
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御祝辞          

黒田 吉益（地質学科元教官） 

 理学部同窓会の設立おめでとうございます。  

同窓会というのは、どうも年をとるとやりたが

るというところがあるようです。ここにおいでの

理学部の皆さんは、それ程でもないが、私達ぐら

いになり、だんだん棺おけが近づいてくると、昔

懐しい顔がみたいということで同窓会がはやって

まいります。同窓会というものは年とってから楽

しくなります。  

 理学部は昭和 41 年に発足し今年で 18 年になり

ます。アメリカ流でいうと 18 歳は成年です。日

本は 20 歳ということですが、世界的にはちょう

ど 18 歳というのが成年の歳ということになって

いるようです。この成年を記念して理学部同窓会

ができるということは大変望ましいことだと思い

ます。  

 私は”同窓会を作ってくれ”といって激励した

言い出しっぺの一人として、決して同窓会に何か

をたかろうとして同窓会を作るように言ったわけ

ではないということです。同窓会は同窓生の皆さ

んがお互いにそれぞれに助け合うということがで

きるむしろチャンスだと思うのです。またお互い

の交流の場になるだろうと信じております。その

ために、”同窓会を作ってくれ”とお願いしたので

ありますので、決して恐れることなく、これから

れも理学部とのおつき合いをいただきたいと思い

ます。  

 どうも今日はおめでとうございました。 

 (1983.12.11 設立総会での理学部長あいさつ) 

  会報創刊号（旧 1 号）1984.2.18)より転載 

二十年の回顧     

山根 亀二（化学科元教官） 

昭和 41 年 4 月 1 日に信州大学文理学部は発展

的に改組され、この日信州大学理学部として呱呱

の声をあげたのである。丁度この日、私は岡山大

学理学部から信州大学理学部教官として赴任した

のであった。私は岡山大学在職中に父を亡くし母

を失った。両親の危罵の報せをうけて、あの頃の

遅い急行列中に飛び乗り 24 時間余りついやして、

やっと両親の臨終に問にあったのだった。それ以

来機会があったら郷里の近くに職を得たいと思っ

ており、理学部の発足の時に意を決して赴任した

のである。  

 当時の校舎は県の森にあり、廊下を歩くとみし

みし音がして、いかにも老朽な校舎であった。化

学科の教官は分析化学の小松教授と野口教授の 2

人で、理学部となって私と、繊維学部から物理化

学の横井教官と窪田教官が赴任されて発足した、

見るからに昔の寺子屋か○○塾を思わせるもので、

これで化学の教育が出来るかなと危惧の念をいだ

いたものだった。理学部が発足しても、さしあた

り文理学部の学生の講義や卒業研究を担当しなけ

ればならなかった。設備も機器も乏しい中、数名

の学生を担当することになったが、その時の卒業

生の一人が現在の藤森教授である。  

 その後、年毎に教官も充実し、県の森の老朽校

舎から医学部のある旭町のキャンパスに理学部の

新しい鉄筋コンクリートの建物ができることに

なった。 初の予定より遅れて 3 年目に半分が完

成し、残り半分は 4 年目に完成した。これが現在

使用されている理学部の校舎である。  

 丁度その頃、大学粉争の波が東大などより遅れ

てやってきて、封鎖が行われたり、バリケードを
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きずき一部自衛のための武装なども行われた。大

学前の道路が一部占拠され、バスに火焔瓶が投げ

られたりした。その頃私は大学の補導協議会のメ

ンバーで、理学部の補導委員長もやり貴重な体験

をした。  

 いわゆる機動隊導入が行われたのもその頃で

あった。あの頃元気の良かった男女学生の 2、3

人の顔が想い出される。今頃どこでどのような人

生を送っておられるだろうか。大学粉争もあの有

名な浅間山荘事件やリンチ殺人事件が明るみに出

るようになって急速に沈静化にむかった。  

 新しい校舎に移ってから研究用機器も整備され、

教官も多くなった。建物も立派になり研究用機器

も各段に進歩したが、それに比して科学研究の質

的向上があったであろうか。独創的で社会に還元

できる成果が得られたであろうかと自戒せざるを

得ない。行政改革のさ中、高齢化の問題も大きく

クローズアッフされてきた。新しい発想と新しい

技術で人類の危機を乗りこえ、輝しい未来を開拓

するのも、これからの大学人の使命ではないだろ

うか。  

 終りに、理学部の発展と同窓生各位の御健康と

御多幸をお祈り申し上げます。  

       旧会報 2 号(1984.12.11）より転載 

 

 

理学部創設の頃 

      宮地 良彦（物理学科元教官） 

 昭和 39 年 1 月 21 日の信州大学文理学部教授会

は緊帳した空気に包まれていた。戦後の第一次ベ

ビーブーム対策にからめた文部省の文理学部改組

構想が中山学部長により報告されたからである。 

 戦後の新学制と共に幅広い教養人の養成を目指

して旧制高等学校を母体に発足した文理学部は、

その名門的性格とは裏腹に文科と理科という異質

の専門分野が同居する複合的構造に加えて、教員

組織や施設設備の不十分さのために正に慢性的飢

餓状態にあったと言って良い。ある関係者による

と、戦後十数年間に全国 14 文理学部を通じて教

官の増員は僅か 5 人しか認められなかったという

し、実際私が昭和 36 年に着任した物理学教室の

教官は僅か 4 名で目ぼしい実験施設は皆無であり、

英文タイプライターすら他教室に借りにゆく有様

であった。また、文理学部の教官組織も、文学科

20 名、社会科学科 4 名、自然科学科 20 名（数物

化地生各 4 名）体育 3 名、計 47 名で、全国文理

学部中の 低であったから、このような弱小学部

が文系理系それぞれに独立した学部を考えること

自体、夢物語に近かった。更に、信大の場合には

長野、上田、松本の３ヵ所で行われていた一般教

育を１ヵ所に統合すること、及び教育学部長野本

校と松本分校を統合することが同時課題とされて

いた。このため新学部設立という文理学部の声は

強力な独立した教養部を望む、医、教育、繊維の

声に押され勝ちであった。  

 一方、自然系新学部は四学科構成という文部省

の方針があって、数物化生地の 5 専攻のどれを降

ろすかをめぐって学部内部の議論は扮糾し、専攻

毎に業績総数を比べるといった激しい論争の末、

婆を引いたのは第一に数学、第二が生物であった。

このままでゆけば数学科を欠く珍奇な理学部が誕

生する所であったが、さすがにこの案は文部省議

で変更され、 終的に数学、物理、化学、地質の

四学科と共通学科（生物）から成る理学部が昭和

41 年度から発足することとなった。教官 20 名の

文理学部自然科学科から教官 51 名の理学部とそ

の他に人文学部、教養部が出来上がったのは、当

時の学内の総意の結果が大きく作用したにしても

奇蹟としか言い様がない（池田勇人でさえ所得倍

増としか言わなかった）。当時たまたま文理学部教

職員組合委員長だった私は、古い文理から脱出で

きる嬉しさのあまり、組合解散届を人事院に提出

してしまい後で大いに怨まれたものである。  

学部発足間もなく全国を吹きあれた大学扮争の

波の中で西側半分だけの未完成校舎の会議室で、

本部、教養部の封鎖対策を論じあったのもつい先

日のことのように思われる。発足以来 10 年を経

て、昭和 50 年には置き去りにされていた生物も

一人前の学科として発足し、翌 51 年には大学院

修士課程を加え、更に成人式を迎える今また総合

大学院博士課程も話題にのぼるまでに成長した理

学部を見るとき、その現状は必ずしも満足できる

ものとは言えないにしても学部創設当時の事情を

知る者の一人として感概を禁じえないものがある。 

学部の今後の発展を願う筈の筆が思わず回顧談

となってしまうのは私の年齢のせいであろうか。 

    旧会報 2 号（1984.12.11）より転載 

 



「コンパクト」について 

       横田 一郎(数学科元教官) 

卒業生の皆様、それぞれの持場で御活躍の由、心

からお慶び申し上げます。  

 早いもので理学部発足 20 周年を迎えようとし

ています。この 21 年の間にいろいろありました。

大学紛争・石油ショショック後の不況、情報科学

の発達、共通一次試験の実施等があり、大学のも

少なくない影響を与えたようで、学生の就職希望

先にも変化をもたらしました。現在は情報科学の

発達により理数系の人材を必要とするため、異常

と言えるほど多くの求人が来ます。しかし不思議

に教員志望の学生が多いというのが現状です。  

 コンピュター会社に行くにしろ、教員になるに

しろ、大学での数学は必要なのでしょうか。私自

身このことに常に大きい疑問をいただきながらや

はり「コンパクト」や「連続」を講義しています。

そして（昔に比べて私の単位の与え方がぐっと甘

くなりましたが）その定義を覚えてくれない学生

には単位を与えないことを続けています。  

 先日、山形大学で位相幾何学研究集会があり出

席しました。昼食時に、たまたま他大学の教育学

部の先生と同席しましたが、その時先生は次のよ

うな話をされました。その県では、小・中学の教

員採用で某私立大学にどんどん食われているとい

うのです。その私立大学では専ら採用試験用の問

題を解くことに日々力を入れ、口頭試問の予行演

習を反復し、また礼儀作法や々言葉の使い力に注

意を与えているというのです。そして、その県の

教育委員から「国立大の学生は本質的には優秀な

のであるからもっと頑張らなければ」といわれた

ということです。  

 先に述べましたように採用試験には「コンパク

ト」「連続」は関係ありません。ましてや、「ホモ

トピー、ホモロジー」「リー群」等々はすべて不必

要です。しかし、あの私立大学のやり力を当大学

でやろうという気にはなれません。これからも私

は私なりにいわゆる「数学」の講義をし、また私

なりのゼミをするでしょう。しかし、たとえ「コ

ンパクト」を理解しない者がいても、その人の人

格や社会的地位には全く関係ありませんので念の

ため申し添えます。  

 後に、皆様の御健康をお祈り申し上げます。  

      旧会報 2 号（1983.12.11）より転載 

就職戦線今昔 

  森 覚(物理学科元教官) 

