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理 学 部 の 躍 進 の た め に                   理学部長  尾関寿美男 

 

 

この度、理学部を卒業された皆様、また大学院理工

学系研究科（修士）・総合工学系研究科（博士）を修

了された皆様、誠におめでとうございます。視野を広

げて専門性を大いに発揮してご活躍されることをお祈

りします。 

理学部、大学院総合理工学系研究科・総合工学系研

究科にご入学の皆さん、おめでとうございます。清々

しい松本の地で、心豊かに切磋琢磨して世界に羽ばた

くための力量を養っていただくように期待します。 

 

昨年、理学部設置 50周年を迎え、５０周年記念行

事（講演会と祝賀会）を 10月 8日に開催し、理学部

の歩みを記念誌にまとめて振り返るとともに、これを

機に、卒業生やＯＢ、地域住民、地元企業、自治体、

そして全国に、学問の香り立つ理学部を発信して、基

礎科学を理学的学生を信州大学理学部から羽ばたかせ、

花開かせる決意を確認しました。 

 昭和 24年に信州大学が創立され、松本高等学校

を母体に文理学部が発足しました。昭和 41年に文理

学部が改組されて、数学科、物理学科、化学科、地質

学科の 4学科、教官数 26名の理学部が誕生しました。

昭和 50年に生物学科が設置されました。平成 4年に

なって、物質循環講座、翌年に自然情報講座が設置さ

れ、さらに、発展的に物質循環学科、数理自然情報科

学科に改組して学科制となり、現在の体制の礎が築か

れました。平成 16年に国立大学法人信州大学に移行

し、学部も目標・事業計画を策定し、その達成のため

に組織、教育、研究、社会・地域貢献などの改革を継

続しなければなりませんが、そのガイドラインとして

のミッションの再定義が平成 26年に文科省によって

なされました。本理学部のミッションは、「高エネル

ギー物理、基礎数学、物理化学、山岳科学」を強みと

した研究、グリーンサイエンス教育・研究の推進、地

域・社会への貢献などです。 

平成 27年に６学科制から２学科７コース制へと改

組し、幅広い基礎力と専門性の高い研究力のある人材、

創造性のある人材を輩出するために、理学の共通基盤

を全員が修めた上で、専門を深める体制を構築するこ 

 

 

とを目指しています。研究も教育も『グリーンサイエ

ンス』をキーワードに据えて、学科・コースの壁を越

えて連携した教育・研究環境を整えつつあります。理

学部の全新入生にグリーンサイエンス、基礎数学、TOEIC

（IP）英語テストを課しました。一方で、学習支援強

化として、一年生の数学学習支援「数学茶屋」、全学

年向けの「サイエンスラウンジ」（数学、物理、化学）

を設置し、大学院生・４年生などが学習相談に応じて

います。グローバル化への対応としては、「イングリッ

シュ茶屋」での留学生との対話・交流や海外渡航（短

期留学、学会発表など）を支援しています。 

多様な学生に対応するため卒業に向けて 3プログラ

ムを設定して、きめ細かく対応することにしており、

「先進プログラム」（１年生のときから先端的な演習、

実験、実習の機会を経験）、「標準プログラム」（卒

業研究を履修）および「学際プログラム」（卒業研究

の代わりにテーマに基づく講義を幅広く履修）を実施

しています。大学院進学者は 50％程度ですが、十分と

は言えず、標榜する 6年一貫教育を目指してさらに進

学率を高める学部教育を推進しています。また、社会

での活躍を期するためのキャリアー教育を、同窓会の

支援を受けて開始しました。 

潤沢でない予算や貧弱な設備の時代にノーベル賞級

の研究がなされてきたことを考えると、評価や応用・

利用を念頭に置かず、真理への情熱と自由な発想に突

き動かされた研究が許される理学部の存在意義は大き

いと言えます。ただひたすら真実に迫ることに無上の

喜びを感じる人々が育ち、活躍できる環境を整えるこ

とが大切であり、そういう中でこそ理学的学生は育つ

はずです。理学部の研究は基礎的ですが、実用への展

開を 100年、1000年のスパンで考えれば，相対性理論

の GPSへの利用や素数の暗号への展開などの例に見ら

れるように、特段ニーズを想定して研究を進める必要

はないと信じます。 

こうした理学を推進するには、理学部のよき理解者

を得ることが不可欠です。新入生，在学生，卒業生や

ＯＢ、特に同窓会の皆様には今後とも強力なご支援を

お願い申し上げます。 
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日頃より信州大学理学部同窓会の皆様には、一方な

らぬご支援、ご協力を賜りまして誠にありがとうござ

います。まずは厚くお礼を申し上げます。 

理学部に関してこの 1年間における最も大きな出来

事は、理学部創立 50周年記念行事だったと思います。

記念式典の開催や記念誌の発行等、同窓会のご支援、

ご協力なしではできなかったと思います。この場をお

借りして心より感謝申し上げます。さて、すでに記念

式典でも述べましたし、記念誌にも記しましたが、理

学部の歴史は、大正 8年（1919年）に開校した旧制松

本高等学校まで遡り、昭和 24年（1949年）に発足し

た信州大学では文理学部として引き継がれました。昭

和 41年（1966年）に文理学部が分割再編されたのに

伴い設置されたのが、人文学部と理学部です。旧制松

本高等学校として 30年、文理学部として 17年、そし

て、理学部として 50年、合計すると 100年近い歴史

を刻んできたこととなります。平成 31年（2019年）

には、信州大学創立 70周年、旧制松本高等学校創立

100周年を迎えます。信州大学の前身校の一つである

旧制松本高等学校の歴史を信州大学の歴史とともに振

り返る機会とし、歴史をもとに次代の信州大学を考え

たいと思っております。 

さて、昨年、科学的な面で印象に残ったニュースの

一つは、理化学研究所のチームによる 113番元素「ニ

ホニウム」の発見です。アジアで初めて命名権を獲得

し、「日本」にちなんだ名前となったことは日本の科

学力を示すよい機会となったと感じております。もう

一つ印象に残ったのは、東京工業大学栄誉教授の大隅

良典先生がオートファジーのメカニズム解明によるご

功績でノーベル医学・生理学賞を単独受賞されたこと

です。このことも日本の科学力の高さをアピールした

と感じております。ただ、大隅先生もおっしゃってい

るように 10年後、20年後に向けて日本の科学力をさ

らに高めていくためには、基礎研究への投資も含めバ

ランスのよい研究費配分を行っていく必要があると思

います。 

ところで、平成 28年度から第 3期中期目標・中期

計画期間が始まりました。昨年のご挨拶でも申し上げ

ましたが、信州大学は、3分類の内、重点支援①を選

択し、先鋭領域融合研究群を中心とした世界的な教育

研究と多分野における地域的・全国的な教育研究拠点

を構築することを目標に掲げております。ここで、信

州大学が目標を達成するために掲げた 3つの戦略の評

価について紹介させていただきます。平成 28年度に

おける研究に関する戦略 1、教育に関する戦略 2、地

域貢献に関する戦略 3の評価はそれぞれ C、C、Dで、

運営費交付金が約 300万円減額されました。これに対 

 

 

 

 

 

