
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後の文理学生         

文理17回数学 福沢 幹彦 

 同窓会報のよびかけと森同窓会長の熱意に負けて、

10年以上もたなかったペンを持ちました。 

 県の森の学び舎に通い、ヒマラヤ杉の下で昼寝をし、

山辺のアパートで生活していました。 

 当時は大学紛争が起こり、学内でフェルメット姿の

集会がありました。しかし全くそうした運動に興味を

もたず、ラグビーと囲碁の生活でした。入学当時、ラ

グビー部を創部した仲間が10人に足らず、工学部、農

学部全部集まってやっと 

10余人のメンバーがそろいました。グランドの石ころ

をひろい、芝の無いひどいグランドでした。相手は県

高校や自衛隊と日頃付き合いのないめずらしい人達で

した。 

 数学科一というより信大でトップの碁打であった小

柴教授にはしっかりと碁の指導を受け、四段程度の力

をつけました。後には北深志の碁会所の二階に居を移

し、席亭の代理を引きうけ、家賃は無料にもなりまし

た。 

数学科は大阪出身の教授が多く、私の学科は確か5

人程の人数で広い教室の授業は代弁できず、昼寝はで

きず、質問は全員に当たり、冬は本当に寒く、暖房の

周りに皆で集まっての講義でした。K助手とは安曇野な

どによくサイクリングをし、卓球では私が先生でした。

その頃を思うと、授業料1万2千円こんなすばらしい環

境、国立大学でよかったといつも感謝していました。

通学路の途中にある思誠寮ではいつもマージャンの音

がしていました。又山辺の付近はブドウ園が多く、夜

中ナップサックをもって収穫ドロボーに出かけたイタ

ズラ者もいたのを思い出します。 

文理改組から理学部への時代に当たり、少なからず

いた留年組の仲間は単位数や制度変更で人一倍苦労が

あったことを隣の学生に聞かされていました。我が数

学科では大学院へ進むものを除き、高校の教師を選択

する者が大勢いました。私も同様に教師の道を進むつ

もりでいました。四年の春に教室の掲示板に就職募集

の紙がありました。東京にひかれ、そのうちの1つを受

験し、6月に内定をもらいました。それが今の東芝で、

入社してから目のまわる事ばかりでした。 

一番に驚いたのは大学では見たことのない大型コン

ピューターで自分のその後の20年間、その関係の仕事

をすることになりました。10年もするとソフトウェア

の社内の教育担当にもなりはりきっていました。その

後は数値制御に興味を持ち、工場の自動化システムの

開発に携わりました。工場は発電設備関係の事業所で、

当時、土光さんや元カーター大統領の来所があり、思

い出がたくさんできました。その後は超音波システム

の製品開発に当たり、今のMRIやCTの製作者も近くにお

りました。又発電所の検査ロボットの開発にも参加で

きました。県の南部に南木曽町があり、そこには私の

尊敬する福沢桃介記念館があります。彼は大正12年に

読書発電所を木曽に作り、後に日本の電力王と呼ばれ

ました。近くに行った折にはぜひともお寄りになって

ください。 

 信大の日本の屋根から育ち、横浜の地で働くことが

でき、大変楽しい半生でした。文理学部に今でも感謝

して、県の森公園を時々訪れています。 後のお勤め

と思い、今は小諸市の懐古園の近くの島崎藤村ゆかり

の宿で、藤村を偲びながら温泉の仕事を少しやらせて

もらっています。この宿のリンゴの初恋風呂は 高で

す。では皆様と合えるのを楽しみにしております。 

会報17号（2011.2.28）より転載 

信州大学理学部同窓会    会報28号 第3別冊 
 

理学部50周年を迎えるにあたり、同窓会報別冊として、かつて投稿頂いた先生方・

同窓生の数多くの手記の中から、文理改組・理学部設立および初期の頃の理学部の生

活を再録します。 

懐かしい在りし日をしのんでみたいと思います。 

第2別冊は先生方の、第3別冊は同窓生の投稿文です。 

（なお、第1別冊は50年のために、今回お寄せ頂いた手記を掲載しています。） 



 

信州大学の想い出         

文理17回数学 米倉 逸克 

 私が文理学部 後の学年、家内が理学部 初の学年

だったため、原稿依頼があったとき共同で書けばよい

と気楽に考え応諾しました。その後、家内の多忙もあ

って今回は私一人で書くことになりました。 

 50年近くたつと、楽しい思い出も辛い思い出も重な

り合って美しいものに変わっていくようです。時代は

日米安保改定、沖縄返還運動など学生運動がピークを

迎えていました。その分野に関しては別の手記にゆず

り、日常の学生生活の視点から書いてみようと思いま

す。まとまりのない文章になったり、意を尽くせず我

田引水とお叱りを受けたりするかもしれませんが、そ

の時代の「心」の一端でもお伝えできればと思って書

きます。 

１．思誠寮の想い出 

 48年前、昭和40年4月。生協の食堂で入寮のための面

接に臨みました。思誠寮は自治寮とのことで入寮者は

寮の先輩である自治会の学生が決めていました。要す

るに貧しい学生から順にということです。私は家計の

苦しさを説明し、なんとか入寮できました。 

 寮は2人一部屋。平行に並ぶ2階建ての居住棟が3棟並

んでいました。北から北寮、中寮、南寮と呼び、北寮

の北に食堂がありました。新入生は大体中寮に入りま

す。先輩と同室です。意見の違いはあるものの、みな

さん大人で、いわゆる「いじめ」のような雰囲気は全

くなかったと思います。 

 毎年3月に部屋替えがあり、寮の自治会が希望を調整

しました。北寮は主として勉強したい学生が集まりま

した。毎晩、夜中まで勉強の明かりがついていました。

南寮は禁止されていた個室麻雀もよく行われ、6年生、

7年生の大先輩も何人かいました。試験になるとリュッ

クを背負って山に行ってしまう人もいました。しかし、

スケールが大きく、人間的魅力に溢れる先輩が大勢い

たのも南寮でした。 

 寮生の一日は朝食を知らせる太鼓の音で始まりま

す。調理師の方が叩きます。時代劇に見られる登城の

合図の調子です。新入生が面白がって叩こうとすると

先輩たちに叱られました。皮を破らないように講習を

受けてからにしろと言われました。朝食と夕食は寮で

用意され、昼食は生協か一般の食堂でとるのが毎日の

リズムでした。夕食は5時ごろには戸棚に出ていたの

で、アルバイトで夜遅くなると冬にはご飯が凍ってい

ました。簡単な共同炊事場で湯を沸かして2回ほどご飯

を湯通しするとやっと温かく食べられました。何かと

ても苦労をしたような書き方ですが、当時はそれが普

通のことであり、夢がいっぱいあったのでそれで自分

が不幸などと考える学生はいませんでした。むしろ大

学に入学したことについて「自分は幸せ者だ」、「親

に申し訳ない」という気持ちのほうが強かったと思い

ます。高校進学率が50％。大学進学率が30％以下の時

代でした。 

次に寮にあった一風変わった風習を書きましょう。 

「すまき」・・・寝ている学生を布団ごと丸めて縄で

縛り、リヤカーに乗せて別の場所に運び置いてくると

いうものです。その場所は女子寮か松本駅でした。そ

れだけ聞くと随分乱暴な話ですが、「被害者」は事前

に知らされるらしく、トラブルが起こった話は聞きま

せんでした。一番生意気な新入生に対し4月の歓迎コン

パか秋の寮祭の夜に行うのが慣例だったようです。さ

すがに松本駅はまずいということで、行き先は女子寮

が中心でした。女子寮の方々も心得ていて、「被害者」

は縄を解いてもらい、お茶とお菓子でもてなされた後、

布団を抱えて帰ることになります。下着だけで寝てい

たときは悲劇に近くなります。しかし、本当に嫌がる

学生にすることはありませんでした。 

「寮雨」・・・寮の廊下側（北側）の窓枠に昇り、中

庭に向かって小便をするというものです。黙ってする

のは違反。「中寮３号米倉ただいまから寮雨！」など

と大声で名乗ってからならよい（？）という習慣でし

た。私はしませんでした。コンパの後などまれに行わ

れました。多くの寮生はあきれ顔で眉をひそめていま

した。 

「ストーム」・・・英語で「嵐」という意味です。夜

中にカンや太鼓をがんがん鳴らして各部屋を回り、寮

生全員を起こしてしまうものです。それをする者たち

にはバケツの水をかけてもよいことになっていまし

た。私がいた2年足らずの間に 

1～2回行われました。いやはや青春のはけ口の一つだ

ったようです。 

旧制松本高校時代から伝わる寮歌が沢山ありまし

た。中でも「信濃路遥か」と「春寂寥（はるせきりょ

う）」は も大切にされていた寮歌です。コンパのと

き何を歌ってもよいのですが、この2つの歌だけは勝手

に歌うことを許されませんでした。歌うのはコンパの

後。皆で肩を組み、電灯を消して合唱しました。感



 