この 2、3 年に卒業した人達にならともかく、古

い同窓会の皆さんに就職のことを書くのはどうか

と思いながら、これを書いています。というのも、

今年（物理の）就職係となって殆んど連日企業の

求職の人達と会うことになってしまったからです。 

 企業は多数（6 月ですでに 200 社以上）、多岐に

わたり、銀行、証券会社からも求人があるように

なりました。はじめは、銀行がなぜ物理の卒業生

をと思いましたが話を聞けば、世にベンチャービ

ジネス等があり、その融資には、内容の判る物理

出身者の銀行マンが必要とか。うなずけないでも

ありません。この一事に象徴されるように、卒業

生の就職は圧倒的にコンピュータ関係が多くなり

ました。 

 それこそ、大手から地方のそれまで、「若い人」

を「多方面」にわたって欲しいと言うのです。こ

の方面での事業の拡大と内容の新しさが、何より

若い人を求めているのがよく判ります。若い人は

それなりに新しい技術革新に対応できる弾力性を

持っているからでしょう。先ず、半高年層は期待

しないそうです。教員志望第一、企業と言えば、

「物理ですか、我が社では物理出身の方を使いこ

なせませんので……」と、にべもなかった我々の

頃に比べればもう就職は萬々才と言うべきでしょ

う。 

 これらの就職状況に加えて、もう一つの現象は

地方分散です。人々はこれを「Ｕターン」と言っ

ています。 近は子供の数が 1 人か 2 人で、それ

も男一女一といったこととなれば学生の就職は、

以前に比へて「Ｕターン」となるわけです。企業

もそれを考えるとか。物理の卒業生は、東京近辺

１名、名古屋近辺 1、京阪神１、長野 1、その他１

の割合ですが、今年の長野のソフト企業に県出身

者が集ったのも、大都会にしか就職できなかった

昔に比べれば結構なことです。 

 こうなってくると、理学部物理学科で教えるこ

とに変革は必要ないのかと些か気になります。明

らかにコンピュータを無視できないとすると、積

極的に教えるべきでしょう。若干の対応はとり始

めていますが、物理のみでなく、理学部としても

もう少し取り上げられてよいと思っています。 

 しかし一方、企業の人達が強調しているように、



基礎的なこと、そして何にでも対応できる柔軟な

思考力等は昔と変わりなく、物理の教育も「新」

と「旧」がうまくかみ合うべきとつくづく考える

今日此の頃です。 

 旧会報 3 号（1985.8.3）より転載 

 

 

生物学科設置 10 周年に寄せて 

       安田 斉(生物学科元教官) 

 今年は理学部創立 20 周年に当り、何か記念の行

事をということで、そのための委貝会も作られて

いる。私も理学部構成メンバーの一人として、こ

の 20 周年をある感慨をもって迎えていることは、

他の方々と何ら変わるものではない。同時に今年

は、生物学科設置 10 周年にも相当し、生物学教室

一員としてまた別の感慨を持ってこの年を迎えて

いることもいなめない。他の学科、つまり数学、

物理、化学、地質の各学科の年令はイコール理学

部の年令であるが生物学科の場合は”学部の年令

マイナス 10 年”としなければならない。なぜそう

なったのであろうか。そのわけは、理学部創立の

頃の 1 コマに触れてみないとよくわからない。 

 今から 20 年前、信州大学には教養部統合と文理

学部改組という 2 つの大きなあらしが吹きまくっ

ていた。文理学部の助手をしていた当時の私に

とっては、おびただしい書類の資料作りに追われ

た毎日であったが、文部省の計画がどんなもので

あったのか、また大学や学部がどのような方針で

このあらしに対処したかは計り知るよしもなかっ

た。 

 ただ、あらしが去ってあたりを見まわした時、

そこには数学、物理、化学、地質の 4 つの学科と、

1 つの共通学科目とからなる理学部の姿があった。

それまで文理学部自然科学科生物学専攻に属して

いた私は、同じくその専攻で生物学を担当してお

られた他の 3 人の教官と共にこの共通学科目に配

属されることとなったのである。 

 共通学科目とは、他学科の学生が自由科目とし

て選択できるように、生物学関係の講義いくつか

を開設する目的で作られたもので、実際には教職

単位に利用されることが多かった。教官数は 2 講

座分、つまり 6 名、教室付き事務員 1 名、学生数

0 という規模であった。 

 どうしてこんなことになってしまったのか、そ

してこれからどうなるのか、当時私は腹立たしさ

とむなしさとが胸中に交錯し、絶望の念やるかた

もなかった。しかし「落胆していても仕方がない。

これからでも生物学科を立てるのだ」という周囲

の励ましに何とか気を取り戻し、共通学科目を生

物学科にすべく努力が開始された。 

 それからというものは、学科を立てるのに有効

と考えられる手段はすべて試みてみたような気が

する。［生物学履習コース］を作ったのもその一環

であった。しかし先行きに不安を抱かせるような

ことも多かった。例えば、理学部創立後間もなく、

教官の定数削減の直接の損害を被って、学科設置

計画の上で虎の子ともいうべき定員 6 名の中から

1 名が採用不可能になってしまった。今から思い

おこすと、その頃がどん底であったような気がす

る。また、「文部省は充実学科には大学院を置くこ

とを考えているが、″陥没学科″なんか面倒みる

つもりはないのだ」ということを耳にして憤慨し

たこともあった。ある時期にはこんなこともあっ

た。着々と充実を見せてきた理学部に大学院設置

の計画が出始めた頃のことである。「大学院ができ

れば生物学科は自動的に立たる」という推測と、

「生物学科が立って全部で 5 学科にならなければ

大学院はできない」という推測との選択を迫られ

たことがある。果してどちらの推測に見込みが高

いのか、手に汗を握る議論がなされたことを覚え

ている。 

 あれやこれやの経過をたどり、当時の生物学教

室一同の熱意と努力、理学部全体の理解と支援、

大学レベルでの高次の接渉等々を得て、共通学科

目はめでたく生物学科に昇格することができた。

昭和 50 年 4 月のことであった。理学部創立から丁

度 10 年目の年である。 

 このとき私は、もちろん小踊りして喜んだ。だ

が、この小踊りも束の間、私に周囲から再び厳し

い忠言と難問が与えられた。それは「安田！学科

が立ったといって喜んでいてはいかん！その上に

大学院を作らなければ一人前の顔をして理学部の

中を歩くな！」という大叱声が飛んだのである。 

 確かに、生物学科の立ったすぐ翌年の昭和 51

年 4 月 1 日、数学、物理、化学、地質の 4 学科に

はそれぞれ専攻が置かれた。やっと大きな山を越

えた私は、預荷物を降す暇もなく、また次の山に

向って歩き続けなければならなかった。そして遂



に、古くから生物学教室にいる私共の苦労もさる

ことながら、多くの優秀な教官のご参加を得るこ

とができ、昭和 54 年 4 月、生物学科学年進行の完

成と共に、大学院生物学専攻が許されたのである。

これでようやく他の 4 学科、4 専攻に足並みをそ

ろえることができ、平等な立場で学部のより充実

発展に力を注ぐことができるようになった。誠に

感無量であった。 

 学部の創立 20 周年記念の年に１学科の設置記

念のことを書くとはいささか「天の邪鬼」のそし

りは免れないと思うが、生物学教室の出来始め以

前からいる一人として脳裏に去来するものをいか

んともしがたく、思わずここに書かせていただい

た。 
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わが生活の断片 

 小柴 善一郎（数学科 元教官） 

何を書こうか迷った。書く材料が無いのではな

い。その反対、一杯あって選択に困ったのだ。こ

こは当座のしのぎとしてわが生活の断片から、先

ずはおいしいコーヒーの味と副題す。 

 つい先日ふりずふらずみの曇天、南門から大学

に入ろうというとき、バス停のそばでたった一人

でしゃがみこんでるばあさんがいた。しんどいこ

とでもあったのであろう、どの街角でも見かける

風景。だがどうも普通でない？ 体が道端のコン

クリート塀へ傾いてる。振りかえって見る。やは

りおかしい？ 

 「おばさん、どうかなさったかね」両手で胸を

さすり「わたしもうダメ」「心臓いたい？」首を振

るのみである。「どこが痛い」「どっこも、でもも

うダメ」こりゃいかん、左右を見たがハイヤーは

走っていない。そこで、「おばさん、3 分辛棒しな、

必ず戻って来るからね」そう言いおいて病院玄関

前へ走った。（ここにハイヤーがいつもいる。） 

 ハイヤーを雇うと赤信号につづく赤信号、3 分

はとっくにすぎた筈、ひょっとするとひょっと、

しかし間に合った。 

 病院玄関口の受付、「もしもーし」。一人の女性

が出て来る。 

 「御家族の方ですか」「イヤ」「身内の方ですか」

「イヤイヤ、行きずりの者だ。車の中にねかせて

るからすぐ医者を呼んでくれ」。ふとコロンボが想

いをかすめる。わしはあんな恰好になってるかも。

やがて二内の看護婦がストレッチャーを運んで来

ておばさんを乗せて行った。 

 午後、雨は本格的になった。病棟におもむくと、

そのおばさんは元気でお帰りになったという。あ

あ良かった。帰りしな産婦人科の医局をのぞくと

富田という医師がいた。そばに様相ただものなら

ぬ老人が居るがえーい構うものか。 

 「やあトム元気でつとまっているかい」彼は立

上がり一寸紹介します。「こちらは理学部の小柴先

生、私らはアトム先生と呼んでますけど。こちら

の方は某医科大学長のＩ先生です」何れもこの男

のフーテンぶりは百も承知の上、おどろくまでも

なく、やーやーと笑うて挨拶。「きょうび医者の中

にも急患を見て見ぬふりをするのが居るという道

徳退廃の世に、先生のヒューマニズムには敬服し

ます。」「いやいや、学長にほめられる程の美談で

もありません。全く行きずりの挨拶というもので

してね」 

 理学部へ帰る。学務へはいる。「先生、コーヒー

飲む」この心づかいが嬉しい。「有難う、いいお話

きかせるよ」…………… 

 「ところでハイヤー代誰が払ったの？」「そりゃ

あ僕だよ。まあ人助けのカンパだと思えば安いも

んさ。」コーヒーはすがすがしい気分で一層おいし

かった。ところがこのあとが断然いけなかった。 

 「あれだネー、四、五日して信毎か朝日の投書

欄見てると面白いよ。きっと出るぞ、あの親切な

おじさんはどなたでしょうってネ」 

 突然、玲子ちゃんの声が急速転回、「先生それ

言っちゃダメ！言った途端に先生の美談か消え

ちゃったんだから」「わっはっはっはそうか、消え

ちゃったか。」 

 つゆ空に コーヒー軽ろし 美女の声    
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わが禁煙始末記 

