の学びを後押しするモチーフとして非

常に効果的でしたが、仮に経済学部や人文学部で

学んでいたとしても学びの材料が変わるだけで

きっと私は今と同じ力を身に着けていたと思いま

す。生物学の道に戻れば確かに私は今の知識を有

益に使うことができると思います。そして業界未

経験で御社に入っても、同じくらい私は私の知識

を有益に使う自信があります。経済学は生態学と

同じです。やり取りされるものがヒトモノカネな

のか、遺伝情報やエネルギーや窒素炭素なのかだ

けの違いです。進化は目まぐるしく変わる市場へ

の適応ですし、自分の子孫を繁栄させることは会

社や事業の存続と拡大そのものです。他の学問よ

り生物学の方が御社に直接活かせることが多いよ

うな気もします。(以下略)」 

私の答えが模範解答であるとは思いません。も

しかしたら全く違う答えもあるかもしれません。

ただ、私は約8年前に胸を張ってこう答え、今や

会社の中枢とはさすがに言えませんがそれでも重

要な役目を担う立場になりました。一見、生物学

を学ぶことは利益創出を目的とする一般企業に役

立ちそうにありません。しかし、大学で学ぶとは

こういうことではないでしょうか。「こんな仕事

ではせっかくの知識が役に立たない」のではなく、

「その仕事に知識を役立てられない」のが問題な

のです。 

今回筆を取ったのは、同窓の諸兄に於いてこの

ように迷う方はいらっしゃらないかもしれません

が、周囲やお知り合いの中には大なり小なり冒頭

のように悩んでいる子羊達がいるはずだからです。

大学は教育機関です。税金を投入した教育機関に

我々が学ばせてもらった知見は次世代を教育する

ために使う義務があると思っています。これを読

んで下さった方が悩める子羊を見つけられた際、

私の稚拙な持論ではありますが学びの本質を見返

すための参考材料にして頂けたら幸いです。 
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――――――――――――― 寮 歌 祭 報 告 ――――――――――――― 

 

寮歌祭は５月２１日（土）県の森講堂で約100

名の方の参加を得て開かれました。 

 これまでの「松高寮歌祭」の名を「松高・信大

寮歌祭」として４者、松高同窓会、信大同窓会連

合、市民団体「サロンあがたの森」、信州大学の

共催です。 

 当日は朝早くからお越しになられた人も幾人も

おられ、開会１５分前には、ほとんどの方が席に

つかれ歓談旧交を温めておられました。 

 これまでの寮歌祭にならって、２３曲（思誠寮

17、信大1、他校5）を用意し、歌集・プログラム

に入れていましたが、他の旧制高校出身者の参加

も多く（10校13人）また、飛び入りもあって計30

曲を歌い続けました。会は松高・信大生の交換だ

けでなく、全国寮歌祭の小型版のような雰囲気に

なりました。 

 山沢清人前学長が開会にあたりご挨拶されまし

た。「松高からの学びの伝統は信大が引き継いで

いる。」「寮歌を入学式で歌うようにした。寮歌

祭の発展を期待する」という趣旨でした。 

 会の終盤、根津武夫元松本高校同窓会長が立た

れ、次のように挨拶されました。全文を載せます。 

 

「ご紹介頂いた根津です。私ども旧制高校の同

窓生は、今や絶滅危惧種になっています。その

思いを込めて、この数年、寮歌祭の度に「最後

の」という未練がましい枕詞を付けて来ました

が、昨年をもって本当に最後としました。 

 ところが、信州大学の皆さんのご英断と、周

到な準備のもと、今日という日を迎え、このよ

うな盛大な寮歌祭に参加させて頂き、あまつさ

え、音頭取りの花を持たせて頂くなど、参集し

た同窓生にとって、こんな感激はありませんで

した。厚くお礼申し上げます。 

 私は、この集いは、単なる寮歌祭の継続では

なく、新生一新たな生命を得た寮歌祭の誕生だ

と思います。それは、信州大学の入学式に「春

寂寥」が歌われるということと軌を一にするも

ので、松高と信大の、知性と感性の強い絆の役

割を果たす大きな契機になったと思うのです、

今後の、一層の進展を心から祈って、挨拶と致

します。」 

 

