
 
 

 

ロビーのある建物  

     浅田 明（数学科元教官） 

在学当時教養部（現在の全学教育機構）の建物

の入り口付近は学生のたまり場のようで大勢の学 

生がたむろしていた。この様子は今でも変わらな

いのではないかと思う。 

 この様子を見てここがロビーとなっていれば学

生同士の交流、時には学生と教員の交流の場とし

て有効なのでは・・・と思ったこともしばしばだっ

た。しかし教育・研究の施設も満足にない現状で

はそれは無理と思いなおすのが常だった。 

 信大を離れて１５年以上になるが今年（2015

年）、創設当時の様子も知っているバルカン幾何学

者協会の設立 20 年のセレモニーもあるというの

で ルーマニア、ブカレスト工科大学で開かれた

「幾何学と力学系」國際会議に行って改めてロ

ビーのある建物の意義を考えさせられたので近況

報告を兼ねてその様子を「50 周年特集」に寄稿す

ることにした。 

 「東欧民主化」の直後で旧ユーゴの内戦などバ

ルカン諸国が混乱していた 1994 年、ギリシア、

テッサロニキのアリストテレス大学のツァガス教

授から大域解析のワークショップをやるという案

内が来て参加した。テッサロニキでの開催なので

ギリシア、ルーマニア、ハンガリーなどバルカン

諸国から参加者が多く、そういう人たちの間では

こういう混乱した時勢だからバルカン諸国の幾何

学者の協力が大切だという認識があってバルカン

幾何学者同士の協力が話し合われ、翌年ツァガス

教授とルーマニアのミロン教授、ウドリステ教授

を世話人として設立されたのがバルカン幾何学者

協会である。ただ現在ではツァガス教授やミロ授

の死もあって、ブカレスト工科大学のウドリステ

教授が世話人で。参加者の多くがルーマニア人に

なっている。ウドリステ教授はテッサロニキで初

めて会った時には「日本共産党はチャウシェスク

を支持した」と絡まれたがそれ以来の友人である。 

 「幾何学と力学系」國際会議はブカレスト工科

大学が主催することもあって、この協会と関係が

深い（どういうわけか毎回この会議の学術委員に

名を連ねている）。５年前にはウドリステ教授の

70 歳記念と言うので参加し「微分の対数と対数関

数で生成されるリー環」という話をした。ブカレ

スト工科大学はこの時初めて行ったが、市の中央

の「チャウシェスクの宮殿」跡から地下鉄で２駅

という都心になるのに、キャンパスが広大で雑草

を刈るのに牧草地で使うような草刈り車が２・３

台入っていて、刈り取った雑草は牧草の束のよう

に丸めておかれていた（より伝統のあるブカレス

ト大学はヨーロッパの古い大学のようにキャンパ

スがなく建物は市中に散在している）。 

 ５年ぶりに参加した今回は５年前の話から発展

した「分数冪微分から現れた群と離散デルタ・ポ

テンシャル」という話をした。物理に関係があり

そうなタイトルだがこれは願望である。しかし話

の初めに分数冪微分の応用はますます広がってい

ると言って、宇宙の背景放射がプランク分布から

わずかにずれているという最近のＮＡＳＡの観測

結果を分数冪微分を用いて説明する美谷島さんた

ちの仕事を紹介した。 

 今回の会場は５年前には無かった新しい建物

だった。それは会議を開くのを意図したらしく入

口の近くが吹き抜けでその周りは各階ロビーに

なっていた。今度の会議ではそこに机を置いて

コーヒーやジュース、それにクッキーなどを並べ

会議の休憩のときはそれらを飲んだりつまんだり

しながら参加者が交流できるようにしていた。た

ぶんほかの会議でも同じようなことをしているの

だろう（今回も同時にほかの会議をやっていた）。

会議に参加した時そこでの講演や質疑応答以上に
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休憩時間や会議後の参加者との交流が有益だった

と言う経験がある人は多いと思うが、この建物は

積極的にそういう効用を考えて建てられている。

ただロビーをゆったりと取るのはヨーロッパの多

くの大学で見られるので特に目新しい試みではな

い。しかしルーマニアの経済状態は悪くブカレス

ト中心部の道路さえ舗装が壊れ雨のときは（滞在

中２度雨にあった）歩くのに苦労したのと比べる

と、大学がこのような余裕のある建物を新たに作

れるだけ大事にされているのは日本の現状と引き

比べ考えさせられた。 

 このような形で大学が大事にされていると感じ

たのはルーマニアだけではない。退職後行く機会

があったハンガリーやトルコ、インドなど必ずし

も豊かでない国でもそう感じた。大学の建物は当

面必要とされることに限定して建てるのではなく、

ロビーのような余裕のある場所も必要だというこ

とがこうした国でも理解され、そのような建物が

新たに建てられている。しかし日本では予算不足

だけでなくロビーの果たしている無用の用のよう

な物の大切さが認識されていない気がする。 

 見方によれば理学部の学問のような基礎科学は

ロビーのような無用の用かもしれない。しかしそ

れが学問をささえ引いては産業や国家の品格にも

貢献している。最近は、大学に限らず文教予算は

削減され、政府や評論家は役に立つ研究をせよと

言っているが、これは学問にとっても国家にとっ

ても危険だろう。ルーマニアに行って改めてそう

感じた。 

 

 

最近思うこと     

  本瀬 香 

信州大学理学部50 周年おめでとうございます。松

本は私の最初の赴任地でした。1969 年4 月に着任

しました。岸本先生には院生時代から大変お世話

になりました。新宿から松本まで中央東線沿線に

は杏、桜、桑の花が一度に咲きそれは綺麗でした。

就職した私を歓迎しているようでした。当時は多

くの大学で文理学部を改組し、理学科は理学部と

なり大幅な定員増で、私のような者でも大学教官

となることができました。文理学部の学生のゼミ

ナールにも参加させていただきました。学生をは

じめ学部の皆さんのおかげで、13.5年間の楽しい

研究教育生活ができました。この後、岡山大学理

学部に移り、その3.5年後弘前大学理学部に移りま

した。23年勤務後定年となり9年が過ぎました。今

年(2016)の12月末に後期高齢者となります。定年

後、ほぼ毎日、運動をかねて弘前大学の図書館か

弘前市立図書館へ通っています。「少年老い易く

学成り難し、されど老人は一日にして成らず」と

弁解しているこのごろです。主に自分の勉強です

が、大学ではもっぱら数学の本と新聞です。市立

図書館では絵本、小中学生用に書かれた本です。

これらの本には教えられることが多いです。折り

返し地点はとうに過ぎ、頭は赤ん坊がえりしてい

るようです。一方で、新と古の違いは如何ともし

がたい。一例を挙げれば体の大きさ。介護師さん

ごめんなさい。 

ファイト・トンプソン予想:バーンサイド予想

「奇数位数の群は可解」を肯定的に解いたファイ

トとトンプソンによって次の予想が提出されまし

た。2個の異なる素数p < q にたいし、2個の異な

る素数 p < q  にたいし、整数 

 

を考えます。ファイト・トンプソン予想「f はt を

割り切らない」が肯定的に解かれますと、彼らの

250 ページの論文が50ページ短くなると言われて

います。例えばp =2ならば予想の正しいことは直

にわかります。p =3; q=5のときもf=31; t=121= 112

から正しいことがわかります。この肯定的解決に

ついて主に定年後とりくみました。僅かな結果で

したが短い論文3報を書くことが出来ました。もう

1 報を去年10 月に投稿しましたが、受理されるか

どうかまだわかりません。 

松田智充先生: 松田先生が亡くなって9年がす

ぎました。私が定年となった年の5月、信州大学理

学部数学科1回生(1S)に退職祝をしていただいた

時に,病床の松田先生からお手紙とお祝の花束を

頂きました。会の終わった後で松田先生の訃報を

聞きました。ただご冥福を祈るばかりでした。 

去年の弘前大学理工の大学院修士発表会で、

バーンサイド環について発表されました。この発

表のレジメの参考文献に松田・宮田両氏の共著論

文(J. Math.Soc. Japan 35(1982), 46-353)が引用

されていました。 

ドレスの論文(Math.Z.110(1969),213-217)と上

記バーンサイド予想の肯定的解決(ファイト・トン



プソンの定理）が関係していることがそのとき初

めて知りました。5次の交代群の部分群の一覧表を

松田君が作り私に見せてくれたことを思い出しま

した。立派な仕事をしていたんだなあとそのとき

思いました。 

経済: 水は高い所から低いところに流れ、勾配

が急になればなるほど流れは速くなります。しか

しお金は真逆に、低いところから高い所へ流れま

す。格差(勾配) が大になればなるほど流れは遅く

なります。従って非常にローカルにトリクルダウ

ンが生じてもグローバルには生じません。 

現在、年度予算の10年分の借金を日本の国はして

います。その年度予算の3分の1は国債という国の

借金です。現在から、一生懸命努力しても、国の

借金は200年後まで残ると私は思います。借金なし

の予算を組むこと（黒字化）が目標なんてなんと

悲しい事でしょう(社説 日本の財政再建 やは

り先送りは危うい、朝日新聞2015年6月30日朝刊16

面参照)。 

原発: 原発を即時やめることを望みます。物事

には必ずリスクが伴います。しかし、これほど長

期にわたり大きなリスクを伴うものは他に例を見

ません。また、最終処分地での核のゴミの安全保

管には多くの疑念があるようです(地層処分道の

り遠く、東奥日報(青森県地方紙)2016年2月21日朝

刊3面参照)。 

核のゴミは、十分な保管をしても、安全になる

まで1000 年はかかるといわれています。これら負

の遺産(借金と核のゴミ)は確実に後世まで残りま

す。会うことかなわぬ後世の人たちに我々は何と

お詫びすればよいのでしょう。 

ＣＭ:コマーシャルで恐縮ですが、以下の本を

出版しました。信州大学図書館にもあると思いま

すが、よろしかったら読んでみませんか。すべて

数学の本ですが、4には少しですが短いコラムがあ

ります。現在「三角形の独り言」という題名の本

を書いています。主に平面幾何と随筆が半々の内

容です。しかしまだ出版されるかどうか未定です。 

1. 線形代数入門、共著、学術図書出版、1998 

2. 代数的整数論入門、共著、学術図書出版、1998 

3. 円分多項式・有限群の指標、単著、 

弘前大学出版会、 2006 

4. ルート君と数楽散歩、単著、 

弘前大学出版会、2010 

信大時代を振り返って  

  広中 由美子(数学科元教員) 

信州大学理学部に 1982 年 3 月から 1988 年 3

月まで教員として在籍しました。理学部教員の定

員削減の問題があり、それをいつどうやってクリ

アするかという問題があったりで、3 月の赴任と

なったようです。辞令を実際に受け取るまでは、

ハラハラした気分にさせられました。理学部で初

めての女性教員で、受け入れる側も気苦労があっ

たかと思います。当時は女性を大学教員として受

け入れることへの忌避感がまだ強かった頃ですか

ら、「女性でもよい」と決断してくれた数学科や理

学部の方々に感謝することしきりです。 

理学部の女性教員は、その後しばらくして、物

理学科に大阪大学を定年になった方が３年ほど在

籍され、地質学科に若い方が赴任され、一時は数

学科に複数の女性がいました。（今、また数学科に

女性がいないようで残念です。）すでに結婚してい

ましたが、研究上では「広中」で通していました。

学内でもそのように名乗りたかったのですが、赴

任当初は受け入れてもらえませんでした。10 年近

くして、数学教室で承認してもらい、理学部のす

べての教員の方々へメールボックス経由でお願い

し、事務方とも話して、カリキュラム表や教授会

の記録でも「広中」でしてもらえるようになりま

した。法制審議会が選択的別姓制度の導入を提言

した 1996 年当時は、法律の改正もそう遠くない

かと思っていましたが、甘い期待でした。国連加

盟国で、婚姻に際して同姓を強要している国は今

では日本だけで、国連女子差別撤廃委員会からも

勧告を受けています。戸籍姓でなくても通用する

範囲は広がって来て、昔に比べるとマシになって

いますが、つい最近(2015 年 12 月)、最高裁で別

姓を求める裁判で残念な判決がでてしまいました。 

私たち市民の自由・平等や平和的な生存の権利

は、最近はむしろ危ぶまれる状況ですし、マイナ

ンバー制度などで別姓の問題も逆行しかねないと

懸念しています。姓の問題は象徴的ですが、「未だ

に両性の平等は実現していない」と当時も今も

思っています。数学教室で卒業証書を渡すセレモ

ニーのあとに一言ずつのスピーチがあり、毎年の

ように、女性には「あなた方はまだパイオニアな

ので、あとに続く人たちのためにも社会に出たら

頑張って欲しい」、男性には「あなた方は共学のク

ラスで育ち、男性と女性の能力に本質的に差はな

いと知っていると思います。頑張っている女性を

暖かく見守って欲しい、サポートしてやって欲し

い」というようなことを言ってきました。今でも



まだ、言い続ける方がよさそうです。 

私が赴任したころの理学部では「研究・教育に

おける（助手から教授までの）教員の対等平等」

ということがよく話題にもなりました。新制大学

で、全体の人数が少なく、あまり年齢差のない教

授・助教授・助手による講座からなる学科・学部

でしたから、そのような運営をせざるを得なかっ

た面もあったかと思います。助手でも講義やゼミ

を（ほぼ同じように）担当していて、これは全国

的に見ても珍しいことでした。恐らく学生から見

た時にも、年齢の差はあっても、「みんな先生」と

いう感覚があったのではないでしょうか？ 

「助手は演習だけ」という所とは違った雰囲気

だったはずで、そういうおかげで、教室や学部の

なごやかな雰囲気が培われた面は大きかったで

しょう。今は、数学科の陣容に助手はいないので、

また別でしょうね。むしろ、任期制の教員の問題

があるかもしれません。 

私は信州大学に在籍中に、文部省(文科省 ) の

「内地留学」として 1988年度は立教大学に行き、

1992 年度はドイツのゲッティンゲン大学に客員

教授として一年間いました。そして、1996 年に

約半年、文科省の派遣事業に応募して再びドイツ

に行きました。これらの中断により私の信大時代

は、大きく３つに分かれますが、特に前半は、若

かったこともあり、学生に交じってよく遊んでい

ました。数学同窓会報(12 号、2016.3 発行) の 17S

西室くんの記事はとても懐かしく読みました。彼

も書き、私も理学部の記念誌に書いたように、数

学科の行事は新歓コンパ・ソフトボール大会・サ

マーゼミ・大学祭での浮世亭・卒論発表会など沢

山あり、さらに有志でテニス・ハイキング・登山・

スキーなどを楽しんでいました。テニスと山歩き

は今でも楽しんでいます。研究者としては、各地

で開かれる研究集会や学会に参加しやすい雰囲気

で幸いでした。春・秋の数学会には、参加するの

が当然、学部の教授会も学会と重ならないよう配

慮されていました。出張旅費などは足りなかった

ですが、「出張したいなら（旅費は自分で賄うなり

して）行ってらっしゃい」という教室や学部の雰

囲気は、全体にゆとりがあったのでしょうけれど、

ありがたかったです。各種委員の分担でも、若手

への配慮があったと思います。 

信州には自然豊かな観光地が多く、行ってみた

いと思わせる場所であることは、信大・松本の強

みだと思います。私は、夏に数論グループのセミ

ナーを信大を使って開催していましたし、「数学若

手の会」という比較的若手の数学者集団の「夏の

学校」も信州で開かれていました。私が信大を離

れてからも、「数論オータムワークショップ」が白

馬で毎年開かれています。学生のサマーゼミも、

手頃な開催場所があちこちにあったことは幸いし

ていたと思います。白馬周辺・八ヶ岳山麓・妙高

高原・戸隠高原・乗鞍高原・木曽や伊那など、サ

マースゼミや冬のスキー合宿で訪れたところは多

いです。 

地元や近くの県だけでなく、関東や関西の出身

の学生が結構多いのは立地条件の良さもあるで

しょう。親元を離れて生活していると、自律性も

養われるし、多くの学生が大学の近くに住んでい

れば演習やゼミの準備を誰かのアパートでするこ

ともでき、友人との付き合いは密になると思いま

す。そういうことは学生生活では大切だと思いま

す。学生と教員の人数比は、国公立が私立に勝っ

ていて、セミナー室などのスペースのゆとりも地

方の国立大学は良いですから、そういう利点を生

かして、今後とも発展していってほしいと思いま

す。 

          （現早稲田大学） 

 