      横井 政時（化学科元教官） 

研究室の椅子の上にひっくりかえって天井を眺

めると、半分が白く半分がうす黄色に汚れている

のがいやでも眼に入る。四年前になるのであるが、

現在白い部分はあまりにも煙草の油煙で褐色に汚

れていたので、大掃除のときに研究室の連中が磨

いてくれたものであり汚れを落とすのには石けん

水が有効であった。しかし、上を仰いでの作業は

重労働なので、汚れのひどい半分がきれいになっ

たところで作業をやめてしまったのであった。自

分は煙草を吸わないにもかかわらずこの仕事を

やってくれた当時の学生諸君を感謝の念を持って

思い出すのである。しかし、この仕事はもう二度

としないですむこととなった。実に禁煙が続いて

一年に近づきつつあるのである。  

 ニコチン。無色油状液体。空気にふれて褐色に

変色する。水との二成分系は不思議な性質を持ち、

61℃以下、21℃以上では水とどんな組織でも均一

に混合するが、その温度の間では、水に富んだ液

相とニコチンに富んだ液相が二相に分れて平衡に

ある。物理化学の教科書にはよくこの二成分系の

状態図が引用されている。  

 思えばながいニコチンとのつきあいであった。

敗戦後のやみ煙草、辞書の紙で巻いた煙草、煙管

で吸つた刻み煙草の時代から、今日の洗練された

高級煙草、低ニコチン低タール煙草の時代まで、

何とながくニコチンの刺激のお世話になったこと

か。パイプ煙草に凝ってたまった桃山の空かんを

簡易灰皿として大量に図書室とセミナー室に供給

しつづけた時期もあった。  

 禁煙を何度決意し、そして挫折したことだろう

か。学生の前でもう煙草はやめたと宣言したら、

パイプはもういらないだろうから私に下さいと言

われて、二の句がつげず、決して安価ではないパ

イプを進呈せざるを得なかった。そして家では禁

煙の顔をして学校では吸っていた汚辱と罪悪感の

日々。その結果は父親の権威の 大の下落をもた

らした。家の机の引き出しに隠した煙草の吸い口

がいつの間にかセロテープで封印されていた。何

年かたって、結局飴玉をしゃぶり、ハッカパイプ

をくわえ、なりふりかまわずついに煙草から解放

されたのは、年令による体力の衰えなのかもしれ

ない。  

 化学科教室会議はセミナー室でひらかれる。昨

年までは喫煙族は 4 名の少数派。ファンのある窓

際に陣とる。その仲間を裏切り、窓際族から返り

咲く形となった。ゆったりした気分でくゆらす一

本の煙草の旨さを夢に見るとともに、さめてあゝ

夢で良かったと思うこの頃である。しかし、つい

この間までのヘビースモーカーがすぐに嫌煙権が

あるような顔などとうていできるわけがない。研

究室にはいつも磨きあげた灰皿を用意してお客を

待っているのである。  
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海抜６２０メートル  

  山下 昇（地質元教官） 

松本で学会が開かれると日本全国から人が集っ

て来る。そんな時スピーチを求められると、「信州

大学は日本 高の大学です」ということにしてい

る。もちろん「 高学府」という熟語にひっかけ

て実は海抜高度のことをいおうというわけである。

地質の熊井教官が近くの水準点から測量したとこ

ろでは、理学部の玄関前で海抜 620.63 メートル

である。地形図によると、県町の旧文理学部の前

は海抜 600 メートルになっている。調べてみると、

国立大学では、山梨大学の 300 メートル、山形大

学の 200 メートルなどか高い方で、100 メートル

から 150 メートルに入るのが東北大、岩手大、群

馬大、北教大旭川分校、宇都宮大などである。そ

の他は 100 メートル未満で、京都大、名古屋大が

60 メートル、東大が 23 メートルである。  

 このように見てみると、日本の大学は大部分が

海岸の都市にあって、内陸にある大学は数えるほ

どしかない。先頃、「浅間温泉が日本の中心だ」そ

んな標柱が建っているのをみた諸君もあるだろう。

というので「ヘソ祭」なるものをやったのは下品

だ、という新聞の投書を見たことがあるが、難し

いことは抜きにして、やはり松本は日本の中心に

あって 高の都市である。  

 4～8 年を松本で過ごした諸君がよく御存知の

とおり、冬の寒さは多少厳しいけれども、春から

夏にかけてのさわやかさは全くすばらしい。特に

湿気の少ない、さらっとした夏の松本のすがすが

しさは格別で、誰にでも文句なしに好まれるとこ

ろである。そういう松本の自然のすばらしさの理



由というのが、実はこの海抜 600 メートルという

高さと、日本で も幅広い中部地方の奥深くにあ

るというその位置とにあるわけである。  

 松本の想い出のあれこれは、大学のキャンパス

だけでなく、山や川に、寮や下宿に、あるいは町

の飲屋にと、それぞれ異っていることであろうが、

それらを通じて共通するのが、実はこの東経 137

度 51 分 52 秒、北緯 36 度 14 分 54 秒（理学部）

という位置と海抜 620.63 メートルという高さな

のである、ということを知って欲しいなどという

ものだから相変らずのお節介な地学の教師だとい

うことになるのかもしれない。  

 なお、伊那の農学部の敷地内には三角点があっ

て、その高さは、772.7 メートル。もちろん、こ

れは信州大学の中でも 高である。これを付け加

えておかないと理学部の一人よがりといわれるで

あろう。  
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買い被られの禍 

      倉沢 秀夫（生物学科元教官） 

平素大きな言辞を弄する癖のためか、政治志向

と誤認し、大学教官になってからも知人、友人か

ら変に過大評価され、それが災いとなって降りか

かって来るのでいつも閉口してきた。  

 東邦大学在職 10 年余となると、各種の事務役

職をいくつも引き受けざるをえなくなっていたが、

折から学生紛争が始まったため、対策として若手

管理職を望む声が挙ってきた。その第一候補に議

せられたので、慌てて他大学への転職を試み、幸

い信大の教官公募に応じ採用されたので、辛くも

一難を免れた。  

 経験者によれば、私立大からの新任者は国立大

では管理者にされる心配は無用と聞かされていた

ので、安心して春風駘蕩の気分を満喫していた処、

着任一年余で図らずも臨湖実験所長に選出された。

不審に思い経験者に問い正すと、「それ位は年令か

らしてしょうがない」と諭された。しかし、それ

は筆者の専門に合致した役職でもあったので一応

納得して諦めた。  

 それと前後していたが、意に反して学生部長候

補にも挙げられ、悪いことにその年は理学部が持

廻りの順番に当るとかで確定的と言われて蒼白と

なり、急拠旧知の池田学長に訴願、懸河の弁をふ

るって了解を求め事無きをえた。  

 その直後、突然小林理学部長の御病気辞任があ

り、あれよあれよと言う間に後任に押されてし

まった。困り果てて「こんな痴れ者には荷が重す

ぎる。過ちを改めるに吝かであってはいけない。」

とか果ては「夜の蝶は大好きだが、役職の長は大

嫌いだ」などと夢中でわめきちらしたらしく、必

死に抵抗し改選をお願いしたが、ふと我に返って

みると誰一人として取り合うこともなく、途方に

暮れているうちに議事が終了していた。それでも

何とか回避しようと策謀してみたが、信大を辞め

るか、医師の診断書が必要と言われ、萬策尽きて

身の不運を嘆きつつ泣き寝入りとなった。  

 以後、通常のものは勿論、学生紛争対策などの

度重なる会議に明け暮れ、その都度管理職には不

向の性格を露呈し深く悲哀を味わったので、辞め

る動機を狙って虎視眈々としていた。折しも某学

部の女子事務員の後任人事に理学部職員が関係し

たが、その進め方の順序が組合との契約に反する

として組合役員に追求され、説明を求められた。

しかし、実状は他言を憚る事情が介在していて釈

明もできず、この機会を幸いに責任を全部引っ被

ることに決め、不信任案の提出されるのを渇望し

ていたが不発に終り桎梏からの開放の夢は消え失

せた。  

 何かのとき池田学長に「身から出た錆で、面倒

な役職に就かされて、ひどい目に遇っている」と

こぼしたら「成り度い人もいるのだから、そうい

う事は言うべきではない」と厳しくたしなめられ

た。  

 見かけ倒しの実績の顕著なものは微少な限界酒

量で、斗酒尚辞せずの風貌がわざわいしてか、叩

頭謝絶を繰り返しても強引に飲まされるのが苦痛

のため、可能な限りの洒席は遠慮しつづけてきた。

そうはいっても、主客である理学部主催の退官記

念パーティーには勇を鼓して臨んだが、永年の禁

酒で免疫が切れていたためか、自分でも意外な程

の極微量で酩酊の上失神するという椿事を引き起

し、参会者の皆様に大迷惑をかけ、有終の美を飾

るどころか醜態を晒すことで終った。 

 退官後の田舎ぐらしになっても無闇矢鱈と役職

に利用されているが、巧まずして失敗が繰り返え

されるので、近頃は真価を見直されてお座敷の回



数は漸く減る傾向にあり、生地のまま生きる喜び

の日々の遠くないことを窺わせている。 
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理学部同窓会誌発行にあたって 

信州大学理学部長 永井寛之 

この度、理学部の同総会の連携を親密にするた

めに、同窓会誌）を発行される由、おめでとうご

ざいます。  

現在のような情報化社会においてはどうしても

必要なことですが、世話人は大変だろうとお察し

いたします。  

国立大学の法人化が平成 16 年から始まる予定

で、大学は無論のこと、信州大学理学部において

も、その準備で忙しい日が続いております。本学

部は基礎的な教育研究が理念・目標ですから、経

済的利潤を目指す応用学部とは非常に異なってお

ります。我々理学部関係者は、今こそ基礎学問の

重要性を訴えていく必要があると痛感しておりま

す。  

平成 10 年度から本理学部を基礎とした博士後

期課程「地球環境システム科学専攻」がスタート

し、一層の学術の高度化と総合化が進むとともに

柔軟かつ独創的な研究が出来るようになりました。

今までに学位取得者も 20 名以上を出し活発な教

育研究活動が行われています。  

同窓生の皆様は、今後益々複雑な状況下であら

ゆる情報が必要となるでしょうし、横のつながり

が非常に重要になってきます。こうしたときに、

同窓会誌を発行されるのはタイミングも良く、同

窓生間の単なる親睦のみおらず、いろいろな問題

解決が必要な時に、相互に連絡をとり相談するこ

とも可能になります。こうした時にこそ同総会誌

の役割は益々重要になります。  

国立大学の法人化の次は、少子化が深刻な問題

として大学のみならず、我が国の将来を左右する

ことになるでしょう。  

同窓生の皆様が、この度企画されている情報誌

を活用され、ご健勝で益々ご活躍されますようお

祈りいたします。  

信州大学理学部がいつまでも皆様の心の故郷で

ありますように・・・  

 