して、平成 29年度における評価は、A、B、Bとなり、

運営費交付金が約 600万円増額予定です。 

また、世界的な情報サービス企業であるトムソンロ

イター社が保有する学術論文及び特許情報を基にアジ

アで最もイノベーティブな大学ランキング TOP75が発

表されました。1位は韓国科学技術院（KAIST）で、日

本の大学に関しては、2位の東京大学を含め 20大学が

ランクインしました。内訳は、国立大学 17校、私立

大学 3校で、国立大学の内重点支援③が 14校、重点

支援②が 1校、重点支援①が 2校でした。重点支援①

では、信州大学と熊本大学がランクインし、それぞれ

39位と 40位でした。本ランキングは、科学の進歩、

新技術の発明、グローバル経済の推進に最も貢献した

教育機関を明らかにする試みとのことで、本学が 39

位（日本の大学の内 14位、重点支援①では 1位）に

ランクインしたことは喜ばしいニュースの一つでした。 

さらに、1月に平成 27年度大学等における産学連携

等実施状況が文部科学省から発表されました。平成 22

年度から平成 27年度において、民間企業からの研究

費受入額の平均伸び率が大きい機関に関して、信州大

学は 10位（約 11.6％増、1位の山形大学は約 52.7％

増）でした。同一県内中小企業との共同研究実施件数

では 2位（62件、1位の東京大学は 132件）、同一県

内企業及び地方公共団体との共同・受託研究実施件数

（地方別）では北陸・甲信越地方で 1位（179件、2

位の新潟大学は 85件）、民間企業との共同研究費受

入額（研究者数別）では 1,000名以上～1,500名未満

の研究者が在籍する機関で 3位（約 4.9億円、1位の

東京工業大学は約 15.0億円、2位の山形大学は約 9.2

億円）と高い実績を残しております。これらの実績に

は理学的な取組も含まれております。今後とも多様な

アプローチをしていきたいと思っております。 

平成 29年は干支で言うと丁酉（ひのととり）です。

酉のつく年は運気や人を取り（酉）込み、商売繫盛に

つながると言われております。また、今までがんばっ

てきたものの成果があらわれる年とも言われておりま

す。丁は火、酉は金を表しているので、よい意味に捉

えると、火が金を溶かすように相手に打ち勝つ、すな

わち、競争相手に打ち勝ち、いままで行ってきたこと

の成果が実を結ぶ年と考えることもできます。現在進

行している信州大学の取組が着実に成果をあげていけ

ればと思っております。 

大学は、在学生や教職員だけではなく、様々な方々

とともに歩んでおります。同窓会の皆様とともに歩ん

でいける大学になることを目指したいと思っておりま

すので、これまでと同様のご支援、ご協力をお願い申

し上げます。 

 

 

学  長  挨  拶                               濱田 州博 
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

松本は三つの「ガク」の町と言われています。「山

岳」「音楽」「学問」です。「学問」について言えば「学

び」についての市民の意識が高いことが挙げられます

が、それと共に信州大学の学問・研究の充実と市民へ

の還元が、それを支える一つになっているといえます。

「学問の街」への大学の役割の中に、学生諸君の「学

びの姿勢」そのものも入っていると思います。大学の

内外での一市民としての学生諸君が創り出す「学びの

風土」が、学問の街の土台の一つになっています。 

自然豊かな地での自然科学の学びは、特別な豊かさ

をもたらすものと思いますし、市民の「学び」につい

ての深い理解は、皆さんの学びをより深いものにする

と思います。 

是非、この条件を生かして、自然科学を学ぶものと

しての物の見方・考え方をそれぞれに確立されるよう

願っています。 

 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。 

皆さんにとって信州大学での学生生活は豊かなもの

に違いないと思います。ゼミやサークルそしてクラス

の友人は今後共互いに支え合う仲間として存在してい

きます。ぜひ大切にしていって下さい。そして、信州

大学での学びを基に社会の中で活躍されることを願っ

ています。学問を通して身につけた力量を遺憾なく発

揮され「学び」のリーダーとなられるよう期待してい

ます。 

今は「不確かな時代」と呼ばれていますが、そうで

あるならなおさら、論理的に考え見つめることを大事

にされ、誰もが幸せになれる社会をめざそうではあり

ませんか。幸せな人生を送られることを望んでいます。 

 

昨年秋(2016，10，31)全国国立大学理学部長会議は

声明「未来への投資」を発表しました。３７大学理学

部長連名です。 

それぞれに各大学の理学部運営に責任を持っていら

れる学部長の見解を一つにまとめることに努力された

先生方に敬意を表したいと思います。ネットでみるこ

とが出来ます（理学部の H.P.にもあります）。 

訴えは、①基礎科学への理解と推進 ②交付金削減

をやめること ③教員の削減をやめることの3点です。

文面は政府・財務省・文科省への「お願い」になって

いますが、基礎科学の重要性と、このままでは将来に

禍根を残すと訴えています。現状の困難さ、とりわけ

研究費不足と共に若手研究者の処遇の改善について強

調するものとなっています。人間の文化の土台を築き

守るものとしての意義を述べ、全国民への理解を求め

るものとなっている点が特徴的です。 

「すぐ役に立つ」かどうかで学問を判断する見方を 

 

 

 

批判し、どのような基礎研究も「知」の教育と研究の

推進によって社会に貢献し「いずれは役に立つ」と確

信していると明言しています。この視点は分野を問わ

ず普遍的な見方で、大変大切なものと思います。 

国民全体への理解と支援を求めている、声明に応え、

主旨の普及を皆さんと共にすすめてまいりたいと考え

ます。 

 

「ポスト真実」という言葉をオックスフォード大学

出版局は「今年の言葉」に選びました（2016,11,16）。

この言葉を「世論形成で客観的事実より個人の感情や

信念に訴える方が影響力を持つ情況」と説明していま

す。イギリスのＥＵ脱退国民投票やアメリカ大統領選

挙のあり様があっての選定だと思われます。 

日本でも、オリンピック招致の折、福島原発の汚染

水についての安倍首相の「情況はコントロールされて

いる」発言や、南スーダンでの自衛隊の新たな任務付

与に関して稲田防衛大臣の「首都ジュバは比較的落ち

着いている」という発言が頭に浮かびます。 

「アベノミクスは道半ば」とか、オスプレイ墜落事

故直後の「安全は確保されている」という政府見解な

ど「真偽を問うことなく別の次元にずらし」て、「虚

を虚と思わないで叫ぶ」ことがまかり通るという情況

を指してもいる言葉と思います。 

「虚と判って言いつのる」確信犯もありますが、言っ

ている本人も「虚と思っていない」とか「言っている

内に真と思い込む」のもあります。反証が示されたり、

事実が報告されても一顧だにせず、押し通すことが目

立ちます。 

一方、国民の側も、雑多な情報の中で「自分の意に

沿う」ものだけを拾う傾向にがあるのも事実だろうと

思います。一例ですべてを判断してしまう過ちはよく

見られることです。日本は「すごい」と言われると心

地よいのですが、すべてが「すごい」わけではありま

せんし、「すごい」のは日本だけではありません。 

不安や不満を内に持っている時、権力を持つものに

「やり遂げます」「守り切ります」などと言われると

根拠もなく「解消できそう」と思ったり、責任も取れ

ないのに「責任は私がとる」と言われると、おかしい

と思うことが薄れる気分にさせられるのは、誘導以外

のなにものでもありません。歴史が教えているように、

政治の場でのそれは国民の生命と財産を失うことにつ

ながる重大な問題であることが少なくありません。 

人間の感情は多面的で複雑のものですが、多くの人々

は直感的になにが真実かを見抜く力を持っています。

それを曇らせるものは色々ありますが、曇らせないよ

うに努力していくことが求められていると思います。

そして個人レベルと集団レベルを分けて考える力を持

つことが必要だと思います。 

会  長  挨  拶                                森 淳 
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事実を一つ一つ積み上げ、「虚」は「虚」として伝

え広げていくことが「感情的な政治」を変えていく力

になります。これは科学的な物の見方・考え方を自分

のものにする事と同義だと思います。「真理を追究す

る」「真理の前では謙虚になる」と言う姿勢の復権が

必要な気がします。その意味でも、全ての人々が基礎

学力を身につけ、より高い教育を受けることが、その

保障の一つになるのだと思います 

 