 

有朋自遠方来、不亦楽乎   
   井上 和行（数学科元教官） 

 終戦の年に生まれた僕は、昨年 10 月に 70 歳と

いう人生の大台に乗った。東日本大震災が発生し

た 2011 年 3 月に信州大学を退職してから、この 5

年間には学生時代の友人との再会が相次いだ。中

学校と高校の同窓会は 100 人を超える多数の参加

者の中の一員に過ぎなかったが、小学校のクラス

会では世話役を引き受けて主催者側に立った。大

震災の後に、郷里の滋賀県甲賀市に住む恩師から

「元気なうちに教え子たちに会いたい」という声

が届き、各地から 12 人の教え子が馳せ参じた。

皆は小学生の時に鑑賞した映画「二十四の瞳」の

大石先生（おなご先生）のクラスと自分たちの姿

を重ね合わせ、貧しくも心温まる話題の詰まった

終戦直後の時代を振り返り、至福のひと時を過ご

した。昨年 6 月にも 2 回目のクラス会をやったが、

その 2 ヶ月後に先生は病に倒れ、享年 86 歳で亡

くなられた。 



2014 年 8 月には、大学卒業後初めてのクラス

会が京都で開かれた。これは教養部時代のもので、

当時のメンバー54 人のうち 12 人が参加した。ク

ラス会には、後に数学科、物理学科、化学科、宇

宙物理学科、生物学科等に進級した卒業生たちが

集まった。卒業後も数学会で出会っている数学科

進級者に懐かしさは感じないが、他学科に進級し

た同期生との 46 年振りの再会は実にドラマチッ

クであった。教養部の頃は誰もが数学で苦労した

ことが話題になった。僕もクラスの誰かが企画し

た「解析概論」の合宿勉強会に参加した思い出を

披歴した。「白浜の大学施設を使って、4 人で合宿

したはずだが顔ぶれが思い出せない」と言ったら、

自分以外の 3 人もクラス会に出席していることが

分かり、即座に名乗り出た。その中に物理学科に

進級した佐藤勝彦君がいた。佐藤君は「教養部の

頃は、数学サークルの整数論ゼミに参加したこと

もある」とのことで、急に身近に感じた。 

京都のクラス会から暫くして、佐藤君が文化功

労者に選ばれたことを新聞報道で知った。12 月に

なり、臨時のクラス会として「佐藤勝彦さんの文

化功労者顕彰を祝う会」が東京で開催され 13 人

が参加した。皆は講演「宇宙誕生のシナリオ、イ

ンフレーション理論－観測的実証への期待－」を

聴講し、同期生の活躍を我がことのように誇り賞

賛した。 

3 回目のクラス会は、昨年 8 月に静岡で行われ

た。会場のホテルは徳川 15 代将軍慶喜の蟄居跡

とされ、静岡大学に勤めていた数学科の M 君が 1

年前に予約した人気の場所である。クラス文集の

編集委員長だった S 君は生物学科を経由して文学

部に進み、博物学の研究者になっている。合唱団

で歌っていた T 君は、退職後は音楽大学で本格的

に学び直しをして市民合唱団を率いている。クラ

ス会の翌日は、化学科から企業に就職した A 君と

I 君に誘われて、久能山東照宮と三保ノ松原を見

物して回った。道すがらに聞く彼らの話はとても

興味深いものだった。俳句仲間の会に参加してい

るとか、学生時代に始めた全国の鉄道制覇を今も

続けているとか、仕事以外のことに拘り続ける人

の存在に気付いた。 

昨年 9 月の始めに、数学科に進級した N 君から

「長野県を自転車で巡るつもりだが君の都合は如

何？」とメールが入った。彼は白浜の合宿勉強会

でお世話になった「数学の先生」だが、実生活で

も京都の高校教員になっていた。10 月の始めに松

本城近くで夕食会をした。N 君は高校を早期退職

してベトナムで数年間暮らしていたが、今は自転

車であちこち走り回っているようだ。教員時代は

バドミントン部の顧問を務め、その分野では全国

的な指導者になっていたことが分かった。「数日前

に木曾方面を出発し、安曇野を巡り、今日松本に

到着した。明日は三才山トンネルを越えて上田に

行く」とのことだった。 

昨年は教養部時代の同期生がもう一人松本に

やって来た。11 月 6 日開催の「数理科学談話会」

の講師に招いた川田剛之君である。川田君は宇宙

物理学科に進級した後に、渡米してマサチュー

セッツ大学の大学院に進学し、NASA（米国航空

宇宙局）研究員となり、帰国して金沢工業大学の

教授に迎えられ今も現役だ。衛星リモートセンシ

ング、数値シミュレーションの専門家である。第

1 回クラス会で旧交を温めてから、2006 年以来僕

が世話人を務めている理学部数理科学プロジェク

ト<http://math.shinshu-u.ac．jp/~center/>の趣

旨に相応しいと思い講演を依頼したのだが、一昨

年は日程上の都合がつかず 2 年越しで実現したも

のだ。川田君の講演題目は「リモートセンシング

画像データの解析手法」であった。この方面の技

術は地球環境、農林、漁業、土木、防災、都市計

画など様々な問題を定量的に広域調査・解析する

手段になっているという。教養部生の頃は、落ち

こぼれ気味で進路も定まらなかった僕は、入学当

初から宇宙物理への道を公言し確信をもって勉強

している川田君を眩しく見ていたが、今は年齢相

応に丸くなりざっくばらんな会話が弾んだ。 

僕は退職後も、非常勤講師で 1 年次の数学を担

当しているが、学生の顔を見て、数学の勉強で苦

労していた昔を思い出すことがある。数学が好き

なのに、高校数学との違いに驚きカルチャー

ショックを受けたことは忘れられない。20 歳の頃

ともに数学で悪戦苦闘し、その後に別々の学科に

進級し、様々な世界に飛び立っていった心優しい

同期生たちとの、時空を超えた交流が、70 歳に

なった今始まったように思う。 

【付記】高校で習った漢文のおぼろげな記憶を頼りに、

少し気取った表題を付けた。論語の「学而編」の中にあ

り、「朋あり遠方より来る。また楽しからずや」と読む。 

 

 



学生諸君、ハングリー精神を持ち続けよう！ 

 小野里 坦（生物科学科元教員） 

 私が大学に入学した昭和 33 年（1958 年）は、

戦後 13 年、敗戦の名残りのまだまだ色濃き時代

であった。食糧事情の逼迫した時代、学生寮の食

事は最低限のカロリーをやっと満たす献立であっ

た。常に腹を空かせ正に餓鬼そのものであった。

夜 9 時になると、外食して夕食を採らなかった寮

生の食事を開放する、エッセン開放の鐘が振られ

る。その時間になると、部屋のドアから身を乗り

出して、正にヨーイドン姿勢で待機する。鐘が振

られるや否や、脱兎のごとく食堂へ向かって走っ

て行く。しかし、エッセン開放にありつけるのは

ごく希であった。夜 10 時にもなると、空腹に耐

え切れず、寮の近くのラーメン屋‘いろり’へ喰

いに行こうということになる。限られた懐、誘い

は 3 回に 1 回付き合うのがやっとだった。しかし、

ここのラーメンは実に旨かった。キャベツとたっ

ぷりのイカを炒め、その時にパットと火柱が天井

まで上がる。ラードでギトギト油の浮いたその

ラーメンの味は今も忘れられない。学部に移って

からも空腹状況は変わらなかった。私の入寮して

いた学部寮は、寮生 30 名余りの小さな寮であっ

たが、エッセン開放のシステムは教養の寮と同じ

であった。夕食はカレーライスのことが多かった。

半分食べ残して流しの横に放置してある皿を持っ

てきて、口が付けたところを少しだけ残して食べ

るのだが、空腹に耐え切れず、決まって最後には

すべてを平らげてしまったものだった。 

 実家から米が送られてくることがあった。寮の

暖房は薪ストーブであった。ストーブの上で鍋を

かけて飯を炊いた。あるとき、みんなに飯を盛り

付けようとした時、鍋をひっくり返してしまい、

灰だらけのストーブ台に炊き立ての飯が散乱した。

それをかき集めて捨てようとしたら、山岳部の 1

年先輩に怒鳴られた。なんて、勿体無いことする

んだ！かき集めた飯の味は少しも不味くなかった。

それ以来、認識が変わった。確かに、人以外の動

物は地面に落ちているものを食べている。今だに、

床、いや地面に落とした食べ物は、よほどのこと

でない限り食うことにしている。こんなハング

リー精神は食べ物に対してだけでは無かった。学

生は何に対してもハングリーだったように記憶す

る。 

学部時代、学生実習は午後４－６時には終了し

た。我々はクラスで一つの研究テーマを持ってい

た。学部から北へ 30km ほど行った所に大沼国定

公園があった。テーマは大沼の表層プランクトン

の日周変化を調べることであった。土日をかけて

ユースホステルに泊まり込んで、ボートを借り

切った。もちろん自費である。夜を通して一定時

間ごとに浮遊生物学講座から借りたネットを曳き、

プランクトンを採集する。夜明けの湖面は霧がか

かって、実に幻想的であった。プランクトンはホ

ルマリン漬けにして、大学へ持ち帰り、学生実習

の終わったものから、顕微鏡を持ち出して分析に

入った。その結果を纏めて、研究会で報告する。

発表する代表をクラスで決めた。旅費はクラス全

員の寄付で捻出した。 

夏休みや冬休みが近づくと、国内の国公立や民

間の研究機関、あるいは養殖場に、研修をやらせ

てもらえないかと手紙を書いた。もちろん無給

で！OK が来ると、クラスから希望者を募って割

り振った。筆者は 2 年の時の夏には青森県水産試

験場で、毎日５t 足らずの試験船に乗り込んで、

ドレッジによって陸奥湾の底棲生物を採集し、夜

にはその分析を行った。3 年の時の冬休みには、

長野県の水産講習所（現在明科にある水産試験場）

で、シュラフ一つで泊まり込み、気温マイナス 10

度以下の中、ニジマスの養殖池に飛び込んで採卵

可能な個体を選び出す選別、その後の採卵、受精、

孵化盆への受精卵の収容、孵化管理を一冬やらせ

ていただいた。私の助手、助教授、養殖研究所時

代の研究テーマは一貫してサケ・マスの発生学で

あった。この時の実習はその後の研究に実に役に

立った。アルバイト代を出してくれるところも

あったが、基本的には皆、手弁当で実習に励んだ。

これらの活動に教官は一切関与せず、学生が自主

的に取り組んだものだった。 

我々の時代は学外実習が多かった。2 年の夏に

は３日間の臨海実習、3 年の夏には 2 週間の臨海

実習、秋には 1 週間の臨湖実習、その他、道内研

修旅行、10 日間の道外（当時は内地と呼んでいた）

研修旅行等があった。その旅費を工面するのが大

変だった。筆者は夜通し缶詰工場でアルバイトを

やって、仕事を終えてそのまま内地研修旅行へ旅

立った。旅館に泊まる金が無かったものだから、

テント持参で自炊しながら歩いたものだった。あ

るところでは、見かねて宿直室に泊めて頂いたこ

ともあった。そんなにしてまで、研修旅行に行っ



たのは、それなりに学ぶところが多かったからだ。

時代は変わるもので、私の助手時代、経費の掛か

る研修旅行が必修単位としているのはおかしい、

とのクレームが学生の間から出た。学生運動の盛

んな時節柄、教授会はあっさりこれを聞き入れ研

修旅行を選択にしてしまった。夜も寝ずにアルバ

イトをしてまで研修旅行を大事にした自分には納

得のいかない決定だった。 

このハングリー精神はその後の就職にも現れた。

40 人のクラスであったが、大学教授が 7 人、国立

水産研究所が 2 人、都道府県庁、試験場研究員が

10 人、民間の研究機関が 2 人出た。クラスの半数

が研究者や公務員になった。学生時代のハング

リー精神がその後の人生にも現れたのだ。何でも

満たされる現代、食糧難は遠い昔である。しかし、

ハングリー精神だけは持ち続けて欲しい。カリ

キュラムのインターンシップを活用して、自分の

興味ある分野に積極的に踏み込んでいって、その

後の人生に役立てて欲しいものだ。 

 

 

追憶 信州大学理学部での 10 年 

－OB テニスと学会の開催－ 

 秋山 雅彦(地質学科元教官) 

 信州大学を停年退職したのは 1999 年 3 月だっ

たから、すでに 17 年の歳月が経過していること

になる。在職期間 10 年という短い期間ではあっ

たが、私の教員生活で最も楽しく、充実した時期

であった。今回はサブタイトルに挙げた 2 つのこ

とについて綴ってみたい。 

 

 北海道大学から信州大学に移ってから間もなく、

理学部の友人に誘われてテニスをする機会を与え

てもらった。信州大学には、通称“桑畑”と呼ば

れているクレイのテニスコートがある。OB 会と

称して退職教員をメンバーとするクラブがつくら

れ、その会に現役の若手（？）として参加させて

もらった。桑畑コート予約の担当者として OB 会

のために役立ったようだ。大学本部の事務職を退

職した H 氏は、松本市内のあちこちで顔が売れて

いたテニスプレヤーだったようで、彼と一緒にプ

レーしていたという女性 4 人がメンバーに加わり、

OB 会は華やかになった。当時 40 代の闊達なご婦

人たちであった。 

 桑畑でのテニスはしばらく続いたが、その後は

大町市新行の町営コートへ片道 1 時間のドライブ

を楽しみながら通ったものだった。勿論、天気に

恵まれた休日のことである。通称「そばテニス」

とよんでいたこの OB 会は、午前 2 時間テニスの

後、近くの民宿・ヨコテ屋でビールと蕎麦を楽し

み、午後のテニスでビールの酔いを発散させ、夕

方松本に帰ってくるというものであった。 

 1992 年に始まり、人文学部、農学部、工学部の

仲間も加わり、毎回 10 人以上の参加があった。

その間、農学部のメンバーからの招待を受け、伊

那キャンパスまでの 4 回の遠征行事もあった。農

学部では昼食時にキノコ汁での歓迎を受けた楽し

い想い出もある。1992 年 10 月の参加者の総勢は、

記念写真を見ると、何と 35 名に及ぶ盛会振りで

あった。伊那、松本、長野、上田と長野県全域に

わたって散在するキャンパスをもつ信州大学では、

少なくとも私にとっては学部間の交流に役立つ行

事であった。 

 かつて、杉山隆二理学部長の時代に金沢大学と

のテニス交流試合の会がつくられ、会場を金沢大

学と信州大学と交互に親善試合を楽しんでいたと

いう。96 年 8 月に信州大学で開催された対抗戦の

時には、杉山先生も理学部会議室での懇親会に特

別参加された。 

 毎年の秋には旭会館のレストラン「ライジン

グ・サン」で納会を、そして年度末には退職メン

バーの送別会を開催していた。この OB テニスの

会が縁となって、W さんが私の研究室のパートタ

イムの秘書を 6 年にわたって勤めてくれた。週 2

回の勤務ではあったが、有能な秘書としての役割

を果たしてくれた。感謝に堪えないところである。 

 