学生時代と今 

文理 11 回数学 可知 偉行  

退職してから、1 年半が経過した。以前より早

起きになった。これも年のせいかなと思っている。

土、日は趣  味のテニス、月、金は小学生のテニス

教室のお手伝い、水曜日は大学へ。数学からは遠

のいて、残りの日は漢字  ナンクロで脳の老化を少

しでも遅らせ回りの人に迷惑を掛けないように心

がけているこの頃である。子供に教えることは大

変で、小中学校の先生はさぞ苦労されていること

でしょう。私の子供の頃は怒られて大きく成長し、 

よほどのことがなければ誉められることはなかっ

た。今は教えることは誉めること、怒る事はタブー

のようである。大学の教育も似たような状況に

なってきているような気がします。  

私は昭和 34 年（1959 年）に信州大学文理学部

自然科学科に入学した。この年に長嶋・王が巨人

に入団、軽井沢で仲良くテニスをした皇太子と美

智子さんは結婚し、テニスブームに火をつけた。

しかし、私のテニス暦はその後 10 年余り後に始

まった。  

松本駅に降りると、浅間温泉行きの電車が走っ

ていた。電車通りの突き当たりに信州大学文理学

部の校舎があった。開放的な門構えで、右に本館、

左は講堂がありヒマラヤスギの並木の中を進むと、

講堂の並びに赤レンガの図書館、右に学生食堂

（ホール）がありその先にはケヤキの森（県の宮

神社の跡地、あがたの森）、突き当たりに思誠寮が

あった。ヒマラヤスギの並木は潜り抜けるという

感じで、大雪のときは雪で枝が垂れ下がり幻想的

な雰囲気を漂わしていた。本館の南には桜並木を

はさんで、生物、化学、物理科の校舎があり、反

対側には階段  教室の  22 番、23 番教室があり、

学生自治会の学生運動の演説会場でもあった。グ

ラウンドの周りの桜、今も残る本館の中庭の枝垂

れ桜は見事なものであった。  

1 年次は人文科学、社会科学、自然科学から各

3 科目が必須で、その他英語、独逸語、体育を受

講し、55 点以上が合格で 1 点でも不足すれば追試

験などはなく次  年度に再受講の制度で、成績は点

数で評価されていた。2 年次に数学を専攻したが、

授業は数学だけでなく物理、化学の他人文系、社

会系の授業も受講した。3 年次は他学科の授業は

受けたが、なぜかほとんど数学の授業は受けてい



ない。  

学生自治会の活動も活発で、「60 年安保」では

デモに参加し松本警察の前で座り込みをし、国会

議事堂の近くで野宿もした。また安保反対、追試

験実施などで無期限ストが行われ、学校封鎖が行

われた。私の学び舎である信州大学文理学部の校

舎の現在に至るまでの歴史を以下に記す。  

大正 8 年（1919 年）松本市の教育に対する理

解と熱意により、松本高等学校が設立され、翌年

に校舎が落成した。それは木造洋風の大正デモク

ラシーを象徴した代表的な建造物であった。現在、

全国旧制高等学校 22 校の建造物で本館と講堂が

完全な形で残っているのは、松  本高等学校と姫路

高等学校だけである。  

昭和 24 年（1949 年）県下の高等学校や専門学

校が統  合され信州大学が発足し、翌年松本高等学

校が廃止され  た。松本高等学校の校舎、講堂、思

誠寮、その他の全ての建物、教授陣、職員がその

まま信州大学文理学部に移行した。ここでは他学

部（工学部・医学部・農学部）の学生も 1 年間教

養課程として在籍し文理学部の学生と同じ教室で

学んだ。  

昭和 41 年（1966 年）に文理学部は人文学部と

理学部に発展的に改組され、昭和 44 年に理学部

は旭町キャン  パスに移転し、昭和  46 年に文理

学部 後の卒業式が行  われ、文理学部は 21 年の

歴史の幕を閉じた。  

昭和 48 年 3 月に人文学部が県キャンパスから

移転した。その後 1 年間県が丘高校が使用した。

同じ年の夏 7 月には、本館、講堂、思誠寮を除く

全ての建物が無常にも取り壊された。  

昭和 49 年 4 月 16 日、文理学部同窓会の会長、

運営委員長と松高同窓会会長がこの建物が長野県

の教育と文化の歴史的象徴として後世に何時まで

も残しておきたいとの願いから、県宝指定申請書

を県庁に提出した。申請書の中に次のように書か

れています。  

「この建物は大正 9 年松本高等学校校舎として

建てられました。土台石から天井板の隅ずみに至

るまでこれを造った工匠たちの心が配られ、手作

りの美しさが光っています。ことに門を構えない

開放的な玄関は大正デモクラシーを表徴する旧制

高等学校建築の典型と定評のあるもので、20 数校

の旧制高等学校建築の中で本館と講堂が原型のま

ま現在残る殆ど唯一のものであります。」 

紆余曲折の末その願いが叶い、昭和 49 年 11 月

（1974 年）に残った本館と講堂が県宝に内定され、

昭和 56 年（1981 年）2 月に長野県宝として本指

定された。  

松本市は昭和 54 年 10 月、旧松高校舎を「松本

市あがたの森文化会館」（あがたの森公民館・あが

たの森図書館）として生まれ変わらせた。当時県

の教員宿舎に住んでいた私の娘達も学校から帰る

と図書館に通っていた。現在も多くの市民団体の

文化的な活動の場となっている。  

建物の周りは、桜並木はなくなったが緑豊かな

「あがたの森公園」として、市民の散歩、若者の

デートの場、子供の遊び場として有効に活用され、

春には信州大学の学生が「県の森フェステｲバル」

を楽しんでいる。昭和 58 年 3 月（1983）に思誠

寮は取り壊され、横田に新築された思誠寮に移っ

た。移転に際して、地区の住民から「学生寮がで

きると、学生が夜遅くまで騒ぎ、地区の静かな環

境が奪われ、風紀が乱れる」との理由で難色を示

「松高ののぼりがはためく祝典当日の県の森講堂(重文)」



されたが、今は寮生も地区の中に溶け込み平穏な

状態で、寮祭には地区の皆さんが参加されている

と聞いている。  

平成 4 年 6 月（1992）の文理学部同窓会定期総

会にて母校の国の重要文化財指定申請に向けての

第一歩を歩みだした。平成 10 年から 3 年計画で

本館、講堂の保存改修工事が行われ、工事も無事

終了した。色あせていた外壁も大正時代のものと

なって甦った。 松本市制施行百周年にあたる平成

19 年 4 月「旧制松本高等学校本館と講堂が国の重

要文化財に指定された。文理学部廃止からこの間、

昭和 43 年 9 月松高同窓会によりケヤキの森の中

に「われらの青春ここにありき」と刻まれた石碑

が建てられ、平成 11 年 10 月に文理学部同窓会は

コの字の本館の中庭にモニュメント「蒼穹」を設

置し、松高、文理学部の存在を後世に伝えること

とした。  

文理学部同窓会による「文理学部跡地保存運動」

が昭和 47 年に開始され、今日まで 36 年間の懸命

な取り組みと努力が実を結び、われ等の母校が国

の重要文化財「あがたの森文化会館」として、学

都にふさわしい文化・学  問の創造・発信の場とし

て後世まで活用されることになった。これも文理

学部同窓会の諸先輩の献身的な働きによるもので、

感謝します。重要文化財指定を受け、平成 19 年 9

月 15 日に松高同窓会と文理学部同窓会の主催に

より記念式典が行われ、松高同窓生、文理同窓生

が一同に会し「春寂寥」を歌い青春時代にもどり、

何時までも母校が活用される喜びに浸っていた。

理学部卒業生の皆さん、理学部の前身である「あ

がたの森」を一度は訪ねてみては如何でしょうか。 
参考文献：「あがたの森に学び舎は生きる」 

－文化財の保存と活用― 

（文理学部同窓会母校跡地保存運動史編纂会著） 

会報10号(2007.9.30)より転載 

昭和４４年の長くて暑かった夏 

        横井 政時（化学科元教員） 

 昭和 41 年教養部統合、文理学部改組に伴い、

繊維学部教養課程に所属していた、小柴、鷺坂、

窪田、横井は、理学部に配置換えになり、上田か

ら松本に引っ越して来た。新しい学部の発足から

参加するとあって、期待と緊張の思いで、3 月 18

日の打ち合わせ会に望んだものである。理学部の

校舎の新築着工は、教養部校舎が竣工してからと

のことで、結局 41 年度、42 年度は県町の文理学

部校舎に、43 年度は教養部が移転してあいた旭

町の木造校舎へ、年度の終わりから 44 年度の終

わりになって、新築の鉄筋校舎への移転が完了す

る。化学科は、実験の性質上 も火災の恐れがあ

るので、43 年度冬に完成の校舎西半分に、多少