激しながら歌ったことを覚えています。歌ったあとは

そのままお開きとなるのが慣例でした。私は今でも思

い出しては歌っています。 

２．大学生活の想い出 

 私は2年足らずで思誠寮を出て農家の2階に下宿しま

した。下宿というのは一部屋を借りるだけ。トイレは

共同。風呂はなし。週に2～3回、銭湯へ行きました。

銭湯からの帰り道、冬には髪や鼻毛が凍っていました。

部屋に置いてある菜種油や卵まで凍ってしまうのが松

本の寒さです。 

そんな寒いところでも市民の温かさだけは忘れられ

ません。下宿の大家さんには家族のように温かく接し

ていただきました。またこんなこともありました。久

しぶりに帰郷するみやげにしようと農家にリンゴを分

けてもらいに行きました。出てきた老婆に「学生さん

かい」と尋ねられ、そうですというと「まあ、お茶で

も飲んで行きまっしょ」と勧められるまま、縁側でお

茶、漬物、リンゴをいただき、都会からなかなか戻ら

ない息子の話まで聞かされて、わずかなお金で倍ぐら

いの量のリンゴを分けてもらいました。学生というと

まず信用してくれた皆さんの温かさは一生の思い出と

なっています。ただ、カルチャーショックもありまし

た。ある商店で値切りの交渉をしたところ、「そんな

ことをいう人はいないんね！」と怒られました。名古

屋では軽い値切り交渉は日常のことだったので逆に驚

いてしまいました。 

 現在と較べると、当時の学生生活は質素なものでし

た。引っ越しは極めて簡単。一台のリヤカーに布団、

机、リュックに入った衣類、教科書ノート類のすべて

が乗ってしまいます。テレビ、洗濯機、冷蔵庫なんて

ものはほとんどの学生は持っていませんでした。テレ

ビがなくてもラジオがあれば十分。下着は手で洗う。

小さい電気冷蔵庫でも大卒の初任給と同じ位の価格で

した（4万円位）。だから学生の引っ越しは生協で借り

るリヤカー一台で十分だったのです。みんな貧しく、

よく空腹に耐えていたけれどそれで暗くなることはあ

りませんでした。あふれる夢があったのです。試験が

終わってゆとりがある時期には寮でも下宿でも「お茶

を飲みに来ない」と友人同士誘いあいました。たいて

いはお茶だけでした。大学の話、食堂の可愛い店員の

話などで始まった話題もすぐに読書感想、恋愛論、社

会問題、日本の未来などそれぞれが自分の考えを熱く

語り合い、そのまま夜が明けてしまうこともありまし

た。意見はいろいろでしたが 後に全員が一致したの

は「腹が減った」ということでした。 

 私が所属していたのは、文理学部。耳慣れない名前

ですが、人文科学科（後の人文学部）、社会科学科（後

の経済学部）、自然科学科（後の理学部）の3つの分野

がありました。その中の自然科学科に属し、2年生から

数学専攻課程に進みました。数学科の定員は10人でし

たが私の学年は確か7人しかいなかったと思います。 

数学科の一番の想い出は夏の乗鞍合宿です。２～４

年生が教員と信大ヒュッテに泊ってゼミを行うもので

した。参加した教員を始め、学生全員が勉強したこと

やゼミの内容などを発表するのです。他の人の話はほ

とんど理解できませんでしたが、猛烈な勉強意欲が掻

き立てられたことだけは確かでした。それも、理学部

になって人数が増えてからは難しくなったようです。 

私は4年生のゼミで位相数学の横田一郎教授に師事

しました。学生は一人。教官は助手も含めると多いと

きは3人。なんと贅沢なゼミだったでしょう。教授の前

で週に一度、一人で90分間話すためには40時間程度の

準備が必要でした。高校生のときよりはるかに勉強し

た想い出があります。 

もし今でも通用するなら後輩に是非アドバイスした

いことがあります。数学科2年生で学ぶ位相空間論の話

です。指導教官は故斉藤素助教授。位相空間の5通りの

定義が同値であることを先生は一通りの証明で説明さ

れました。そして学生に「相互に同値であることをす

べて証明するためにはあと15種類の証明が必要です。

それは自分でやりなさい」と言われました。私は1カ月

以上かかって証明しました。そのことによって、「位

相」という概念を感覚的に理解することができました。 

1、2年生時に第二外国語を学びます。私たちはドイ

ツ語でした。本当は選択できるはずなのですが教員が

足りずに全員ドイツ語になっていました。2年生の後半

に「Von der Utopie zur Wissenschaft」（「空想より

科学へ」エンゲルス）を授業で読みました。途中まで

の講読でしたが、辞書と首っ引きで日本語に訳しても

その日本語が理解できませんでした。 

私が在学した時代（昭和40年代初頭）は、旧制松本

高校の施設や習慣の残る信州大学文理学部が人文学

部、経済学部、理学部へ発展するいわゆる文理改組の

真っ只中でした。3年生の終わり頃から旭町キャンパス

の新校舎に移りましたが、「あがたの森」の木造校舎

は忘れられないものです。木造二階建て。床や階段に



 

塗った油の匂いや、歩くときしむ廊下。旧制松本高校

の伝統的建築物でした。教室にあった石炭ストーブも

思い出があります。数学の特論は90分2コマの連続授業

でした。教官が問題を黒板に書き退室。学生だけで解

く形の授業の日もありました。そんなとき、誰ともな

く持ってきた餅などをストーブで焼いて皆で食べなが

ら問題を解いていました。 

春、校庭の草むらで横になって空を眺めていたとき、

私の顔を覗き込むようにきれいな花が咲いていまし

た。矢車草でした。その時は名前を知りませんでした。

町で育った私には新鮮で心に残る出会いでした。 

たまに自然科学科の仲間で酒を飲みました。会費100

円。２級酒を生協から借りた湯のみで飲みました。つ

まみはパンやカステラの耳。パン屋から安く購入しま

した。場所は中庭の草の上。今では信じられないよう

な貧しいコンパでしたが皆とても楽しそうでした。 

松本駅を出ると東に「美ケ原」の「王ケ頭」が見え

ます。目を落とすと大通りの正面突き当たりに森が見

えます。それが「あがたの森」のヒマラヤ杉です。一

昨年、何十年ぶりかで家内と共に訪ねました。当時の

グランドや官舎は公園に、思誠寮のあった場所は駐車

場になっていました。本館の内部は旧制高校の記念館

となり、講堂はそのままの姿で残り、いずれもヒマラ

ヤ杉の間で静かなたたずまいを見せていました。 

見て回る間、さまざまな思い出がよみがえり、なぜ

か涙が止まりませんでした。あがたの森や文理学部と

いう形態は大学の発展とともに過去の遺物になってし

まいましたが、それを青春の舞台とした若者たちの歌

声をヒマラヤ杉のこずえを吹き抜ける風の中に聞き取

ることができました。 

会報17号（2011.2.28）より転載 

 

 

「ガリ版刷りのプリント」から思い出すこと 

文理17回数学 猪岐 英夫 

 私は1969年3月に卒業し、その後38年間愛知県立高校

教員として勤務してきました。2005年の文理学部同総

会報に「追悼文・私にとっての小柴善一郎先生」とし

て大学4年間の思い出を、2010年の文理学部同総会報に

「故小柴善一郎先生への近況報告・四回目の青春をし

ています」として卒業後のことを載せていただきまし

た。重複をさけ、以下に大学時代の思い出と現在の思

いを記したいと思います。 

 現在私の本箱には「数の体系と代数系」、「常微分

方程式とその応用」、「複素解析」、「群と位相」な

ど、元・現信大数学科の先生方の本が十数冊あります。

またその横には1967年4月発行の「集合と位相空間」浅

田明、「解析学概論（1)～（3)」小柴善一郎、「Linear 

Algebra」by I.Yokota.のガリ版刷りのプリントがあり

ます。さらに、1968年10月発行の「理学部名簿」（も

ちろんガリ版刷りのもの）もあります。 

 私は1965年（昭和40年)4月、結果的に文理学部 後

の入学生として入学しました。当時はまだ西暦になじ

みが薄く、私たちは「40年度生」と言っていました。

まず当時の先生方の思い出を少し述べてみたいと思い

ます。 

一年時の「微積分」は佐倉先生でした。毎時間の出

席確認の際は「いのき」としか呼んでいただけず、何

度も訂正を申し出ました。また前期の試験結果につい

て全体の前で点数を言われ、私は58点だったことを今

でも覚えています。 

「代数学と幾何学」は斎藤先生でした。当時先生は「文

理改組」の為に東奔西走されていたのではないでしょ

うか。講義の中で「東京・大阪間を移動するには新幹

線がとても便利だ」とおっしゃられたことが印象に残

っています。蛇足ですが、私は四年生の時、大阪へ教

員採用試験の受験に行った際、名古屋で初めて新幹線

に乗り、車掌さんにお願いして運転席に入れてもらい

説明していただきました。世の中全体がのどかで、新

しい時代を迎えて活気に溢れていた頃だったと思いま

す。 

1966年・67年にかけて数学教室に新しい先生方がお

みえになって、文理ののどかさと理学部の新鮮さとが

共存していたと思います。 

 浅田先生の口頭試問を受けた情景が時々頭に浮かび

ます。他の学生もそうであったのか、それとも出来の

悪い私一人が口頭試問を受けざるを得なかったのかは

忘れましたが、黒板の前の私の横でアドバイスしてい

ただいた先生の立ち位置が思い出されます。また先生

は当時大阪から通勤されていたこと、先生とベトナム

反戦運動について論議したことなど、懐かしく思い出

しています。 

 内山先生は我々学生があまり（私などは全く）勉強

しないことにご不満だったのではないかと思っていま

す。それでも我々をご自宅に呼んでいただいて、奥様

もご一緒にみんなでトランプに興じた思い出がありま



 

す。 

 高校教師ならば“青年教師”という表現をしますが、

大学の先生に対してはどう表現したらいいのでしょう

か。岸本先生はまさにそのような雰囲気の先生でした。

その先生がある時、「ヒゲズラ」でお疲れの表情で講

義におみえになりました。私は不思議に思って、西村

君に「岸本先生体調が悪いのかな」と聞いてみたとこ

ろ、彼からの返答は「先生は今、論文を書いてみえる

らしい」というものでした。大学の先生の一面を見た

思いでした。 

 横田先生の「夏に何度か信州に来たことがあって、

涼しくていい所だと思っていた。しかし、冬は寒いし、

雪解け後の道路の埃には閉口する」というお話が印象

的でした。私が黒板に向かって左側の 前列に着席し

ていた講義の時、黒板の左側に単位円と直線を描かれ、

楽しそうに講義されていた光景を思い出します。その

図は先生のご本「群と位相」P.8の例14の図と同じだっ

たかと思います。 

 大変失礼な言い方になりますが、研究者・教育者と

しての先生方を拝見することは楽しいことでした。し

かしながら、こと数学に関しては私自身の非力な上に

不勉強のため、講義は全く理解できず、コンプレック

スを持ち続けた学生でした。 

2年生の終わり頃、先生方からの指示で我々学生が分

担して「ガリ切り」をしたのが、前記しました3人の先

生方のプリント教材です。まさに理学部数学科1回生の

2年時に使用する教材でした。小柴先生の「解析学概論

（1)～（3)」は福沢君と私がガリ切りをしました。お

そらく当時先生方は私たちに勉強もかねてガリ切りを

するよう指示されたのでしょうが、私などは内容が理

解できず、コンプレックスを持ちながらガリ版に向か

っていたような記憶です。「1年後輩の理学部数学科の

学生はこんなことを勉強するのか。自分はこのような

力は全く付いていないなー」と思うと寂しい気持ちで

した。 

 1967年、つまり私たちが3年生の秋に「来年、文理学

部4年生になって4年で卒業していくか、理学部数学科3

年生に編入してもう一度3年生をやって5年で理学部卒

業になるか、希望を申し出よ」という趣旨の説明会が

ありました。芝生の上に車座になっての説明会の光景

が目に浮かびます。 

 大学4年時のゼミは「複素関数論」を福沢君とともに

小柴先生に指導していただきました。私たちの不勉強

と非力の為、先生が目標にされていたところまで進め

ませんでした。卒論発表会では内山先生・横田先生か

ら“突っ込み”を受け、オロオロでした。私は今でも

学生時代の苦しい夢を幾つかみます。その一つが内

山・横田両先生から“突っ込み”を受けている場面で

す。卒業出来るだろうかと不安になって目が覚めます。 

ゼミのやり残しもあり不勉強のまま1969年3月に卒

業しましたが、松本を離れる際、数学のノートはなん

となく捨てきれず段ボールに入れ、その後一度も開け

ることなく2008年秋までそのままにしてありました。

段ボールを開けてノートを見ても何もわからないだろ

う、惨めな思いになるだけだろう、と思ってきました。 

2007年3月に定年退職。4月から名城大学理工学部数

学科の科目等履修生になりました。07年08年は学部3・

4年生用の講義を受講し、院に進学（社会人入学）する

決心がついた 

08年の秋にやっと段ボール箱を開けてみました。汚

い字で、しかもサボりの証しなのでしょう、所々に空

白がありました。そのようなノートと共に、私たちが

ガリ切りをしたプリントや理学部大学祭実行委員会が

作成した名簿も出てきたのです。 

 09年度からは院生として籍をおかせていただいてい

ます。 

時々、本箱にある元・現信大の先生方の本やプリン

トが目に入る度に、「信大が近くにあったらなー」と

思います。（近くにあっても非力な私を院生としては

受け入れてくれないかな？）名城大学でもよくしてい

ただいています。「調和関数論」のゼミは一年間指導

教官と一対一で指導していただきました。また、「ポ

テンシャル論」や「ウエーブレット解析」などの特論

も受講させていただきました。しかし私にはなかなか

難しい世界です。現在の私は、大学4年時の小柴ゼミで

やり残したことやその先・その周辺を勉強しています。 

 

 私の学生時代、世情は激動の時代でしたが、学生と

してはのどかな・ゆったりした・人情味あふれる文理

学部時代から、新しい体制・理学部へと変わっていく、

ちょうどその節目だったんだと思います。非力な上に

自信をなくしたりコンプレックスをいだいたりの数学

でしたので、その穴埋めのつもりで退職後学び直しを

始めました。名城大学では先生方から「数学を楽しん

でください」と言われてきましたが、 近少しではあ

りますが、やっとそれが実感できるようになりました。 



 