 昨年 9 月には、日本地質学会第 122 年年会が工

学部を会場として開催された。地質学会は明治 26

年（1893 年）創立、会員数 3800 を擁する地質学

関連の最大の学会である。私が理学部に在職して

いた 1998 年には、年会開催の責任者として理学

部地質学科と物質循環学科のスタッフの協力のも

と、第 105 年年会を成功させることができた。在

職 10 年の間に、その他に 4 学会の学術講演会を

開催させていただいた。90 年の「化石研究会第

95 回例会」、93 年の「第 18 回生命の起原および

進化学会学術講演会」、95 年の「第 49 回地学団体

研究会総会」と「第 13 回有機地球化学シンポジ

ウム」である。私の関係する学会の発展に手を差



しのべてくれた信州大学に感謝している次第であ

る。 

 信州大学 10 年の在職中は、多くの同僚の好意

に支えられ、研究・教育、さらには学会活動・ス

ポーツと楽しく活動させていただいたことを想い、

深く感謝している次第である。 

 

 

 
1998 年 9 月 松本キャンパスで開催された 

「日本地質学会 第 105 年年会」 

物理１Ｓ生としての思い出  

  1S 物理学科 行方 正一 

 50 周年おめでとうございます。 1966 年４月理

学部１期生として入学し（文理学部改組）学生生

活を送りました。発表を見に行けない、遠隔地の

者は、合否について、電報をお願いした。確か、

〔合〕ｺﾏｸｻﾉﾊﾅﾋﾗｸ〔不〕ｼﾅﾉｼﾞﾕｷﾌｶｼ、であった。 

新宿から松本まで夜行列車があった時代。教養

部の建物は、旭キャンパスにあり、１年次は全学

の学生が松本に集まっていた。理学部校舎が完成

したのは４年次であった。物理科の講義などは、

２年次県の森、３年次旭キャンパスの古い木造校

舎中心であった。中古自転車を見つけてきて、松

本市内を走り回った。 

授業で覚えていることは、「力学」高尾先生、面

食らいました、いきなりランダウ。「統計力学」勝

木先生、不出来レポート口頭試問で受理してい頂

きました。「電磁気学」森先生、いつもニコニコ明

るいファインマン物理をご紹介いただきました。

「量子力学」宮地先生、流れるような名講義だと

思いましたが、理解できませんでした。最も量子

力学そのものがイメージ的にも、数学的にも難し

いものなのだと思います。「力学Ⅱ」鷺坂先生、名

講義と思いませんでしたが、これだな、解ったと

思うことがありました。そのほか、毎年のように、

学外からの著名な先生による、３日ほどかけた集

中講義がありました。たしか、大阪大学からおい

で頂いた伊藤（？）先生の時だと思います。そん

な低温どのようにして測るのだろうと疑問に感じ

質問した覚えがあります。 

先生や先輩に紹介された本は、出来るだけ手に

入れました、でも積んでおくだけ。何とか最後ま

で読んだのは、ﾌｧｲﾝﾏﾝ物理Ｉ（当時翻訳出されて

いたのは力学のみ）だけでした。電荷３分の１の

粒子があるとか（クオークでしょう）。パルーサー

が発見され中性子星だとかそんな噂がありました。

肌でかんじられる生な情報や研究に接する機会は

少なかったように思います。1965 年、日本人とし

て、湯川先生つづき２人目、朝永先生がノーベル

賞を受賞され物理へのあこがれも抱いて入学した

ものの、どれもこれもよくわからず不消化・不勉

強でした。 

学生生活は楽しいものでした。先輩方は、皆文

理学部でまとまりがあったように思いますし、旧

制松本高校から文理へと受け継がれた伝統を感じ



ました。県の森は趣がありました。校舎なども何

時でも出入り自由、牧歌的でした。夜、薪ストー

ブを炊き物理の勉強会なるものもやりました。指

導者は丹羽先輩と数人、中身は忘れましたが、「場

の古典論」相対論の部分だったと思う。現在はど

うでしょうか、セキュリティが厳しいかな。 

１Ｓ物理生は、同輩、先輩、後輩へのつながり

が個人的で先輩たちに比べ弱かったように思う。

また、昼夜なく町を徘徊したり、友達を訪ねたり、

ことあるごとに、皆で肩を組んで、寮歌〔春寂寥〕

歌った。青臭い議論も大いにした。夢やロマン、

社会や政治のこと、あらゆることに批判精神もつ

ことが、批判出来ることが、いいことだと思いこ

んでいた。そこには、若者特有の正義感や、生き

ている人間への思いやり、心優しさがあったと思

う。学生運動・全共闘、産学共同、高度成長経済、

ベトナム戦争、アポロ月面着陸、原子力発電実験

炉から商業炉へ、民主主義、差別など。政治、経

済、社会、自然科学、文化と話題はたくさんあっ

た。そのため、物理以外のことの方が多かった。

哲学､社会科学、文学、それぐらい読めよと言われ

れば、読んだつもり。中身はほとんど忘れました

が、肥しになったと思う。今の学生のさんにはど

う映るのでしょうか。 

 

【ゼミについて】 

物理生は、４つの研究室に分かれた。私は、電

子研を選びました。鷺坂先生、森先生、安江先生

でした。当時先生たちは、地下トンネルでの宇宙

線観測に向けて、薬品を混ぜシンチレイションを

ボロ小屋で自作するなどして、準備を進めていた。

お金がないので、自分たちで作るか、どこからか

もらってくるしかないと笑っておられた。鷺坂ゼ

ミは、英語文の青焼き資料（今のようなコピー機

なし）内容は、よく覚えてないが、荷電粒子の運

動、衝突とそれによって起こる現象についてだっ

たように思う。夏休みの初めには、乗鞍の信大施

設で、ゼミ合宿を行った。イワナを３匹ほど釣り

皆で食べ楽しく過ごした。 

ある者は、データ処理のため、FORTRAN と

カードの作り方（当時国立大学共同使用の大型コ

ンピューターは東大にあった）を森先生中心に指

導を受けた。私は、鷺坂先生に自動気圧計に取り

組んでみませんかと小さな声で言われた。それか

ら、冬乗鞍の宇宙線観測所へ誰かおこもりしてみ

ませんかと言われた。大変そう、寒そうで誰も返

事をしなかった。ネオンの方がよかった。どちら

も期待に応えられなかった。何か一つまじめに取

り組んでいれば大きな経験になったと思うように

なったのは後のこと、先生には、大変迷惑をかけ、

お世話になり、物理にそっぽ向いていた頃も静か

に見守って頂いた。 

 

【教員になって】 

その後、高校の物理教員になった。高校の物理

もなかなか手ごわい。「教えるは学の半ばなり」と

机のはじに張り付けている先輩先生もいた。 

学び直しでした。不勉強学生時代が役に立ちま

した。免許は理科なので、化・生・地を担当させ

られることがありました。これはもう大変です、

つけ刃で冷や汗ものでした。物理は、難しそう理

屈ぽいと、生徒に人気がない。そこに完全選択割

が導入され、物理を選ぶ生徒は減りました。現在

も変わりないと思います。 

Sience もともとの意味は、「知る」という意味

があるそうで、英語の Can にもつながるそうです。

事実を並べるだけでは、科学ではないけれど、よ

く知り、よく考えるようにしたい。誰もが科学す

ることが出来ると思う。日本では、文系も科学で

あるという認識が薄い、社会科学・人文科学とい

う。変だなあと思う理屈がまかり通る。信ずる信

じないことと科学は違う。自然科学は、お手本、

特に物理はそうだと思う。素晴らしい理論も実証

されなければ駄目でしょう。 

卒業後学んだことを生かせる職に就ける人は少

ないが、どんな道に進んでも、大学で得たもの経

験は大きな財産、精神的支えになると思う。私は

そうでした。 

最後に、鷺坂修二先生が、昨年お亡くなりになっ

たと聞きました。ご冥福をお祈り申し上げます。

理学部でお世話なりご指導頂いた先生方、職員の

皆様あれから 50 年です。どうぞ健康お元気でお

願いします。学生であった我々も退職ゴールドク

ラブの仲間入りです（プラチナかな）。理学部と同

窓会の発展、先生、学生の皆様のご活躍を願って

います。 

 

僕の学生生活と恩師たち 

 1S 物理学科 仁藤 清司 

僕は教養部に２年、理学部に 6 年間在籍し、そ



の間思誠寮に 6 年半おりました。 

1966 年理学部の創立。人間でいえば「おぎゃあ」

と生まれた赤ちゃんの時代、どんな学生も歯車の

一つとして組み込まれ、みんなに存在感がありま

した。 

教養部時代、僕の不勉強もあり憲法や哲学、経

済学など一般教養は全く面白くありませんでし

た。思い出に残っているのは、深夜に体育の上条

先生が当時の校舎の北側に手製のドラム缶散水機

で氷を張りアイスホッケー場を作っていて、手

伝った事。白樺の研究をしていた生物の清水先生

を手伝った小楠くんの野宿の話、彼の目が輝いて

いました。 

カルチャーショックは文理学部の先輩たちの合

唱でした。程良くお酒が回ると誰ともなく唄い始

め、立ち上がり肩を組み美しいハーモニーを聞か

せてくれました。圧巻はドイツ語で歌う第九の合

唱でした。 

大学生活に慣れ始めた頃、教養部全学部生あげ

てのストライキがありました。「自治会・生協設

立・寮の受験生宿泊」を認めよ。で、その時 1100

名前後いた学生の９割以上が大教室に集まり、７

割以上の賛成で無期限のストライキに入ったので

す。強烈な体験でした。入学時に持っていた夢と

現実の教養部への失望のはざまで、若き感性が爆

発したのだと思います。 

寮生活は新鮮で驚きの連続でした。高校を出た

てのうぶな僕には自治の二文字は大人の世界への

入り口でした。   

当時の思誠寮には北杜夫、辻邦男の世界が色濃

く残っていました。思い出に残る、薪ストーブと

数学の小柴先生。部員ではないのに参加した山岳

部の乗鞍宴会。哲ちゃんこと山田哲雄先生は本田

勝一の同級生でもありました。二人には寮内外で

お世話になりました。 

昨年 10 月 14 日、理学部宇宙線研究室（電子研）

の創立者鷺坂修二先生が亡くなられました（同窓

会報 27 号宮地先生談話参照）。 

1月 24日ご遺族とお会いするために松本に向か

いました。おりしも週刊文春が甘利大臣の贈収賄

事件をすっぱ抜き発売した日です。駅で買って特

急しなのの中で読みました。その週刊誌にノーベ

ル物理学賞を受賞した梶田さんの手記が載ってい

ました。 

驚きました。僕も卒業研究で同じことをしてい

たのです。指導教官が鷺坂先生でした。  

光電子増倍管を使って水チェレンコフを利用し

た手作り宇宙線観測器を作りました。μオンシャ

ワーの観測です。かたや巨大水槽の国家的プロ

ジェクトとかたや 6 階の研究室の片隅、直径 30

㌢高さ 1m 程、使っていたブリキのごみ箱の再利用

では比較にならないのですが、それでも夢があり

ました。結果は周りの予想に反してスチレンモノ

マーの観測器械に劣らぬデーターがとれました。 

当時の理学部には粗削りの面白さがありまし

た。千鹿頭公園の北側に木下君達が見つけた旧陸

軍の軍需工場の壕がありました。これを利用した

宇宙線観測所を作ろうとしたり、乗鞍山頂にある

東大の宇宙線観測所に冬に登った話、室山に宇宙

線観測所を作った時もまだスーパーコンピュー

ターはありませんでした。電話回線を何本か確保

して東大のコンピューターを借りる時代でした。

僕は卒論以外は「優」はありません。そんな僕で

も夢を見る事ができました。 

物理同窓会報の宗像先生の寄稿を読んで鷺坂先

生がカミオカンテのノーベル賞受賞に一役かった

ことを知って改めて驚きました。 

鷺坂先生はμオンシャワーの観測から大気温の

影響に気付いていました。カミオカンテグループ

はニュートリノの観測で季節変動を観測器の特性

ではないかと考えておりました。手助けしたのが

信大グループでした。1991 年鷺坂先生、宗像先生

達の信大グループと小柴、梶田さんの東大グルー

プが共同で日本物理学会誌に書かれたことが紹介

されています。 

1998 年高山で開かれたニュートリノ国際会議

でカミオカンテグループは質量の存在を確認して

発表し、昨年のノーベル賞受賞につながりました。

同じ席上で、もう一つ世界の研究者たちを驚かせ

た「τニュートリノ発見」の報告がありました。  

この発表をしたのが、鷺坂先生の研究姿勢に感

銘を受け、素粒子物理学への道を進んだ文理 17

回卒の丹羽公雄さんです（日経サイエンス 1999

年 10 月号）。丹羽さんはこの功績で仁科記念賞を

受賞しました。 

名大の物理学教室が物理学を彩った 17 人の研

究者を紹介しています。最初に坂田昌一教授、次

にノーベル賞受賞者の小林教授・益川教授・チャー

ム粒子を発見した丹生教授、そして 5 番目に丹羽

公雄教授が紹介されています。 



丹羽さんは豪傑です。僕が幼稚園を作った年、

生協食堂で一緒に昼食を食べました。大型免許の

取得にてこずっている話をすると「俺は教習所に

行かず自己流で運転して、一発で合格したぞ」と

いう話を聞きました。 

大学 8 年目の夏の朝、北アルプス裏銀座を一人

で縦走してきた丹羽さんが僕の枕元に立っていま

した。「おいウイスキーないか。山はいいぞ」と

言って、つぶれた足指の豆に飲ませていました。

「ウイスキーは消毒薬にもなるんだ」「お前も早

く出てこい」と言ってその日に名古屋に帰って行

きました。 

娘が通っていた名大のどんぐり保育園の横には

宇宙線望遠鏡のドームがありました。丹羽さんが

物理同窓会誌に書いていますが、当時世界初の

チェレンコフ輻射を利用した宇宙線望遠鏡です。

鷺坂先生は中心メンバーの一人で光学部門を担当

しました。ドームは丹羽さんの研究室でもありま

した。 

鷺坂先生の偲ぶ会をおえて、翌日森覚先生を訪

ねました。89 歳、奥さまやご自身の体調不良もあ

り松本城横のケア付きのホームで生活されていま

す。42 年ぶりの再会です。僕の卒業研究のこと、

漏水してデーターがとれていなかった時の僕のあ

わてぶり、シンチレーターを作る力仕事は僕がよ

く引き受けた事、一緒に登った美ケ原で、僕の準

備したバーべＱの美味かったことなど、僕が忘れ

ていた事も思い出させてくれました。森先生は言

われていました。「今の大学はね、お金にならな

い研究は国から研究費が出ないんだ。僕らのやっ

てきたことはお金にはならない。でもそれはおか

しいね。」… 

私達も 50 年の変化を「昔は良かった。」で済ま

せてしまうことがあります。でも、今注目されて

いるウルグアイの前大統領ホセ・ムヒカの言葉を

借りて言うならば、「50 年前に帰ろうとは思わな

い。大学の問題も貧困・格差の問題もスキーバス

事故の問題も政治問題です。」「足ることを知る」

生活をおくりながら、ゆっくり本腰を入れて、政

治を変えていきたいと思います。 

 