やっと日本でも給付奨学金が始まります。これまで

ローンが頼みでしたので前進ではあります。しかし、

大学進学率が 50％を越え、80％近い者が高校卒業後、

高等教育を受ける実態から言えば、給付型 2万人はあ

まりに少ないと言わねばなりません。高校生の内、生

活保護世帯や住民税非課税世帯は各学年 15 万人程度

と言われていますが、半数が進学希望をすると 7～8

万人になります。残る 5～6 万人には進学をあきらめ

るか借金を背負えというのです。しかも、その受給者

は高校による推薦というのですから、高校現場は新し

い矛盾を抱え込むことになります。また、給付されて

も、毎年の学業成績によっては、給付の停止や返還を

求めるというのですから大学事務の負担も増えそうで

す。何より貧しい家庭の学生にとって、月 3万円では

アルバイトをせざるをえず、学業に専念することその

ものも難しいままです。 

今回の奨学金を住民税非課税世帯の進学者には全て

支給し、退学しない限り 4年間出すことにすれば、もっ

とわかりやすく矛盾の少ない物になるのではないでしょ

うか。こうした時いつも予算がないと言われますが、

本当だろうかと思います。 

また、給付を得ることが出来る対象者が国立大学に

入学した場合、授業料免除した上で給付をなくす、ま

たは減額するというのです。仮に 2万人の内の半数が

国立大学に入学した場合授業料免除者 1万人というこ

とになりますが、成績によっては免除取り消しで奨学

金もなくなることが起きる可能性があるのではないか

と思います。今後の具体的な制度設計と運用に注意を

払わねばなりません。 

日本の教育の現実は国際比較で、相当下位にありま

す。教育費の GDP比が低い、家庭負担が大きい、授業

料が高い、授業料免除者が極端に少ない、教員一人あ

たりの学生数が多い、などです。日本は国際人権Ａ規

約（１９６６）の 13 条 2 項(b)(c)を長年「留保」し

てきました。高校授業料無償化により「中等・高等教

育の無償教育の斬進的導入」というこの項目を 2012

年 9月に批准しました。13条全体が政府が守るべき条

約となりました。 

規約の条文の解釈基準は、国際社会権規約委員会の

「一般的意見」で示されていて、それに基づき定期的

に国別「総括意見」が出されます。そのため 2018年 5

月未までに「日本政府の報告」が義務付けられていま

す。13 条が求める「無償教育の具体的計画」「給付奨

学金の導入・拡大」「教育目標達成のための条件整備」

などについて報告することになります。政府は「給付

型奨学金」の導入「授業料免除」の拡大について報告

することでしょう。ＯＥＣＤ34ヶ国中、給付型がなかっ

たのは日本だけでしたし、半数の国では授業料は無償

であることを考えれば、その内容はあまりにもささや

かと言わねばなりません。 

給付された者が国立大学に入学したら給付の代わり

に免除というのは「奨学」という言葉でひとくくりに

していいのか疑問です。視点がずれているのではとお

もいます。 

人権規約の求める「無償教育の斬進的導入」の立場

から言えば、あまりに高い授業料を安くすることが求

められていますし、その中で免除者の拡大をすべきで

はないでしょうか。給付型奨学金も授業料免除も「福

祉」という面がありますが、基本は「教育の機会均等

の原理」によるものです。誰もが希望すれば大学に行

くことができるようにすることが基本です。 

 

昨秋の 50周年記念行事と同窓会総会は多くの方の

参加を得ていずれも内容豊かなものにすることができ

ました。参加いただいた方はもとより、心を寄せてい

ただいている同窓生の皆さんに心より感謝申し上げま

す。また記念行事の開催、記念誌の発行等、ご尽力い

ただきました先生方事務職員の皆さんに改めて感謝申

し上げます。昨年末、学部長・事務長にお礼を申し述

べる機会があり、次のように申し上げました。 

「50 周年記念行事の実施、記念誌の発刊につきまし

て，先生方・事務職員の皆様にご尽力頂きましたこと、

心よりお礼申し上げます。 
また、私ども同窓会を共催団体に加えて頂き、50

周年行事の成功を共に喜ぶことが出来ますこと、感謝

申し上げます。 
50周年行事は多くの方の参加を得て盛会でありまし

た。とりわけ、先生方・院生・学生の皆さんの参加で、

同窓生を交えての全理学部の祝う会となりましたこと

を喜んでいます。 
また、立派な記念誌をお作り頂きました。多数の方々

の投稿を得て、理学部 50 年を俯瞰できるよう、まと

めて頂くものとなりました。次への歩みの大きな土台

を作って頂いたものと考えております。 
同日開催しました、私どもの総会について、御配慮・

ご協力頂きましたこと、重ねて御礼申し上げます。お

陰様で私共の総会も成功の内に終えることが出来まし

た。あらためて、今後共、同窓会活動への御支援・御

協力をお願い申し上げます。」 
 

大学・学部の運営は財政的に厳しさが増しています。

同窓会は学生・院生の教育条件を守るため、支援を続

けてまいります。同窓生の皆さんの協力・援助が欠か

せません。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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報告：第 6回同窓会総会が開かれました。 

 

2016年 10月 8日、学部創立 50周年記念行事に先立

ち，第 6回理学部同窓会総会が開催されました。同窓

生 141名、学生・院生 30余名で 170名以上の方にご

参集頂きました。開会前からあちこちで語り合うグルー

プがいくつも出来、和気藹々の中総会は始まりました。 

議長に森会長を選出後、経過・会計報告、監査報告

と方針・予算案、役員案の提案があり、9名の方から

ご意見を頂きました。（提案事項は別冊 p15に掲載） 

発言は 1) 厳しい財政問題への対応 

    2) 会報発送と名簿管理に係わる提案 

    3) 地域同窓会を作るにあたっての支 

援についてなどでした。 

 

 

 

 

財政基盤については今後節約できるものを精査して

ゆくにしても、毎年 100万円を予備費(積立金)から補

充している情況についてのものです。新入生の入会率

が授業料が高くなり、学生の家庭の経済困難もあり、

年々低下している情況もありますが、少しでも協力を

お願いしていくことと、卒業・修了時に記念品をお渡

ししながら納入していない人に早い内に納めてもらえ

るよう訴えると共に、カンパを願いしていきます。ま

た、今後さらに同窓生の皆さんにも御協力を訴えてい

くことを具体的に考えます。 

節約の点から会報印刷・発送をネット業者など安い

ところに変えることや、メールマガジンの導入につい

ての発言と、その場合の労力と不安や名簿の管理につ

いての難しさについても発言を頂きました。発送名簿

を業者に渡すことの危惧、配送業者の問題、アドレス

の管理などもあり今後の課題としてまいります。印刷

物を手に取るのと、画面で見ることの違いなども検討

していきたいと思います。 

会報を現在年 2回お届けしています。会員を繋ぐも

のということや、大学の模様をお伝えするなどの記事

の新しさと情報量の大きさを考えると 2回の意義は少

なくありません。当面年 2回の発行を続けたいと考え

ています。 

同一家族に複数の会報が送られているという報告が

ありました節約ということでは 1家族 1通でとなりま

すが、名簿管理が十分でないと思わぬ間違いを起こし

ます。管理体制の確立の問題ですが、これを強化する

ことが急務です。整備しつつ少しでも節約できるよう

努力してまいります。 

同窓会支部を作る折の支援についの要望もありまし

た。どこまでどういう形で名簿をお渡しできるかと連

絡通信費の補助が課題です。補助は苦しい財政といっ

ても、立ち上げ時の通信費程度はお出しできると思い

ますが、名簿については今日の社会情勢から悩ましい

問題です。これらについては役員会としての見解をま

とめるようにします。一方、会報で「支部会作りのお

知らせ、日時、連絡先」などをご案内することは出来

ると思います。学科同窓会、クラス会等についても同

様にご案内できます。 

役員(学外幹事)のアンバランスについての質問につ

いては、科同窓会からの推薦を得て入って頂いていま

すので、科同窓会の運営のあり方・考え方によります。

科同窓会と手をたずさえ、随時補充できるよう努力し

ます。 

同窓会は皆ボランティアです。とは言っても、組織

として弱点を克服してよりよいものにしていく努力を

惜しむものではありません。同窓生の皆さんの御協力

が不可欠です。今後共是非よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

発言・討論内容とその後開かれた役員会で話し合われた

内容を合わせて報告します。 総会の意見を受けて 

〈お願い〉とりあえずの二つの取り組み 

 