 「ガリ版刷りのプリント」を見るたびに蘇る「文理

改組」の中で送った大学時代の様々な思いを胸にしな

がら、もう少し数学と関わってみようと思っています。 

会報17号（2011.2.28）より転載 

 

 

「われ等 青春ここにあり」 

文理17回数学 西村 洋一 

1965 年３月、当時２期校だった信州大学文理学部入

学試験を受けるため初めて松本へ向かった。自然科学

科数学過程は個性的な名称だった。県キャンパス事務

所に寄って宿舎を斡旋してもらった。２階６畳部屋に

関西出身の受験生何人か泊まった。寒い寒いと言って

いたが、道を挟んだ向こうの部屋では窓を空け騒いで

いる受験生が居た。汽車に乗ったのもこの時の名古屋

から松本が初めてだった。汽車の窓から黒煙を吸い、

くねくね曲がる長い客車を眺めていた。初めてのアル

プス恵那山の大きさ、岐阜県から長野県に入った途端、

女子中・高生のスカートがズボンに変ったのにも驚い

た。 

無事合格をもらい県キャンパス近く清水に下宿先を

紹介してもらった。文理学部での数学、物理、語学の

授業は自然科学科生40 人同じ、文系の授業は文系理系

の学生が大教室で一緒に受けた。５月になると２～３

人の自然科生が辞めた。なんとなくこの時期、学校の

雰囲気は暗かった。来年もう１度１期校を受験しよう

かなとも思っていた。そんな中、物理の遠山君や生物

の福原君と付き合っていた。福原君の下宿で彼の教科

書を見て驚いた。私は高校で教科書は大事に使えと教

えられていたが、彼の教科書はもうぼろぼろになって

いた。それを見て残る決心をした。下宿から学校へ問

題を考えながら通った。 

授業は各先生方の個性の出た授業ばかりだったが、

斉藤先生の授業やテストに思い出が深い。分からない

所を10 人くらいが集まり夜遅くまで話し合ったこと

があった。もう少しで分かりそうなのに分からないは

がゆさ。斉藤先生の 初の試験のとき、開始前先生は

「時間は何時間かかってもよい」とおっしゃった。４

題の中に１題まだ習ってないのが出題された。その１

題わかりそうで、決定打が浮かばなかった。先生は巡

回した後、そろそろ終わろうかとおっしゃった。私に

はもう少し待ってくださいと言う勇気がなかった。あ

とあと悔やんだ。試験の後、斉藤先生宅を尋ね、 初

どんな本を読めばいいのか尋ねた。間髪を入れず先生

は赤摂也著“集合論入門”、浅野啓三・永尾汎共著“群

論”、一松信著“ 解析学序説”、佐竹一郎著“ 行列

と行列式”、“ Introduction to Topology ”、“ Theory 

of LieGroups”を読めと言われた。その後、試験で解

けなかった問題について考えたことを聞いてもらいま

した。 

答案に書くとものすごく長くかかるやり方だった。

先生はもう少し考えるようにとおっしゃった。それか

ら２週間たって、そこの所が授業に出てきた。その後

の斉藤先生の試験では山を賭け、分からない所は文章

や数式を丸覚えした。 

当時、下宿代は確か６畳で2,000～3,000 円、授業料

は12,000 円／年で幼稚園の授業料より安かった。食事

もホールで食べると３食100 円。当時、高卒初任給

12,000～13,000 円、学卒で20,000円少し位だったと思

う。朝食は丼めしと味噌汁。味噌汁には大根を刻んだ

のだけが入っていた。お金がなくなると味噌汁だけを

飲みに来る学生がいた。これは無料だった。彼らは早

く来て、お椀に大根を詰めて味噌汁を食べていた。ア

ルバイトとかで少し余裕が出来るとうきうきとした気

持ちで学校前の美味しい天婦羅や鯨の刺身の専門店に

食べに行った。 

初めての学校祭で自然科１回生は焼き鳥店を出すこ

とになり福原君、関根君、梶君と焼き鳥を準備した。

彼らは生物や地学を目指すその筋のエキスパートで手

馴れた風だったが始めての私にはその臭いに参った。

これが元になり彼らの作った探検会に入れてもらった。 

探検会には伊那の農学部、上田の繊維学部の猛者も

参加した。高校時代山岳部だった関根君が会長だった

こともあり計画は綿密で、会員の連絡も綿密だった。

１回生ばかりだったが活動は活発だった。合同訓練に

始まり西表島、沖永良部島、屋久島探検と立て続き、

展示会もやった。私はほとんど参加しなかったのでポ

スター作りだった。その後も彼らはフィリピン・ミン

ダナオ、カリマンタン、ニューギニア、アフリカ等へ

足を伸ばし成果をあげた。残念ながら農学の田中君が

アフリカで、関根君がネパールで帰らぬ人となった。

今、私は遅まきながらベトナムで探検の真似事をして

いる。ベトナム全土を廻り、世界一枯葉剤（ダイオキ

シン）被害者の多い写真集の出版を目指している。探

検会には入学試験のとき雪が残る夜、窓を開けて騒い

でいた北海道から来た兼子君もいた。 



 

新入生歓迎美ヶ原登山で沖縄出身・化学の芳山君と

知り合いになった。彼の下宿部屋には暖炉とベッドが

あるのを見てびっくりした。更に彼はパスポートを見

せてくれた。当時、沖縄は日本から切り離されていた。

後日、沖縄へ行ったとき２度彼に会った。彼は微生物

から石油の代替になる油を造る研究をしていた。彼の

研究室で沖縄中心の地図を見せてもらい沖縄の占める

位置を理解した。家は普天間基地の近くだった。次回

は大阪辺りで会いたいと思っている。（沖縄でもいい

が）この頃、来年から文理学部が人文学部と理学部に

改組される話が持ち上がった。問題はこれまであった

数学、物理、化学、生物、地学のうちの１つ（生物）

が無くなるということだ。反対運動があったがダメだ

った。我々は文理 後の学生となった。これまで追試

は無かったようだが、この年は特に１度追試があった。 

自然科学生は数・物・化・生・地合わせて40 名だっ

たが、理学部数学科だけで40 名となった。数学科の建

物が出来、先生も激増。横田先生、岸本先生、内山先

生、小柴先生、可知先生、鹿野先生、松田先生、菊池

先生、本瀬先生が着任された。生物以外は活気づいた。

２年生の時だったか清水から筑摩に下宿を替わった。

新しい下宿は２階の窓から好きな常念さんが見える好

スポットだった。下宿のおばあさんは毎日居間に呼ん

でくれ、お茶と美味しい野沢菜をご馳走してくれた。

１日数回震度４の松代地震を経験したのもこの下宿だ

った。 

初の１回は慌てて１階に駆け下りたが、その後は

そのまま部屋に居た。３ケ月続いたので震度４を覚え

た。夏休みの乗鞍岳中腹鈴蘭での数学科の夏季セミナ

ーも楽しかった。１回生のときは斉藤先生だけだった

が２回生からは多くの先生方からいろんなお話を聞い

た。また、このセミナーで頑張る先輩の素顔が良く見

えた。３年になった時、大家さんが納屋を改装して学

生用の部屋を作った。心理の同級生長谷川君、経済の

金子君が入ってきた。すぐ近くに医学の聞間さん、経

済の高橋君もきた。静かだった環境がにわかに変った。

それまで遠山君、福原君、関根君の下宿へよく行って

いたが筑摩で済ませるようになった。同じ下宿に物理

の丹羽君も入った。数と数だけでなく理と理、文と理

の学生も夜、１つの部屋で話した。これは文理学部の

良さの１つだった。 

３年の夏か秋からＳ３，Ｓ４、Ｓ５の群表作りに夢

中になった。Ｓ４群表を類別し色をつけてみると奇麗

な模様が出来た。Ｓ５でも色分けしようと計算を続け

た。これは時間のかかる作業だった。群表は出来たが

奇麗な色分けには至らなかった。どうすれば奇麗に色

分け出来るか迷っている時、運悪く交通事故にあった。

夕方国道を渡っているとセンターラインを超えて追い

越してくる車に当てられた。正面から迫ってくる車の

ライトがスローモーションで近づいて来るのだが体が

全く動かなかった。アアッと思う間もなく真っ暗にな

った。しばらくして誰か知らない人の声が聞こえた。 

足を骨折・頭を打っていた。当てた車の人はすぐ病

院に連れて行ってくれた。医者はしばらく頭を使うな

と言った。群表の奇麗な色分けは未完成に終わった。

松葉杖で学校に通った。岸本先生がしばらく俺の家（キ

ャンパス内）から通えと言って下さり、甘えさせても

らった。そろそろ卒論にかかり始めていた。先生の宿

舎には先生や学生がよく集まる。隣の部屋で先生方が

卓を囲んでいる声が聞こえてくる。賑やかで時に威勢

のいい声に釣られて、足を引きずりながら部屋に入る

と、無常にも「西村。お前は卒論卒論。部屋へ戻って

戻って。ワッハッハ」。また、北海道から送られてき

た筋子を「西村。お前に食べさせるのはもったいない

なー」と言いながらもご馳走になりました。初めての

筋子・鱈子でこれは美味しかった。足が完治するまで

先生宅にお世話になりました。外国人教師用に建てら

れた松高時代の広い宿舎。夢のような経験をさせてい

ただきました。 

卒業30年後から年賀状交換だけだった当時の友人と

淡路島、沖縄、名古屋、横浜、松本、ベトナムで会う

ようになった。どの再会も楽しいものだった。特に2008

年長谷川君、金子君、丹羽君、高橋君と松本・上高地･ 

高山を旅した。後半は遠山君も合流した。是を機にそ

の後、長谷川君、丹羽君、遠山君ご夫妻とイタリア旅

行をした。長谷川君が丹羽君の働く研究所と地下トン

ネル内の実験場見学を含むイタリアの古い町並みを巡

るゆったりした計画を立ててくれた。これまでいろい

ろな旅行をしたが若者に戻ったような楽しい旅行だっ

た。まさに“われ等の青春ここにあり”を感じた。こ

れからも第２の故郷・松本・信州大学を何度も思い浮

かべることと思う。 

会報18号（2011.10.1）より転載 

 

 



 