 

信大理学部化学科に入学して今思うこと 

1S 化学科 兼岩 英文 

 私が信大に入学したのは昭和 41 年、文理学部

が人文学部と理学部に改組された年です。 

当時信大は二期校で、３月中旬の入試だったの

ですが、文理学部が改組されるという事で二期校

の合格発表が終わった後の３月末に入試が有りま

した。一期校も二期校も落ちた人が、最後のチャ

ンスと全国から集まってきたのを覚えています。

私も当時医学部を受験していたのですが、一期も

二期も落ち二浪の瀬戸際でした。何とかどこかに

合格だけはしておきたいと思い受験した訳です。 

その年の理学部の試験は変わっていて、理科が生

物と化学の指定で、社会が世界史の指定でした。

これは医学部の受験を生物と化学で受けていた私

にとっては好都合でした。人文学部は相当な高倍

率であったと記憶していますが、科目指定の為に

理学部は比較すれば倍率が低く成りました。その

結果幸いにも合格する事が出来ました。休学して

再度医学部受験をとも考えましたが、実家も医者

ではないのでキャンパス生活に憧れて入学するこ

とにしました。 

 これは結果的には挫折の始まりでした。もとも

と理数系は得意ではなかったので大学での勉強に

は身が入りません。大学生活は自分の将来に大き

な不安を抱えた自責の毎日でした。その反面、松

本での生活は山に登ったり、スキーをしたりバイ

トもしたりで楽しい面も沢山有りました。特に、

松本市の上土にあったコンパでの夜のバーテン

ダーのバイトは松本の裏の世界が体験できて、あ

る意味で貴重な人生勉強になったと思います。 

卒業も危ぶまれる状態で、一年留年もしましたが、

有機の藤森先生のおかげでなんとか卒業する事が

出来ました。 

 自分は何をするかという事で学生時代には随分

悩んだのですが､たまたま父が名古屋で一人で非

鉄金属の商売を営んでいたので、長男でも有り、

なんとか後をついでやっていこうと決め卒業して

すぐ家に入りました。 

父と仕事を始めて 11 ヶ月位経った頃、同年入学

で同じ化学科（1S）の所穣君が突然家を訪ねて来

ました。彼の父親が岐阜で同業を設立するという

ことで、この仕事は面白いか聞きに来たというこ

とでした。私は一人でも仲間が居る事は心強いと

思い、即座になかなか面白い仕事だと答えました。

彼もこれで決心がついたとの事で､これ以来所君

とは今日まで仕事の繋がりが出来、今では我社の

主要販売先の一つになっています。 



 非鉄金属とは鉄と貴金属以外の金属だとは言っ

ても、銅、アルミ等の他に様々な金属があり、合

金もあって、形状も板状、棒状、パイプ状と多様

で、用途は自動車向け、強弱電向、最近は航空機

関連と様々です。我社は、その中でアルミ、銅を

主力に扱い、板をメインに在庫し販売しています。

仕事は化学科で学んだ事が直接には結びついてい

ませんが、写真製版、ネームプレート、アルマイ

ト、メッキ、表面処理等、化学に関わっている分

野も沢山有ります。総勢 17 名程度の小さな会社

ですが売上も除々に増えて、現在は年商 13 億円

程度の商いをしています。昭和 51 年に、兼岩株

式会社として会社を設立して以来 39 期を経過し

ましたが、その間バブル崩壊やリーマンショック

等も有りましたが、それでも一期も赤字決算が無

くて過ごしてこれたのは良かったと思っています。

毎年、松本化学学士会に出席した時には、ああ今

年もなんとか頑張つたな、また来年も頑張らねば

と思う次第です。 

 現在二人の息子も一緒に仕事をやってくれてお

り、一昨年社長職を長男に譲り会長に成りました。

世代の交代もなんとかスムーズに出来、自分が威

し遂げ得なかった夢を子供達に託そうと思ってい

ます。 

 最近は、中国経済の減退が我々の事業環境にも

影響を来たし、鉄鋼､非鉄金属の相場を下げ、素材

産業の経営を大きく圧迫しています。そんな中で

何かと活路を見出し生き残っていかねばと考えて

います。 

 私も今年は古希を迎えますが、これからも化学

科に在籍したことに誇りをもって生きてゆきたい

思います。取りとめも無い文章で恐縮ですが、信

州大学理学部のこれからの益々の発展と理学部同

窓会と松本化学学士会がさらに充実することを祈

念しています。 

 

 

駅弁大学バンザイ  

 1S 化学科 宮下 喬一 

 大宅壮一が「急行の止まる駅に駅弁あり、駅弁

あるところに新制大学あり」と諷した。いわゆる

地方国立大学を駅弁大学と揶揄したのである。信

州大学も、駅弁大学だ。私は、駅弁大学バンザイ

と叫びたい。駅弁はうまい。地方の個性あふれた

特産物を食材とした魅力ある弁当である。地方の

国立大も類似性がある。 

 わたくしは、信州大学の機構改革で、理学部が

発足したとき、化学科に合格した。医学部に入り

たかった。父親は目が不自由だったので、眼科の

勉強して、目の不自由な人の役に立てることがで

きたらと崇高な理念を抱えていた。しかし、今考

えると身の程知らず、世間知らずの若造であった。

大学に入ったが目的を失っていた。 

 人は、何の目的で大学に入ってくるのだろうか。

研究者になりたい。学んだ知識を生かして、教職

に就きたい。しかし、大学で学びながら進路を見

つける学生が大半だと思う。結果として、福沢諭

吉のいう実学を習得するのだ。昨今、実学という

と「すぐに役立つ学問」の意味で言われることに

違和感を感じる。諭吉のいう人文、社会、自然科

学を含めた実証科学が実学と理解している。物事

の本質を理解し、問題解決力、企画力、人として

生きる本質的な知識を身に付けることだ。 

大学に入って学問に身が入らず、アルバイトを

したりして、無為に時間を過ごしていた。11 月下

旬のことだ。松本市内で電柱に登って、街路のえ

びす講の飾り付けのアルバイトをしていた。体育

の教授に声をかけられびっくりした。更に、驚い

たのは、単位を貰うために研究室に伺ったとき、

「いい人間になれよ」と一言。この言葉は、一生

脳裏から離れない。 

 ６年かけて大学を卒業した。就職試験に失敗し、

知り合いに紹介された松本市内にある洗剤会社で

お世話になった。その会社では、学校給食の調理

場用の洗剤を作っていた。その外、釣竿など諸々

の事業をしていた。京大卒の専務が中心になって

会社を動かしていた。半年した頃、新しい洗剤を

作ってほしいと依頼された。洗剤のことはいっこ

うに知らなかったので、界面活性剤の勉強をした。

その際、大学にお願いし、物理化学の講義に出た

ことを思い出す。JISK3362 など定められた検査方

法により、洗剤を作り始めた。作るといっても、

生分解性の良い界面活性剤といくつかの成分を混

ぜ合わせ、JIS に基づく検査を繰り返した。赤い

色素の人工的な汚れを作り、既定の布きれに汚れ

をつけて、洗剤に付けて洗う。そして、一番きれ

いになったとみられる組成を見つけた。視覚によ

る汚れの比較であるので、余り自信はなかったが、

専務に報告したところ、満足してくれた。のちに

学校の調理場で喜んでいただいていると聞いた。



大学で特別に学んでことが生きたのだと考える。 

 翌年、県職員に採用され、保健所で公害分析、

公害行政にかかわった。平成に入り、企業局ガス

事業に転勤。４年後、須坂で都市ガスを家庭の１

万件分も使用する企業で問題がおきた。ガス流量

を測定する遮断弁が、緊急停止をたびたび起こす。

当該工場と都市ガス原料会社と原因究明をした。

この時も、大学で助言をいただき問題の解決の道

を開いてもらった。遮断弁の金属が触媒となって

付臭剤の成分と重金属が有機金属物質を形成した

のだ。地中からの極微小な重金属のいたずらで

あった。結局、付臭剤の成分を別の成分の物にか

えて対応したところ、その後は、緊急停止は起こ

らなかった。 

 身近に大学があることは、非常にありがたい。

県職員時代等３０年余の人生を振り返ると、信州

大学では、福沢諭吉のいう実学が身についていた

と思う。サラリーマン時代を支えてくれたのだ。

前述の問題解決で助けられことはもとより、何か

しら、次々問題、課題が起こり枚挙にいとまがな

い。その解決方法の糸口を探すこと、解決の手段

を見つけたとは、実学を学んだからである。また、

一人の力は微力であり、大学で人のネットワーク

が形成されていたことも有難く思う。 

 政府は、地方の時代と繰り返し唱える。それを

活性化し、発展させるには地方にある国立大学が

不可欠である。地方の実学の発信の源だからだ。

地方の大学はかけがえのない。ますます発展して

ほしい。私は、微力であるが支えたい。日本のた

めに。 

 

 

 

 

 

私と信州の永遠の繋がり     

1S 地質学科 長瀬泰信 

 信州で学生時代を過ごしたのはおおよそ半世紀

前になる。半世紀経った今も、卒業時から糖蜜入

りのりんごが毎年下宿先から届く。鹿児島から何

故信州かと、良く聞かれた。人は、時として、そ

の理由を問われたとき、もっともらしい理由でそ

の場を凌ぐことが多い。山が好きで、といった理

由で充分対応できるが、私の信州選択は、大学入

試制度の新教育課程対応で大学側から科目指定の

入試ということで、理科の選択（化学・生物２科

目指定）が数少ない一致した大学というのが大き

い。 

 現在の高校では、キャリア教育として適切な進

路指導が展開され、興味関心、適性をもとに将来

を進む道を丁寧に指導助言しているが、当時は、

国立大学に何名進学させるかが高校の威容を示す

バロメーターに教師は必死になっていたように、

私には思われた。 

  その時の思いが反面教師となって、一時、煉瓦

会社に就職したが、高校の教壇に立って、進路斡

旋ではなく真の進路指導をと３５年間、教師の使

命は『出来ないことを出来るように導くこと、翼

を広げて飛び立てるようにメッセージを送るこ

と』を根底にすえ、生徒と関わった。 

  数学、物理は積極的に遠ざけられ、生物か地質

学かの選択かで、地球に関心があったという理由

で、理学部第１回生として入学出来、信州との縁

は今日まで続いている。 

 しかも、学部改組という理由で、それまで一・

二期校の後、入試が実施され、それまで敗北した

私は救われた次第である。 

  大学２～３年は思誠寮で過ごした。闇汁やス

トームと言った言葉は、現在では無いかも知れな

い。今では、ネットの餌食になるような光景がた

くさんあったが、年齢を重ねた今、古き良き時代

で思いで深い。作家北杜夫の作品の中には、その

面影が記されいる。 

  大学の指導教官とも距離感が近く、余りにも身

近に感じていたので、その偉大さは卒業してから

知ることとなった。 

 大学卒業後、専攻科で１年過ごし研究の道も模

索したが、家庭の事情もあり煉瓦会社に就職。企

業は結果が全てで、一生懸命取り組んだことがそ

のまま伝わるのはと、結局、最初から教師の道を

歩いた同窓から３年遅れて教壇に立った。 

 そこから、信州との縁が深まっていく。 

 部活動は顧問としてテニス部、山岳部を兼任、

毎年のように信州に合宿で出かけて槍ヶ岳や北岳

に登ったが、学生時代には登ろうという思いはな

かった。 国体が長野で開催されたときは選手を率

いて、上高地に一泊して選手とりんご狩りをして

帰校。部の同窓会に呼ばれて毎年のようにその話

が出る。 

  人生の最大事は邂逅であると作家亀井勝一郎は



作品の中でしばしば述べ、誰と出会ったが人生の

根幹を為すのではないかとしているが、教師時代、

メディアや書物を通して人としての生き方を語る

ことより、私は直接日本の津々浦々で輝いている

人材を取材し、生徒に語ってきた。 

  その取材の旅は地球４周分に相当し、訪ねた人

は、松本サリン事件第一通報者河野義行さん、チェ

ルノブイリで医療活動された菅谷昭さんなど二百

人は優に超えた。 

  河野さんの家は、私の卒業論文の指導教官が助

手時代に過ごした処という奇遇もあった。「犯人

を憎んでいますか」という私の卑近な質問に「そ

のエネルギーがあれば家内の看病に使います」と

いう言葉に奮えた。犯人と報じられたとき、「そ

れも神の意志なら受け入れよう。必要とあれば救

われるだろう」という言葉は、私が癌の宣告を受

け、生死半々の厳しい状況の時、河野さんの言葉

を支えとした。 

 菅谷さんからは『焦らず、気負わず、地道に～

出来る範囲で』の色紙をいただき座右の銘として

いる。『動かなければ出会えない。聞かなければ

深まらない。語らなければ広がらない』の姿勢で、

隣県群馬の星野富弘先生を訪ねたときは、軽井沢

の万平ホテル一帯を散策、内村鑑三記念館を訪問

した。 

 「学校の先生はもっともらしいことをもっとも

らしく言って、給料をもらっているものだと思わ

ないとやってられませんよね」の星野先生からの

助言は、我が身を振り返ればとても生徒に語れな

い心の苦しさから解放された。 

  校長になって、訪ねた人を毎月２人発信。感想

と決意を書かせて提出させ、全校生徒に１年かけ

てメッセージを送った。退職の時の体育祭で、保

護者が下校した後、グランドの中央に椅子が用意

され、全校生徒が４つのスタンドから人文字で

「WE」「LOVE」「校」「長」の人文字を贈り、生

徒代表が感謝の言葉を述べた。 映画のような

シーンの中で、涙がとめどなく流れた。自らを計

らわず教育に打ち込む教師に生徒は相応の対応を

するという、ドイツの教育学者ボルノーの言葉を

体感する至福の時間が財産となった。 

 10 人の医者が 16 時間かけての手術から奇跡的

に生還して３年余の歳月が流れた。毎年、上高地

に宿泊して朝を迎え、西穂高岳独標、乗鞍岳、八

方尾根と紅葉と登山を楽しみ、今年の２月は美ヶ

原王が頭と、駒ヶ根千畳敷で雪景色を堪能した。 

 人との関わりの中で、旅の写真を絵はがきにし

て、信州の極めてささやかな観光大使をしている。 

 