の窮屈をかえりみず全部移転した。文理学部校舎 

から二回の引越となった。学生諸君も次々と教室、

実験室がかわり、落ち着いて勉強するのに苦労だ

ったと思う。 

43 年度には、加藤、渡部、44 年度に宇津、中

村の各教官が着任することになる。文理学部校舎

での２年間は、42 年度には理学部２年生の授業

があって、人口がふえたとはいえ、県の森、ヒマ

ラヤ杉など木々に囲まれた自然豊かな環境の中、

春風駘蕩とした気分が流れた。秋には銀杏や胡桃

がなり、学生諸君が手間を掛けて、果肉をはずし

きれいにした実を、ストーブを囲んで美味しく頂

戴したものである。43 年度に過ごした旭町の木

造校舎の前には、杏の大木があり、夏のはじめに

は、よく熟した杏の味も楽しんだ。 

 こうした静かな状況のなか、全国各地では、大

学紛争の嵐が、次第に吹き荒れはじめていた。そ

して、われわれ化学科が新館に移転して、各研究

室に卒論の学生を迎えて始まった、44 年度新学

「碑われらの青春ここにありき」 

42 年度の終わり文理学部化学科卒論発表会の後卒業予

定者と化学科全教官、教室職員の集合写真 



期の 6 月、県町に残っていた人文学部で、講堂が

全共闘を名乗る学生により、バリケード封鎖され

る事態から、信州大学の大学紛争が始まった。8

月になって、小林国夫理学部長が、パリの国際会

議に出張され、留守中、学部長事務取扱の役目が

私にまわってきたその二日後、理学部木造校舎の

目の前にある大学本部が、共闘学生により占拠封

鎖される事態がおこり、以来学部長の帰任までの

1 月あまり、重い責任に苦しむことになった。早

速毎週のように、地区や、全体の学部長会議が開

かれ、事態の打開を目指して、各教授会との意見

の交換が何度もくりかえされ、その連絡役で、忙

しいことになった。解決を生む前に 9 月の始めに

は、教養部もバリケード封鎖され、授業が出来な

い状況になった。本部と理学部木造校舎周辺は、

ヘルメット、ゲバ棒、手ぬぐいの覆面スタイルの

共闘派学生が隊列を組み、笛を鳴らして蛇行デモ

を繰り返す騒ぎが日常茶飯事となった。理学部の

学生自治会は民青派の学生が多く、共闘側と衝突、

小競り合いを起こし、負傷者がでる心配があった。

理学部を封鎖、占拠から守り、また学生同士の衝

突を避けたい。これが、当時のわれわれの方針で

あったが、解決の糸口が見いだせないまま、緊張

の高まる毎日が続いた。もともとその任でない私

は次第に疲れて、ノイローゼに陥っていると見ら

れるような状況で、学部長の帰任を迎え、重荷か

ら解放されたが、先生がたや学生諸君に随分迷惑

を掛けたことと思う。やがて 11 月の教養部封鎖

が教職員により解除され、以後紛争は次第におさ

まっていった。その年が開けて 3 月、完成した理

学部校舎から、第 1 回卒業生が巣立って行った。  

写真は、共同利

用大型機器として、

理学部に設置され

た核磁気共鳴装置

の前で、卒論の学

生さんと写したも

のである。 

 理学部の発足当時をふりかえるとき、細かいこ

とは記憶から消え去っていくが、紛争の時期の厳

しかった思い出はずっと忘れ得ないで残っている。

教師も学生も大学について、真剣に考えた時代で

もあったのだと思う。 

会報 16 号(2010.10.10)より転載 

理学部創生期と県の森など 

岸本 量夫（数学科元教官） 

 信州大学の文理学部が改組され理学部が創設さ

れたのは、1966 年（昭和 41 年）のことだったろ

うか。私が理学部数学科に北海道教育大から赴任

したのは 1967 年の 4 月のことだった。教養部（な

つかしい名称だ、若い人は知っているかな？）か

ら数学科に進級してきた二年生（1S 理学部一回生）

の代数学とその演習（「代数学概論」と代数学演習）

の講義と文理学部数学専攻 4 年次生のゼミを担当

し、高木貞治先生著「初等整数論講義」をゼミの

テキストに選んだ。 

 

ゼミの学生さんの中でＵさん－彼女はクリクリ

とした目が輝いていたチャーミングな女子学生は、

卒業後医学部学生のＫ君と結婚､お子さんも何人

かみえて、幸せな日々をおくってみえたが、数年

前他界されたとの訃報をＫ君から受け取り驚いた。

ご冥福を祈ります。 

また、群の勉強を選んだＮ君は、卒業研究のネ

タにしようと読んだイギリス人数学者の論文の定

理の証明のミスを発見し、私を驚かせてくれた｡

彼は卒業後､電気器具メーカーに就職の後退職、郷

里で高校数学教師を経験した後ベトナムの病院で

のボランテイア活動に参加､「ベトナムにすっかり

めり込んでいます」の便りをもらい､「うん、もっ

ともだ、彼らしい」と思ったものだ。ベトナム戦

争当時の米空軍による枯葉剤散布の被害の実態を

写真で紹介する活動も日本で行っている。昨年｢ベ

トナムの枯葉剤－ダイオキシンを追いかけて－｣

(ミヤオビパブリシング、2009 年 4 月)を贈ってく

れたが、添えられた彼の手紙にいわく「先生数学

でなくてすみません」とあり、「そんな事はないよ、

僕は教え子の素晴らしい仕事を誇りに思う」（私の

礼状)と伝えた。いつか同窓会報でＮ君のことを紹



介したいと思う。 

理学部のキャンパスは県にある旧制松本高校の

跡地文理学部のものをそのまま利用していた。正

門を入ると左手に大きな講堂､右手に木造２階建

ての旧松高校舎などの風景は今も残っている。 

校舎の右手奥に「公園」などと称し安っぽく変貌

させられた現在の味気のない（これはあくまでも

私の個人的見解）姿とは好対照のしかもちょっと

もの悲しい淋しい風景であった。理学部の講義に

この旧松高校舎を使った記憶は私にはほとんどな

い｡キャンパスの空き地に建てられた一階木造の

バラックが数棟あり数学科はその一棟に事務室・

教室・教員の個室（研究室と称していたが）が収

まっていた。 

私の住宅（宿舎？）はこの校舎から近い同じキャ

ンパス内にあった｡松高時代の旧外人講師（ドイツ

人講師）の住宅で、玄関の戸を開ける板張りの上

がりが広く、大きな階段が続く二階建ての半洋風･

半和風の大きな広い建物であった。庭は広く葡萄

の木が植わり、札幌での小さな家での生活に慣れ

ていた我々夫婦にはまさに夢のような環境であっ

た。この住居の二階の広い部屋で学生諸君と麻雀

に興じ夜もふけたので､そのままこの部屋に泊ま

ることになった時のこと、１ＳのＩ君（特に名を

秘す）､朝になっても起きてこないので妻が二階ま

で上がってそっと覗いて見ると部屋はもぬけから

空！ということもあった。彼は早朝目覚めると部

屋があまりにも広く、怖くなって逃げ帰ったのだ

と後で苦笑していたが・・・（Ｉ君ゴメン－このエ

ピソードの無断借用－）先生の家で朝食まではと

遠慮して､そっと帰ったのではと妻と話し今もそ

う信じているのです。夢のような住宅談義はこれ

まで。  

講義中の事、クスクスと学生の笑い声を耳にし

たので、ふと目を転じると幼稚園入園前の私の坊

主（当時、子供は二人だった)が教室の横の窓の下

で両手を後ろで組み､ときどき短い小枝を握った

右手を前に振り廻して、なにかブツブツ・・要す

るに私の講義の真似をしていた訳です。  

着任してほぼ一年県キャンパス内の「恩誠寮」

とグランドを挟んで南側向かいに信大宿舎が完成､

外人宿舎は取り壊されるとの話もあり転居した｡

寮も近くなり坊主の寮通いも頻度が増してきた。

ある日、坊主は息をせき切り水!水！とバケツや洗

面器にいっぱいの水をためて窓から寮の方をみつ

めている。赤褌以外は全裸で下駄履きの寮生が数

人づつ縦に一列に並んで宿舎に向かってワショ

イ・ワショイ（このストームをなんと言うのか失

念）坊主は窓に近づく寮生に水をかける（寮のお

兄さんに水をかけるよう頼まれたと楽しそうだっ

た）。  

松高大講堂の奥にあった古い体育館 (現在は取

り壊されてない )で昼休みに数学教室の横田一郎

先生とピンポンを楽しんだことは思い出深い。あ

の大学紛争時、中核派などの封鎖（その指導者は

東京都副知事の忘れもしないＮ．Ｉ氏であった）

にあい、県の森の学生自治会に結集した学生諸君

の封鎖解除の行動はとりわけ忘れがたい。理学部

は旧日本帝国陸軍の松本連隊跡の旭キャンパスに

移転（何年だか記憶にない）し、旭町時代に受け

継がれる。恩誠寮歌に「春寂寥の洛陽に昔を偲ぶ

唐人が」とあるとおり、県の森のこれからについ

ては､ずっと前からその盛衰を静かに眺めている、

ヒマラヤ杉やニレの巨木に任せる事にしよう。  

会報 15 号(2010.2.25)より転載 

 

 