大学生活の思い出        

  1s 数学 冨田 和平 

 1966 年（昭和 41 年）数学科に入学し４年間を松本

で生活した。その半世紀前にタイムスリップし、脳の

深層を覗いて見よう。記憶の風化や経年劣化はご容赦

願いたい。 

 歌声喫茶（『フランセ』）からペギー葉山の『蔦のか

らまる校舎で、夢多かりしあの頃の、想い出をたどれ

ば、懐かしい友や先生の顔が一人一人浮ぶ、枯葉の散

る窓辺、過ぎし日の私、すばらしいあの頃』と巷で流

行る『学生時代』を口ずさみつつ続けよう。 

 吾等団塊世代（1947～49 年誕生）が産まれた頃は、

周りに色濃く敗戦の気配を残してた。緑の田畑に大き

な爆弾跡の丸い池、ビルに機銃掃射の弾痕、生々しか

った。団塊の人口 270 万人は現在 110 万人の凡そ 2.5

倍、ゆりかごから墓場まで競争が必然としているが、

就活だけは『いざなぎ景気』に助けられ一般企業の就

職は容易だった。 

 入学時、少し前には旅行に必需な米穀通帳を学食利

用に提出した。まだ戦後が残ってた。急増する学生に

インフラは追い着かずキャンパスは毎年移動した。１

年は旭の附属小学校と旧教育学部の校舎（場所は現理

学部）、２年は県の森の旧文理校舎、３年は一部完成し

た現校舎の旭に戻り、やっと落ち着いた。そう、県の

森が革マルに占拠されことがあった、その先頭にいた

同期が現在ＴＶを賑わしていると思うが、定かでない。 

 準備に数日徹夜を必要とする厳しいゼミ終れば、立

てばソフトボール、座れば麻雀・飲み会（『しずか』）、

歩く背中にキスリング、と授業以外での先生方との交

流が自慢だ。ゼミと交流の厳しさと癒しのリズムが、

先生方と公私に渉る関係を醸成させ深耕させたと思う。

先生宅の朝食のおにぎり・トースト、夜間登山（『美ヶ

原』）の夜明けのコーヒ、殺伐な一人暮らし中にもほの

かな暖かさに触れ、鮮明に記憶に焼き付いた。 

 思誠寮（県の森）も、北杜夫の落書き、寮雨、スト

ーム、思い出に事欠かない。仲間と作るカレーの具に

は林檎を、インスタントラーメンには野菜を、近くの

果樹園や畑から調達したこと、この場を借りてごめん

なさい。 

 クラブ活動は野球部に。グランドは思誠寮と先生方

の宿舎の間、木製バットは高価で折れ易いから竹製（ア

ルミ製はもっと後）、ボールは縫い直しが普通、貸し借

りするほどメンバー編成は窮し、医学部に勝ち、松商

学園に負けたこと等々、貧乏で弱かったチームは楽し

かった。長野での学部対抗、松代群発地震で寝られな

かったことを思い出した。 

 松本は寒い。１年の体育に校舎の影の自然リンクで

アイスホッケーができた。岡崎さんの鈴蘭小屋も寒か

った。寝る前に薪ストーブを満タンにしても翌朝は０

度以下、雑魚寝のスクラムで寒さに対抗した。松本の

美しい景色も紹介しよう。東西に聳える山々に雪を抱

く頃、頂の白雪を一瞬、西に合わせて東も夕陽がピン

クに染める。すばらしい眺望だ。 

 『３Ｃ（車、ｴｱｺﾝ、ｶﾗｰＴＶ）時代』もこのころ、で

も学生には高嶺の花。足は専ら自転車。冬は自転車で

の浅間温泉はお勧めしない。帰りには芯まで身体は冷

え切り、髪の毛もタオルも凍てつく。でも夏はお勧め、

雨も湿気も少なく風を切れば清々しい。下宿の４年間

ついに車もエアコンもＴＶとも縁が無かった、勉学一

筋。ん？ 

 生活レベルは、仕送り３万円、食事付家庭教師 3000

円、６畳部屋代 2300 円、大学授業料 1000 円。めしか

煙草か悩んだ挙句煙草、なんてのは笑い話、幸い糊口

を凌ぐほどではなかった。因みに当時の物価は、はが

き 7円、ビール 120 円、国鉄初乗り 20 円時代、県の森

の『百瀬』のいなり寿司に母の味が重なり昼食 100 円

だった。とさ。 

会報16号（2010.10.10）より転載 

 

 

理学部のできた頃を思い出す 

1S 数学 森 淳 

文理学部を人文学部と理学部の 2 つの学部に分けた

のは、いわゆるベビーブームといわれた人々の先頭集

団（1947 年生まれ）が 18 才になるときです。あやふ

やな記憶をふりしぼって、その頃の事を書いてみます。 

理学部は当初 4 つの学科で出発しますが、認可が遅

れたのか、改組の学部は後でやる決まりなのか不明で

すが、入試は他学部より遅く 3 月の本当に末でした。 

 

当時、国立大学はⅠ期（3 月上旬）Ⅱ期（3 月下旬）に分

かれて入試を行っていました。新制大学（1949 年）発足時

から 1977 年までです。当初の区分けは、旧帝大をⅠ期、大

正時代から医学部を持つ大学と高等師範系をⅡ期とし、他

の大学を地域、学部、入学定員などを勘案してⅠ･Ⅱに分け

ていたように思います。比較的早い時期に入替えが関東地

区を中心に行なわれ、旧医大系と高等師範系をⅠ期にする

と同時に師範系単科大学（学芸大学、今の教育大学）をⅡ

期とし、それに併せて各地の大学の入替えをしました。信



 

州大学は発足時はⅠ期校でしたが、その後にⅡ期校になっ

たようです。 
当時、理学部はほとんどⅠ期校で、Ⅱ期で自然科学をや

ろうとすると各地の文理学部自然科学科か学芸大学や学芸

学部（今の教育大学や教育学部）の理科・数学が普通でし

た。 

  

入試の日は、前夜に雪まじりの雨が降っていて、と

ても寒い日でした。県の文理校舎で試験が行なわれま

した。とても多くの受験生が押し寄せ、教室だけでは

不足で体育館も使われました。（机はどこから集めた

のか ― 春休み中の県高校から借りたのでしょうか 

― 体育館のすみからすみまで並んでいました。）先に

入試のあった大学で出会った顔もちらほら見られ「お

前もか」という感じで顔を見合ったことも思い出に残

っています。 

 

 全体に後にずれ込む日程であったため、入学式は 4

月の中旬でした。市民会館で行なわれ、入口で初年度

納付金 1 万円（含む前期授業料 6000 円）を収めてか

ら入場したことを記憶しています。 

 入学式の後文理に行って、教官と顔合わせをしまし

たが、桜の満開のいい日でした。私は数学教室前のあ

まり大きくない桜の木が数本あるところで車座に座っ

て教官の話を聞いた覚えがあります。横田先生が「皆

さん勉強しましょうな」と関西風におっしゃったのを

覚えています。入試にせよ、入学式にせよ、父母の付

き添いはほとんどなかったように思います、 

 2 年以上（文理生）は県で学んでいましたが、新入

生は旭町に新しく出来た教養部で学びました。全学の

1 年生 1300 人が一度にやってくるのですから、今思え

ば迎える側は大変だったことでしょう。 

 

 教養部は、今の附属の小中学校の真中にあった、そ

の前年まで教育学部松本分校の教室をそのまま使いま

した。大きな木が何本もあるちょっとした森の中に、

古い濃茶色（黒だったかも）木板張りの壁の木造 2 階

建てでした。正面は西側で本館につづく T の字型の校

舎の北に平家の校舎、南に 2 階建ての校舎があり、渡

り廊下で西の端を結んでいました。他にも小さな建物

がいくつかあり、初めての者達は迷ってばかりでした。

体育館はバス通りに面して（今のバス停あたり）いて、

近くに小さな通用門があり（今の正門の前あたり）そ

こを通って、今の旭町校舎とも行き来しました。どれ

も古いもので戦後建てられたものもあったでしょうが、

ほとんどは、その昔の松本女子師範のものだったので

はと推察します。いずれにしても、施設・設備は劣悪

でした。冬は寒く石炭（コークス）ストーブを使って

いました。 

 

   2 年後に文理学部も旭町に移って来ますが、その後しば

らくの間人文学部が県の校舎を使っていました。その御蔭

で建物は残り、その後、松高・文理の先輩の努力で重要文

化財として残すことが出来ました。今も私たちは見ること

が出来ますし、その中に入って当時を偲ぶことができます。 

 

1 年後教養部の新校舎（今の南側二棟コの字型と 20

番教室のあった正方形の講義棟）も建ち、42 年入学生

から使います。運動場は初めから北のすみにある野球

場でしたが、体育館はもう少し後になりますので 2 年

目の人も体育館は道を越えて旧教養部のところまで通

いました。体育館近くの狭い日陰に氷を張ってスケー

トもやりました。 

初年度入学生（41 年入学）は 2 年になると県で学び

ました。1968（昭和 43）年 12 月に理学部の今の A 棟

の西半分と講義棟が出来ます。とはいっても新校舎は

今の 5 分の１程度のものでした。それができるまで、

今の A 棟の南側にあった旧陸軍の兵舎２本（木造モル

タル２階建てで相当長いものでした）を使って出発す

ることになります。（当時この木造の方を南から A 棟

B 棟といっていました）42 年入学生は 2 年生のはじめ

は、この 2 つの旧 A

棟 B 棟を使いますが、

41 年入学生が旭町に

来たのは３年生のは

じめ（1968 年春）か

らなのか新校舎が出

来て（1968 年 12 月）

からなのかはあいま

いです。 

理学部全体が旭町

に引っ越したのは 1969 年の正月明けだったように思



 

いますが、1969 年の秋には A 棟全体が完成しますの

で、1970 年には旧 A・B 棟には大分余裕ができたので

はないかと思います。旧 A・B 棟をいつまでどのよう

に使い、いつ取り壊されてしまったのかは記憶からし

っかりと抜けてしまっています。 

 

教養部校舎の北に市営住宅として使われていた建物があ

り、その一軒分を 3つに区切ってサークル室、自治会室と

して使っていました。（1967 年の始めからだったのか、い

つからかはあいまいです）さらにその東に大きなプレハブ

が建てられ（今も残っていてサークル室になっている 

2010 年春現在）生協ができました。（生協は始めからそこ

だったのではない気がします、どうだったのでしょうか） 

 

大学正門は今

より少し南側に

あったと思いま

す。正門を入り

そのまま進むと

医学部の研究棟

の間の大きな欅

の道になってい

たという記憶です。正門は古いいかめしい立派なもの

でした。 

今の人文学部・経済学部と図書館のあたりは国立病

院（戦前は陸軍病院）がありました。教養部（今の共

通教育）の講義棟の西側ぎりぎりと、今の理学部の B・

C 棟の南側のがけが境だったと思います。 

1971 年に国立病院は村井の方へ移ります。その後取

り壊されて人文学部が建てられていきます。理学部 B

棟が 1977 年 4 月から使用開始、C 棟は 2000 年 4 月か

ら使われます。 
旧 A・B棟は真中に廊下の通る長い建物でした。A棟

2 階の一番東に大きな教室があり、その南東にあんず

の木がありました。夏にバケツにあんずをたくさん取

って、なまあたたかい実を食べた記憶は鮮明です。 

 

新しい学部が出来、校舎も新しくなっていくと、中

で生活する教官・学生の意識も変わっていくのですが、

それは必ずしも一度に進むものではありません。新し

く先生もみえ、新入生が入学し、学部に進級してくる

度に新しい風が吹き込みますが、その前からそこにい

る者は前の文化を背負っているわけで、その違いが顔

をのぞかせるのはやむをえないことといえます。 

理学部では年々設備・施設が良くなっていったとい

うものの全てが一度になったわけではない事が、古い

ものを残しながら新しいものを作るという点でよかっ

たのではと今になって思います。（今だから言えるこ

となのかもしれません） 

文理の先輩と多人数の理学部の者の間、何もかも不

足している中で出発した初年度のものと新しい教養部

で学んできた、その次からの者たちの間は、旧い校舎

が残る中で新しくなっていく様を共有することで判か

り合えたことが多かったように思います。「新しいも

のを創る」ということが自治会、サークル、ゼミなど

活発な動きを続けていけた元になっているのだと思い

ます。 

しかし、教官の数も学生の数も少なく「家族的」な

雰囲気を持つ文理学部と違って両者の人数も増え（少

なくとも 4 年生のゼミの教官と学生の比は変わってい

ない）れば、2.3 年生も交えて同じようになごやかな雰

囲気を作ることは、以前より努力のいることでした。 

古い体質も多く残り、矛盾に遭遇すると展望が描け

ない中で一気に「すべてをこわす」という短絡的思考

に陥ることもありえることです。共同で学問を追求す

ることに不慣れな状況で自己形成にあせる場面も少な

からずあったと思います。 

何でも改善していくのには時間と労力のいるもので

す。少しの改善を「一歩前進」と取るか「それはごま

かし」と取るかによっても、次のステップが異なりま

す。ある種の「改善」は油断をすれば元に戻ることも

良くあることです。そこを埋めるものは少し先までの

見通しの共有と力を出し合う人間関係なのではと思い

ます。そんなことを当時私は学んだように思います。 

学問の進歩、科学技術の進展は人類の共同の宝です

が、「学び」そのものは個人的な努力と他からの支え

の両方で成り立っています。そこの分離と統合（区別

と統一）は、いつも課題の一つなのだろうと思います。 

幸い理学部は文理時代の良いところも多く残り、教

官と学生の間も近く、それぞれの分野の先端に何らか

の形でふれ、自分の学んでいることの位置がわかりや

すかったことも有利に働き「学ぶ」ことに決定的に疑

問を持つことは少なかったのではと思っています。 

 