 

 

「団塊の世代」の青春―理学部 2 期生の思い出話 

2S 物理学科 小林 善哉 

 私たち２Ｓ生はいわゆる団塊の世代で、その多

くは今社会の第一線から身を引こうとしていま

す。そんな私たちが信大に入学したのは、昭和 42

年(1967 年)４月、文理学部が改組され､理学部が

誕生してから２年目のことでした。もう５０年近

く前のことです。同窓生の多くは、「まだ生まれ

ていなかった」と言われることでしょう。そんな

時代の信大生の学生生活はどんなものだったで

しょうか。寮生活や勉強について、また、教官と

学生との関係、松本市民とのかかわりなどについ

て思いつくままに書いてみようと思います。 

 

【教養部寮での生活】 

 信大に入学した私は､蟻ｹ崎６丁目にある教養部

寮「こまくさ寮｣に入りました｡それは思誠寮のよ

うな伝統ある寮ではなく、新築されたばかりの鉄

筋コンクリート４階建ての真新しい建物でした。

下宿であれ､寮であれ､親元を離れての生活はほと

んどの学生が初めてのことだったと思います。い

ろいろな学部の学生が入り混じって、それまでに

ない解放感を満喫する１年間となりました｡寮は

１部屋２人の共同生活でした。私のルームメイト

は工学部土木工学科のＭ君でした。 

 寮は学生の自治によって運営されていました｡

たとえば､炊事部長は学生が務め、寮生から集めた

（画像 1）学生たちの憩いの場であった木造校舎前の芝生 



寮費の中から炊事のおばさんたちに給料を払い､

食材の購入･支払い等、炊事全般のやりくりをする

ことになります｡ある時､炊事部長（工学部１年生）

が、｢今、自分の机の引き出しには何十万円も入っ

ている。考えてみると怖くなる｣と話していたこと

かありました。当時､大学の授業料は年間１万２千

円でした｡このことを考えると､炊事部長の責任の

重さがよく分かります｡そして､この仕事は彼のそ

の後の人生にとってとてもよい経験になったと思

います。 

 寮での生活は､生活費がとにかく安い｡部屋代が

月額わずか 300 円で、食費その他もろもろの諸費

を含め､寮費はおよそ月に５千円程度でした｡その

当時、日本育英会の特別奨学生の奨学金(国立･自

宅外)は月額８千円だったので、中には仕送りなし

で､奨学金だけで生活している寮生もいました。現

在と比べて、当時いくら物価が安かったとしても､

信じられないような話です｡ 

 このようなことを書くと､寮での生活はとても

ゆとりのある生活のように思えるかもしれません

が、世の中そううまくはいきません。まず､食事が

きわめて粗末でまずい｡われながらよく耐えたと

思います。それでも、時として｢盗食｣なる事件が

起きました｡クラブ活動などを終えて、空腹を抱え

てへとへとで寮に帰ってみると自分の食事棚にあ

るはずの食事が消えている‥･。こんな事件の被害

者は実に気の毒でした。当時､寮の近くには食料品

店などはなく、辺りはりんご園しかなかったので

すから｡寮の集会で被害者がその「恨み」をぶちま

けたこともありました。そして、後日犯人が分か

り、食堂に「反省文」がでかでかと貼り出された

こともありました。 

 また、当時は全国的に学生運動が盛んな時期

だったので､寮でも集会が夜毎に開かれ、激しい議

論を戦わせていました｡また、寮を学生運動の拠点

にさせまいと、大学当局からいろいろな規制が強

められていたので､それに対する寮生の反発もあ

りました｡そんな訳で､寮は大変にぎやかで元気の

よい、そして騒々しい場所となっていました｡それ

で、自律心に欠ける私にとって､勉強には最悪の環

境でした。それで、２年生からは下宿することに

しました。教養部で共に１年間を過ごした他学部

の学友たちは、それぞれの専門学部のある地に別

れていきました。 

 

【リヤカーで引っ越し】 

 寮から下宿に移るとき､今の学生なら､レンタ

カーを使うか引っ越し業者に頼むことでしょう。

しかし、当時の学生にはそんな考えは浮かびませ

ん｡農家に行って､リヤカーを貸してもらうので

す｡私も、寮の近の農家に行ってお借りしました｡

ただで貸してくれるのですから文句は言えませ

ん。農作業用なので鶏糞が付着したりしていまし

たが、そんなことは構わずに、蒲団や衣類､本､生

活雑貨いろいろ満載して、友人の協力で寮から北

深志まで市中を引いて行きました。当時はこれが

普通でしたので､地元の方も別に驚きもせず見て

おられました。当時､松本の風物詩だったのかも知

れません｡ところが､素人の荷積みはへたくそで､

途中､街の中でロープが緩みはじめ、積荷がばらば

らと路上にずり落ちていきました｡荷崩れです｡落

ちた荷物を急いで拾い上げては積み直し､やっと

引っ越しを済ませたという話は､今でも当時の友

人との語りぐさになっています。 

 

【松本に生きづく】 

 松本市民との関係についても触れておきます｡

私が、2 年生のとき、列車の中で品の良いある中

年夫婦と合い席したことかありました｡話をして

いる内に､お二人が松本で会社を経営されている

方だということが分かりました｡そして、｢よかっ

たら一度自宅に来てください｣と招待してくださ

いました｡そして後日、私は友人と２人で遠慮なく

お宅を訪ね､ごちそうして頂きました。 

 その時ご主人に、｢理学部物理学科というのは､

松高でいうと理甲(理科甲類)だ｣と随分持ち上げ

て頂いたことかあります｡信州大学の学部･学科

を、旧制松本高校の科類型に当てはめて理解する

ということは､それだけ松高が市民の間に生きづ

いていたということでしょうか｡考えてみると松

高が消滅してまだ 20 年もたっていなかったので

す｡松本市民にとっては､松高･文理･理学部と一連

のものに見えていたのかも知れません｡そして､市

民から敬意と親しみを待って見守られていたこと

がわかります。 

 

【新入生“しづか”に集結】 

 話が前後しますが、もう一度入学して間もない

頃の話をいたしましょう。 

私は現在非常勤で高等学校に勤務していますが､



卒業生に大学の様子を聞くと、｢コンパに出ても未

成年の 1、2 年生は先輩が酒に酔っているのをしら

ふで見ているだけで､全然おもしろくない｡｣と

言っていました｡では我々の場合はどうだったで

しょうか。 

 私たち(2S 物理)が大学に入学して間もなく、物

理学の松崎一先生をお招きして｢しづか｣でコンパ

を開いたことかありました｡私たちは教養部で物

理学を松崎先生に教わっていました。念のため調

べてもらいましたところ、同期生･岡田菊夫君の日

記には、｢1967 年６月 17 日(土)松崎一教授と一緒

にコンパ｡会費 350 円参加者 13 名」と記録されて

いるとのこと。 

昨今は､大学当局が､未成年の学生に対し飲酒を

厳しく禁止しているようですし､教官も面倒なこ

とになってはいけないと思ってか、学生と酒を飲

むのを敬遠するようです｡その時、私たちは全員が

未成年でしたが、2S の新入生ばかりで｢しづか｣の

2 階を借り切って､教官を招いて一緒に酒を飲ん

だことがあります。それを当然のように行ったと

いうことは､なかなかのものだと思います｡また、

松崎先生もよく来てくれたものだと感心します。

昔は､大学も随分のどかなものだったと思います。 

 その時の｢しづか｣での会話で､私の記憶に残っ

ていることかあります。松崎先生から、｢趣味は何

ですか｣ときかれて､私は、｢望遠鏡です｣と答えま

した。その後､他の誰かが、｢私は小説を書いてい

ます｣と答えると、松崎先生は妙に感心され、｢昔､

そんな生徒がいた]と言われました。はて､誰のこ

とだろう‥･、と思っていたら､松崎先生は、当時

松高生であった北杜夫を教えられたことがあり、

そのときの思い出を話してくださいました｡そし

て、「将来この中からもそんな人が出るかも知れ

ないよ」と言われました｡最後に､松崎先生は､我々

全員に「いつでも研究室に遊びに来てください」

と言われました｡私は､大学に入学してこの機を境

に先生と学生を隔てる垣根が急に低くなった気が

しました｡それから数日して､物理学科の友人と連

れだって松崎先生の研究室におじやましました。 

 

 

【学生と教官の関係】 

 ２年生になり、上級生も一緒に机を並べて勉強

することが多くなりました｡私が驚いたのは､先輩

たちが､教官のことを、｢○○さん｣と｢さん付け｣

で呼んでいることでした｡学生同士の会話だけで

なく、教官に面と向かっても、｢○○さん｣と呼ぶ

こともありました｡一方の教官はといえば､そう呼

ばれても特別なことは何もありませんでした。

｢ヘー、これがここでの流儀なのか｣と驚きました

が､私にはどうも抵抗がありました。 

 旧松本高等学校蛭川幸茂教授の著書｢落伍教師｣

にも、松高生と教官との関係を物語る多くのエピ

ソードが書かれています｡たとえば､松高に赴任し

た蛭川先生に対し校長は、｢学校からなるべく離れ

たところに下宿を見つけるように｣と言いました｡

なぜかというと、学校に近かったら､先生が出勤し

ている留守に、生徒が勝手に下宿に上がり込み､

先生の“万年床"で寝たりする、とのことでした｡ 

 この､松高の｢古き良き伝統｣を引き継いだのか

もしれませんが､教官と学生の距離が非常に近い､

場合によっては｢ないのでは？｣と思えることもあ

りました｡冬には、元兵舎だったという木造のおん

ぼろ校舎で､ストーブを囲んで先生と談笑したり、

将棋をしたりというのどかな日々がありました｡ 

また､物理談話会という教官･学生が一緒になって

語り合う会があり、学生と教官の区別なく発言し

ていたことも懐かしく思い出されます。 

 

【勉強の苦しみ】 

 では､勉強はどうだったかというと、誰もが口を

そろえて｢相当苦しんだ｣と言うことでしょう。高

校時代と違って､親や先生から｢勉強しろ｣などと

言われないので､まさに｢放し飼い状態｣でした。や

る者はやるし､やらない者は脱落してゆくという

自己責任の世界でした｡私も｢本当に卒業できるだ

ろうか｣と不安になったことは幾度となくありま

した。 

 ２年生になってみんなが苦しんだのは､高尾先

生の｢物理数学｣がまず筆頭にあげられるでしょ

信大創立60周年記念式典に出席したとき、 

２Ｓ物理一同、再び「しづか」に行きました。そのとき、お女

将さんからもらった絵はがきです。 



う。同期生の一人は意を決して､高尾先生の研究室

に質問に行ったところ、｢先生に『ﾄﾞあほう』と言

われた｣とすごすごと帰ってきました｡高尾先生が

そんなことをおっしゃるはずがないと言う者、い

や、それは激励を込めた先生独特の表現だと言う

者もいましたが、私は､その話を聞いただけで恐れ

をなしてしまった､という情けない思い出があり

ます｡ 

 また、｢物理数学｣の試験は、｢時間無制限､本･

ノートなど何でも持ち込み可｣というすごい試験

でした。（しかも、合格点をもらえるのはごく少

数｡合格者は実名で掲示板に貼り出されました。）

それで、図書館などから本を借りまくり､大きなカ

バンにいっぱい入れて持ってきた学生もいまし

た。本のどこかに試験問題に似た問題が出ている

ことを期待してのことだったのでしょう。 

何十年もたった今でも物理数学の試験の夢を見る

と言う同期生もいるくらいですから、高尾先生の

物理数学は我々の前に立ちはだかる巨大な壁で

あったに違いありません。 

 

【おわりに――今思うこと】 

 この文を書きながら、松本で過ごした青春の

日々がとても鮮明によみがえり、懐かしさがこみ

あげてきました。それは人生の光り輝く宝のよう

な時期だと思います。では、もう一度あの時代を

過ごしたいかと問われれば、とてもそうとは言い

難いのが率直な気持ちです。青春時代を生きるの

は相当のエネルギーの要ることです。あの頃は確

かにいろいろな可能性に加え、体力も活力もあっ

たことは間違いありませんが、同時にこれから自

分はどこに向かって進もうとしているのかとい

う、将来に対する不安も常に同居していました。 

 先が見えないということはそれだけ可能性があ

るということかもしれませんが、自分が一体どこ

に向かって進んでいるのだろうか、という将来に

対する不安を抱えながら、陰鬱な気持ちで過ごし

た

日 々

が

あ っ

た こ

と も

事 実

です。

青春時代というものは意外に重苦しいものなのか

も知れません。 

 そして、何十年もの時を経て、かつて自分が不

安を感じた将来が今では過去となり、今の自分が

いるのです。この間、団塊の世代の宿命ともいう

べき厳しい競争社会を生きてきました。同じ時代

を生き抜いてきた者として同期生には特別の親し

みを感じ、今でも交友関係が続いていることは大

きな財産です。そして、青春時代を振り返り今思

うのは、あの時代から今の自分にいたる歩みの中

で自分は何をやってきただろうか、何かこれはと

いうものを残してきただろうかということです。

こんなことを自分なりに考えてみなければいけな

い時期に来ているのではないだろうかと思ってい

ます。 

 

 