在りし日のソフトボール大会



繊維学部から（教養部の積もりが）理学部へ 

    鷺坂 修二（物理学科元教官） 

森淳会長さんからの電話で投稿のお誘いがあっ

たのはまだ 5 月のことでした。理学部は発足して

からあと数年で半世紀になるので、そんな昔話も

年寄りの役目かと思い、本稿を書く事にしました。

その後思わぬ入院のトラブルもあったし、夫妻で

足しても半人前の健康状態で、今頃になりました。 

信大は 1966 年に三つの改組を同時に行いまし

た。三つとは、①文理学部を解体して理学部と人

文学部を新設し、②長野と松本にあった教育学部

を長野に纏め、③教養部を松本に新設して全学 1

年次の教養授業を行うというものでした。当時の

文理学部や教育学部は、上記①と②のはっきりし

た目標を持っていたのですが、上記③の教養部新

設は各学部が関わっている改組です。それまでの

教養授業は他学部に頼っている学部も、それを引

き受ける学部もあり、もっとすっきりした制度を

望む声が強かったのです。  

私は繊維学部教養を担当していたので、当然上

田から松本の教養部へ行くと思い込んでいました。

繊維学部から理学部へ配属になったのは、故人も

含めて 4 名だけです。そこで『繊維学部から理学

部へ』を書くことにします。かなり長い文になっ

たし、内容も『文理学部から』ではなく、少数派

の『教養部へ行く積もりが』の記述が大部分です。

ですから番外篇とでも言うべきかもしれません。

理学部が出来るときのエピソードの一つとして残

しても良いのではないでしょうか。興味を持って

頂ければ幸いです。  

ご存知のとおり繊維学部の前身は上田にあった

繊維専門学校です。そのＯＢたちが創始した同窓

会は千曲会と言って、戦前日本の輸出の花形だっ

た蚕糸業界を支える隠然たる力を持っていたそう

です。私が着任したころの繊維学部も専門学校時

代の流れを受け継ぎ、教養で習うべき科目も、全

部自分持ちで作り上げていたのです。もっと言え

ば、繊維学部は教養の各科目、すなわち数学•物理

•生物•経済•哲学•心理•英語•独語等の科目ごとに

専門の教師を持っていたのですから、教養の授業

は学部内でほぼ済んでいて、むしろ単科大学を目

指す声も囁かれたものです。教養部をつくると言

う全国的な流れの中で、努力して整えてきた教養

の教師たちを、松本へ持っていかれるとの警戒心

があったとしても無理からぬ事でした。  

一方では教養部新設に対して、もっと本質的に

疑念を呈する者もいました。その論旨は私の理解

する限りでは、『専門家も一生を通じて教養は必要

だし、両者を時間的に前後にきっちり分けて教育

するのは如何なものか』という事でした。『社会の

中での専門』と云う事をどのように理解させるか

は、教育者にとって忘れてはならない古くして新

しい課題でしょう。  

さて繊維学部でも教養担当の教師の中で、特に

私を含めて若手の教師たちは、全学の教養担当が

松本に集まれば、教養部の設置基準よりも多い教

師集団となり、良い研究や教育の場を持てるので

はないかといった期待感も生まれていました。

我々は、どんな教養部を創るかを自主的に考えよ

うと、学部を超えて関心の有る人達と会合を持ち

ました。当時は貴重だったマイカー所有者の同僚

を頼りに、上田から松本までを何度となく往復し

ました。三才山トンネルが開いたのはずっと後で

すし、舗装もしてない青木峠越えで、砂ぼこりを

立てて車を走らせたものです。  

さて冒頭の改組ですが、決着はあっけないもの

でした。私たちは意気盛んではありましたが、教

養部創設の事で頭は一杯で全体の流れには疎かっ

たようです。ある日の突然の情報に驚かされる事

になります。文部省の意向として、三つの改組を

同時に行い、教養部新設で設置基準を超える余分

の人員は、教養部でなく新設の学部に回せと言う

のです。当時の学長が文部省に対してそれを認め

たと言うことで、もう引き返せないところまで来

ていると知りました。こうして繊維学部の教養の

教師たちは、バラバラになりました。教養部の新

設に参加した人が大部分ですが、繊維に残った人

も、自分の意思で他の大学への転任先を選んだ人

もいたし、大学を去らざるを得ない人もいたので

す。私を含めて 4 名が新設の理学部に回ることを

受け入れました。それは立派な教養部を創ろうと

して共に努力してきた仲間たちを、形式的にもせ

よ裏切ることでもあった訳です。  

経緯はどうあれ理学部の人間となった以上、研

究室の方針が問われます。私は山国の特長を活か

して宇宙線地下観測を行うのが適当と思いました。

それに沿って研究室の構成員を整えることと、学

生実験程度の観測機器を持つことから始めること



になります。古巣の名古屋大学の研究室に相談し、

そのお世話になりながらです。国内の同じ研究者

たちからは、少ない宇宙線の研究室が期せずして

一つ増えたと喜ばれたものでした。地下観測をす

るという 初の目論見はずっと現在まで受け継が

れてきて、日本での宇宙線研究の一拠点となって

います。多くの方々のご支援とご努力に感謝して

本稿を終えます。  
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信州大学赴任の頃 

         勝木 渥（物理学科元教官） 

 私が信州大学理学部に赴任することになるのは、

次のことが切っ掛けだった。 

 1965 年のある夏の午後、名古屋大学工学部応用

物理学科第 1 講座（物性理論）の助手であった私

が、研究室の“悪童”連と中央図書館階下の喫茶

室に行ったとき、眉目秀麗の未知の人が、坂田昌

一先生および理学部素粒子論研究室の人たちと何

か話し込んでいた。私は名大理学部物理学科の出

身なので、坂田先生その他の人とは面識があった。

研究室に戻ると研究室のボス、志水正男教授から

話があった「今、坂田先生から電話があったが、

君は信州大学に教授として赴任する気があるか」。

私は学生時代の名大理学部物理教室の雰囲気の中

で、研究者が 1 つの研究室に長く留まり続けるこ

とは好ましいことではなく、積極的に研究場所を

変えていくのが好ましいという考え方を身につけ

ていたから、「行く気はあるが、教授というポスト

は、私にとっては、分不相応に高すぎる」と答え

た。 

 その秋から 1 年間ロンドン大学に留学し、1966

年秋に帰国したが、1967年 1月から 3月までの 3ヶ

月間、応用物理学科の別の講座の助教授の空きポ

ストを使って助教授になり、4 月、信州大学理学

部物理学科にこの年設置されることになった物性

物理学科目の教授として赴任した。36 歳 9 ヶ月で

あった。若過ぎて、教授の給料はまだもらえなかっ

た。名大工学部応用物理学科修士課程をその 3 月

に修了したばかりの寺尾洌さんも、このとき一緒

に助手として赴任した。 

 着任第 1 年目は県の松本高校跡のキャンパスで

過ごした。当時の文理 3 年生を対象に「物性論（1）」

の講義をした。 

私のもとで卒業研究をしたいという学生が 5 年

生に 3 人、4 年生に 1 人いた。太田清文、袖山隼

雄、三澤進、沢田暉重の４君である。ゼミは Raimes 

という人が書いた金属理論の英語の本の輪読をし

た。雪の降ったある日、かれらはスキー用の衣装

とスキーを持ってきて、私に衣装をまとわせ、校

庭に連れ出してスキーを履かせ、いろいろと私の

ポーズにうるさい注文をつけた上で、カメラを斜

めに構えて、私が雪の山の急斜面を颯爽と滑り降

りる影像を作り上げた。私は 1967 年 4 月から 1996

年 3 月まで、29 年間信州大学に在職したが、私が

スキーを履いたのはこの 1 回だけであった。 

さて、着任第 1 年目は松高あとの県の校舎でそ

れなりに楽しく過ごしたが、春休み中に旭キャン

パスの旧松本連隊の兵舎あとに移った。研究室が

旧兵舎で至って粗末だということは気にならな

かったが、着任第 2 年目を迎えた早々に、大問題

に直面した。私の学科目の助教授として想定され

ていた人に、名古屋市にある国立大学のポストが

見つかり、信大への赴任がキャンセルされてし

まったのである。 

創設時に理学部物理学科にいた人たちは素粒子

論や宇宙線が専門だったので、物性物理学分野の

“創設”の仕事が私の肩に掛かってきた。電子・

統計を含めて予定教員のリストはあったが、信州

大学の外から赴任することになっていた教授 3 人、

助教授 1 人、計 4 人のうち、約束通りに赴任した

のは私だけだった、というのが現実の状況だった

のである。 

信州大学の文理改組による理学部の設置は、敗

戦後疲弊しきっていた日本経済が朝鮮戦争による

特需景気で息を吹き返した（ここには隣国の民

衆・人民の不幸に支えられた自国の繁栄という深

刻な問題が内包されている）という状況の下で、

1950 年代末からはっきり現われてきた“経済構造

の現代化”という国策と、それを背景としての科

学技術立国、その現れとしての旧帝大工学部の大

拡張に始まる大学の変貌があり、そのような国策

の延長上に実現したのが、地方都市に作られてい

た旧制高校を基盤とする文理学部の改組による、

地方国立大学理学部の設置（それにともなう物理

学科の設置）であった。 

時期は 1960 年代後半、企業の中央研究所ブーム



や工学部の拡充が相次ぎ、“物性屋”の売れ行きは

良かった。着任がキャンセルされた物性物理の助

教授ポストの公募をしても、“田舎大学”のポスト

に応募しようという奇特な人はなかなか現われな

かった。 

このような状況では、物理学科に物性関係の研

究室は出来ないかも知れない、との深刻な危機感

を私は抱き、物性グループに、日本における物性

研究体制の構築や将来構想を論ずるさい、地方大

学に研究基地を確立するということを視野に入れ

よ、地方大学の問題を地方大学だけの問題として

知らぬ顔をするのではなく、日本全体の物性研究

体制の一環として考慮に入れよと、執拗に声高に

訴えるとともに、地方大学にいる物性物理の研究

者と連絡を取り合い、「地方大学懇談会(物性)」を

立ち上げて、年 2 回春・秋に開かれる物理学会の

たびごとに「地大懇(物性)」の会合を開いて情報

交換や今後どんな活動を進めていくかについての

意見交換をすることを始めた（その初めての会合

は 1968 年 4 月の物理学会第 23 回年会のときに開

かれた）。この「地大懇(物性)」（ 近「中小規模

研究室懇談会(物性)」と改称した）の活動は今な

お続いている。 

上記の「地方大学」を（物性物理学の）研究基

地として確立する」という考えは、私が初めて提

起したもので、それなりに画期的な問題提起で

あった、と自己評価している。この考えを提起す

るさい、その頃出版されていた坂田昌一の『科学

に新しい風を』の中の「自国に根を下ろした科学

を創る」という言葉から ―「自国」を「地方大学」