総会で苦しい同窓会の財政状況の討論で「家

族に会報が複数送られている。少しでも節約を」

との発言を頂きました。（発言者のご家庭には

ご夫婦と息子さんの三通とのことです。）有り

難いご意見です。 

過去にこころみたこともありましたが、名簿

管理が十分に対応できず、やめていました。ま

た、ご夫婦といえど別人格という事もあり一律

にはまいらない事もあります。 

そこで、ご夫婦で二部送られて来ている方で

「我が家は一部でいい」とお考えの方はご連絡

頂ければ幸いです。（親子は別々に送りたいと

思います） 

なお、各科の名簿と発送名簿の整理を進めつ

つ対応しますので、すぐに反映出来ないことも

あります。ご承知下さい。   

 

地域同窓会を考えておられる皆さんへ 
総会で、「住いの地域で、同窓生の集まりを

考えたいが、支援についての考えは」との意見

を頂きました。会長は「地域の名簿と事務連絡

費補助が考えられるが、前者は配慮がいる。検

討し応えたい」と発言、役員会で話し合いが始

まりました。まず、出来ることとして、「広報」

のお手伝いをします。「立ち上げ」についての

「訴えと連絡先」などや、集まりを呼びかける

「案内」など同窓会報に載せる原稿をお寄せ下

さい。会報は年二回です。秋の号には 8 月末日、

春の号には 1 月末日までに送って下さい。同窓

会の支部のほか、科同窓会の集まり・クラス会・

サークル OB 会などについても同様に「案内」

をお寄せ下さい。量的には四分の一頁を目安に

お考え下さい。 
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昭和 41年に文理学部の分割再編に伴い、理学部と

して設置されてから 50周年を迎えたことを記念し、

また、更なる飛躍を願って、平成 28年 10月 8日（土）

に松本市のホテルブエナビスタにて、祈念講演、祈

念式典、祝賀会が行われました。当日は、同窓生、

在学生、教職員他約 300人が出席されました。 

記念講演では、名古屋大学未来材料・システム研

究所の中村光廣教授（1980年物理学科卒業（11S））

による「ニュートリノとピラミッド－素粒子連峰の

登山と探検－」と題して、長年関わった素粒子ニュー

トリノの研究に係る、大学での学びと関わり、これ

まで得た経験についてご講演いただきました。また、

山形大学地域教育文化学部の大友幸子教授（1981

年地質学科卒業（12S））による「私が信大生だっ

た 40年昔話と現在にいたる自分探しの旅」と題し

て、信大地質学生の生活や実習・巡検等の昔話、信

大生として鍛えられたこと、男子の多い中にどのよ

うに適応したのか等をご講演いただきました。 

 
中村光廣 教授による講演 

 

記念式典では、濱田州博学長、尾関寿美男理学部

長の挨拶に引き続き、氷見谷直紀 文部科学省高等教

育局国立大学法人支援課長、坪田明男 松本市副市長、

西澤 清 長野県環境保全研究所長のご祝辞を賜りま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記念式典の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
挨拶をする尾関寿美男理学部長 

 

祝賀会では、小坂共榮 学校法人松商学園松本秀

峰中等教育学校長、森 淳 理学部同窓会長よりご

祝辞を賜り、「箏曲サークルことこと」による箏の

演奏や同窓生のスピーチなどをいただきました。 

大勢の関係者が創立50周年を祝い、同窓生の方々

は旧交を温めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
祝賀会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
信州大学理学部創立 50周年記念誌について 

 
記念誌の購入を希望される方は、恐れ入りま

すが下記まで連絡をお願いいたします。 
1 冊 2,000 円（送料込）で販売しておりま

す 
TEL:0263-37-2433（理学部同窓会事務担当） 
 
 

お詫び 

 
記念誌について一部訂正がございましたので、

下記 URL にて修正個所を掲載しております。

謹んでお詫び申し上げます。 
 
https://sites.google.com/a/gm.shinshu-u.ac.jp/rig

akubukinennshi/ji-nian-zhino-ding-zhengnitsuite 

理学部創立 50周年記念式典・祝賀会を挙行しました。 
 

TEL:0263-37-2433
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理 学 部 広 報 情 報 室 か ら 

○理学部ホームページについて 

広報情報室では, 1月 23日に, 理学部ホームページ

のアクセス解析を行ないました。2015年 4月 1日に理

学部の改組に合せ理学部ホームページをリニューアル

しましたが, その後 2 年弱の期間について, 理学部

ホームページと理学部クエストのアクセス状況を調べ

ました。 

理学部ホームページは,リニューアル後大きく延び

たアクセス数がほぼそのまま維持されていたので, 少

し安心しましたが, これは, 逆にリニューアルのとき

しかアクセス数が延びていない, と解釈することもで

きます。それに対して, 理学部クエストの方は, 順調

にアクセス数が増えています。特に, 新しいコンテン

ツを入れたわけではないのですが, 理学部クエストが

スマホ対応になっていることが功を奏して, 数学, 理

学関係の専門用語での検索で上位にランクされること

が理由のよ

うです。今

後, 理学部

クエストを

理学部の宣

伝に活用す

る方法を考

えていきた

いと思って

います。 

 

◯ 次期理学系長 

新聞等でご覧になった方

もいらっしゃると思います

が, 2017年1月18日に, 任

期満了に伴う次期理学系長

選挙が行なわれ, 理学科生

物学コースの市野隆雄教授

が選出されました。「理学

系」とは聞き慣れない言葉

かもしれませんが,「理学

系長」は旧来の理学部長に

相等する役割と思っても

らっても問題ありません。   

最近全国の大学の組織が複雑になり, 学部は学部生

教育のための組織で,教員は別の組織に所属する, と

いう大学が増えています。信州大学でも教員は学術研

究院という組織に所属しており, その中に理学部での

教育を主に担当する「理学系」の教員がいます。その

長が選出されたということです。任期は, 2017年 4月

1日から 3年間です。 

〇 理学部長会議声明 

私が子供の頃は, ノーベル賞を授賞した日本人科学

者は数える程しかいませんでしたが, 21世紀に入り毎

年のように日本人科学者のノーベル賞授賞のニュース

が聞かれるようになりました。もちろん, 今世紀になっ

て突如優秀な研究者が登場したわけではなく, これは

戦後から高度経済成長期にかけての, 基礎研究の蓄積

によるものだと思います。 

2015 年に梶田隆章氏がノーベル物理学賞を, 2016

年にも大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞を授賞さ

れましたが, それを受け, 国立大学法人理学部長会議

で「未来への投資」 と題された声明が発表されまし

た。両氏の, すぐに役に立つことではない, 知的好奇

心の探求を目指す基礎研究の重要性に対するコメント

が理学部の本質を表すものだったからです。 

理学部長声明については, 以下の信州大学理学部の

ホームページでも公開しています。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/news/2016/11/post-72.php

是非ご覧下さい。 

〇 高大連携事業 

正確には「高大連携」と呼べないものも含まれてい

ますが, 理学部で開催された高校生向けの行事をまと

めました。 

・科学オリンピアン養成講座 

高校生 (以下) を対象とする「〜オリンピック」と

いうコンテストを新聞等で耳にしたことがある方も多

いでしょう。最も有名なのは数学オリンピックですが, 

他にも物理オリンピック, 化学オリンピック, 生物オ

リンピック, 地学オリンピックなどがあります。今年

度から, 長野県教育委員会主催により長野県内から

「〜オリンピック」に出場できる生徒を育成するため

の講座として,「科学オリンピアン養成講座」が信州

大学理学部で開催されるようになりました。前回の同

窓会報でもお知らせしました 5 月 28 日の第 1 期に引

き続き, 第 2期が 10 月 22 日に, 第 3期が 11月 5 日

に開催されました。 
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・第 6回信州サイエンステクノロジーコンテスト 