私にとっての信州大学 

    2S 物理学科 堀田 孝一 

 入学してから早いもので､もうかれこれ約 50 年

近くになるのですね。 

 信大で無我夢中に必死で生きてきたことが、そ

の後も今日まで精一杯生きてこれている支えと

なっていることは間違いありません。 

 小学校の時に､大企業での親の階層社会による

小学校内での矛盾にぶつかり、以来、三池炭鉱闘

争、60 年安保闘争､社会党の浅沼委員長暗殺事件、

ケネデイ大統領暗殺事件を見聞きし、中学･高校と

社会の矛盾に涙し、理想社会を夢み、高校時代は

坊主頭廃止･長髪を求める生徒会活動で、校長先生

から転校を言い渡された事もありました。そんな

なか真実･生きる確信をもとめてニーチェの哲学

など探究をかさね、悩み、もがき､一筋の光を求め

てアルプスの山々があることから信州松本の地･

信州大学にやってきました。 

 一年入学時、教養部時代、ちょうどその頃全国

的に学生運動が盛り上がっていた時期でした。ほ

とんどすべての会派の学習会に参加し、勉強し､

考える毎日でした。しかし、そのどこも自分にとっ

て求めていることと何か違う、心の底からは感性

的に納得いかないものでした。 

 そんな中で一年先輩の森淳さん(1S数学科)と出

会ったことが画期的な大転換となりました。社会

の仕組み､ものの見方･考え方などについて熱心に

話し合う機会をもち、様々なことについて学び合

（画像 2）当時の２Ｓの仲間たち 



うことができました。それらは、自分が長年にわ

たり悩み･求めつづけていたことの解決の道すじ

に正面から向きあえ、真実に、絶対的なものに出

会えた気がしました。 

 うれしさのあまり、毎日毎日むさぼるように､

探究しはじめました。これこそが長年自分が求め

つづけてきた真のものだと､その時の感動は今

もって忘れられません。ようやく社会の真実･世界

の真実に向かい合える入り口、きっかけに巡り会

え、興奮の毎日でした。それ以来、今日まで探究

と実践の日々が続いています。 

 またその後、教養部時代の哲学の講義で故渡辺

義晴先生に出会えたことも大転換を後押ししてく

れました。研究室に話を聞きに伺うだけでなく、

たびたび先生のお宅に自転車ででかけ、夜を徹し

て朝方まで話を聞く、ものの見方･考え方、社会に

向きあう探求者の姿勢を鍛えられました。今もっ

てその時の会話のノートを大切にしています。夜

が開けるころ、寒い松本の街の坂道を自転車で下

宿に帰る心は充実感にひたっていました。先生に

はとうとう私たち夫婦の結婚式の仲人まで頼んで

しまいました。 

 当時は、大学紛争･信大教養部と人文学部の封

鎖･東大闘争などなど様々なできごとがありまし

た。理学部学生自治会の委員長をつとめた時には､

書記長の岡田菊夫君(2S物理)にたいへん御世話に

なりました。大ざっぱな私にとって、几帳面に粘

り強く活動をすすめていく姿勢、基本的な事を大

事にするやり方に助けられ、いつも感心していま

した。 

 物理学科では卒研で故鷺坂修二先生のもと高エ

ネルギー宇宙線のエアーシャワーの観測でしたが、

相方の鈴木君におんぶにだっこで大変迷惑をかけ

ました。台風が近づいたときに気圧の急激な変化

で宇宙線エアーシャワーに大きな変化が出るはず

ということで、普通は一日おきの観測データを一

時間ごとに観測するため、麻雀の面子を実験室に

集めて徹夜で観測したこともありました。 

 ６年後に卒業して、私立高校の教師として生徒

たちと学びあう中で、教職員組合の委員長を引き

受けました。若い教師の再雇用問題で組合として

行動したことで委員長として懲戒解雇処分を受け、

15 年かかって解雇撤回をかちとり職場復帰をは

たしたこと。また､昨年冬には宮崎県知事選挙に知

事候補として立候補したことなど、それらすべて

の行動のバックボーンとして､信大時代に経験し

たことが土台となっています。 

 数え上げれば切りがないほど多くの素晴らしい

皆さんに出あえて、必死に学んだことが、今も、

次から次へと目に浮かぶように思い出されます。

化学科の１年先輩のダボハゼこと松田博行さんに

は､人間としての民主的人格､情熱､人を大切にす

る姿勢、恋愛観を学ばされ、考えさせられ､今も役

立っており、思い出されます。また医学部の聞間

元さんには民主的インテリゲンチャの真の実践的

姿と思考をいつも学ばされました。｢評論家｣では

なく実践に役立つ思考、難局を切り開いていく思

考を学び､うらやましく思っていました。信大で多

くの仲間から受けた多大な影響､それは今に至る

私の宝となっています。 

 当時の信州大学は、私にとっては､素晴らしい､

豊富な人材の集まり、人生の探求者たちの集まり

だったことを思い出します。その皆さんには、私

の 15 年間の解雇撤回･職場復帰の闘争の中で､物

心両面において支援していただきました。信大教

養部時代、理学部時代は､私にとって本当に今を生

きる活力源･バネであり栄養であり､行く手を指し

示す灯台でもあります。 

 私の人生にとっての信州大学は、素晴らしい有

意義な何物にも代えがたい大学時代でした。ただ

ただ感謝。 

 いま現在、夫婦ともに平和をまもるため、社会

進歩のために地域活動や健康づくりに忙しい毎日

をおくっております。これまで培ってきた世界観

にますます感謝を抱いています。しかし平均寿命

と我が身を比べ、残り少なくなってきつつあるの

を考える時､まだまだやるべきことの多さに、焦り

を覚えることもある今日この頃です。 

 

 

大学卒業４３年目にして 

3S 数学 常田 泉 

 大学卒業して４３年 大昔のことで、記憶もお

ぼろげになります。しかし、教職に就いて４０年

退職生活三年目になります。生涯－平教師として

権力におもねず、生徒のことを思い教師生活を

送ってきました。平和運動などにも携わってきま

したが、この４３年の人生の土台となったのは大

学時代であったと思います。 

 1968 年春４月 松本の地に降りたち、親元から



離れ初めての学生生活に不安と期待を感じたのを

つい最近のように思い出されます。大学の１年目

は教養部として他学部の仲間と過ごしました。勉

強はあまりせず（考えてみれば大学生活真剣に勉

強した期間はほとんどなかったかな）サークル活

動や自治会の活動に熱心だったと思います。当時

全国的に７０年安保ということで大学紛争が激し

くなり始めた頃でした。高校までの自分は勉強ば

かりの優等生タイプで生徒会活動などにも関心が

なく人付き合いも少ないほうでしたからサークル

活動などを通して自分の世界が広がっていったよ

うに感じました。 

 大学２年目は理学部に進級し、難しい数学を勉

強しました。90 分単位の講義式の授業でしたので

ついていくのが大変でした。そのうえ大学紛争が

最高潮に達し教養部キャンパスが全共闘系の学生

に封鎖されたとき、講義を抜け出し封鎖解除に向

かったことを覚えています。ですから学業の方も

推して知るべしです。大学紛争についての思い出

は、理学部に進んで寮生活は文理学部時代からあ

る思誠寮に移りますが、思誠寮は人文学部キャン

パス内にありました。人文学部が占拠封鎖された

ため浅間温泉の旅館に避難したり、東大紛争の時

は、東大の安田講堂封鎖解除の全国動員で東大に

行ったことなどあります。ただ反省点としては、

その当時の私たちの活動に対して、理学部のｋ先

生は、「君たちの活動は全共闘とあまり変わりない

のではないか」と言われたことでした。だいぶ

ショックな言葉でしたが、考えてみれば、当時、

全共闘（当時トロツキストと呼んでました）に対

抗してセクト的な正義感に陶酔していたことを思

い知らされました。それ以降自分の活動が本当に

学生のため、国民のためになっているのかを自省

するきっかけとなったのです。 

 これはこぼれ話ですが、私が大学１年教養部の

時、キャンパスの中庭で一人アジつていた全共闘

の活動家がなんと一時東京都の都知事を任じた猪

瀬直樹氏だったのです。歴史の皮肉を感じます。 

 そんなことで、結局１年留年することになりま

したが、留年した次の年２年留年するわけにはい

かないと劣等生仲間でノートを回したり教えあっ

たりして何とか進級したことを覚えています。そ

の時の仲間の大切さは身に染みて感じました。今

でも、卒業できず大学に勉強しているのを夢に見

ることがあります。（苦笑） 

 結局大学で学んだことは数学についてはあんま

り勉強しなかったこと。人生については少し勉強

になったこと。先生方には講義の時間お世話に

なったことよりも、サークル活動や数学の話とは

違うことでお世話になったことが思い出として

残っています。 

 

 

卒業研究の思い出 

14S 化学科 石川 厚 

 文理学部が人文学部と理学部に分かれて今年

50 年になるそうだ。数学、物理学、化学、地質学

の各学科が設置され、理系専門教育機関として理

学部ができた。（数年後には生物学科ができ、や

がて物質循環学科も設置された。）母体の文理学

部は、敗戦後、 旧制松本高等学校からつくられた。 

 今の状況は、 大正時代から昭和の初期に比べて

あまりに違うのであてはまならないが、松本で学

ぶ信州大学 1 年生を旧制松本高等学校の孫と見做

してくだされば嬉しい。年齢の上では、信大 1 年

生は、旧制松高 2 年生である。現在、松高と文理

学部にあった一般教養科目は、現代の実情に合っ

た内容に変わり、全学教育機構が担当している。

理学部の専門科目の履修は 2 年次からはじまる。 

 平成 28 年 2 月 18 日、第 47 回化学科卒業研究発

表会が行われた。各分野での課題が新しく研究さ

れ、4 年生が一所懸命自らの研究を発表していた。

同窓会報にはすべての学科の卒業研究題目が載っ

ている。リストを見ると各科の専門用語に圧倒さ

れるが、それらに目をつぶり、それぞれの課題に

取り組んできた彼ら彼女らの様子を思い浮かべれ

ば、卒研題目は巨木の新芽のようにも見えてくる。

題目の集まりは芽吹きの勢いのようにも感じる。

さて、理学部設立の数年後に大学院修士課程がで

き、現在は、博士課程もある。毎年 70 名あまりが

理学修士を修め、毎年数名の博士が生まれている。 

 ところで、いつの時代でも同じであろうと思う

が。多くの場合、教科書に書かれている事柄や論

文の内容を実際に確かめることは難しい。我々の

頃は４年生になって卒業研究を始めると可能な範

囲で、まず、自ら確かめることが課せられた。参

考書である実験化学講座に書かれている通りに錯

塩が合成出来るかどうか、自作の熱電対で温度が

正しく測定出来るかどうかである。特に電気仕掛

けの機械は必ず動作確認と校正が必要であった。



単純な仕組みの沈殿乾燥機であってもダイヤルの

目盛り通りの温度にならないから水銀温度計で確

かめるようにいわれた。薬品を使うときは、まず

少量を扱って試ように言われた。自ら確かめ、物

事を鵜呑みにしないことを叩き込まれた。卒研

データーの測定では、再現性を確かめ、測定値に

自信が持てるまで繰り返し測定するのが研究室の

習慣であった。実験装置は研究室の自作で扱いが

難しかった。測定していたのは、錯体結晶中の塩

素の原子核が示す電波の共鳴吸収で非常に微弱な

信号であった。共鳴周波数に合わせて試料コイル

を巻き、発振器を安定動作させ、モーターを回転

させてコンデンサー容量を変え、発振器の周波数

を少しずつ変えてゆく。発振電圧の低下を共鳴信

号としてレコーダーに書かせるまで、全てに辛抱

強く基本に忠実に操作しなければならなかった。

試料の錯体結晶のほうは再結晶を重ねた苦労の品

で、不純物が少しでも含まれていると共鳴線幅が

途端に広くなって共鳴が全く観測できなくなっ

た。このような日々を送るうち、測定装置や試料

に向き合いこれらに問いかけ、答えを聞く習慣が

染み付いた。再現性のある実験結果には真実があ

る。これを何度も体験している。卒業研究は貴重

な体験であったと感謝している。 

 

 

「真理の探究」考えることが大事 

16S 生物学科 平林 公男 

理学部を卒業して今年 2016 年で 32 年、修士課

程を修了してちょうど 30 年になる。私が修士課程

を修了した時が、「ちょうど理学部創立 20 周年記

念の年であったのか」と、今振り返って思う。30

年という月日は長いようで短く、また、短いよう

で長い。 

学部生の頃は、講義で紹介された教科書、参考

書、生物関係の本を片っ端から生協で買って、読

んでいたという記憶がある。「積ん読」も読書の

うちである。本屋で手にした本は数あれど、実際

に自分のお金で購入した本には、それなりの理由

が必ずある。この図がほしい、この言い回しが使

えそう、この表は使える、これは後で役に立ちそ

う、などなど、それなりに考えて購入していた。

生協の書籍部では、専門書の新刊が出ると、タイ

ムリーに学生が欲しがりそうな本を的確に選ん

で、棚に並べていた。今考えてみると、たいした

ものだと思う。今のように簡単に洋書も手に入ら

ない時であったので、Watson の「 Molecular 

Biology of the Gene （1st ed．）」が出版され

た時も、「高いな」とは思いながらも、「生協で

全国展開しているので買わないと損」という言葉

につられ、ついついⅠとⅡのハードカバー版を

買ってしまった思い出がある。今でも良い「重し」

になっている。さすがに「Cell Biology」が出版

された時にはペーパーカバーでだいぶ迷ったあげ

く購入をした。その様な訳で、毎日昼休みに、生

協の書籍部に通うのが日課になっていた。大学院

生の時には、生協の院生理事にしてもらい、学部

生・院生の研究のために役立つ生協 (実際には自

分にとって役に立つ生協)を目指して、意見などを

積極的に出していた。生協にはその意味で、「大

変お世話になった」と今も思う。 

私の所属していた研究室(生態研：指導教官は林

先生、同じ研究室に船越先生、川端先生がいらし

た)は、ほぼ毎日、夕方になるとお酒を飲みながら、

いろいろなことを話したり、話を聞いたりしてい

た。ただ漫然とお酒を飲むのではなく(「酒を飲む

ことが目的ではない」といつも先生方がおっ

しゃっていた)、今読んでいる本の話や、TV、ラジ

オ、新聞などで聞いたり見たりした話、友人から

聞いた話、デートの仕方など、本当に多岐にわた

る内容で時を過ごした。人類学や歴史学、心理学

や社会学など、人文社会学系の学問分野が如何に

大切な事なのかも、その時に良く知った。時には、

たまたま部屋の前を通りがかった物理の先生に、

議論をふっかけたりなど、なんと失礼なことをし

ていたのかと今では思う。当時は何の反省もなく、

何も気にしていなかった。そんな雰囲気があった。

失礼な質問も、自由気ままに先生方にぶつけて、

自分の考えていること、思っていることをしゃべ

り尽くした。でも、お酒を飲んでいると言うこと

で、先生方も気分を害さず、本当に丁寧に、まじ

めに学生に対応していただいていたと思う。質問

の仕方や、議論の仕方、説明の仕方、相手を熱く

させる方法など、この時に、この機会に、本当に

良く学んだ。今振り返ってみると、自分の専門外

の知識はもちろんのこと、人格形成においても皆、

この時期に蓄積、醸成されていたのだと思う。親

以外の大人が、真剣に耳を傾けて話を聞いてくれ

た、話をしてくれた、そんな時期であった。大学

での講義やセミナー、講演とは全く違った「学問」



であった。これは周りの先生方が真剣に、まじめ

に、真摯に学生に対応していただいていた賜であ

ると思う。感謝の気持ちでいっぱいである。「耳

学問の大切さ」である。 

今、自分が学生とは別の立場にあって、「同じ

ことができるか」、「できているか」といえば、

「できていない」。人も大学も時代も、環境が大

きく変わり、30 年前は再現できない。本はスマホ

で見る時代である。コミュニケーションはブログ

やラインで行う時代である。一瞬にして世界に情

報を発信できる時代である。「大学は自分で学ぶ

ところであり、教えてもらうところではない」と

昔ながらの大見得をきって話をしても、時代遅れ

も甚だしいと思われるだけであることも私自身は

よく知っている。現在では、「学ぶ」とはどうい

うことか、何をどのようにすればいいのか、を話

していくことからスタートする。「自分で学修す

るということはどういうことか」古くて新しい課

題である。昨今、人材育成の名の下に、コミュニ

ケーション力を身につける、人間力を身につける

というプログラムが各大学で進んでいる。ある時、

大変まじめな、優秀な学生から「来月、面接試験

に行くのですが、コミュニケーション力を付けた

いと思っています。どうすればいいでしょうか」

と質問を受けた。私は、どう説明し、どう答えた

ら良いのか、大変、困った。何か、少しずつ、ず

れてきているような気もしている。その昔、「君

はどうして大学に来て生物学を勉強しているの

か？」と、物理の先生からお酒を飲みながら質問

され、大変困った記憶がある。この時もとても困っ

た。後で、隣にいらした林先生から、「”人類を

救うためだ”ぐらいの大見得が切れないようで

は、小さいですなー」とニコニコしながらコメン

トをもらった記憶がある。今回のこの学生の質問

には、さて、どう答えたら良いのか。恩師林先生

のもとを訪ねてみたいと思う。 

”小さいことを考えていると人柄も小さくなっ

てしまう。大きなことばかり考えていれば大きく

なる” (井植歳男)  