来年は5月20日（土）県の森にて開催することになっ

ています。多くの学友の参加を期待します。 

松高•信大寮歌祭に参加して 

石川 厚 

 歌を口ずさむと清々しい。友と一緒に歌えば楽

しい。音頭取りにあわせて大勢で歌えば歌声がこ

だまして力がみなぎる。皆で料理をかこみ、酒も

あれば、歌を知らなくても音頭取りと周囲に連れ

られ、配られた歌詞帳をみながら手拍子をとって

皆と歌いはじめている。 

 今年から信大も加わって松高•信大寮歌祭とな

り、あがたの森、旧松高講堂で先日の５月２１日

に開かれた。 

まずは、松高校歌（土井晩翠作詞•山田耕筰作

曲）斉唱から始まり、つづいて「嗚呼青春」をは

じめ「松高小曲」「春寂寥」など、当時の学生や

教員がつくった寮歌をアイン、ツバイ、ドライと

次々に歌っていった。 

松高、一高、北大予科、四高、山形、八高の卒

業生はすでに高齢になられたが、皆さんご家族と

ご一緒に参加され、かくしゃくとしていらっしゃっ

た。一高の「嗚呼玉杯に花うけて」、北大予科の

「都ぞ弥生」、四高の「北の都に秋たけて」、八

高の「光のどけき」、旅順工大予科の「ダイナマ

イト節」、成蹊の「桃の旗風」も皆で歌った。最

後に信大の「叡智みなぎる」を文理の卒業生が音

頭を取り、皆で歌った。このあと、ふたたび松高

校歌を歌い閉会した。 

 信大生が歌う新しい歌を作詞や作曲戴ける卒業

生や先生がいらっしゃれば幸いです。若者も加

わって一緒に盛り上がりたいものです。 

 
石川さんの御意見もあり、同窓会連合会で「新し

い皆で歌える歌」とお話ししたところ、学長から

「信大70年を一つのきっかけに広く募集したい、

若い人達を交えて大きくまとまれるものをと思う」

との表明がありました。（M） 

参加者に配られた松高•信大寮歌祭のプログラム冊

子は歌詞帳になっています。 



 16 

松高・信大寮歌祭寄せられた松高生の感想 

山田光男（24理甲2） 

 昨日の寮歌祭、信州大学理学部同窓会への橋渡

しもうまく実って、松高創立100周年までには立

派な寮歌祭が確立するので安心しました。あと２

年、頑張ります。お世話になりました。 

小松宣一郎（26理甲1） 

素晴らしい寮歌祭有り難う。信州大学他多数の

皆さんとの寮歌祭が今後も継続されることを思う

と無上の喜びを感じます。心より感謝いたします。

関係者のご努力に重ねて感謝お礼申し上げます。 

茂木昭（28文甲） 

 春寂寥の大合唱に感激は頂点に達しました。全

ての人の心がひとつになった叫びでした。立派な

会を支えていただいた多くの人達に感謝しており

ます。準備に進行に後片付けと多くの人達の懸命

な協力と努力があったことでしょう。本当にあり

がとうございました。そして来年もまた感激が味

わえると思うと生き甲斐がふえました。松本は私