と読み替えることによって ― 貴重な示唆を受け

た。 

また、地方大学にいる者としては、研究者間の

交流の機会が減って、孤立する可能性が大きいと

思い、共同利用研究所を積極的に利用しようと

思った。自分が研究会を提案すれば、その研究会

には必ず出席できるはずだと思い、物性研究所の

磁性研究室の人に声を掛けて相談し、1968 年 6 月

に「Invar 効果」の研究会を開いた。（勝木は 4

人の提案者の中の１人として、これまでに提出さ

れているインバー理論の総合的な解説と、イン

バー合金の磁性に関する自分の研究の発表をした。

研究会には寺尾さんも出席した。） 

研究会のあと、その成果を生かし、寺尾さんと

一緒に分子場近似で集団電子模型での磁気体積効

果の理論を作り、それに基づく計算をやってイン

バー合金の特性を論じ、矢継ぎ早に 3 編の共著論

文を書き上げて、日本物理学会の欧文研究発表誌 

Journal of Physical Society of Japan に、1968

年 12 月、1969 年 1 月、3 月に投稿し、それぞれ

1969 年 5 月、8 月、10 月号に掲載された。 

私としては、「地方大学を研究基地として確立す

る」ということに現実性があるということの証拠

を示そうという気持ちもあったのである。 

さて、ここで学部卒業生の大学院進学のことを

補足しておこう。 

私の 初の卒研生太田清文さんから卒業後の大

学院進学について相談を受けた。太田さんの郷里

は長野県南部木曽の大桑村で、そこから一番近い

大学として名大大学院への進学を考えて、私に助

言を求め、私は髙木豊教授の主宰する工学部の人

工 結 晶 部 門 へ の 進 学 を 勧 め た 。 髙 木 教 授

(1914-2005)は 1937 年に東大理学部物理学科を卒

業して 1939 年に東大理学部講師になったが、ここ

でエントロピーを計算する「髙木の方法」を開発

し、合金の規則－不規則転移を統計力学的に導い

た人としてよく知られていた。髙木さんは 1965

年度に名大工学部の人工結晶部門の教授に着任し

たが、そのことを 1966 年度まで応用物理学科に在

籍した私は知っていたのである。（人工結晶部門は

応用物理学教室と密接な関係があり、人工結晶部

門の大学院生の修士や博士の学位は応用物理学科

から授与された。） 

太田さんは合格してそこに進学したが、太田さ

んの仕事ぶりは高く評価されて、その後、文理学

部・理学部の卒業生がかなり多数人工結晶部門（部

門の教授は髙木教授から石橋善弘教授に引き継が

れ、後に応用物理学科の一部門となった）に進学

した。のちに私は人工結晶研究室の人から、信大

の物理からはなかなかよい学生が来ると言われた

ことがある。このとき私は「信大からよい学生が

行ったということは、信大からゆく学生が常によ

い学生であるということを、論理的には必ずしも

帰結しない」と答えたが、まんざら悪い気はしな

かった。 
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文理学部から理学部へ  

  野村 俊明（元化学科 教官） 

 私は、信州大学文理学部自然科学科（化学専攻）

を昭和 35 年に卒業後、長野県精密工業試験場に技

師として勤務し、分析化学の実務を行っていまし

たが、縁あって、昭和 40 年（1965）7 月には文理

学部に助手として着任しました。当時は、文理学

部から理学部と人文学部への改組、及び全学統一

の教養部を設置することになっておりました。文

理学部自然科学科の教官会議（理科会と呼んでい

ました）では、自然科学科の運営の他に、自然科

学科を理学部にする場合に、数学科、物理学科、

化学科、生物学科、及び地質学科の内１学科を共

通学科目にしなければならなくなっており、いず

れの学科を共通学科にするか；自然科学科（当時

の教官は 18 名）からの理学部への移行教官や、他

から来てもらう教官をどうするか；41 年度入学者

の募集を横割り（理学部全体でとり 2 年次になる

ときに専攻学科を決める）にするか、縦割りにし

て、学科毎に募集するか；理学部の教授会規則は

どのようにするか等が議論されておりました。こ

の理科会は、現在の県の森の二階建て建物の 2 階

東南端の部屋で行われておりました。 

 当時はこの建物に数学教室（記憶がはっきりし

ておりませんが）、わたり廊下によって南に一階建

ての生物学教室、物理学教室及び化学教室があり

ました。この建物の東には、道を隔てて一階建て

の地学教室がありました。生物学教室と物理学教

室との間にはわたり廊下の横に便所がありました

が、物理学教室と化学教室との間には便所はなく、

クルミの木１本が植えてありました。この木の実

の収穫については、生みの親（植えた教室）か、

育ての親（肥料：尿を与えた教室）かで学生間に

争いがありました。 

 昭和 41 年 4 月 1 日（1966）に文理学部が改組さ

れ、人文学部及び理学部：構成は、数学科、物理

学科、化学科及び地質学科そして共通学科目（動

物学、植物学；1975 年に生物学科に改組）が設置

され、教養部が設置されました。これによって信

州大学は7学部及び教養部の8部局体制が発足し、

全学部生が松本で統一したカリキュラムで一般教

育を受けることになりました。また、理学部の入

試は現在のように縦割りで実施しました。文理学

部から理学部に移行した教官は 14 名で、新しく着

任された教官を含め全員で 26 名でした。理学部の

運営は、教官全員で構成する教授会で行いました。 

 一般教養の授業は、地学教室の南で、生物学教

室、物理学教室及び化学教室の東に建てられた２

棟の階段教室（それぞれ約 330 名収容可能）で行

われており、私は助手でしたので講義はしません

でしたが、試験監督はさせられました。約 300 名

の学生が同一の部屋で試験を受けており、監督は

20 代の私１人でしたので、私の存在など無視して、

カンニングはもとより隣同士で話すなど、手に負

えなくなりました。注意ではだめでしたので、メ

モ用紙を持ってそれらの学生の後ろに行き、学籍

番号を控える動作をしたところ何とか監督を終わ

らせることができたことを思い出します。 

 理学部同窓会長から、文理学部から理学部に改

組された当時のことを書いてくれとの依頼があり

ましたが、約 45 年ほど前のことですのでほとんど

記憶がなく断ってきました。しかし、たびたびの

催促で仕方なく筆をおろすことにしました。ほこ

りをかぶったメモや写真を探し出し、これらを参

考にして、ほとんどなくなってしまった記憶を呼

び出しながらこの記事を書いてきました。私の記

憶違いも多々あるかと思います。その点はご容赦

をお願い致します。 

文理学部から理学部に移行した当時の化学教室 

上は授業などのための実験台を備えた階段教室（昭和 42 年） 

下は南側から見た化学教室（昭和 43 年）、学生は文理学部 

生ですが教官や事務員は理学部担当 
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理学部数学教室が創出された頃の話 

         横田 一郎（数学科元教官） 

 私が大阪から松本へ来たのは、昭和 41 年で、信

州大学文理学部が理学部と人文学部に改組された

ときです。当時は名古屋と松本間は電化されてお

らず、煙を吐く汽車に乗るしかなくて、松本は遠

いところにあるような気がしました。その遠い所

の松本の第一印象は空気がおいしいということで

した。大阪の湿気の多い蒸し暑いところから来る

と、松本はすばらしい自然に恵まれたところであ

ると思いました。しかし、良いことばかりではあ

りませんでした。日用品や食料品は個人が営業し

ている店で求めるのですが、松本の商人は変に気

位が高くて、売ってやるという風でした。一旦値

段をつけると古くなっても値下げせずに何時まで

もそのままで売っている風でした。私の給料も大

阪の 7 万円から 5 万円に減ってしまい、これは大

変なところへ来てしまったと引き締めました。 

 さて、大学の授業ですが、私は文理学部の数学

と物理の学生に群の話をしました。群をどの程度

まで講義したか記憶がないのですが、物理のある

学生が群はおもしろいといってくれました。教室

は旧松高の木造の結構大きい部屋でした。やがて

冬になり、ダルマ薪ストーブに火がはいりました。

薪ストーブのある授業はなかなかよいものです。

休みの時間になると皆ストーブの所に集まってき

ます。ある時、私は群Ｇその部分群Ｈで割る等質

空間Ｇ／Ｈを理解するのに苦労したことを話すと、

先生もそういうことあったのですかと不思議そう

にいったことがありました。きっとその学生は、

先生も自分と同じ仲間であるとかえって親しみを

感じてくれたのではないかと思いました。薪ス

トーブの火は体を温めるだけでなく、人の心まで

暖める不思議な力を持っています。やがて鉄筋コ

ンクリートの新校舎が完成し、薪ストーブの授業

はなくなってしまいました。 

 理学部の学生には、私はリー環の話をしました。

リー群の話がなくて、いきなりリー環の話はなん

だか変ですが、提出されたレポートを見るとしっ

かり書かれており、これでよかったのかもと安心

し、うれしかったのを覚えています。 

幾何概論と幾何学特論は齊藤先生が担当しまし

た。齊藤先生の授業は内容が豊富で、特論ではホ

モロジー論は勿論のこと、Whitney 類の特性類の

話をされました。学生は、幾何学は難しいが興味

深いと思ったか、またとてもついて行けないと

思ったか、どちらかに二分されたと思われます。

幾何学の講義は素人には任せられないということ

でしょうか、齊藤先生が受け持つことになってし

まいました。内山先生は解析学特論と称して素数

の話をされました。私は学生にまじって１年間講

義を聴いたのですが、解析的整数論は幾何や代数

と違った異様な難しさを持つ分野であると思いま

した。私は数学概論と称して線形代数の講義をし

ました。数学と物理の学生が受講するので大勢と

なるので、１番教室の大部屋を使う羽目になりま

した。部屋の大きさの割に黒板が小さく、学生に

いろんな意味で迷惑をかけたのではないかと思っ

ていました。解析系の講義は浅田先生、小柴先生

が、さらに鹿野先生が担当していました。やがて、

代数の岸本先生、本瀬先生、大堀先生が着任され、

さらに解析の井上先生、眞次先生が、さらに、幾

何系で可知先生、松田先生、神谷先生が着任され、

小さいながらも数学教室の形態が出来上っていき

ました。以後人事面で若干の移動がありましたが、

詳しいことは私には分かりません。こうしてこの

文を書いていると、感慨深いものがあります。そ

して数学教室の発展を祈らずにはいられません。 

22 号別冊（2013.9.30）より転載 

 

 

 