「〜オリンピック」はそれぞれの分野での国際大会

を個人で目指すものですが, 数学, 理科, 情報の総合

力を, チームで競う大会が「科学の甲子園」として日

本で開催されています。その長野県予選が「第 6回信

州サイエンステクノロジーコンテスト」として, 11月

12 日に信州大学理学部を会場として開催されました。 

県内 9 校 19 チーム, 計 116 名の高校生が参加し, そ

の中から松本秀峰チームが総合優勝に輝きました。松

本秀峰チームは, 3 月に開催される「科学の甲子園」

全国大会への出場権を獲得しました。 

 

・課題研究合同研修会 

毎年高大連携事業として行なわれている「課題研究

合同研修会」が, 2016年 12月 23日に信州大学理学部

を会場として開催されました。200 名以上の参加者が

ありました。 

 

〇 キャリアデザイン概論 

今年度後期より，新たな試みとしてグローバルな広

い視野で柔軟に物事を見ることを目指す「キャリアデ

ザイン概論」を開始しました。多様な分野の方から貴

重な話をお聞きするため，同窓会に選定していただい

た選りすぐりの講師によるオムニバス形式の講義を設

定し，27人の在学生が受講しました。 

 

〇 信州大学自然科学館 

簡単ですが, 自然科学館に関連して開催されたイベ

ントをまとめました。 

・11月 26日, 第 4回公開講座が開催されました。

信州大学理学部森 宏助教による「"海"と"陸"，それ

ぞれにおける活断層調査」と題した講演が行なわれま

した。 

・12月 10日, 理学部第 1講義室にて第 3回自然科

学館ミニシンポジウムを開催しました。 

・12月 17日, 理学部第 1講義室にて自然環境診断

マイスターによるシンポジウム「自然環境診断マイス

ターによる防災・日本再生への提言」を開催しました。 

 

〇 学生の表彰 

2016 年度後半

には, 多くの学

生が学会等で表

彰を受けましたの

でお知らせします。 

・2016 年 8 月

24 日〜27 日に, 

ロシアのウラジオ

ストクで開催された「アジアベントス学会第 3回国際

シンポジウム」にて, 理学部生物科学科 4年の小池花

苗さんがベストポスター賞を授賞しました。 

小池さんは, 前回の同窓会報にも書かせてもらいま

したが, 昨年度サイエンスインカレ全国大会にも出場

しています。理学部では「アドバンスコース」の受講

生として, 2年生から研究活動に励んできましたが, そ

の成果が現れているようです。 

・2016年 9月 10日〜11日に静岡大学で開催された, 

平成 28 年度日本動物学会・中部支部大会にて, 大学

院修士課程総合理工学研究科理学専攻 (生物学) 1 年

の谷野宏樹さんが「優秀発表賞」を授賞しました。発

表タイトルは以下の通りです。 

谷野 宏樹・東城 幸治「フタバカゲロウの胚発生：

昆虫初の"胎生"か？」 

・2016 年 12 月 1日に名古屋大学で開催された日本

中性子科学会第 16 回年会において, 大学院博士課程
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総合工学系研究科 物質創成科学専攻２年の吉元 政嗣

さんがポスター賞を授賞しました。授賞した発表題目

は以下の通りです: 

吉元 政嗣「コン

ファインド系におけ

る水-エタノール混合

状態の分子間構造の

検討」 

・2016 年 12 月 2 日〜4 日に北海道余市郡で開催さ

れた第 48 回種生物学シンポジウムにおいて, 理学部

生物科学科 4年の田路翼さんが種生物学会ポスター賞

を, 大学院修士課程総合理工学研究科理学専攻 1年の

濱本健汰さんが河野昭一ポスター賞を授賞しました。 

研究題目は以下の通りです。 

田路 翼「サラシナショウマの 3 送粉型における交

配様式の分化」 

濱本 健汰「ヒョウモン属とウラギンヒョウモン属

における同属近縁種の共存と交雑」 

 

・正確には学生ではありませんが, 2007年度から

2009年度に信州大学理学部で行なわれた「自然環境マ

イスター養成」事業において, 自然環境診断マイスター

の資格を認定された竹重 聡さんが, 平成 28年度『み

どりの日』環境功労者環境大臣表彰を受けましたので

お知らせします。竹重さんは, 第1期の受講生でした。 

〇 教員の表彰 

・2016年11月7日に韓国釜山で開催された The 37th 

Symposium on Ultrasonic Electronics (USE 2016) に

おいて, 本学部博士研究員の松岡 聖典博士, 高橋 史

樹助教, 金 継業教授と共同研究者の朝倉義幸博士（本

多電子株式会社）が, 超音波化学に関する科学と技術

の発展に顕著な貢献が期待される研究成果を発表した

として, 前年開催のシンポジウムにおける USE 2015

論文賞を受賞しました。 

・理学部化学コースの樋上照男教授が, 日本分析化

学会中部支部における教育, 研究等, 多大なる貢献を

讃えられ, 中部分析化学功績賞を受賞されました。 

 

 

信州大学交響楽団は昭和 38年に、医学部音楽研究

会として僅か５名で発足しました。現在では団員数 80

名を超える楽団に発展し、『地域に根ざしたオーケス

トラ』という運営方針に基づき多様な演奏活動を通じ

て大学の諸行事や地域の音楽文化に貢献しております。 

 

【第 100回記念定期演奏会について】 

信州大学交響楽団は 2017年の秋に第 100回目の定

期演奏会を迎え、長野・松本の 2公演に加えて東京の

サントリーホールでの公演を企画しました。 

 長野公演：ホクト文化ホール（県民文化会館） 

      2017年 10月 29日(日) 夜公演 

 東京公演：サントリーホール 

      2017年 11月 4日(土) 夜公演 

 松本公演：キッセイ文化ホール（松本文化会館） 

     2017年 11月 18日(土) 昼公演 

  曲目 :Tchaikovsky「くるみ割り人形」組曲 

     Mahler 交響曲第 5番 

 客演指揮：松下京介 

 チケット長野・松本公演 500円（自由席） 

  東京 1000円 学生 500円（全席指定席） 

        〈7月中旬発売開始予定〉 

 

【次回 第 99回定期演奏会のお知らせ】 

 長野公演 : ホクト文化ホール 大ホール 

       2017年 5月 21日 (日) 14時開演 

 松本公演 : キッセイ文化ホール 大ホール 

       2017年 5月 27日 (土) 14時開演 

  曲目 : ニールセン 序曲「ヘリオス」、 

       ｶｰｼｭｲﾝ ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ・ｲﾝ・ﾌﾞﾙｰ 

 チャイコフスキー 交響曲第 6番 

 客演指揮 : 橘 直貴 

 ピアニスト : 松橋 朋潤 

 チケット 500円（未就学児童無料・発売中） 

 

【演奏依頼受付中】 

信州大学交響楽団では依頼演奏を受け付けておりま

す。バイオリンのソロや弦楽四重奏など、様々な形に

て承ります。お気軽にご相談ください 

 

入学式での交響楽団(信州大学フェイスブックより拝借) 