には心の古里です。 

住谷春也（29文乙） 

 「松高・信大寮歌祭」、自他ともに許す大成功

でしたね。小生の認識不足、何となく信大といえ

ばはるか若い人たちと思っていましたが、松高最

終年時の小生などとはいくらもお年のちがわない

ように見受けられる方が多かった。考えてみると、

その多くは思誠寮在寮経験者でした。松高がなく

なる30回生の諸君が同窓会活動に熱心だったのと

同じように、思誠寮がやがてなくなるという時代

の寮生には、寮歌への思いがひとしお深いのであ

ろうと感じたしだいです。今年は信大側のご要望

があったとのことで、寮歌の音頭を松高生が受け

持ちました

が、来年は

半々にする

とよいと思

います。寮

歌祭参加者

は、ほとんどがリピーターでしょうから、参加者

への連絡の際に音頭の希望をお聞きして、調整し

たらと思います。来年度も成功しますように。 

本庄重男（29理1） 

 松高信太寮歌祭の様子を知らせる新聞・資料を

お送りくださり有り難うございました。当日参加

できなかったことを残念に思うばかりです。無事

皆さんお元気で済み、本当に良かったですね。私

は来年には是非とも家族連れで参加するぞ！と思

うばかりです。眼の手術は期待したほどの福未は

出ず、そのうえ近頃腰痛ひどく老化の深刻さを痛

感しております。しかし頑張らねばと思います。 

志摩陽伍（29文甲） 

 新生の寮歌祭に次回も参加するつもりです。 

竹内雍（29理3） 

 「松高・信太寮歌祭」のご報告拝受いたしまし

た。地元の新聞にも載って「良かった」ことばか

りのようですね。今年で終りでなく、来年も続け

られる由、元気でまた参加したいと思います。松

高寮歌祭→松高・信大寮歌祭→信大・松高寮歌祭

→信大寮歌祭となって行くのかと考えています。 

 今回は「松高・信大・全国旧制高校寮歌祭」の

感を深くしました。寮歌ファンというか、オタク

は多いのですね。そのうちに信大の有志とペアで

歌い、音頭をとりたいものです。青春の愛唱歌な

どを取り入れたらもっと盛り上がり、若い人の参

加も望めるかも知れませんね。実行委員の皆様、

ご苦労様でした。 

汲田克夫（30文乙） 

 今度の松高・信太寮歌祭、お世話ありがとうご

ざいます。素晴らしかった。寮歌が信大ＯＢに継

承される喜びで一杯です。すでにこの世にいない

友、恩師の事が思い出され、胸一杯になり、涙が

出てまいりました。 

塩原恒文（30理1） 

 松高寮歌祭が平成27年５月で「本当に終り」か

と思いました。 28年５月、信大の方々のご努力

で続けて開催され、よかったと思います。松高跡

に行って、「入学式もやった講堂で寮歌を歌える」

なんて幸せです。 86歳になったが寮歌を歌うと

若々しい気分や意気高らかになります。来年も参

加したい。 

竹前紀樹(信大･医) 