いつの時代も年寄りは、「今の若者は・・・」

と決まり文句のように話を始める。私が若者で

あった頃もそうであった。今、自分が年寄りの部

類になりつつあると、やはり自分の経験則で、そ

れがベストという狭い考えから「今の若者は・・・」

という文言が出てきてしまう。 

しかし、若者の皆さん、これは繰り返しで、気

にすることは全くありません。昔「今の若者は・・・」

と言われてきた人たちが、今の年寄りであるわけ

で、輪廻転生で巡っているだけです。自信をもっ

てやりたいことを精一杯、集中して行うことが大

事であると思います。熱意が大事ではないでしょ

うか。面白いと思える、打ち込めることを早く見

つけることが大事かと思います。そのためには、

いろいろな人（年齢、職業、地域など）と、様々

な機会を通して、面と向かって、話をしたり聞い

たりすることが良いのではないかと思います。そ

の様な場所を提供するのが”大学”という場所な

のかもしれません。大学をもっとお得に利用しま

しょう。大学の同窓会は、まさにその様な人の集

まりではないでしょうか？ 

 



30 年前の「あの頃」～何もかもが懐かしい～ 

  17S 数学科 西室 直哉 

 昨年（2015 年）の春から秋にかけ、「３つの出

来事」が重なり、今回の寄稿へのきっかけとなっ

た。 

一つめは、3 月初旬に手元に届いた理学部同窓

会報 25 号により《1949 年、旧制松本高校の知的・

物的財産を受け継いで、新制信州大学「文理学部」

が誕生。そして文系と理系を分け同時に教養課程

（教養部）を独立させる「文理改組」が 1966 年に

行われ、理学部誕生から半世紀「50 年」という時

間が流れたという事実》を再認識したこと。そし

て同 26 号で「50 周年記念行事」についてのお知

らせによる。 

二つめは 10 月 14 日の朝読んだ読売新聞のコラ

ム「編集手帳」から。明治の昔、東京－横浜間で

電信線の架設工事が始まったこの日は「電信電話

記念日」であり、歌人大辻隆弘さんが詠んだ一首

＜受話器まだてのひらに重かりしころその漆黒は

息にくもりき＞という歌に触れ、昭和の時代に各

家に備え付けられていた「黒電話」、そして「電

報」について想起したこと。 

そしてもう一つは 10 月 21 日、1989 年の映画

「バック・トゥ・ザ・フューチャーPart2」の劇中

で描かれた“30 年後の未来”にあたるその日、東

京・お台場に劇中にタイムマシンとして登場する

乗用車「デロリアン」が“到着”する時刻「午後

4 時 29 分」に出現し走行する姿が披露されたこと

である。 

そう、あれから 30 有余年。1982 年（昭和 57 年）

の春、共通一次世代四期生として信州松本旭町

キャンパスでの生活をスタートした私たち理学部

17S。当時はスマホもインターネットもなく、合格

発表は大学構内の掲示板でしか見ることは出来な

かった。信州松本から離れた地でいち早く試験結

果を知る手段が「電報」であり、信州大学の合格

電文は『コマクサノ・ハナヒラク』、不合格電文

は『シナノジハ・ユキフカシ』だった。構内掲示

板での合格発表が正午、２時過ぎには山梨大月に

届くのかと家の外でそわそわと待ちわびる私を心

配そうに見守ってくれた家族の顔を思い出す。夜

７時過ぎても「電報」は届かず、半ば諦めていた

時に「黒電話」のベルが鳴り、「そちらのお宅に

電報を届けたいのですが家の場所はどちらになり

ますか？」と電報配達員さんの声。「お届けする

前に電文を読み上げます」と言われ、どきどきし

ながらも受話器から聞こえてきた『コマクサノ・

ハナヒラク』の声に思わず出たガッツポーズ。そ

してそこから信州大学の「４年間」が始まった。 

中央道・長野道はまだ繋がらず、国道 20 号から

19 号塩尻峠を越えて安曇野のはるかに北アルプ

スの眺望が広がる松本の街へ。生まれ育った土地

を離れ、生活のリズム全てを自分自身に任された

責任感が少しだけ芽生え始めていた４月の終わ

り、初めて父から貰った手紙の中にあった「ここ

から始まる君の真っ白なキャンバスに、君らしい

『でっかい画』を思い切り描いてください。そし

てきっと、その画を君が山梨へ持ち帰ることを期

待して」の言葉、それが私の今に繋がる《原風景》

となっている。 

４年間住んだ学生下宿「丸山アパート」は桐３

丁目、松本少年刑務所（全国的にも珍しい旭町中

学校桐分校を所内に持つ）の高塀が目前にそびえ、

見回りをする看守さんによく出会うちょっとどき

どきするアパートだった。間取りは６畳と４畳半

の２間、木枠にはまる透きガラスは風が吹くとカ

タカタ鳴り、北向きにあった台所流しはよく冷え、

昭和 58 年 12 月から 59 年 3 月にかけての「記録的

豪雪（59 豪雪）」の冬、凍結防止電熱線の効果も

なく、地面下の水道管・水洗トイレまで凍り付き、

春まで下宿で「水」を全く使えないというアクシ

デントも発生した。毎朝、大学構内で顔を洗い歯

を磨き、部屋風呂はないため自転車で 10 分、女鳥

羽川浅間橋を渡ってすぐ浅間温泉街入口にあった

「みなとの湯」までよく通った。入浴料は確か当

時 100 円(!?)、冬場の湯上がりは厳しく、湯冷め

しないようにあがりの水（湯ではない）を一浴び

し（周りの人にかからないように要注意）、自転

車を走らせて下宿へ戻るが、洗い髪は芯まで冷え

て～♪（by かぐや姫）どころかバリバリに凍りつ

いて難儀した。浅間温泉街と言えば、古い温泉宿

が客間を信大生に下宿として部屋貸ししてくれる

所もあり、旧制松本高校の「蛮カラ気質」を大切

にし、学生たちに優しい眼を向けてくれる教育の

街「松本」の匂いがそこに在ったように思う。 

入学時から１年間、全学部生が一堂に会して学

ぶ教養部に居ながらも、理学部数学科における「先

輩から後輩」、そして「諸先生方」とのつながり

はまさに連続的（余談；関数の一様連続性；これ

についてはあの「ε-δ論法による連続性の定義」



が何とも懐かしい）であった。気にしすぎ・気に

しなさすぎでなく、「いい」距離感を保ちつつ「個」

を尊重し、でも「つながり（結い）」を活かしな

がら、「個々のアイデンティティ」を伸ばしてく

れる雰囲気、土壌があったように思う。 

４月の新歓コンパ（城山公園の桜の下・理学部

丸池（?）周りで）に始まり、５月には学生・教官

が本気で汗を流し親睦を深めたソフトボール大会

（ABISOK 杯）があった。閉会式打ち上げ後には優

勝チームは丸池に落とされ（前日までに先輩達が

必死で池掃除をしていた理由がそこで判明）、夏

の妙高サマーゼミ合宿で小林（広中）由美子先生

から、学ぶ者・学ぼうとする者に必要な「真剣さ」

について「活」を入れられ、不心得な私は額に背

中に苦い脂汗をかいて、肝に銘じた尊い記憶があ

る。望月ゼミ恒例の美ヶ原王ヶ鼻ハイクや、北ア

ルプス登山、冬には志賀高原・白馬栂池（本杉小

屋）でのスキー合宿、旭町キャンパスでは岸本量

夫先生、松田智充先生、可知偉行先生、小林由美

子先生、図書の与曽井さん、諸先輩方とテニスに

興じ、時には室内から漂う珈琲の香りに誘われて

研究室を訪ね、数学の質問をしては「何～、そん

なこともわからんのか？」とどやされ、でもめげ

ずに足を運んだ。齊藤素（しろし）先生からは「僕

の名前は素数の素、君は誰だったかね？」と何度

も聞かれ、小柴善一郎先生からは圧倒的なオーラ

を発しながら数学概論演習の冒頭、「一つの数学

の問題を寝る間も惜しんで悩み考え続けクレー

ジーなまでに数学にのめり込む経験を持ちなさ

い」と諭された。横田一郎先生には幾何学概論演

習(?)の際、あの大阪弁で「あかんなー。無茶苦茶

やなー。数学だけが人生ちゃうねんな」と言われ、

これじゃあイカンと一念発起して勉強に取り組ん

だこと等々、今となれば何もかもが懐かしい。 

あの当時、数学科にあった《演習は厳しく学ぶ

ときはとことん突き詰め、遊ぶときは思い切り大

勢で楽しむ》という雰囲気、そこには「学問の府」

で学ぶ者の集まりという大学の在り方として、学

生も教官も「共通の出発点」に立ち、お互いが自

主的に学びあう、高め合おうという気概・土壌が

あり、理学部が生み出す「独創性」の源となって

いたように思う。 

2015 年４月、信州大学入学式での山沢清人学長

の挨拶の一部が、「スマホやめますか、それとも

信大生やめますか」というタイトルでマスコミか

ら報道され、その断片的な取りあげ方に様々な意

見が出た直後、大学からあいさつ「全文」が公開

され、山沢学長の本当に伝えたい「真意」を自分

なりに咀嚼し理解した際、30 年前、数学科新入生

だった私達に神谷久夫先生から「理学部で学ぶ上

で一番大切なことは、論理的・科学的なものの見

方、考え方であろう。受け売り学習ではなく、常

に『何が本質的であるか』を探り、批判の目を忘

れずに学び続けることである」、斎藤素先生から

は「単なる遊び友達でない“友人”を作ること。

数学も人間が作るもの故、まず『人間である』こ

とが肝要であり青春時代の人間形成に於いて“友

と語ること”が最も有意義であると考える」とい

うメッセージを贈っていただいたことを思い出し

た。時の流れは一方向の「ベクトル」である。教

育改革が様々に唱えられ、流行廃りは世の常であ

ろうが、旧制松本高校から信大文理学部へ、そし

て理学部・全学部へと連綿と続く「信大アイデン

ティティ」は、30 年前もそして現代も変わらない

不易不変なものであると心を強くした。長野県松

本信州大学が『我が母校・第二の故郷である』と

胸を張りたい。 

1986 年、信大理学部を卒業し、幸運にも地元山

梨に戻って高校教諭として職を得た私。数学科で

学んだ～数学を通じて「ロジカルシンキング」を

鍛え、自ら思考し行動する～この言葉を、私にとっ

ての「命題」として、次の世代に伝え続ける。地

元山梨の高校生を一人でも多く「未来の信大生」

に育てあげる。これが私の新しい『夢』となって

いる。 

～付録として～ 

 私 の 手 元 に 「 浮 世 亭 10 周 年 MEMORIAL 」

（1983.12.25 発行）がある。 

 この冊子は、当時の信州大学『銀嶺祭』におい

て、理学部講義棟「学生控室」で催されていた伝

説(!?)の数学科模擬店「浮世亭」10 周年を記念し

て 12S 井口和彦氏が中心となり編集発行された手

書きわら半紙印刷の記念誌であり、「浮世亭」の起

源と歴史について記載されている。その「はじめ

に」を引用させていただき紹介したい。 

本文は「1974（昭和 49 年）６S、７S 数学科有

志の人達が当時の数学科の正統派喫茶『GALOIS』

に対抗して、とにかく楽しめる場所ということで



出発した。」で始まり、年毎の記録が示されてい

ます。 

 

原本は、井上和行先生（現在、理学部数学科「特

任教授」）が整理・管理されている理学部数学科「資

料室」にて保管をと考える。 

浮き世亭の歴史、先生方の直筆寄せ書きもあり

ます。実物を手に取りご覧になりたい方は、是非

とも松本の理学部数学科を訪れてほしい。 

 

 

信州大学理学部に寄せる思い 

 18Ｓ化学科 中野 博文 

 信州大学理学部を卒業して 30 年が過ぎた。現

在、教育学部の教員として研究教育を行っている。

全ての始まりは加藤研究室で、研究について鍛え

られた 1 年間であった。ここに自分の現在の研究

室を運営する哲学がある。研究の進め方、反応の

考え方、化学物質の取り扱い、研究費の節約、研

究上の工夫など様々なことを学んだ。他大学の大

学院に進学しても、信州大学理学部で学んだこと

は、根底に流れる考え方となった。そして、自分

で自分の研究テーマを考え実行する喜びを知って

しまうことは、最大の娯楽である。研究内容は、4

年次にはメソイオン化合物の分子内付加環化反

応、その後大学院では、ジアゾ化合物とヘテロ多

重結合との反応、独立して現在の職場ではイソベ

ンゾフラン、そして再びメソイオン化合物、2000

年より生体機能解明のための硫酸化糖の合成を

始め、最近ではデングウイルス・日本脳炎ウイル

スの感染機構の解明、感染阻害や治療薬となる硫

酸化糖の合成を行っている。デングウイルスと同

族であるジカウイルスが原因であるジカ熱の予

防薬や治療薬も開発できればと考えている。この

ように研究分野が変わっても、研究に対する考え

方、進め方の根本に変化は無い。 

 最近よく思うことに、「学生との信頼関係を築

く」、「学生が自ら考え、行動できるような支援

をする」、「いつも柔軟で新しいものごとに挑戦」、

「いろいろなことに興味を持つ」などがある。ふ

と 1 週間前の卒業式の写真を見ると、卒業生の当

研究室で何か掴んだ良い表情が感じられる。この

瞬間が教員の喜びなのかもしれない。 

 新年度から年間の研究費が 20 万である。信州

大学理学部化学科で、薄層クロマトグラフィー

（TLC）をスライドグラス 2 枚重ねてシリカゲル

（多分ギプス入り）に浸け、その後乾燥して自作、

殺菌用の UV ランプ（254 nm）をダンボール箱に

設置し、TLC をチェックした。薬包紙代わりにカ

レンダーを小さく切って使っていた等の経験を通

し、このような状況でも研究を継続すると決意し

た。また、昨年の秋にカンボジアからの留学生を

受け入れた。彼の勤務していた高校では、電気・

水道が無いらしい。そして、試薬、有機溶媒も入

手困難であるらしく、全く実験をしたことが無い

と言っていた。このような状況に刺激され、有機

溶媒・電気・水道・真空ポンプ等が無くても有機

合成をできるような反応と操作方法を開発するこ

とに着手した。まだ、ほとんど何もでていないが、

解決の糸口になる鍵反応は、見つけることができ

た。ただし、非常に簡単でだれでも気づく可能性

のあることである。また、個人的には、有機電子

論が有機化学を暗記から解放する一つの方法であ

り、反応の予測を可能にすると考えている。信州

大学 4 年生の時に黒板に反応機構を電子移動の矢

印（最近では巻矢印という言い方が多くなってき

た）を使って書いていた。この黒板に書くスタイ

ルを現在でも続けている。人前で書くことで、細

かな考え方を理解しやすく、非常に指導しやすい。

ゼミの際、私が何も言わなくても学生間で議論で

 今年で「浮世亭」も 10 年目を迎えました。 

 この 10 年間の間に、色々な人達が様々な形で

「浮世亭」に関わり、それぞれの想い出を創って

きました。中には苦い想い出もあるかもしれませ

ん。けれど「浮世亭」で過ごした学生生活の一時

期が、二度と帰らない懐かしく素晴らしいものと

して心に残っていることと思います。今ここで、

「浮世亭」10 年を振り返り今年「浮世亭」に集

まった OB を中心とした文集を作成いたしまし

た。あまり立派な文集には出来ませんでしたが若

かった(?)あの頃を思い出し、しばしの懐古の情

に浸っていただけたらと思います。 

 この文集を、今年「浮世亭」を創られた現役の

皆さん、これから「浮世亭」を創りそれぞれの「浮

世亭」を胸に刻まれるであろう後輩の皆さん。そ

して今まで 10 年間、さらにこれから何年間でも

「浮世亭」で活躍されるであろう信大数学科の先

生方に捧げます。 

   11S27 翠 雅司 12S05 井口和彦 



きるになれば素晴らしい。カンボジアでは、この

あたりの考え方が無いらしいので、カンボジアに

戻って教える際に、有機電子論を広めたいと本人

が言うようになった。次世代の育成が、国際的に

なれば、大きな喜びである。「確かな化学の力で

教育に貢献を」と、今後の教育学部における行動

のスローガンを考えた。 

 なにかにつけて、「このことは、自分の卒業研

究の際、指導教員（当時は指導教官であったが）

によく指導されたこと」と感謝と尊敬を込めて、

出典を明らかにしている。 

 