信州大学交響楽団からのお知らせ 
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研 究 紹 介 

着任からの 12年を振り返って 

地球学コース 山田 桂 

平成 28 年 10 月 8 日，理学部創立 50 周年記念式典

がホテルブエナビスタで盛大に開催された。理学部の

卒業生 2 名による講演や祝賀会など，大変素晴らしい

内容であったと思う。同時に，この式典は私が信州大

学理学部に赴任してからの日々を振り返るとてもよい

機会になった。 
月日が過ぎるのは早いもので，信州大学地質科学科

に着任して12年になる。着任当時は最も若いポジショ

ンだったのが，その後新たに 3 名の先生が赴任してい

る。一方，着任当時は山口佳昭先生，小坂共栄先生，

角野由夫先生，三宅康幸先生がいらっしゃったが，徐々

に退職された。赴任当時はまだ珍しかった女性教員を

よく採用してくれたものだなと今でも思う。今の同僚

の先生方はもちろんであるが，まだ男女共同参画が今

ほど認識されていない 10 年前であっても，当時の先

生方は女性が仕事を続けることに大変な理解を示して

下さった。私の妊娠中に廊下を走っていた学生を危な

いからと注意してくれた山口先生，まだ全学に開放さ

れていなかった信大の保育所に入所できるように働き

かけて下さった小坂先生など，今私が仕事を継続して

いられるのは赴任当時から今までの同僚の先生方の理

解と支援があったからである。地質学は時に泥でよご

れ，野山を歩くこともあり，一般には女性の占める割

合が非常に少ない分野であるが，地質科学科において

は出産・育児への配慮を過分にして頂いた。これは私

が非常に恵まれていた点の一つであり，支援して下さっ

た多くの方には心より感謝を申し上げたい。そして，

この経験を今度は若い女性研究者の支援に生かすこと

ができればと思う。  
この 12 年で取り巻く環境も大きく変化している。

地質科学科は理学科地球学コースになった。それでも

野外調査を重視する姿勢は変わらず、今でも毎週野外

に出かけ、進級論文や大巡検を取り入れた教育カリキュ

ラムを行っている。博士課程を修了した高橋康さんが

技官に着任されたことは、教員にとっても学生にとっ

ても大きかった。須田基代さんは変わらず事務を担当

して下さり、教員や学生のサポートをして下さってい

る。大学構内では飲酒に制限が設けられ、全学禁煙に

なっただけでなく、西門前のローソンまで閉店してし

まった。今度このように振り返る機会はいつ頃になる

だろうか。その頃にはこの文章を見返してみたい。 
 

極西ネパールでのフィールドワーク 

地球学コース 吉田孝紀 

ネパールといえば、かつては最貧国の一つであった。

ヒマラヤ山脈の勇壮な姿は登山家の歓心を喚起するの

はもちろんのこと、一般の人々であっても「一度は目

にしたい」「一度は行ってみたい」と言わせるほど美

しい。そのためか、日本をはじめとしてアメリカ合衆

国、ドイツ、フランス、イタリアなど大型の山脈を抱

える国々からの援助によって、道路や橋が整備され、

外国人観光客が訪れる地域は近年すばらしい観光地と

なった。容易に対岸への渡渉を許さなかったヒマラヤ

の谷川にはバイクも走れるほどの丈夫な金属製の吊り

橋が整備された。アンナプルナ山塊を一周するトレッ

キングルート「アンナプルナサーキット」は、その踏

破にほぼ1ヶ月を要するも裏アンナプルナやニルギリ、

ダウラギリなどの 6000～7000m 峰を間近に眺めなが

ら歩む美しいルートであったが、現在は要所となる集

落にはバスや四輪駆動車が走る「高速観光ルート」に

様変わりしてしまった。かつてのラバの隊列とトレッ

カーが往来する賑やかでのどかな光景はもはや記憶だ

けのものである。 

アルピニストでもない私がこの地域の変化に詳しい

のは、このアンナプルナサーキットの中央部に研究

フィールドを持っていたためである。このフィールド

には毎夏通ったが、その都度、道路交通網、物価、ロッ

ジの様相、来訪者の数に大きな変化を感じてきた。特

に標高 5000m を超える地域では、かつてはごく一部

のものにしか訪れることを許さない「神々の土地」の

雰囲気がそこかしこにあったが、現在では下界を走る

バスや自動車のエンジン音に日本にいるような感覚を

覚えることもしばしばで、「都市化」の波はヒマラヤ

の山奥にも進んでいる。 

そんな山奥がいやになったわけではないが、一昨年

より極西ネパール・カリナリのフィールドに通ってい

る。この地はヒマラヤの山麓ではあるものの標高は低

く、ガンジス平原から立ち上がった丘陵部に位置する。

15 年前まで、河イルカやワニの住む大河・カルナリ川

によって中央ネパールから隔絶された地域であったが、

日本の援助によって巨大な吊り橋が架けられ、近年やっ

とカトマンズからのバスがやってくるようになった。

それでもひとたび山間部に入ると、自動車が走る道路

もなく、電気もない集落が至る所にある。しかし、フィー

ルドワークでお世話になった、そんな集落の人々は穏

やかで、気さくで優しく、常に家族とともに微笑みを

絶やさぬ人々であった。聞けば、20 年前に政府の施策

としてガンジス平原からの移住を勧められてこの地に

やってきたとのこと。雨期の夏は農作業で過ごし、乾

期の冬はインドへの出稼ぎで生計を立てているらしい。

生活は決して楽ではなさそうだが、微笑みと子供の歓

声にあふれている。私は東北人なので、極西ネパール

の地の風土は、出稼ぎが当たり前だった、かつての東

北の集落の風景に重なった。父親は夏には畑・田んぼ、

冬には出稼ぎで忙しく、ゆっくりするのはお盆と正月

しかなかった。それだけ、家族が揃うお盆と正月は子

供たちにとって格別な楽しみであった。先行きの見通

せない時代であったが、将来への希望があったような

気がする。 

経済的に豊かで忙しい日本の暮らしは、否応なしに

日々の緊張を強いている。にも関わらず、将来への不



 

 11 

安を感じる現在は、石川啄木の「じっと手を見る」の

時代からあまり変わっていない。今の日本の暮らしが

幸せといえるのか、と極西ネパールのフィールドから

問いかけられた。 

 
同 窓 生・同 窓 会 だ よ り 

 