先日は楽しい催しをありがとうございました。昭

和39年入寮を中心に前後7～8年の人が毎年集

まっています。来年も参加します。もっと歌いた

いところでした。 
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塩尻署の面会 

松高7回文甲 内藤 喜作 

昭和八年の暮れもだいぶ押しつまった頃、故金

井嘉佐太郎教授から「弟について相談したい」と

いう手紙をいただいた。先生は、わたしの在学三

年間、万葉集、古事記など、名調子講義されてい

た。二年生だった弟忠治（14文甲）のクラス担任

であった。 

 その年、大学を出たが就職難で、郷里にいたわ

たしは、松本に急行。教宮室に先生を訪ねると、

詳しいことは分らないが、弟が思想関係で塩尻の

警察に留置されているという。先生の手紙を受

取ったときから、多少の危惧はあったが、やはり

相当なショックであった。 

 わたしが在学していた頃は、左翼思想の芽生え

はあったとしても、それは誰かの下宿に集って、

伏字のある出版物を囲んで、読書会を開くぐらい

の程度だった。その後、松高で二回にわたる左翼

学生の検挙があったり、また、長野県下で教員赤

化事件があったが、それまでは弟が首を突っ込ん

でいるなど考えてもみなかった。 

 翌朝、塩尻の警察署の刑事室で弟に面会した。

弟は心もち青ざめていたが「仲間が大勢ここに

入っているから心細いことはない。寒さにはこた

えるか、体の調子は大丈夫だ」と言い「心配はい

らない」「心配するな」と繰返していた。そして

何分かの面会時間が終るとき「なに、俺など罪は

軽い方だよ」と寂しげに笑っていたが、その顔は

いまだに強く印象に残っている。 

 担当の刑事から、家庭における今後の注意など

聞かされ、暗い気持で警察署を出たが、外はぬけ

るような青空の下に、雪をかぶった初冬の北アル

プスの山々が、まぶしいまでに目にしみた。 

弟は、それから一週間ぐらいたって釈放され、

学校の方も一ヶ月の停学処分ですみ、なんとか三

年に進級できた。しかし、百人近い検挙者の中か

ら、数人が放校となり、多数のものが停学のため

に留年となった。 

 弟は、宣伝用のガリ版刷りを担当していたらし

く、明け方、下宿に踏み込んだ刑事に、押入れに

あった謄写版を見つけられたのが、運のつきだっ

た。そのまま松本署に連行され、その日の中に塩

尻署に廻された。拷問はなかったと聞いている。 

 この第三次松高思想事件といわれる大規模な検

挙事件は、底流に惨たんたる農村の不況があった

ことを見逃すことはできない。教員赤化事件もそ

うだが、当時の松高での左翼運動の指導者の殆ん

どが、養蚕地帯、蚕糸業の盛んだった地方の出身

者だった。農民の窮乏をまのあたりに見た体験が、

思想活動の推進力になったようである。クラスに

よっては、左翼的言動に共感しないものは、時代

おくれという雰囲気まで生れていたようだ。 

 一見おとなしそうだが、心の底には激しいもの

を持っていた弟が、このような活動に入り込んで

いったのは。或は当然だったかも知れないのであ

る。 

この弟も、東北大学に在学中、胸部を患い昭和

18年の暮に死んだ。わたしは、その知らせを、翌

年の秋、南京の兵站基地で受けとった。いつか折

があったら、弟から当時の心境を聞きたいと思っ

ていたが、それも空しくなった。 

松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 

 

 

青春の情熱 

松高13回文甲 林 百郎 

 思えば昭和十八年の十二月、私たち数十名は

「治安維持法違反」の嫌疑で投獄された。以降、

私は一年間松本警察の留置所と長野の刑務所で

暮らすこととになった。 

 高等学校の学生がどうして満州事変に反対し絶

対主義的に神格化されていた天皇制を批判しては

いけなかったのだろうか。 

 川瀬先生が長野の刑務所に来て、退学処分とい

うことになると君の将来の進学の一切の途が断た

れるから自発的退学ということにしてくれと窓越

しに説かれた。なんだかいま考えってみると恩き

せがましく退学させられたことにもなる。 

 しかし、これも「縣の森」の青春の一齣である。

自分の人生の上から考えるならば、必ずしも不幸

であったとばかりいい切れない。松本の高等学校

の良心の一部を代表したとも考えられないことな

ないのではなかろうか。それなら満足である。 

 私たちが当時情熱をこめて考えてたことが、新

しい憲法では人類普遍の真理で国民的主権と平

和は天皇陛下もこれを尊守する義務があると規定

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。5回目です。若き日の先輩方の日々から

学ぶことが少なくありません。想像力を豊かにし共有したいと思います。1940年代とは、どんな時代だったのか

を年代としてつかみたいと思います。以下、松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 
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されるようになった。 

 あのスッルム・ウント・ドランクの時代は過去

のものとなった。一日も早く学生が本当に落ち着

いて何物にも脅されることなく学窓で真理の探究

に専念できる世の中を招来しなければならないと

思う。 

 次の世代の青年諸君に再び私達のあの苦悩を味

はわせないために。謹んで心から尊敬していた同

志色部君（春夫・13文甲）をしのびつつ一筆書き

ました。 

松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 

 

 