不確かな記憶で書きつづりました。間違っている点

を正し補ってくれるとありがたいと思います。 



 

会報19号（2012.2.29）より転載 

 

 

二人の八年生     

１S物理 仁藤 清司 

初でたぶん 後の理学部八年生、二人の事を書い

ておきたいと思います。 

結論から言えば、大学の中も松本の人も、みんな温

かだった。その温もりに大学8年間どっぷり浸かってし

まった、ということである。 

一年生の秋、思誠寮に入った。その晩、早速寮の洗

礼を受けた。二階の古田さんが懐中電灯に紐をつけて

僕の部屋の窓を叩いた。「仁藤顔を出せ、一緒に勉強

しようよ」…。顔を出すと上から小便が降ってきた。

「これがまさしく寮雨なり」古田さんの高笑いがあっ

た。 

入寮して間もなく炊事場でヤカンを火にかけたま

ま、うっかり忘れてしまった。誰かが弱火にしてくれ

てあった。思誠寮は炭の炬燵だ。当番は火事を起こさ

ないように深夜二回炬燵布団を上げて炭に灰をかけて

回った。そんな一つ一つに仲間の温もりを感じた。寮

食・飯太鼓・スマキ・ストーム全てが新鮮だった。 

冬の朝、思誠寮の娯楽室に顔をだした。そこは薪ス

トーブが焚かれ、昨晩から麻雀が続いていた。入口に

立った僕の正面にメガネをかけた先生らしき人が雀卓

を囲んでいた。それが数学の小柴先生との 初の出会

いだった。 

二年目の時、同室の長瀬から小林国夫先生の話を聞

いた。小林先生は当時第四紀（一番新しい地質年代）

の地質学会では世界の五指に入ると言われていた。先

生は答案用紙を扇風機で飛ばし、遠く飛んだ答案から

優・良・可をつけていたという長瀬は「国さん（みん

なは先生をさん付けで呼んでいた）しっかり書いてあ

る答案用紙は重い、だから近くに落ちる。可・良・優

ではないのですか？」小林先生の答えがふるっている。

「くだらない事を書きすぎているから重たいのだ」と、

伝説的な話である。当時の文理学部の地質学教室は木

造の階段教室だった。国さんの講義をのぞきに行った。

授業は暗くなっても延々と続いた。先生の家（官舎）

は県キャンパスの中にあった。一段落して、家に戻り

夕食を食し、一杯飲んでほんのりと赤くなった国さん

の講義は再開された。 

六年目の時、学長はメダカの研究をされていた池田

先生だった。「おい仁藤君、学長室に来ないか」こう

本部前で呼び止められて学長室でお茶をいただいた。

「そろそろ卒業しないかね」と聞かれ「単位が足りま

せん」と言うと「いや単位だったら僕が集めるよ」と

言われた。寮の団体交渉の際失礼な言葉を使った僕に

「仁藤、交渉という文字が書けるのか」とたしなめら

れたことがあった。随分礼を失した学生だったに違い

ない。もっとも、その時卒業はできなかった。 

七年目、幾何学特論をとった。K先生に「単位が欲し

い」と言うと「何が欲しい」と言われたので、「専門

でまだ優がない。だから一つぐらい優が欲しい」と言

うと「馬鹿を言え！」と怒られた。日常会話という口

頭試問を受けた出来の悪い僕は良だった。 

寮生に数学科の友人Tがいた。彼は卒業の年に三年間

分に近い単位をそろえて卒業していった。とにかく一

部の先生を除いては単位には寛容な時代、前後の人間

関係のトータルで見てくれる時代だった。とはいって

も、まったく勉強しなかったわけではない。高尾先生

の物理数学には苦しんだ。単位修得の為、優秀な数学

科の二人の後輩の下宿に通った。二人は嫌な顔一つせ

ず、ちんぷんかんぷんの僕に時間を割き、丁寧に物理

数学を教えてくれた。今、その二人とは連絡が取れて

いない。一度会ってお礼を言わなければならない。 

物理の鷺坂先生には本当にお世話になった。大学も

当時は相当学費を滞納しても待っていてくれた。僕の

名前が教務の掲示版に張り出されると「仁藤君授業料

を払っておきましたよ」と、お電話をいただいたこと

も何度かある。 

鷺坂先生の為にもと、 後の卒業研究だけはバッチ

リまとめた。唯一の優だ。宇宙線の観測にスチレンの

樹脂を使わなくても水のチェレンコフ輻射を利用すれ

ばデータは同じという実験だった。発表はしたけれど

卒業論文はおくれてしまった。卒業してからも迷惑を

かけてしまった。 

もう一人の理学部八年生の甲谷宏君を紹介しよう。

まず彼の「上高地花紀行」を読んで欲しい。素晴らし

写真の説明 

１枚目は、旧松本女子師範（現付属小中学校）の西南西方向

から見た透視図 

2 枚目は、旧松本女子師範の玄関(玄関は西側にありました)

この2枚は教育学部同窓会ホームページより借用

3枚目は、1950 年信大正門（旭町）と表札 4枚 

左から 信州大学本部 信州大学医学部 松本

医科大学 松本医学専門学校  

建物右が 1968 年から理学部旧 A 棟として使われ

たものと思われます。 



 

い本だ。（入手先・松本平タウン情報0263-28-9080） 

紀行文としても上高地の植物誌としても第一級であ

る。彼が名著として挙げる元信大（前東京農工大）教

授の亀山章氏の「上高地の植物」を超えているのでは

と思う。 

彼は昭和22年に山梨県に生まれ、甲府一高から理学

部化学科へ入学した。思誠寮で彼の同室者になった二

年後輩の小野は「・・・周りは本でいっぱいという感

じだった。鈴木大拙全集・奈良京都の仏像全集がまず

目に入り、これらの間に岩波新書がズラッと並び揃え

てありました。かろうじて化学の教科書らしきものが

あり、化学科の先輩とわかりました・・・」と追悼文

に書いている。仏像や仏教、漢詩にまで造詣が深かっ

た一方ジャズにも造詣が深く、マイルス、コルトレー

ンなどなど、彼の入れたコーヒーの香りと共に多くの

寮生を魅了していた。とにかく読書量はすごかった。 

大学時代、途中からクラブ「白夜」で働くようにな

り、八年目に大学に戻り、立派に卒論を書きあげた。

白夜が店終いして、梓環境保全株式会社に入社（後に

常務取締役）し、上高地浄化センターの運転管理業務

が仕事となった。 

この辺りの事を彼が書いている。「…入社したのは

昭和59年の3月…それまでは、13年間も風俗営業の店に

転がり込んで自堕落な生活を送っていたので、勤務当

初は朝早く起きることさえ億劫になる毎日であった。」 

「上高地花紀行」の中身を紹介しよう。「…93年か

ら94年にかけて確認した双子葉植物の総数は合弁花亜

綱が9目20科88属157種、離弁花亜綱が24目45科113属

243種、合計33目65科201属400種に上る。又、単子葉植

物は7目7科42属68種でやや少ないが、花の目立たない

ものが多いからである。裸子植物は3科10属16種、シダ

植物は9科20属45種だが、全体では恐らく1500種を超え

るものと思われる。…」とある。これを書くのに引用

した文献、専門書のたぐいは実に82冊にも及ぶという。 

彼の才能は上高地の遅くて短い春のように瞬く間に

花を開いた。彼は植物の開花の時期に合わせて、現地

に行き花の写真を撮り続けた。上高地の花を万葉集や

古今和歌集、はてはギリシャ神話やシェークスピアま

で引用して紹介するに及んでは彼の博学に言葉を失

う。「空に煌めく星・地に微笑む菫」この見出しだけ

でも彼の情熱が伝わる。読み進めていくうちに彼の自

然保護の真剣な思いが今になって理解できてきた。 

彼は、還暦まであと6日、平成19年8月12日、膨大な

貴重な上高地の記録を残して59歳で「通夜・葬式は要

らない、香典・供物は断れ」と遺言を残して、その生

涯を終えた。正月三日に見たテレビに阿部寛の台詞が

あった。「どういうふうに死を迎えるかは、どう生き

てきたかで決まる」それを地で行く 後だった。彼の

知識量と彼の言う「13年の自堕落な生活」が、このす

ばらしい本の土台になっていたのではと、ふと思った。 

さて僕の話に戻るが26年前に遊びに始まり遊びに終

わる小さな幼稚園を作った。 

子どもたちは庭で火をおこし、焚火で遊び、のこぎ

り、ナイフ・ナタで竹や木を削って、毎日飽くことも

なくいろいろと作っている。部屋の中でも段ボールと

ガムテープで工作が続き横にはレストランや病院がで

きる。雨の日は冬でも泥んこになってグランドを走り

回り冷えたからだは簡易の風呂で温める。いろんな所

に基地を作り、森の中に探検に出かける。「窓際のト

ットちゃん」の幼稚園版といえる毎日だ。「自然に生

きる・仲間と生きる・自由に生きる」をスローガンに

している。 

イタリアで始まったスローフードの運動のように大

地に根づいて育った子どもたちはたくましい。今年で

26年目、卒園児の活躍はすごい。 

「上高地花紀行」と「私の幼稚園」と二つ並べるのは

おこがましいが、信大の土壌の中で当時の学生のアナ

ログ生活と人と人との繋がりに支えられて生み出され

た「結晶」のように思う。理学部の45周年に乾杯した

い。 

会報17号（2011.2.28）より転載 

 

 

新制理学部発足の頃の思い出    

1s 地質 矢口 良一 

近、熊井啓著「私の信州物語」（岩波現代文庫）を

読んだ。私は松本市御徒士町 365 番地で生まれ、熊井

さんと同じ田町小学校に入学した。その後は父の転勤

に伴い松本を離れたが、たまたま高校と大学も熊井さ

んと同じである。 

私が信州大学理学部地質学科に入学したのは昭和41

年 4 月で、まさに文理学部が理学部と人文学部に改組

された年であった。入学試験は、国立大学の二期校の

入試後の 3 月末に行われた。当時の入試科目のうち、

理科と社会には｢科目指定｣があり、信大理学部の場合

は、化学・生物・世界史であった。私は、昭和 40 年の



 