「物理学の将来は君の手に！」 

7S物理  吉田 豊 

私が勤務する静岡理工科大学は 26 年前に設立され

た理工系私立大学で、理工学部と情報学部の２学部か

らなる学生数 1600 名の小さな大学です。理工学部は

私が所属する物質生命科学科に加えて、機械工学科、

電気電子工学科、そしてこの４月から建築学科が新設

されます。開学からこれまでに 9000 人の卒業生が静

岡県内の企業に就職し活躍しています。毎年、定員を

確保するために教員が高校訪問も行っていますが、幸

い大幅な定員割れは起こしていません。明日は私が指

導する大学院材料科学専攻の修士 2年生２名の修士論

文発表会で、夜まで彼らの発表練習を行っていたとこ

ろです。研究目的から結論に至るまで、発表内容の論

理が一つの大きな川のように流れるように、そして学

生が自力ですべての発表内容に責任をもって説明でき

るように指導してきました。学生の一人は静岡県内の

私立高校の物理の教員、もう一人はやはり静岡県の材

料関連の製造業に就職します。私は「先端機器分析セ

ンター（ http://www.sist.ac.jp/kiki/ ）」のセンター

長を兼任しています。材料の微細組織評価を一つの柱

に 27 機器を設置し、学内の研究や学生実験での利用

が 2000件以上、地域企業や高校教員の利用が年間 250

件、これを技術職員 2名で運営しています。すべての

機器は学外ユーザーにも公開し、分析機器は講習後に

利用者が自分で操作していただきます。4 月からは私

が JST先端計測・機器開発の補助を受けて世界で初め

て開発した「顕微メスバウア分光装置」の外部利用も

始まります。年数回の「機器分析講座」や「学術研究

会」の開催など、これほど活発で開かれた体制で地域

に貢献している分析センターは国内では極めて少ない

のではないかと自負しています。 

思えば、すべての出発点が信大理学部物理学科でし

た。1978年 3月、友人が作ってくれたのぼり旗「物理

学の将来は君の手に！」に見送られて松本駅から仙台

へ。新幹線のなかった時代でしたので８時間以上かか

り、北杜夫も同じ風景を見たのではないかと「どくと

るマンボウ青春記」を想い出していました。東北大学

の金属材料研究所で２年間「ホイスラー合金の磁性」、

大阪大学基礎工学研究科で「純鉄の点欠陥」、1983 年

10月に渡欧して冷戦末期の西ベルリン・ハーンマイト

ナー研究所で８年間、重イオン加速器を利用したメス

バウア分光による「金属高速拡散」の基礎研究、うち

４年間はウィーン大学固体物理学研究所に所属、西ベ

ルリン～ウィーン間を、東ドイツを通過して何度も車

で往復していました。実験装置をトランクに積んでい

たこともあったので、国境では毎回冷汗ものでした。

「このアジア人、もしやスパイか？」などと疑われや

しないかと。そして冷戦終結。「ベルリンの壁」の上

に立ち、ドイツ人同僚と共に”Freiheit(自由)”を魂

の底から実感しました。あの感動は一生忘れることが

できません。 

日本では現在、地方大学の存在意義が問われ、国の

予算削減のあおりを受けて人事公募を停止している地

方大学もあると聞いています。そんな時代の荒波をも

のともしない信大理学部が、地域の大学として、「自

分の頭で考えられる、自立した若者を世に送り出す」

ための教育・研究機関として一層、発展されるように

祈念しています。 

 

 

全学部の OB、OG150名が一堂に。 

    2月 4日東京・市ヶ谷で東京同窓会開催 

近藤一郎（12S物理） 

あなたは、全学部を対象とする信州大学の同窓会が

毎年 2月の第一土曜日に東京で開催されていることを

知っていますか。9回目となる今回は、2 月 4日、東

京のアルカディア 市ヶ谷で開催され、全学部の卒業

生等が約 150 名が集まりました。 参加者は毎年増え

ています。 

東京同窓会という名称の通り、東京で開催される信

大卒業生の集いの場です。リピーターが増えており、

長野県方面から出て来る方もたくさんいます。 

ではリピーターが東京同窓会のどこに引かれたのか、

参加者の声から以下の二点が評価されているようです。 

（1)懇親会で出身学部の垣根を越えて多くの先輩後輩

と知り合うことができます。同じ出身学部の知り合い

だけで固まってしまうことがないように、卒業学部、

年齢がばらばらになるよう着席するテーブルを予め指

定してあるからです。円卓を 10名前後で囲んで着席

します。 

(2)全卒業生の中から専門を極めた方を講師に選ん

で講演会を実施しています。ちなみに今回は、文理学

部出身の宮坂静生先生（現代俳句協会会長・元信州大

学医学部教授）が「芭蕉から学ぶこと～その死生観に

触れて」と題してお話しました。また、ここ 1 年間

の母校の動きについて、濱田州博学長が詳しく報告し

ました。 

ちなみに参加者数を卒業学部別に見ると、工学部卒

（33 名）、文理学部卒（24 名）、経済学部卒（20 名）

の順です。残念ながら理学部卒業生からは一桁の参加

でした。参加者を増やしたいので、これを読んで東京

同窓会に興味を持った方は是非来年からの参加を考え

てください。 

振り返れば東京同窓会は、2009年 2月 7日にその設

立総会が催されました。正式名称は「信州大学同窓会

連合会東京支部」。そもそも前身は、文理学部 OB、OG

http://www.sist.ac.jp/kiki/
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が東京で 15年間に渡って毎年実施していた同窓会で

した。徐々に他学部卒業生の参加者を増やしながら、

毎回 100 名前後を集め続けてきたのです。 

このようにして、東京でオール信大の同窓会が開催

できる実績を文理学部卒業生が示したからこそ、「信

州大学同窓会連合会東京支部」として大学から認めら

れたという経緯です。 

ですから、文理学部が改組されて生まれた理学部の

卒業生の参加が少ないことは文理学部卒の先輩方に対

してたいへん申し訳ありません。経済学部（現在経法

学部に改組）にあやかって理学部同窓生の参加を増や

したいので、皆様よろしくご協力お願いします。 

（信州大学東京同窓会副会長） 

 

 

第 20回 信州大学物理会総会のお知らせ 

 

物理会総会は 1998年に松崎一先生を囲んで出来た

自然発生的な集まりが当会のスタートでした。 

それから 20年、毎年開催してまいりました。その

後、国立大学は独立法人となり、同窓会の役割は重要

さを増してきています。 

一方、ここ２年の間に、勝木渥先生、鷺坂修二先生

という信大物理を築かれた両巨頭を失いました。今総

会では心からの悼意を表したいと思います。 

 なるべく多くの会員が母校に楽しく集えるよう、

また学生さんや教師方にも多く参加していただけるよ

う努めてまいります。 

地元でお暮らしの恩師にも来ていただく予定です。 

奮ってご参加くださいますよう、お誘いします。 

 

（1）日程： 5月 27日（土）午後 2時～5時半 

     ○受付    午後 1：30～ 

     ○年次総会 午後 2：00～2：45 

     ○講演会    午後 3：00～3：50 

     ○記念撮影  午後 3：55～ 

     ○懇親会   午後 4：00～5：30 

（2）会場： 信州大学理学部第１講義室 

      懇親会：旭会館 1階あづみ食堂 

（3）講演会講師：鳥塚 潔さん（13S） 

  「物性研(勝木研)から物性研(東大物性研)まで」 

  ～困難を乗り越え、挑み続ける 

    最先端の物性物理学を話そう！～ 

（4）参加費：7,000円（学生・院生は無料） 

第 14回松本化学学士会総会報告  

 平成 28年 10月 29日（土）松本キャンパスにて

第 14回松本化学学士会総会・懇親会を開催しました。

当番幹事は 9Sの藤森 篤さんに担当していただきま

した。今回の総会の開催案内にて賛否をお尋ねした「学

生支援基金（仮称）」の設立について、返信いただい

た方の過半数から賛同が得られ、本総会において設立

が決定いたしました。今後の基金の取り扱いに関する

規程案を作成し、次回の総会に諮る予定です。また、

記念講演会では、9Sの河村保彦さん（徳島大学大学院

教授）に「コマクサノハナヒラク」の演題でご講演い

ただきました。次回も是非多くの皆様がご参加くださ

いますようお願いいたします。 

 

 

信州大学生物同窓会 活動報告 

 

本会は文理学部（1949年~）および理学部の生物学

専攻（1966年～）の OBOG、現役学生、および教職員

（会員総数 1376名）のための同窓会です。2009年 6

月に設立され、学内外のメンバーによって運営されて

います。 

 本年度の総会は、2016年 10月 8日に開催された

理学部創立 50周年記念式典にあわせ、同日の午前中

に松本市中央公民館（Ｍウィング）にて開催いたしま

した。総会参加者は 15名でした。ご参加いただきま

した会員の皆さまには活発なご意見をいただき心より

御礼を申し上げます。旧生物科や本会が迎える今後の

節目に向け記念事業を開催するための WGが結成され

ました。夜に開催しました生物同窓会主催の懇親会で

は、40年前に入学した同窓生から現役の学生、教職員

と幅広い年齢層の会員が 50名近く集まり、素晴らし

く楽しい懇親会となりました。 

 本会では、会員皆さまの貴重な学生時代の思い出

を大切にしていくとともに、現在も同じ校舎で勉学と

実習に励み、若さゆえの葛藤と戦う後輩たちを応援し

ていく所存です。会の運営にご協力いただける方を募

集しております（切実！）。また名簿の充実化にご協

力ください。詳しくは本会ウェブサイト  

http://science.shinshu-u.ac.jp/~bios/alumni/ 

をご覧ください。Facebookでも随時情報発信中です。 

文責 事務局長 小西繭 mkonishi@shinshu-u.ac.jp 
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仮校舎のスタート 