空想部落の頃 

松高20回文乙 小池 浩 

もう四十年近い昔のことである。何をやったの

か、何をしようとしていたのか、漠然としている。

しかし、事件（第五次松高事件）はあったのだ。 

 向井正幸先生の遺書『みづうみ』の日記による

と、昭和十五年のところで、 

  九月二日 教官会議。数名の生徒（文三乙）反

戦思想のため警察につれてゆかれたる由聞く。 

  十一月二十六日 川瀬先生の報告によれば、さ

らに五人の生徒、警察に連行さると。 

  十二月十二日 警察に連行されし生徒のうち、

五名起訴せらるると報告さる。………世の中に

不幸を抱く人の絶えざる限り、思想問題は次か

ら次へと発生するなるべし。 

  十二月二十日 会議はさきに警察に引かれし生

徒の処分問題なり。起訴になりし四名は諭示退

学。あとは停学と訓戒。………警察もこれら（影

響下の生徒）をきよう試験終了とともに検挙の

予定のところ、川瀬生徒主事極力抗争し、……

…任意出頭ということになりしと。影響下とい

うのはなんらかの縁故にて働きかけられしもの

ならん。迷惑せるもの多々あらん。 

と記されている。この事件について想い出すまま

に記憶を辿って書いてみることにする。 

 昭和十三年入学した私にとって、寮の図書室で

乱読するのが日課となっていた。そこには唯物論

全書などに交じって井出一太郎先輩（10文甲）の

寄贈になるレーニンの『帝国主義論』（岩波文庫）

などがあった。 

昭和十四年初夏の頃、先輩尾崎盛光（18文甲）、

佐藤太郎（18文乙）等の「唯物論研究会事件」に

関連し、私は松本警察署で一日油を搾られた（松

高生では十名前後か）。その時、「マルクス・レー

ニンなどという者がこの世に存在したという事す

ら知らせない、というのが文部省の方針である」

と言い渡された。当時、岩波でさえ、既にマルク

ス関係の本は絶版にされており、たまに古本屋に

唯物論関係の本が並んでいると、「あれは特高警

察が誰が買って行ったか調べる囮である」と警戒

しなければならないほどであった。 

 もはや、思想の自由は勿論のこと、読書するこ

と、知ること、考えることすら自由でない時代で

あった。しかし私にはこうした時代の風潮に抵抗

する気持はあったと思う。 

 われわれはまず「知る」ことから始めた。読書

会である。最初に野呂栄太郎の『資本主義発達史』

をテキストにすることにしたが、人手困難であっ

た。この本一冊を手に入れるために、当時すでに

東大生になっていた青森政文（19文甲）とひそか

に連絡をとり、山梨県の塩山という小駅を連絡場

所にして受け取りに行ったことを思い出す。七～

八人が集まった読書会に、苦心して手に入れたテ

キストはたった三冊であった。その後、ドイツ語

と対訳になっている『賃労働と資本』のパンフレッ

トがわずかに市販されていたので、これを使った

こともあった。烏滸がましくも、われわれはこの

読書会を「核」（ケルン）と僣称した。 

 そして、自由を束縛するあらゆるものに反撥し

ようとしていた。同志数名が集まって共同自炊生

活を始めた「空想部落」（内報Ⅸ）も、そうした

あらわれであった。また、われわれは自由の「最

後の花」（レツテ・ブルーメ）であると称してい

た。教室においても生意気ぶりを発揮した（寛大

な心をもってわれわれを赦して下さった三喜田先

生はじめ諸先生に深くお詑びを申し上げたい）。 

 また、校友会に既存の文芸部や講演部などの外

にサークル組織をつくり、それを活発化しようと

念願していた。校外で開かれる「映画研究会」な

どには特高が顔を出すこともあった。 

 

 われわれが実際に行動したことといえば、特高

調書で「駅伝復活闘争」と書かれたことだけだと

したら、多くの人々は驚くに違いないだろう。「駅

伝をやめろ。その費用を文化活動に回せ」が、こ

れまでの松高学生運動の一つのスローガンであっ

たのだから（蛭さんが『落伍教師』のなかで、こ

の事件についてもそのように誤解して書いておら

れる。あとで蛭さんにこの事を話したら驚いてい

た）。駅伝すら自由に出来ない当時の世相であっ

た。われわれの入学以来、毎年駅伝復活の運動が

行なわれたが成功しなかった。駅伝を知らないま

ま卒業するのかという声が三年生の中に強かっ

た。この声を学年別、類別にもりあげ、全校生徒
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大会をやるところまで持って行こうとしたのであ