朝永振一郎博士のノーベル賞受賞に刺激を受け、分不

相応にも、量子力学や天体物理学を目指していたので、

理科は物理と化学を選択した。しかし、国立一期校の

入試に落ちた後は、何の迷いもなく信大の地質学科を

受験した。それは、高校の地学担当の平林照雄先生か

ら｢信大には小林国夫という地質学の巨匠がいる｣とい

う話を常日頃から伺っていたからである。 

私達理学部地質学科第一期生は総勢 15 名で、文理学

部の先輩達に｢三期校コンプレックス｣と冷かされたが、

意に介さずに自由に 4 年間の大学生活を楽しんだ。教

養部の 1年間は主に教育学部松本分校の校舎に通い、2

年目に県町の校舎に移った。その後、旭町の木造 2 階

建ての旧医学部校舎で過ごし、卒業間近に新校舎に落

ち着いた。私達は結局 4 年間に｢孟母三遷｣ならぬ学舎

を四遷した。とりわけ、2・3年生の時期に過ごした県

町のヒマラヤ杉の森、淡青色の木造校舎、思誠寮は別

世界であり、旧制松本高等学校の時代と雰囲気を彷彿

とさせた。また、文理学部の先輩達は、登山や探検等

の信州の自然に魅力を感じて集まった個性的なロマン

チシストが多く、旧制松高の伝統を多種多様な形で継

承し、体現していた。 

理学部発足後の約 3 年の間に、地質学教室には多く

の新進気鋭の教官が集まり、特に教官の質と数に関し

ては全国でも屈指の地質学教室となった。いわゆる講

座としては、｢第四紀学｣、｢地質学｣、｢応用地質学｣の

3 学科目があったが、教室横断的に自由な雰囲気があ

り、教職員・学生同士の交流を通して有益な指導や助

言を受けることができた。ちなみに、私の卒論は上田

市南方のグリーンタフの地質と変質の研究で、指導教

官は渡辺晃二先生にお願いし、フィールドの選定は杉

山隆二先生に、野外地質調査は小坂共栄先生に大変お

世話になった。 

私達は 1 年生の頃から、幸運にも、多くの地質巡検

や各種野外調査に参加する機会を得た。昭和 40 年の夏

以降に活発化した松代群発地震とそれに起因する牧内

地滑りの諸調査を初めとして、八ヶ岳西麓の農業用地

下水の調査、奈川度ダム建設に伴う付け替え道路の調

査等では、杉山先生、郷原保真先生、渡辺先生のご指

導のもとで地質調査や電気探査のお手伝いをした。ま

た、デボン紀のサンゴ化石を産出する福地一の谷や、

現在｢カミオカンデ｣に変身した神岡鉱山の見学、さら

に、重さ 43kg のキスリングを背負って山田哲雄先生や

小坂先生と共に登った甲斐駒ケ岳と戸台川沿いの地質

巡検等々。これらの経験は強く印象に残っている。 

私が大学を卒業し松本を離れて既に 40 年が過ぎた

が、松本は私の生まれ故郷でもあり、恩師・渡辺先生

もおられたので、その後も度々訪ねた。松本から見た

美しい景色や町並みは今も脳裏に焼き付いている。東

に横たわる袴腰山、美ケ原・王ヶ鼻、鉢伏山等の抒情

的な山々。西に聳える北アルプスの壮大な山脈、梓川

の谷の奥に見える乗鞍岳、ひときわ目立つ常念岳とそ

の脇に顔を出す槍ヶ岳等。とりわけ冠雪の北アルプス

の山々は忘れ難い。 

会報16号（2010.10.10）より転載 

 

 

生協設立のころと地質教室 

1S 地質 安野 信 

大学入学の頃、私はいまで云う体育会系の学生で、

長野の教育学部にあった体操部の先輩達の指導で、教

養部の体操部を設立したりしていました。当時、旭町

の教育学部松本分校の木造体育館で練習中に、鉄棒の

支柱がはずれ、あわや骨折という目にあうなど、老朽

化した施設・設備があちこちで問題を生じてさせてい

ました。また、急増した学生に対応する教養部の施設・

設備が追い付かないばかりでなく、生活上にもいろい

ろな困難がありました。そんなことが、大学生協の設

立運動を始めるきっかけとなりました。 

私が入学した時の理学部地質学教室には、戦前・戦

中の戦争協力に対する猛省から始まった、民主主義科

学者会議（略称、民科)地学分野の「地団研」の精神を

実践していこうとする教官が大勢いました。1968 年頃

から始まった大学民主化運動の中で、大学自治のある

べき姿を求めて、教室会議に学生の参加を認め現状を

打破しようとしていました。郷原さん（地団研では教

官も‘さん、づけでよんでいた) 小林国さん、山田哲

さん、山下さん、杉山さん、渡辺さん、百瀬さん、酒

井さん、小坂さん、藤田敬さん、これらの方々が先頭

にたって、教室の運営に携わり、民主化を目指して学

生とも協議の場をつくったのは画期的でした。こうし

た教室の民主的な雰囲気がいかんなく発揮されたのが、

信大全共闘（学生自治会無視のでっちあげ組織)の封鎖

ごっこのときでした。 

とくに旭町新理学部の建物の前にあった木造校舎、 

B 棟を封鎖から守った時、教官がヘルメットをかぶっ

て理学部に待機していた事もありました。この時に"



 

徒手空拳"論をとなえた、一部理学部の教官の声明は、

地質の教官に一笑に付されたのは当然のなりゆきで、B

棟と新理学部棟の防衛に学生と教官が邁進したもので

した。何のための学問か、学問や科学は誰のためにあ

るのか、大学の自治とは何か、民主的とは何か、など

いま考えると実に大きな難問でしたが、逆にそこから

当時の学生はエネルギーをもらっていたのかも知れま

せんし、将来のヒントになる事柄をたくさん学びまし

た。 

学生の劣悪な勉学、生活状況を何とか改善しようと、

寮自治会・学生自治会・生協設立準備委員会などが運

動するなかで、大学当局の古い体質から生協設立に反

対の勢力もありました。しかし、理学部の教官をはじ

め、理学部、人文学部の学友や、文理学部の先輩方達

に励まされ、勇気づけられ、支持されたことが、生協

設立のための教養自治会学生大会での「スト権確立」

に大いに力となりました。その結果、大学当局もこれ

を認めざるを得なかったのでした。 

これらの問題意識は、私が千葉県、神奈川県の高校

教師になった後も残っていました。当然のことですが、

学校は、教職員の自治の場でもあると共に、児童生徒

の自由と人権の尊重の場でもあります。いじめ、ひき

こもり、学力低下、底辺校問題等、大もとには、自由

や自主性や人権を侵害しようとする勢力が、権力をか

さに学校に介入している状態にその原因があります。

専門の地質学は不勉強の学生でしたが、一人の地学教

員として、何よりも地団研精神をよりどころに、自ら

の力を怠りなく高め仲間を信じて行動してきたつもり

です。 

余談ですが 16 号に載った「ご同慶のいたり」の男に

ついては、教養部の柔道の授業時に、旭町の木造体育

館のフロアーに畳を敷いた道場で、乱取りをして一本

取った経験を思い出しました。その際その男は“ムン

ギュ”といった声を発したことを覚えています。その

男は「作家」仲間に学生時代の反民主的な行動が歓迎

されたようで、権力側にすり寄った行動を今も取り続

けています。私はこのことが 60 年安保闘争の際に、権

力に仲間を売った過激派指導部と重なって見えるので

す。 

会報16号（2010.10.10）より転載 

 

 

 

私の青春時代 

2S 数学 徳武 藤吉 

同窓会報の「文理から理学部へ」というコーナーの

懐かしい人々の思い出を読み、あの頃の生活を思い出

しました。体調が今一つなので妻の手を借りてのもの

ですから、取り留めのないものになりますが、お許し

ください。 

 私が大学に入ったのは、1967 年のことで理学部二期

生ということになります。 

長野からバスで 1 時間あまりの戸隠中社で子ども時

代を過ごしました。田舎の事で、父母は畑仕事、山菜

取り、茸取り、冬は竹細工などで生活を支え、質素な

生活でした。一番上の姉が弟たちの面倒を良く見てく

れ、私はいろんな遊びをいっぱいやることができ、貧

しくとも平和でのびやかに過ごすことができた子ども

時代でした。しかし、我が家から一人大学へ送ること

は大変なことで、私自身も相応の覚悟のいることでし

た。アルバイトをいろいろやりながらも、勉強も相当

熱心に取り組みました。 

入学し、寮生活を始めると、二人部屋で同室は先輩

でしたので、私としては相当緊張もし「気をつかう」

日々でした。講義を受け、レポート提出、試験と次々

ある中で、いろんな先輩から良いことも悪いことも教

えてもらい助けられもしました。寮生は何だかんだと

言っては集まっては良くダベリました。誰かのところ

に実家からの荷物が届くと、自然にその寮生の部屋が

たまり場となり、箱から出てきたお菓子を皆で分け合

い、夜更けまで語り合ったことは懐かしい思い出です。

そんな付き合いで「人との付き合い方」を学ぶと共に、

「人間への信頼」を培うことができたのだと思います。 

私にも貧しい中から母親が送ってくれました。カッ

ターシャツや下着、日用雑貨から牛乳パン、お菓子な

どですが、日清のチャルメララーメンはうまかったと

今でも覚えています。青いものがいるというのでタン

ポポの葉を摘んできて煮たことも思い出します。牛乳

パンは今もありますが、当時は貴重品で大事に食べた

覚えがあります。 

学生生活の後半には荷物は段ボール箱になりました

が、はじめの頃は荷物を送ることそのものが大変なこ

とで、ハトロン紙で上手にくるんで麻紐で十字にしば

ったものです。多いときはリンゴの木箱や菰でくるん

で荒縄でしばったものです。リンゴ箱はテーブル代わ

りにも本箱にも衣類入れにもなりました。 



 