 

｢思い出｣ 

18Ｓ化学科 松本 久 

 大学の卒業が昭和６２年３月。大学院修了が平

成元年３月。それからもうずいぶん月日が経ちま

した。学生時代の思い出は多々あるのですが、同

窓会誌への寄稿ということなので、理学部に関わ

る思い出を寄せたいと思います。 

 大学３年の授業で｢錯塩｣という科目があり、眼

鏡をかけた日焼けした丸顔の怒ると怖い先生でし

た。たしか後期の朝１コマ目の授業で、当時の冬

は今からすると驚異的に寒かったので、寒い朝（－

１０℃程度か）だと授業の受講者は２人（１人は

中野君：現愛知教育大学教授）なんていうことも

ありました（私が遅刻したり休むと中野君だけ

に！）。 

 錯塩の授業は私にはとても興味深く９０分が

あっという間でした。４年生での研究室決めには

他の研究室も迷いましたがその先生の研究室に決

めました。笹根研です。しかしまあ、時代がバブ

ル経済という時代も手伝って←言い訳。怠けに怠

け、そのまま大学院までお世話になったものの、

自他共に認める最低の大学院生でありました。 

 怠け者の私を見切ったのか、笹根先生からはほ

とんど何も言われませんでした。言われたのはゴ

ルフ打ちっ放しや高遠の桜見物のお供、何十回に

も及ぶテニスや水泳を一緒にさせていただいたこ

とです。鳥の唐揚げを作ってこい。インドからの

留学生（男性）に松本を案内してこい。なんてこ

とも。・・・まさに学業以外の思い出がいっぱい。 

中でも先生のお母様が亡くなられたとき、｢一週

間近く愛知の実家に行くので、犬（名前リョウ：

私たち学生は８万円で買った犬と言うことで『ハ

チ』と呼んでいましたが。）の面倒を見てほしい。

家の鍵を預けるので泊まり込みでお願いしたい。

そのかわり冷蔵庫の中身は全部食べていいから｣

と。・・・・泊まったのは研究室の女子２人でし

たが、もちろん私も含めて皆で冷蔵庫のものは全

て飲み食いさせて頂きました。とくにずうずうし

い私などは必須だった犬の散歩もさせず、食べる

だけ食べさせて頂きました・・・。 

こういう具合にご自宅にお邪魔させて頂いたの

は笹根先生のお宅だけではありません。先生と学

生の距離がずいぶん近かったのかなあと当時を懐

かしく思います。笹根先生、本当にお世話になり

ました。同じ愛知県出身の私ですがお陰様でここ

長野県に根ざし、多少は真面目に頑張らせても

らっています！ 

 

 

『何となくクラシテル』 

11s 生物学科 菅野 修 

オンリー・イエスタディ 

振り返ってみれば、松本に暮らしてかれこれ 40

年近く経ってしまっている。そんなはずではな

かったのに・・・。まっ！人生、そんなものかな

と思う。昭和 51 年 4 月から始まった松本市中央図

書館裏手での下宿生活が私の松本暮らしの起点で

あった。図書館北側

の大欅は相変わらず

どっしりとした勇姿

でそびえている。エ

ントランスと欅。風

に吹かれる葉擦れの

音が心地よい。 

図書館の建物自体

は近年改装され、周

辺も整備されており、

南側の小公園の木陰

のベンチでランチを

楽しむ親子連れが微

笑ましい。市民テニスコートは往時のままで時折

歓声が聞こえてきた。眠気まなこをこすりながら

図書館前の道をトコトコ歩き、土蔵造りの海苔屋

の角を左に折れて北上するのが当時の通学路で

あった。安原町界隈は閉じた店も多いが、今はか

えって静けさが好ましい。インドカレーの「山猫

軒」はどのあたりにあったろうか。ここだったか

写真 1 安原町から西へ入

る、道沿いの美術館 



な、という場所は今、駐車場だった。今でもこの

道の朝の時間は登校を急ぐ学生たちの姿が目立つ。 

 

アローン・アゲイン・・・ 

そう決めている訳では無いのだが、何年かに一

度訪れる場所がある。浅間温泉の神宮寺脇から御

射神社を左に折れてしばらく山道を登った右カー

ブ脇にある空き地に佇む木村素衞の詩碑である。 

2 年生になり浅間温泉でアパート暮らしをしてい

たある日、近所の裏山の山道をぶらぶらと散歩し

ていると、空き地で何やら怪しげに蠢いている人

影が。何してるのかなぁ？じっと見ていると先方

から声がかかった。「拓本を取ってるんですよ」

なるほど、疑問解決であった。お一人での作業は

大変そうだったので手伝う。「一枚差し上げます。」

お手伝いの御礼ということであったろうか、去り

際にありがたい言葉。恐縮しながら出来たばかり 

で墨香が漂う拓本を頂戴した。その拓本は自室に

しばらく貼ってあったが、数学科の A 君に乞われ

て差し上げた記憶がある。年齢を重ねる毎に重み

を増す詩文である。 

ここは、かつて鬱蒼とした松林の中の小公園と

いう風情であったが、マツクイムシ防除で伐採が

進み 明るい陽射しに包まれて静かに佇む詩碑で

あった。そのそばの切り株の年輪を数えて時の経

過を想った。 

 

夜空ノムコウ 

こんなに広かったんだなぁ〜。更地に戻ったカ

タクラモール跡地を眺めて呟いた独り言である。 

この辺りが西に向かったなだらかな傾斜地であ

ることが分かる。製糸工場が作られた頃はどんな

景観だったろうかと想像を逞しくする。蚕糸試験

場も消えてしまい、蚕糸公園脇に何本かある桑の

木が当時の名残だろうか。世界遺産となった富岡

製糸工場とほ

ぼ同時期に建

設された建物

にはどことな

く 威厳が

あった。ここ

に日本を代表

する製糸工場

の一つがあっ

た、と語り継

がれることを期待するのみ。 

風格を感じさせる事務棟が往時の隆盛を偲ばせ

る。今はポツンと取り残されてどこか漂流船の趣

き。隣接する片倉生物科学研究所も更地になって

しまった。あっけなく潰えた建物は懐かしさの後

姿か。 

跡地は再開発と言う名目で県下最大のショッピ

ングモールとなる予定だと聞く。それで良いのか

な？遠望の北アルプスにふさわしい風景は何だろ

うか、もし可能ならば、森に戻してみたらと思う。

かつての松本の原風景は森に囲まれていたはずだ

から。 

 ぽっかり生まれた広大な更地に隣接する日ノ出

町銀座は、相変わらずのほのぼのした商店街のま

まである。更地の反対側でキッチン南海は頑張っ

ていた。久しぶりのカツカレーは相変わらず美味

くて安くて嬉しい。再開発の荒波に負けずに続け

て欲しいものと思う。 

 

ダウンタウン・・・ 

この街は映画館と食堂と喫茶店と本屋とパン屋

が何て多いのだろうか、と言うのが暮らし始めた

頃の実感であった。 

 

 

特に本屋・古

本屋

の多

さに

は、 

さす

が旧

制松

本高

校時

写真 2.3 碑文と内容の掲示 

写真 4 更地になった片倉モール 

写真 5：一ツ橋から見た珈琲ま

るもは相変わらず 

写真 8：桜橋東交差点、

高原社跡地は TSUTAYA、

Ｄ２、SEIYU など、横

文字の看板だらけに

なってしまった 



代からの学都松本ならでは、と感動したものであ

る。 

かつてはバンカラ生達が闊歩していた通りを外国

人観光客が散策する姿をよく見かけるようになっ

た。 

お茶屋と和菓子店も同様に多いことにそのうち

気づいた。先人からそれは、城下町のお茶の文化

がもたらしたものであると教えられた。飲食の基

本は良い水。 

松本は湧水に恵まれた土地でもあり、良質の地

下水が飲食文化の花を咲かせたと推測。 

 

時代の変化であろうか、喫茶店と映画館は徐々

にその姿を減らしてしまったが、それ以外の分野

では、私の現役時代から続いているお店も数多く

あり、また新たに開店した店などがあり、新陳代

謝している。地方小都市の商業生命の逞しさを感

じる。 

桜橋付近の蚕種業の高原社跡地の今を写真でお

見せして今回の駄文の締めくくりとする。現役に

近い世代の方々には馴染みのある風景であろうが、

砂利道であった松電バス専用道路を知る自分には

変化の激しさが実感できて感慨深いものがある。 

 

 

 

 

秋刀魚ご飯  

22S 数学科 

伊東 和広 

「 い ら っ

しゃいませ。

今日は何に

し ま し ょ

う？」そんな掛け声に憧れて、つい、おにぎり屋

さんを始めたのは、信州大学在学中にお寿司屋さ

んのバイトをしていたからかもしれない。 

そのお寿司屋さんは信州大学の近くにあった。確

か先輩の紹介でバイトを始めたと記憶している。

こじんまりした、決してきれいとは言えない店内

でご主人１人が切り盛りしているお店だった。勿

論、私がお寿司を握るわけではなく、大将（ご主

人をそう呼んでいたと思う）がささっとこしらえ

たお寿司を客には運んだり、洗い物をしたり、と

いった仕事だった。バイトを始めてしばらくして

からそのお店は別の場所に移転し、新築の立派な

お寿司屋さんになった。それまでとは違い、座席

数も増えたため大将の奥さんや、若い職人さんが

手伝うようになり、私の仕事も忙しくなった。 

大将は、いかにもスシ職人という感じの気風がい

い、ちょっとオチャメな人だった。野球が好きで

店内のテレビはいつも野球中継（その当時、必ず

といっていいほど夜、野球中継をやっていた）を

流していた。無類のライオンズファンで、かつ、

アンチ巨人ファンだった。あまり客がいないとき、

洗い物をしている私に「ちょっと来て。早く、早

く」と声をかけることがあった。呼ばれた私が洗

い場からカウンターの方に行くと、満面の笑みを

浮かべた大将が指差す先には、巨人が逆転されて

いる画面を流しているテレビがあった。私が巨人

ファンだということを知っての行状である。 

バイトをしていたのは夕方から夜にかけてだった

ので、夕飯はお店の出す賄いをご馳走になった。

バイトを始めた時は、「賄いはマグロか？」と期待

したが。勿論そんなことはなく、大概、大将の奥

さんが用意してくれる通常の夕飯だった。それで

も、たまに大将が用意してくれることもあり、そ

のひとつが秋刀魚ご飯だった。この秋刀魚ご飯が

絶品で、あまりのおいしさに作り方を教えても

らった。その後バイトをやめてからも、この味が

忘れられず大将の教えてくれたレシピ通りに作り、

娘達に威張ってみたりした。そして、私の始めた

おにぎり屋でも、この秋刀魚ご飯のおにぎりを出

したことがあった。何回も作っているのだが、大

将の作ってくれたあの秋刀魚ご飯にはかなわな

かった。今回、その秘密（？）のレシピを紹介し

よう。この原稿が掲載されるのは秋頃なので、興

味がある人は作ってみてください。米を洗米しざ

るに上げておく。秋刀魚は内臓を取り除き、水洗

写真 6：北門大井戸掲示板 

写真 7：麹屋の旧工場を

改装したゲストハウス 

生物ＯＧがオーナーと

のこと 



いして水気を拭き塩を振る。しばらく時間をおい

てからグリルで焼く。炊飯器に米を入れ、焼いた

秋刀魚を上に載せる。酒、みりん、薄口醤油を加

えて通常の水加減でご飯を炊く。炊けたら秋刀魚

を取り出し、頭と尾、中骨や小骨を取り除き、炊

飯器に戻す。ざっくり混ぜてしばらく置く。茶碗

に盛り付け、お好みで刻み生姜や小葱を載せて出

来上がり。 

 

店は住居兼店舗になっており、大将のお母様も

一緒に暮らしているようだった。お母様のお昼ご

飯はいつも大将がおにぎりを用意していたが、忙

しいときは代わりに大将の奥さんが握ることが

あったらしい。その違いがお母様にはわかるのだ

と聞かされたことがあった。決して、奥さんが下

手だとかいうわけではなく、大将の絶妙の握り具

合がその原因だろう。「口に入れると、ほろっとな

るように握るんだよ」と大将は教えてくれたが、

その域に達しないまま、訳あっておにぎり屋は閉

めた。それでも、「おいしい」と言って召し上がっ

てくださったお客さんの顔は忘れられない。 

  

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

 

1960 年に大学が募集した学生歌の楽譜と歌

詞を掲載します。1970 年代までは良く歌わ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
叡知みなぎる （昭和三十五年度人選学生歌．）

 作詞 宮坂 敏夫（文理学部・人文科学科）

 作曲 羽毛田憲一 （工学部・機械工学科）

一、叡知みなぎる  自由の園を 

  はぐくみ行かむ 若人の 

  真理の笑みは きよらかに 

  自雪の嶺ろ 仰ぎ立つ 

  信州大学 より新しく より強く 

 

二、学統栄えある みすずの郷に 

  むつみ学ばむ 青春の 

  愛の絆は すこやかに 

  駒草の香を 慕いつつ 

  信州大学 より美しく より固く 

 

三、叫び小さく 世にとどかねど 

  かかげて生きむ 友どちの 

  理想のひかり さわやかに 

  緑ゆたかに 薫るなり 

  信州大学 より逞しく より高く 