る。そして、晩春の一日、講堂で全校生徒大会が

開かれ、駅伝は復活したのであった。全校生徒大

会が聞かれたことも松高の歴史の中では珍らしい

ことであった。 

駅伝が終った日、われわれの喜びは大きかった。

塩原昇（20文乙）が寮の屋根に登り、泣きながら、

「理乙くたばれ」と叫びながら、瓦を一枚一枚は

ぎとりアスファルトの道になげつけたこと（理乙

が優勝し、文乙が二等）、「空想部落」で、多く

の学友が酒や焼酎や泡盛を痛飲し、その後、いろ

いろ伝説になった奇行が演じられたのはそのため

であった。 

 われわれの「唯一の行動」もあって駅伝が復活

し（翌々年から再中止）、多くの学友の想い出に

なっただろうと想像することが、せめてもの慰め

である。 

 昭和十五年九月一日未明、われわれ「空想部落」

の住人は一斉に検挙された。紀元二千六百年興亜

奉公日であった。紀元二千六百年を祝う歌のメロ

ディを松本署の留置所でおぼえ、晩秋の夜かすか

に聞えて来た記念祭の寮歌を留置所で挽歌と聞

き、その中から五名が同年十二月末頃起訴されて

雪の降る中を長野刑務所の独房（ゴリキーのいう

「私の大学」と名づけた）へと入学し、翌年十一

月末までここで過ごすことになったのである。 

 最後に、事件は今の言葉でいえば全くのデッチ

チアゲ」であった。上村独（20文乙）は検事の問

に答えて、コミンテルンという言葉を雑誌『キン

グ』の附録『現代語辞典』でおぼえたと述べてい

る。こうした断片的なことが、いつの間にかコミ

ンテルンの要望に応え、云々という風になり、治

安維持法違反となっていったのである。コミンテ

ルンと駅伝復活を結びつけた落語の「三題噺」で

あった。 

 

 こうして独房の中に居て全く知らないうちにわ

れわれ五名は「依願退学」という処分になってい

た。そしてこの「依願退学」になった五人のサム

ライのうち、最年長の上村独君（彼は同窓会名簿

には昭和11年入学の第18回生と記載されている

が、実際はドッペッたので20回生）は昭和17年に

応召、19年に中支で戦死、飯田中から四修で来た

秀才塩原昇君（20文乙）は獄中で腸結核になり、

釈放数ヶ月にあたら若い生命を終えた。また後年

京大教授になった宮内裕君（20文乙）は昭和43

年西独ケルンで客死し、生き残っているのは私と

川原真純君（彼も昭和12年入学の19回文乙となっ

ているが一年を裏表やってるので実際は20回生）

だけである。 

松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 

 

 

 

 

 

 

 

 
付記 

 大正デモクラシーが終焉を迎え、日本が戦争に向かっ

ていく時代、1930（昭5）年から1940（昭15）年にか

けて5回に渡り、治安維持法による思想弾圧事件が松

高生を襲いました。 

 これについては村上康也（11回文乙）さん、須田士

郎（18回文乙）さんが一次と四次の当事者として、松

高同窓会記念誌「われら青春ここにありき」に手記を

載せています。いずれも関係した学生氏名が明記され、

その時代のこと、松高生が何を考えどう動いたか、事

の顛末もくわしい記録となっています。 

 第1次、1930（昭5）年夏から秋にかけての事で松高

生は2名が起訴、6名が起訴留保いずれも放校処分 

 第2次、1932（昭7）年夏21名検挙。9名が起訴留保 

 第3次、1933（昭3）年末47名（内松高生28名）検挙、

13名（内松高生10名）が送検、5名（松高生）起

訴懲役2年（執行猶予4年）放校処分他は起訴留保 

この一次から三次は全国的には3.15事件、4.16事件な

どの弾圧が進む中のものでした。また、1936（昭11）

年2.26事件、1937（昭12）年日華戦争（事変）が起き、

1940（昭15）年太平洋戦争に突入していく時に第四次、

第五次松高事件は起きます。 

 第4次、1939(昭14)年3月～6月松高生18名ほどが検

挙、2名が懲役1年半(執行猶予2年)、6名起訴留保 

第5次1940(昭15)年8月～9月、1名禁錮4年、9名が禁

錮1年半（執行猶予2年） 

なお第5次検挙者が未快収監中の12月に太平洋戦争が

始まりました。 

 

今から80～90年前、厳しい監視のもとで社会に目を

開き学びつづけていたものがいたこと、また、実際に

労農運動・無産運動に参加した者たちが少なからず松

高の中にいたことは知っておきたいことです。記録に

ある130名近い人々のその後の人生は相当の苦労のあっ

たものと推測します。多くは徴兵され、戦地に送られ

たものと思いますが、軍隊の中でのあつかわれ方はど

うであったであろうか、死をまぬがれての戦後のくら

しはどうであったのだろうかと思いをめぐらさざるを

えません。 

ほとんどの方はすでに鬼籍に入られてますが、それ

ぞれに自信と誇りをもって生きてこられたと思います。 

 