寮では、スポーツもやり、朝のランニングは日課と

なる程でしたし、サッカー、テニス、なども良くやり、

運動不足になりがちな日々に変化を作りました。何と

なくやる気のないときも少々強引に引っぱり出される

ことで気分も良くなり、活力がわくということもよく

ありました。寮生の仲の良さはどう表現していいか悩

みますが、育ちのこと、性格のことなど互いによく知

り、今なら「おせっかい」といわれそうな程、めんど

うを見合ったものです。 

寮祭は毎年 11 月でしたが、 後をかざるパレードは

仮装して県の森から駅まで練り歩くのが伝統でした。

女物の着物にへんてこな化粧をしたりして踊りまくる

のですが、町の人も喜んでくれる雰囲気がありました。 

二葉寮にかわいい子がいて声を掛けたけど進展もな

く、淡い恋心もすぐ砕けたこともありました。ひどい

風邪を引き寝込んでいたとき、三人もの女子寮生がお

見舞いに来てくれ、「頑張ってね」と励まされたとき

は本当に嬉しかったけど、それもそれ以上進みません

でした。 

寮はいわゆる自治寮で、皆役をもって寮生活をして

いました。そんな中、信大寮連合の委員長を三期努め

ることになりました。 

物価もどんどん上がる時代、寮費値上げ反対と同時

に、大学からの予算を増やすことが大変でした。「一

人部屋にしてほしい」「隙間風が入るので直してほし

い」とか「風呂の回数を増やしてほしい（当時は週 1

回だったのをせめて週 2 回にしてほしい）」など、各

寮の要望をまとめて各寮長と大学本部へ行くのです。

今では当たり前のことを一つ一つ実現させていくのは、

粘り強い交渉の積み重ねで、正論を正面にすえて義理

人情も交えていくもので、私には学ぶことが多いもの

でした。全部すぐに実現できたわけではありませんが、

いくつか成果がありました。 

4 年生のときのゼミは代数の岸本量夫先生のゼミで

した。学生に人気のゼミで、多くの学生が入ったと記

憶しています。学生一人一人の研究課題が異なり、週

1 回皆の前で発表するもので、相当勉強しないと話が

できないので大変でした。学生時代を通して小柴先生

（解析学）が良く声を掛けてくださり、勉強のヒント

を貰ったり、様々な面倒を見てもらったことも、一度

や二度ではありませんでした。小柴先生には碁を教え

てもらいました。寮でタバコも酒も覚えましたが、下

手の横好きで寮の仲間と囲碁を囲むこともできるよう

になりました。マージャンを覚えてよくやりましたが、

ゼミのあと、夕方から研究室で先生たちと囲んだこと

も楽しい思い出です。 

ちなみに卒論は「不値体－P進不値について」でした。

先日、岸本先生から丁寧なお手紙と共に卒論を返して

いただくということがありました。40 年もの間ご自分

の書棚にとっておいてくださったことに感激しました。 

アルバイトはいろいろやりました。多くは肉体労働

でしたが、その中で印象深いものを 3 つあげておきま

す。 

一つはお金がいいので、びくつきながらの「ダイナ

マイトの運搬」です。ナップサックにダイナマイトを

入れて、南木曽の駅から山の中へ一時間ぐらい担いで

持ち上げるというものです。地質調査用とのことで 1

回 5000 円くらいもらえたと記憶しております。それは

それは、とても「こわい」もので、「そんなに爆発す

るものではない」と言われても、ひょっとしたらと思

うと緊張しっぱなしで、どこかにぶつけたりしないよ

うにと気を使うので大変でした。 

もう一つは旅行社の添乗員で、大阪万博への付き添

い助手や、修学旅行の引率でした。何日もかけていく

ので、まとまったお金が入り、ありがたいバイトでし

た。寮生数人が同時に雇われるので、気分は楽でした

し、何より三食付で、夜の交流会があると皆さんと酒

を酌み交わし、時には旅館からも旅行社の一員として

おみやげ付きということもありました。宿の方からは

学生さんということで、後日ウィスキーが送られてき

たこともありました。 

今一つは、松本のあめ市で御神輿かつぎで、楽しい

ものでした。本町筋のどの店でもふるまい酒が用意さ

れていて、寿司、みかん、するめ等もいただき 後は

酔ってフラフラで担いでいました。これも一晩 5000 円

くらいだったと記憶しています。 

サークルは劇団「山脈」に入りました。小学 3 年生

の時「3 年寝太郎」の主役をやったことがあり、その

印象も強く劇に興味があったのです。初舞台は村人 A 

と馬の足でした。セリフもあって「おら、この辺りの

村のもんだが、いっちょ仲間に入れてくれないだか」

というのは今でも覚えています。団員は 40 人くらい

でしたが、お金を出し合い、大道具、小道具をすべて

作り、県の森の講堂で夜遅くまで何日も練習したこと

も思い出です。公演は年末の寒い中、市民会館でやり

ました。当時すでに有名だった熊井啓氏も見に来てく



 

れたこともありました。 

いわゆる東大紛争の時は仲間をまとめて夜行で東京

へ行き封鎖する学生達と対峙しました。ヘルメットを

かぶり投石の中でがんばりました。怪我だけでなく

「死」を意識する場面もありました。信大でも理学部

以外が封鎖された時期がありましたが、このときも理

学部を守ることで相当きつい目に合いました。このと

き革マル派があばれて勉強ができなかったことが、も

のすごく悲しいこととして記憶に残っています。 

地質の学友が研究のために時間と労力をかけて集め

ていた岩石をメチャクチャにされたことは、同じ学生

として許せないことと強く憤りを感じたことを覚えて

います。バスを待っていたら突然 I（現都副知事）が

来て、ぶん殴られたことも忘れられない事です。教官

も学生もがんばり、理学部を封鎖させなかったことは

本当に良かったと思います。当時理学部にいたすべて

の人の力だと思います。 

寮といえば私事ですが、教育学部のあけぼの寮の寮

長さんだった T さんとは寮連合の会合でよくご一緒さ

せてもらい、いろいろと語り合った仲です。その T さ

んの結婚式が松本であり、そのとき知り合い、一方的

な一目ぼれで「好き」を受け入れてくれた人と長年連

れ添うこととなりました。飯田に住んでいた彼女のと

ころに 3 時間以上かけて会いに行ったり、松本に来て

くれた時には辰野まで送っていったことも、なつかし

い思い出です。寮と T さんに感謝というべきでしょう。 

会報 17 号（2011.2.28）より転載 

 

雪の信州大学 

学生時代の想い出         

2S物理 岡田 菊夫 

私が信州大学理学部物理学科に入学したのが1967年

4月なので、文理学部が改組されてから二年目の理学部

生となる。それから40年以上が経過したことになる。

三年前に60歳の定年を迎えた後、松本での日々が一層

懐かしく思い出される。当時のことを振り返って少し

想い出を書かせていただきたい。 

住環境など 

大学一年目は、教養部で他学部の人と一緒に勉学し

た。一年間生活したこまくさ寮は鉄筋コンクリートの

新築であった。寮の北側はりんご畑で、芥子坊主山の

麓まで畑が拡がっていた。旭町の大学までの場所の多

くも畑で占められていた。当時の寮費（信州大学教養

部に支払い）が月300円、寮運営費（こまくさ寮の自治

組織へ）が月50円、食費が3395円（一日三食で約100

円）であった。冬は別途暖房費が必要だったと思う。

なお、二年生の時から下宿（四畳半：北深志一丁目）

したが、家賃は月3000円だった。当時(1967-1968年)

の金銭出納帳によれば、銭湯(30円)、大学生協のカレ

ーライス（60円）、浅間〜美ヶ原のバス（180円）、は

がき(7円)、てんぷらうどん（50円）。 

他の人の下宿に行ったのは森淳さん（数学科：現理

学部同窓会会長）の所が初めてだった。下宿は母屋に

付属の４畳間で、本棚以外に炬燵の周りに本が沢山積

み上げてあった。登山の際使うコッヘルでお湯を沸か

し、初めて見たティーバックで紅茶を入れてくれた。

様々な会話ができて嬉しいひと時だった。私の場合を

含め当時の下宿での持ち物は、電気こたつ、ラジオ、

机、本棚、電気ポットくらいであった。冬の夜の寒さ

が厳しい時は、こたつに体を入れて、首に服等を巻い

て寝た。それでも寝むれない時は、まず日本酒を飲む

がだめで、 後は安いウイスキーを飲んで寝た。電話

をかけて人の下宿を訪ねることはなく、しばしば予告

なしに訪ね、不在ならば諦めて帰るかメモを残すとい

った具合だった。ある時、ウイスキーの空瓶に水を入

れて置いていたところ（悪気はない）、不在のところ

に小林善哉さん（物理学科）が来て運悪くウイスキー

と思いこの「液体」を飲んだ。後日、不在の折、小林

さんが来たようで、机の上に「これは水ではありませ

ん」とウイスキーのボトルが置いてあった。この頃、

学生の松本市内での主な移動手段は自転車か徒歩だっ

た。 



 

サークル活動 

森 淳さんの提案で、「科学方法論ゼミナール」な

る会を作ることになった。具体的には、教官に講演を

してもらうことであった。第一回は、数学の岸本量夫

先生の「日本科学者会議と科学者」であった。教養部

の二階の教室で行われた。参加券を作り有料にして参

加者を募った。第二回の講演会は、宗教学の吉村善夫

先生で、講演をお願いするためにご自宅まで伺い了解

していただいたことを思い出す。講演題目は「学問に

ついて」であった。第三回の講演会は、哲学の渡辺義

晴先生による「機械文明と哲学：自然科学と社会科学

のあいだ」であった。 

また、何人かの仲間とサークル「自然科学研究会」

を作った。顧問には、松崎 一先生がなってくださった。

大勢で芥子坊主山斜面での夜間の気温観測したこと

や、サーミスタ温度計を気球にぶら下げて松本での気

温逆転層の観測などをしたことが印象に残る。この会

では、神田健三さん（物理学科；現中谷宇吉郎雪の科

学館館長）を中心として北アルプス涸沢雪渓の調査な

ども行われた。また、大学三年の頃（1969年8月6日）、

大町の昭和電工の排ガス問題に反対していた農民の集

会に、小柴善一郎先生、鷺坂修二先生とほか先生と一

緒に参列して、農民との質疑をする貴重な経験をした。

信州大学と地域との良好な関係の重要さを実感した。 

学生運動 

二年生の時（1968年秋）、理学部学生自治会の副執

行委員長に推薦され選出された。今では見られないガ

リ版（謄写版)を使って大会議案書の作成や、屋外で立

看板を作る為によく徹夜をした。徹夜して夜が白々と

明けるころの常念岳の美しい朝焼けは素晴らしかっ

た。理学部学生自治会の副執行委員長になってすぐ東

大紛争が起った。1968年11月に東大教養学部（駒場）

で行われた全学連第10回定期中央委員会に参加した

折、東大本郷での全共闘による封鎖を阻止する活動に

少し参加したが、ヘルメットをかぶり、鉄パイプを持

った異様な全共闘の行進に驚いた。その半年後、信州

大学でも1969年6月に人文学部（L)共闘などが初めに県

の森にある人文学部講堂の封鎖を強行した。その後、

幸い理学部では教職員と学生自治会により封鎖は阻止

されたが、当時の雰囲気ではとても落ち着いて勉学で

きる状態ではなかった。この頃でも理学部は授業が行

われていたが、場合によっては、教室で先生の講義を

一人で受ける異常なこともあった。封鎖されている教

養部前で全共闘の学生に捕まり、教室で顔を殴られた

ことは忘れられない。その教室内は机や椅子もなくガ

ランとした状態で、ヘルメットを被った全共闘派の女

性を含めた学生達が床に覇気なくしゃがんでいたのが

思い出される。また、県の森にあった人文学部の封鎖

解除の行動では、ヘルメットと鉄パイプを持った全共

闘派と対峙した。石の投げ合いを初めて経験した。顔

面の前に持った3cm程の厚さの木板が投げられた石で

真二つに割れた時は恐怖と怒りを覚えた。なお、信州

大学での大学封鎖が終わりかけた1969年11月に行われ

た第4回信大祭には、山本幹雄さん（地質学科）達と実

行委員として準備に加わったことが一層懐かしく思い

出される。 

後に 

大学四年頃になって、二階建て木造校舎（旧松本五

十連隊の兵舎を改造した建物）から鉄筋コンクリート

の理学部新館に移り、宇宙線の研究室で卒業研究（指

導教官：鷺坂修二先生）を行った。中田典昭さんと共

同して、大気による宇宙線強度の減衰を取り除くこと

を目的としたディジタル気圧計を試作した。卒業後、

いよいよ松本を去る時がきた。松本駅を離れる列車か

ら懐かしい山々に別れを告げた。それからもう40年経

ってしまった。しかし、今でも昨日のように明瞭に憶

えているのだが、大学入学直後に教養部大講義室で学

長が我々新入生を前にして「信州大学は全国の大学の

中で も標高が高い山紫水明の松本にある。この意味

で 高学府である」と言われたことである。信州大学

にいた四年間、多くの先生や友人に支えられたし、素

晴らしい自然を味わい、私にとっても信州大学は 高

学府だった。小泉自民党政権が押し付けた悪しき「大

学の独立法人化」のため、大学を取り巻く環境は大変

厳しいと察するが、同窓生の一人として今後の理学部

の増々の発展を期待すると共に微力ながら応援できれ

ばと思っている。   会報17号（2011.2.28）より転載 

 

 

学生の頃の思い出      

3S 数学 佐藤 清一 

3S の私か入学したのは 1968 年、昨日のことのよう

でもあり、はるか遠い昔のことのようでもあります。

何か当時の記録がないものかと探してみましたが、日

記などの習慣のない私には何も残っていません。記憶

をたどって学生の頃を振りかえってみようと思います。 



 