地学教室から地質学教室へ－思い出のままに－ 

    藤田 敬（地質学科元技官） 

１．文理学部地学教室 

 私が文理学部地学教室へ出入りするようになっ

たのは、昭和 30 年（1955 年）からで、その当時

の地学教室は、他の学科とは離れた一戸建ての建

物であった。古い木造建築で廊下は床板張り、歩

くと場所によっては軋む音がした。床板にはフロ

アオイルが塗られるので、常にその匂いが漂って

いた。 

 私が地学教室に縁ができたのは、当時教室の助

手として勤めておられた亀井節夫先生に偶然のこ

とから紹介されたことから始まった。以前から化

石好きであった私は、機会があるごとに亀井研究

室に押しかけてはいろいろと教えていただいた。

その頃私は写真を生業としていたので、自然と亀



井先生の論文の写真のお手伝いをする事もあり後

には小林国夫先生のお仕事も手伝うようになった。 

 地学教室の建物は、人口を入るとすぐ右側が広

い標本室で、常に施錠されておらず、学生諸君は

自由に出入りして標本を見ることができた。した

がって鉱物や岩石の肉眼鑑定の目を養うことがで

きた。しかし、学生の中には標本室の標本がある

場所を全部記録した地質図？を作り、試験の前日、

教官がどの標本を持ち出したかで、試験の山をか

けるといった知能犯もいたという。 

 標本室の隣が小講義室、その隣が広い学生研究

室で、部屋の中央に薪ストーブがあり、学生諸君

の自炊にも利用されていた。さらにその隣が亀井

研究室、その隣が小林国夫先生の研究室であった。

小林先生の部屋には来客が多く、壁に『世の中に

客ほどうるさき者はなし、さればといってお前で

はなし』という貼紙があった。 

 小林先生の部屋の隣が事務室兼図書室で、写真

の暗室もここにあった。廊下の突き当たりは講義

室で、よくドイツ語を学ぶ学生の声が聞こえた。

その部屋は、後日山田哲雄先生が新たに着任され

ると山田研究室になった。左側は幾つもの標本棚

になっていて多数の木製の標本箱が納められてい

た。当時の教室には数人の学生がいたが、いずれ

も一騎当千のつわものであり、私の方が年上であ

るのに、なぜか彼等の方が年上に感じられた。若

くして着任された山田先生だったが、学生の中に

は山田先生より年上の学生もいた。その頃の学生

には、藤森義康さん（ペキさん）、原田哲朗さん（原

チョン）、河内晋平さん（河チョン）、野村哲さん

（トリさん）、酒井潤一さん（デンちゃん）などが

たむろしていた。括弧の中はニックネームで、本

名で呼ばれる事はなかった。 

 酒井さんは勉強家で夜遅くまで一人で机に向

かっていた。朝食にストーブの上で味噌汁を作る

と、山田先生に臭い臭いと文句を言われたが、酒

井さんは平然として涼しい顔をしていた。 

 小林先生のお住まいは文理学部構内の官舎で

あったので、夜遅くにでも突然教室に現れ、そこ

で残って勉強していた学生相手に夜間特別講義が

始まるのである。夜遅くまで勉強していた学生は、

思わぬ学習に恵まれたのであった。 

 昭和 37 年（1962 年）から始まった野尻湖の発

掘は、亀井先生のご要望で写真記録係として参加

したが、その時は発掘が平成の時代まで続くとは

思ってもいなかった。 

 昭和 40 年（1965 年）、亀井先生は、今までの飛

騨山地の古生層の研究から新生代の哺乳動物化石、

特にゾウ化石の研究へと研究テーマを変えられた。

それから間もなく亀井先生は京都大学へ転出され、

後任として郷原保真先生が着任された。 

 その頃から文理学部が理学部に改組されるとい

う噂が私の耳にも入ってきた。その際に 5 学科の

うち、1 学科を減らされて 4 学科に、それは地質

学科か生物学科のどちらかだといわれた。危機感

を持った教室の関係者が数人で、三村一学長のお

宅へ陳情に押しかけた。地質の教官だけではなく、

第二解剖の鈴木誠先生、日本民俗資料館の小松虔

さん、私も交えて数人で地質学科の必要性をそれ

ぞれの立場から申し述べた。鈴木先生や小松さん

は、小林先生と男女倉の旧石器遺跡などを共同で

発掘調査した関係で地質学の必要性を感じていた。

生真面目な小松さんは顔を紅潮させて熱心に地質

学科存続の必要を訴えていた。 

２．理学部発足 

 やがて、その噂は現実となり、文理学部改組が

決まると地質学科は安泰であったが、生物学科が

廃止となり、共通学科目として残ることになった。

（後に生物学科として復活した）。昭和 41 年（1966

年）杉山隆二先生が初代理学部長となって新生理

学部が発足した。 

 この年の 4 月、理学部地質学科第 1 回の新入生

（1S）が入ってきた。総勢 16 名。文理学部地学教

室の時代にはこのように多数の学生が入学する事

はなかった。文理時代の新入生数は も多かった

年で 9 人、大抵は 1 人か 2 人、いや０人の年さえ

あった。さすがに先生方も一度に全員の顔と名前

を覚えるのが大変だと見えて、新入生全員の写真

を撮り、名前を書き込んだプリントを教官、事務

全員に配付した。 

 まだ多くの文理地学の残党に、これだけの新入

生が加わったのであるから、今まで体験したこと

のない賑やかさであった。 

 余談だが、成果が上がらず発掘を打ち切ろうか

という状態の中で、第一次野尻湖発掘に中学生で

参加し、友達と化石が出るか出ないかで 100 円の

賭けをした生徒がいた。このままでは賭けに負け

ると早朝仲間と密掘をやると、大きなナウマンゾ



ウの大腿骨を掘り当てた。これがきっかけで化石

の密集地が分かり、その後永く続く野尻湖発掘の

きっかけとなった。その密掘中学生の 1 人、吉越

正勝君も新入生の 1 人として入って来た。 

 昭和 40 年（1965 年）12 月、南佐久郡北相木村

栃原で、縄文早期の多数の人骨を含む遺跡が発見

され、医学部第二解剖が中心となり、地質学教室

の第四紀関係の小林国夫、郷原保真の両先生や大

勢の地質の学生も協力して発掘が開始された。私

は考古学に関心が薄かったが、第二解剖の鈴木誠

先生や郷原先生に頼まれ、仕方なく写真記録担当

で参加することになった。進んで参加した訳では

なかったが、その後 10 年にわたる発掘にお付き合

いする事になるとは思っても見なかった。 

 昭和 41 年（1966 年）の 12 月、杉山先生のお誘

いで地質学教室の技官として正式な教室の職員と

なった。しかし第二解剖の鈴木誠先生の強いご要

望もあって、当分第二解剖学教室と兼任というこ

とになり、普段は地質学教室に勤めた。 

 昭和 42 年（1967 年）文理学部地学教室時代は

小林国夫、郷原保真、山田哲雄、百瀬寛一の 4 人

しかおられなかった教官にも、杉山隆二、渡辺晃

二、酒井潤一の 3 教官が加わり、事務も 1 人から

2 人に増えた。 

 昭和 43 年(1968 年)理学部の新教官として先生

のご都合から赴任が１年遅れた山下昇先生が着任

された。私が部屋にいると、郷原先生から山下先

生の荷物を積んだトラックが着いたので、荷物を

運ぶ手伝いをしてくれといわれ、行ってみると何

となく、みすぼらしい青年がポツンと立っていた。

トラックの助手かと思ったら、なんと新任教官で、

後年信大副学長、理事になった小坂共栄さんだっ

た。後日小坂さんに赴任手当が出たところ、悪戯

好きの杉山先生は、『小坂君はトラックに便乗して

タダで松本まで来たのに赴任手当をもらうなんて

けしからん、そのような手当はみんなに奢るべき

だ』と妙な因縁を付け、教室全員でビヤガーデン

に行き、全部飲んでしまった。その時の小坂さん

の顔付きは今でも思いだすと笑いがこみあげる。 

 教官がさらに２人増え、揃ったことで第四紀、

応用地質、地質学の 3 つの講座が開設され、地質

学教室はますます充実したものとなった。 

３．大学紛争始まる 

 昭和 44 年（1969 年）、『70 年安保粉砕、大学改

革』を叫んで、全共闘による大学紛争が始まった。 

 信大本部、人文学部、教養部と医学部の一部は

全共闘によって占拠、封鎖された。封鎖された教

養部の玄関先には鉄製のゴミ寵で焚き火をし。ヘ

ルメットにタオルで覆面した全共闘の学生が鉄パ

イプをもって夜通し歩哨に立っていた。 

 理学部の新館はまだ半分しか出来ておらず、私

や学生は旧松本連隊の兵舎であった木造 2 階建て

の建物で 1 年間を過ごした。ところが全共闘の連

中が夜になると石を投げに来るのである。建物の

2 階が地質の学生の部屋であったが、投石でガラ

スは 1 枚も無かった。危険防止に窓の後ろに大き

なビニールカーテンを吊して投石を防いだ。 

 私の部屋は窓に金網を張ってもらえたので危険

はなかったが、腹立たしい思いは変わらなかった。

地質の学生は真っ向から全共闘の学生と対立して

いたので、暴力をふるう全共闘の学生のために怪

我人が絶えなかった。 

 連中の闘争は革命ゴッコとでも形容すべきか、

大学前のバス通りにベニヤ板で囲いを作って交通

を遮断し、解放区だと叫んだり、教職員による封

鎖解除が始まるとやや抵抗はしたものの、不利と

見ると一斉に逃げ出すさまであった。 

 ふざけてると思ったのは雨が降ると引きこもり、

やむと『さあやるか』といって出てくるのである。

大学に警察の機動隊が入り火炎瓶が飛んだが、機

動隊に対しては対立している学生の間からも『帰

れ、帰れ』の声がわき起こった。 

 やがて全共闘は中核派と革マル派に分裂、対立

して抗争するようになった。この当時人文全共闘

の委員長であった男が、現在東京都の副知事の座

にすわっているのは、誠にご同慶の至りである。 

 これらの全共闘運動も、今となって見ると、大

学や政治の改革に何等寄与しなかったことが明ら

かである。 

 昭和 45 年（1970 年）、理学部新館が完成し、仮

住まいから解放された。この頃になると紛争も次

第に下火となり、キャンパスにも平穏が戻りつつ

あった。新館は近代的な永久建築で、文理学部の

木の床板の廊下に馴染んだ足はコンクリートの床

に疲労を感じた。 

 この度、理学部同窓会報より文理学部から理学

部へ移行当時の話を望まれたが、私は理学部の同

窓生という訳ではないので、一寸ひるむ気持ちが



あった。しかし理学部創立から 40 年余、あの当時

を知る人も少なくなった。そのような理由もあっ

て当時を思い出すままに筆を執ることにした。私

にとって文理学部とは地学教室、理学部といえば

地質学教室の事しか頭の中にない。思い出話も

偏ったものになってしまった。 

 地学教室・地質学教室の教官であった、小林国

夫、郷原保真、山田哲雄、百瀬寛一、杉山隆二、

渡辺晃二、山下昇の諸先生方は幽明境を異にされ、

また文理地学の卒業生の中にもすでに亡くなられ

た方もある。理学部初期の卒業生１Ｓ・２Ｓの方々

からも定年の声を聞くようになった。 

 私にとって、人生の内の 30 年余を地学・地質学

教室で先生方、学生諸君にさまざまのご教示を頂

き親しくお付き合い出来た事は誠に幸せであった。 

 

信大理学部地質学教室創立当時 昭和 42 年（1967 年） 

教官と文理地学、理学部地質１S・２S 生。前列左に渡辺・

杉山先生、右端に小林先生、その後ろに山田先生、後列

左から５人目に酒井先生のお顔が見える。 

会報 16 号（2010.10.10）より転載 

 

４.化石展示会場での幸福感 

藤田化石コレクションは、全く私の化石好きか

ら始まったプライベートコレクションで、自宅で

小規模な展示をして楽しんでいるものです。一般

公開はしておりませんので、極端な言い方をすれ

ば私の手元で半分眠っているコレクションとも言

えるでしょう。 

図らずも理学部と理学部同窓会のご要望で、特

別展が行われ、80 余種が初めて公開展示されまし

た。私自身のコレクションを一度にこれだけ広げ

て見るのは初めてのことでした。理学部地質科学

教室の皆さんのご努力で見事な展示ができ、化石

もさぞかし晴れがましく、見られ甲斐があったこ

とでしょう。 

展示には 700 人を超える見学の方が来場され、

ご好評をいただいたのもありがたいことです。ま

た、教室の皆さんが見学の方へ、積極的に解説の

労を執られたのも好評の原因の一つであったと思

います。 

今回の展示に大勢の方が見えられましたが、望

外の喜びであったのが、信大文理学部や理学部の

卒業生の皆さんにお目にかかれたことです。とり

わけ文理学部の皆さんとは 50 年の歳月の壁も

あって、遠い思い出の彼方と思っていたものです

から、皆さんのお元気な姿を拝見し、しばし懐旧

の念にかられました。文理時代、若かりし頃の卒

業生の皆さんには白髪の方も多く、『彼は昔の彼な

らで』の感を改めて持ちました。 

原田哲朗（原ヽ、はらちょん）さん、河内晋平

（河ヽ、かわちょん）さん、那須孝悌さんなど、

文理学部地学教室から出て活躍された中の何人か

が亡くなられました。文理学部地学教室の腕白坊

主であった原ヽさんの奥様がお元気な姿を見せら

れました。また物理の卒業で、橋梁設計の専門家

であった楠さんも亡くなられたそうですが、やは

り奥様がおいでになりました。遠い文理時代のお

話しができ、お二人ともお元気そうなのは何より

でした。 

ほんの短いひとときでしたが、これらの方々と

の再会は、昔の思い出が走馬燈のように巡り、懐

かしく楽しいひとときを過ごすことができて幸せ

でした。 

私の齢から考えても無理かとは思いますが、こ

のような幸せな機会が再びあることを心から願っ

ています。 

会報 14 号（2009.10.15）より転載 

 

 

 

 