治安維持法制定からの20年間（1925～1945）日本中

で送検された者75681名（内実刑判決5162名）、送検

後死亡1682名（虐殺・拷問で殺された者65名、獄中で

死亡114名、逮捕後病死1503名）、逮捕総数は数十万

人と伝えられています。また朝鮮半島では、さらに激

しい弾圧があり、死刑となって人もいます。 
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――――――――――― 準寮歌「初恋」について ――――――――――― 

 

会報27号（今春）に掲載の松崎一先生の手記に

「戦後の松高生は藤村の「初恋」に曲をつけて愛

唱歌としていた。準寮歌ともいうべきものだった

ろう。」とあり、この楽譜・音源を求めたところ、

桐生市にお住いの太田悦郎（松高30理科・信大文

理学部自然学科）さんから御自分がうたい、声楽

の先生が音譜にしてくださったものを送って頂き

ました。早速のおこたえに感謝します。 

 なお、同曲は松高記念誌「われらの青春ここに

ありき」に金井圓（松高27文乙）さんの「もうひ

とつの寮歌」と題した手記にも載っていました。

作曲は田中惇（松高26文甲）さんとのことです。 

松高で歌われていた「初恋」 

 太田さんによれば「当時、寮でよくうたわれて

いたので寮生は皆知っている」はずとのこと。思

誠寮で戦後しばらくうたわれていたようです。 

 また教養部が出来た頃（1960年代後半）学生と

して親しんだ「初恋」は上記とは異なった曲でし

た。それを工学部出身のA氏に記憶をたどってう

たってもらい、楽譜にしたものを入手しましたの

で紹介します。当時、生協で開かれていた「うた

ごえ」でおぼえたとのことです。（下の楽譜） 

教養時代の「初恋」の楽譜 

こちらは今のところ作曲者不詳です。当時深志

高でもうたわれていたという話もありますので松

本平で広く若い人に伝わっていたのでしょうか。 

 藤村の「初恋」には多くの方が曲をつけていま

す。舟木一夫がうたいヒット（若村甲作曲）した

のは1971（昭46）年のことですが、それ以前に小

林旭が1963（昭38）年にうたったものがあり、舟

木一夫のものはそれにアレンジを加えた（編曲者

が異なる）ものとのことです。 

 

  

 

 

 

 

編集後記 

 前号（27号）のこの欄で合格電報について間違えてし

まいました。正しくは「コマクサノハナヒラク」です。

ご指摘頂きました。お詫びして訂正します。 

 50周年記念行事を控え、いつもよりひと月早く会報を

お届けします。別冊三部作も同時にお送りします。理学

部の50年を喜び合いたいと思います。10月8日には松本

にお集まりを。 

 編集作業は7月から8月中旬となりあまりの暑さに参っ

てチョット大変です。日本中が猛暑との事、皆さんもお

気をつけてください。 

第14回松本化学学士会総会のご案内 

 恒例の松本化学学士会総会を下記の通り行ないたくご

案内申し上げます。皆様お誘い合わせの上、ご出席くだ

さいますようお願いいたします。 

日時：2016年10月29日(土) 

 14:00〜15:00 総会（理学部Ａ棟多目的ホール） 

 15:00〜16:00 記念講演会  

講師 河村保彦氏（９回卒、徳島大学大学院教授） 

演題「コマクサノハナヒラク」 

 16:30〜18:30 懇親会（旭会館） 

会費：4,000円 （当番幹事： 9回卒 藤森 篤） 

 ご出席の有無を別途お送りしました返信ハガキにて 

10月20日までにお知らせください。電子メール（gakus

hi@shinshu-u.ac.jp）でご連絡いただいても結構です。 

「初恋」      島崎藤村 

一 まだあげ初めし前髪の 

  林檎のもとに見えしとき 

  前にさしたる花櫛の 

  花ある君と思ひけり 

二 やさしく白き手をのべて 

  林檎をわれにあたへしは 

  薄紅の秋の実に 

  人こひ初めしはじめなり 

三 わがこゝろなきためいきの 

  その髪の毛にかゝるとき 

  たのしき恋の盃を 

  君が情に酌みしかな 

四 林檎畠の樹（こ）の下に 

  おのづからなる細道は 

  誰(た)が踏みそめしかたみぞと 

  問ひたまふこそこひしけれ 