秋田出身の私か何の縁もない信州大学を選んだのは、

学力の点を除けば、故郷を遠く離れてみたいという想

いと信州という地にロマンを感じたからでした。入学

式が桜満開の時期で、「秋田より 2～3 週間早いな。よ

その土地に来たんだな。」と思った記憶があります。 

当時は何といっても学生運動が激しい時代でした。

私も先輩や友人に触発されて学生自治会の役員をやっ

たりしました。本業がそっちのけになり留年もしまし

たが、留年することにさほど抵抗はありませんでした

し、まわりの目もそんな感じでした。ただし、親には

申しわけないなと思ったものです。学生運動の中では

さまざまな思い出があります。まず、古い木造の２階

建ての理学部校舎に階段教室があってそこでクラス討

論をやったとき「ここは大学なんか」と強く感じたこ

と、教養部は鉄筋の新校舎が完成していましたが理学

部の新校舎はまだ完成しておらず、旧校舎で授業を行

なっており歴史の匂いを感じることができました。そ

れから、10.21 国際反戦デーの前の晩にタテ看（板）

に墨汁で書いた字がすぐ凍ってしまい、「冬が早いと

ころだなあ」と思ったことなど。特に、印刷がガリ版

刷りから今のコピー感覚の機械印刷にあっという問に

進化したのにはびっくりもしたものでした。まさに技

術革新の時代だったということなのでしょう。 

初の１年は寮に入っていましたが、その後はアパ

ート暮らしでした。家賃は畳１枚が 1､000 円、授業料

は半年 6､000 円、育英会の奨学金が月 8､000 円の時代

でした。仕送りが月 10､000 円あれば十分でした。余裕

はありませんでしたが、よく友人と飲み明かしたもの

です。奨学金とアルバイトだけで頑張っている学生も

少なくありませんでした。 

私にとってなんといっても 大のできごとは学生結

婚したことです。あまりにプライベートなことですか

ら個人の名前は控えますが、学生仲間で結婚の良し悪

しを議論したり、先生や仲間が結婚に反対する私の両

親を説得してくれたり、 後は実行委員会を作って生

協の食堂での結婚式から新婚旅行（大町ヘスキ一一泊）

まで面倒みてくれたり、そして先生に仲人を引き受け

てもらったり、今の時代に比べれば人間が人間らしさ

を発揮しやすい時代だったように思います。定年が過

ぎて早々２年目、足腰が弱ってきたことを痛感してい

る昨今ですが、今年か来年には久しぶりにキャンパス

の空気を吸ってみようと思います。（(2010.8.24 記) 

会報16号（2010.10.10）より転載 

信州大学理学部の思い出 「ちしつや」 

3S 地質  澤村 寛 

年・億年という年数であらわす対象を扱う生業に就

きながら，自身の４０年前についてはまことにあやふ

やな思い出を述べなければならない。大学祭の思い出

を手繰ってみた。 

模擬店「ちしつや」を立ち上げた。 

1968 年入学の年の大学祭、地質の学生，理学部の一

期・二期生は，文理の 後の方々の協力を得て，マン

モスゾウの実物大生体復元を出展した。象はふさふさ

とした稲わらの毛のまま数ヶ月生き延び，現在の理学

部本館前にあった木造校舎の裏で雪をかぶってたたず

んでいたのが印象に残っている。前夜祭は，野球場で

火が焚かれ，グランドにテントの模擬店が建ち並んで

いた。 

翌年，理学部に進級した我が同期生たちもがんばっ

て，竜脚類の長い首を今はなくなった校舎北の丸い池

に出現させた。医学部解剖の KY 先生は「紫色の巨大な

ペニス」と揶揄された。筆者は留年して教養部２年目。

諸事情で前夜祭は無かった，のではないかとおもう。 

1970 年，前夜祭は開催されたが，さほど盛大ではな

かった。が，ここで筆者は「ちしつや」を開業した。・・・

に違いない（1969 年ではない，という意味で），と思

う。筆者は 2 年生ではあったが，同期生たちは暖かく

迎え入れ，地質 3 年研に机を与えてくれていた。この

部屋で，本郷鶏肉から仕入れた羽をむしった鶏 10 羽ほ

どを解体したのだ。5 羽は小さく刻んで串に刺した。

残りは半身にして「山賊焼き」と名づけて焼いた。場

所は野球場に並んだテントの端っこ。鶏は，瞬く間に

地質の先輩や同級生の酒の肴となった。店としてはと

ても「成功」とはいえなかった。 

1971 年は，ついに前夜祭（少なくとも野球場での）

は開催されなかった。理学部学生は，学科ごとに，講

義棟を会場に様々の催しを打った。個人経営の「ちし

つや」の入る余地は無いかにみえた。しかし，一度開

いたものをやめるわけにはいかない。本館からの渡り

廊下の脇，当時はラウンジと呼んでいた小スペース。

ここを「ちしつや」とした。まさにニッチである。 

鶏の主肴は変わらなかったが，いい副菜を見つけた。

本館前に立ち並ぶイチョウ。大量の銀杏が実る。10 月

下旬のある日，筆者は登った。類人猿よろしく，樹上

でワッサワッサと揺すった。一苦労して皮をとり，6

番教室に干した。収量は 70 リットルバケツに溢れるほ



 

ど。例のにおいが教室に満ちたのは想像通り。翌朝，

YT先生にこっぴどく叱られた。が，収穫は承認された。 

「ちしつや」に持ち込んだ熱源は二つ。プロパンガ

スのコンロ 1 台は，お通しの銀杏用。フライパンで煎

った銀杏は食べ放題とした。鶏はコンクリートブロッ

クを工夫して炉をつくり炭で焼いた。今思えば危険極

まりないが止められることはなかった。炉の端にはア

ルマイトの洗面器を置き，チロリ（たんぽ）で燗をつ

けた。 

YN 先生からは，お通しだけの注文があった。４階の

地質インショク室に出前した。KT 先生には何人前かの

焼き鶏を踏み倒された。自らの消費もあるが，酒肴は

１時間あまりで品切れとなった。 

イチョウの木に登った記憶が 2 年分あるので，1972

年まで，屋台のような「ちしつや」を開店したのだろ

う。藤田敬さんデザインの法被は，「ちしつや」でも活

躍した。初代（おそらく）の丸いちしつやである。 

あやふやな記憶をいくら手繰っても，なぜ，どんな

経緯で「ちしつや」を始めることになったか，どうし

ても思い出せない。でも，先生方も先輩や友人たちも

たいへん鷹揚であった，これだけは確かである。たい

して勉強もしない学生の，ちょっと危ない仕業を暖か

く見守り応援してくれた。     

信州大学理学部の思い出はこの点である。当時の大

学の寛容に礼を述べなければならない。 

会報 16 号（2010.10.10）より転載 

 

「松本」点描（1966年頃を中心に）～その1～ 

          1S数学 森 淳 

文理改組の頃の事を先生、学友が書いてくれていま

す。松本の町も大きく変わっていく時代でもありまし

た。 

文理改組の少し前まで駅前から文理の方へ道の真ん中

を単線の線路があって浅間温泉まで電車が走っていま

した。松本電鉄浅間線といいました。少しずつ車社会

になってきてじゃまになってきたことや新町経由のバ

スのほうが便利ということもあってか1964年3月31日

で廃止になってしまいました。 

電車は駅前の北の端からS字を描いて駅前通を東の

学校前（松南高校、今の秀峰中等学校の北西角にあり

ました）で北に向かいます。そして国体道路になって

いるところを浅間温泉まで走っていました。駅前から

日の出町（カラクラモールの南東角）までは道と併用

していましたが、そこから北はずーっと専用の線路で

した。車庫は横田にありました。単線ですから行き違

いの出来る停留所が３ヶ所（学校前、横田、運動場前

）にあり、停留所は全部で18、駅から浅間温泉まで20

分程度でした。 

廃止後しばらくは駅前通り（駅から県の森まで）は

「電車通り」という名前で通じていました。市民会館

あたりから東の方は線路あとにアスファルトをかぶせ

ただけでしたし、日の出町から北は砂利道でした。 

特に横田から北、浅間橋あたりまでは道の西側にく

ぼんだ線路のあとが残り、ところどころに架線をささ

えるアングルを組んだ鉄柱が残っていました。横田に

はホームのあとも残っていました。 

本町や伊勢町がきれいになり歩道にアーケードがつ

くられたのも1966年のことです。 

六九商店街を全部おおうアーケードが出来たのはい



 

つのことだったのかあいまいですが、両側に高級品を

扱う商店が並び、その突き当たりに当時としては大き

なデパート井上がありました。 

戦争が終わって大きく社会は変わりましたが、町の

変化は1965年頃を中心として変わり、その後1970年代

に急速に庶民の生活も変わっていきました。1960年代

の後半はそうした意味で一つの時代を画する節目の時

代だったと思えます。 

電車の2枚は、1963年6月の学校前と横田の松本駅行きの写

真です。「北総ﾚｰﾙ倶楽部」のHPよりお借りしました。 

町の2枚は、本町を北から見た物(1966)と中町入口付近

(1968)です。松本市のHPよりお借りしました。 

 

「松本」点描（1966年頃を中心に）～その2～ 

当時松本駅は木造二階建て（今の二代前の駅舎）で、

二階に日本食堂がありました。夜行列車もあって朝早

く着くと開店を待って朝食をとる人も多くいました。

駅は正面を入ると左側に切符売り場（その手前入って

すぐに荷物取扱所もあったように思います。）右は待

合室で真中にストーブが置かれていました。その奥に

ギシギシと鳴る２階へ行く階段があったように思いま

す。 

駅前広場の北の端の市内電車（浅間線）の駅があっ

たあたりがならされてバス発着場になっていました。

駅には木造の陸橋が２本あり、北のものは大糸線や上

高地線のホーム、小さな西口に繋がっていました。（今

の駅ビル３階の本屋さんの北の通路あたりの位置で

す。） 

南側の陸橋は今の３番線ホームに渡っていました。

当時篠ノ井線ホームは３番線までで、今の０番線とそ

の横の留置線あたりには貨物のホームが櫛型に並んで

いました。 

普通列車にはたいてい荷物車が付いていて、ホーム

の南端で小荷物や手荷物を運び入れていました。何を

送るにもエフといわれた厚手の紙に針金を付けたもの

に送り先を書いてくくり付けて駅まで持っていくか

「日通」に取りに来てもらい列車便で送ったものです。 

1966 年春に新宿から電化され、秋も深まった頃、特

急も運転されましたし、急行も少しずつ電車に変わっ

ていきました。名古屋からの特急も始まりましたが、

ディーゼルカーでした。新宿からも名古屋からも普通

列車は茶色の客車で名古屋からのものは蒸気機関車が

引っ張っていました。それまで準急だったものが急行

に、急行だったものが特急になって、料金が高くなっ

たのを覚えています。新宿から4 時間半、名古屋から

も3 時間以上かかりましたが「早くなった」と思った

ものです。 

そうした交通の便の進歩と共に松本に出入りする物

も増え、しばらくすると庶民のテーブルに生魚が並ぶ

ようになっていきます。野菜やくだものが都会に出荷

できるようになっていきます。 

大学に入った1966 年の秋に近くの「やおや」でデラ

ウェアが100ｇ4 円で売られていて、こんな旨いものが

松本で安く手に入るというので大いに食べた記憶があ

ります。「傷みが早いので作っても出荷できない」と

いう話を聞いたことがありますが70 年代に入ると山

辺のぶどうが都会のくだもの屋に並ぶこととなりま

す。 

その頃から新しく建て替える家も出てきました。し

かし、多くは相変わらず隙間風の入る古い建物や土蔵

を改造した家でしたが、暖房は「炭」から「石油スト

ーブ」に代わっていきました。下宿も新しいアパート

（学生用はトイレ、台所は共有が普通でした）から土

蔵の改造、民家の二階とさまざまでした。 

 

その頃の変化は急速に変わるものと後回しになるも

のが混在していて、どこを注目するかによって印象は

変わります。入学年度の違いによって相当「松本」と

いう街の印象が異なるのも当然といえます。 

写真は松本駅です。新伊勢町入り口付近から撮影し

ています。「松本市役所HP」より御好意で使わせてい

ただきました。 

会報17号18号より転載 