 桜井和市（松高 1回文乙） 

松本高等学校の第 1回入学試験は、大正 8年７月 11

日から4日間に亘って行われた。当時まだ国立の大学、

高等学校だけは六月に学年が終わり、九月が新学年の

始まりであったからである。ときの中橋文部大臣の構

想で、既設の 8高校に加えて、17高校が新設されるこ

とになり、新潟、松本、山口、松山の 4校がその第一

年目に開設された。 

高等学校の誘致に熱心であった松本市は入学試験に

もたいへんな気の入れようで、受験者のために宿舎の

斡旋もしてくれた。神道から小柳町へ抜けるあいだに

緑町という短い通りがあった。そこの、気前は忘れた

が、小さい旅館に私は割り当てられた。同級の友人と

ふたり一室であった。 

試験場は城内にあった旧制松本中学校―深志高等学

校の前身の校舎であった。縣に決まっていた校地は、

背丈ほどもある蓬などが一面に生えているばかりで、

まだなに一つ建ってはいなかったからである。大名町

を濠につきあたって、これを渡ると中学校の正門があっ

た。前庭があり、そこに名校長であったと聞こえてい

た小林校長という人の胸像が立っていて、中学生はす

べてこれに脱帽して、前を通りすぎて行った。その背

後に渋を塗った 2階建ての古い校舎が濠と並行に長く

延びており、その向かって右手にグレーのベンキを塗っ

た新校舎が並び、2階が大きな講堂になっていた。こ

の二つの校舎が試験場であったと記憶している。 

試験課目は英語、数学（平面幾何、代数）、国漢、

歴史（日本史、東洋史、西洋史）の四課目で、毎日一

課目ずつ、午前九時から正午までの 3時間続いた。た

いてい一日で終わる今日の大学入試に較べると、なか

なかきびしい試験であったと言えよう。しかも梅雨明

けの炎暑が酷しかった。 

受験者は、募集人員が、文科甲乙、理科甲乙を合し

て160名のところへ、1000名前後ではなかったかと思っ

ている。ただし、これは甚だ不確かな記憶である。こ

の年から中学校四年修了者にも受験資格が与えられる

ことになったので私は同級生 10名ほどと一緒に、も

のは試しと、受験したのであった。 

私の試験場は前述の大きな講堂で、何百名かの受験

者が容れられていた。その数に圧倒されて、眼も眩む

ばかり、頭がぼおっとする思いであったことを憶えて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。大きな試験場のことであったから幾人もの監

督者がいたことであろうが、ひとりだけ、偉そうな先

生が壇上に立っておられた。白い麻服に白い靴、扇子

を手にしながら颯爽として場内を眸睨していた。後に

なって知ったことであるが、これはドイツ語の橋本青

雨先生こと橋本忠夫先生であった。 

英語の試験には書取りがあった。時間の最中にひと

り髪の毛をもじゃもじゃにした老先生が汗を拭き拭き

入って来られた。これも入学してから知ったことであ

るが、英語の八木又三先生であった。先生が壇上から

朗読された(Bodily exercise especially in the open 

air･･･に始まる英語はかなり解り易かった様な気がし

ている。もう一つ忘れ得ないのは数学の試験であった。

代数 5題、幾何 3題の内の何題かはそのとき初めてお

目にかかる問題であった。その 1つ、それは円に内接

する正方形を作り、またそれに内接する正方形を作る。

このように無限に円を作って、さてその全ての円の総

面積は、という問いであった。たしかこれは最初の円

の面積の二倍になったかと憶えている。これを解くこ

とができたときの気分はまことに爽快であった。いま

はもう幾何の問題解きなど思いもよらないことである

が―――。 

合格の通知を受け取ったのは 7月上句であったかと

憶えている。一片の官製葉書であった。 

松本高等学校としての最初の授業は、たしか九月 11

日に始まったのではなかったか。教室はやはり仮住居

で、中学校の古い校舎の 2階、講堂よりの四教室であっ

た。講堂の階下に教務課、生徒課などの事務室が置か

れていた、そして合格した生徒はというと、160名の

ほぼ半数か束京を始め全国各地の出身であり、残り半

数は県内の中学校出身であリ、そのまた半分は松本中

学出身だったようである。だからなんのことはない、

松本中学校へ転校したような物であった。 

これでいよいよ松高生活が始まったのであり、教室

でのこと、草創期の山岳部のこと、剣退部のことなど、

あとからあとからと限りなく思い出されてくる。 

松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 

 

 

松高の終焉        

向井正幸（元教授） 

旧制松本高等学校を母体とする新制信州大学文理学

部は昭和 23年 6月 30日をもって発足した。しかしす

べてが信州大学に切り換えられたのではない。旧制高

松本高等学校は 1919（大正 8）年設立、1948（昭和 23）年入学までの 30回まででした。 

松本高校同窓会の了解を頂き、一回生と最後を見届けた先生の手記を転載します。 

官立旧制高校は明治年間に 八つできました。松本高校は進学希望者増のもとでの 10年ぶりの新しい高校の開設で 

したから、期待も大きく大勢の受験生が集まりました。 

また、1948年当時の 1年生は 1949年春、新制大学に再度入試を受けることになりました。2年生は 3年次まで残り、 

「信州大学松本高等学校生」として 1950年 3月卒、旧制大学最後の学生として進学しました。 
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等学校 3年生と教官の一部が残った。土地、建物、事

務職員一切が新制入学に移ったので高等学校は先生と

生徒だけということになった。学習する机も図書館か

ら借りる本も一切大学のもので高等学校では形のある

ものは何一つないことになってしまった。それで名称

も信州大学という肩書をつけて信州大学松本高等学校

と呼ぶことに変わった。三年生の生徒たちは、この肩

書きの四字を喜ばなかった。やむを得ない場合以外は

この四字の肩書きを用いないでくれと申し入れて来た。

そして玄関に信州大学松本高等学校と書いて掲げて

あった大きな標札の上の四文字はいつの間にか消えて

いた。 

この 3年生は、翌年二月、二学期の試験終了ととも

に校門を去った。三年間戦後のきびしい時代をともに

したこの生徒が旧制高等学校最後の卒業生として寂し

く去ったあとには教官だけが残った。それも四月一目

からひとりの教官を除いてみな新制大学教官に変わり、

ここに旧制松本高等学校は完全に終止符を打った。ひ

とりの教官というのは蛭川教授である。先生は旧制高

等学校生徒の純真さを限りなく愛された。高等学校精

神を心から賛美せられた。自分は高等学校と運命をと

もにしたい。願わくば浪人して過去の思い出を楽しみ

たいと思うけれど生活ということかあるので別な意味

で純貞な子供のいる小学校へ行くといって、四月一日

から新村小学校に赴任せられた。 

新制大学に切りかわって後間もなく釜瀬、大林、宮

地の諸先生が次々に福岡教育研究所、愛知大学、清泉

女子大学へと転任して行かれた。古い松高卒業生が来

ても知っている先生といえば三喜田、金井、松根、長

谷川の四先生と余を加えた 5人ではないかと思う。事

務関係では柳、東村両事務官と田村、赤羽の両氏であ

ろう。 

三喜田先生は信州大学図書館文理学部分館長として、

新築せられた図書館に急増しつつある図書をいかに保

管しいかに利用せしめるかについて心を砕いておられ

る。金井先生は温厚にして昔どおり黙々として勉強し

ておられる。しかし先生のあふるるばかりの情熱は熱

のこもった講義となり、昔にかわらず学生を感激せし

めておられる。スキーがお好きで冬の初めになると「向

井さんスキーに行くか」ときかれる。長谷川先生は老

来ますますお元気でアメリカ語研究のため米国に留学

してみたいとよくいわれる。教官会議の席でも必ず意

見を述べられる。松根先生も昔どおりかくしゃくとし

て孫のような学生を相手にぼんほんテニスをなされ、

どしどし負かしておられる。 

物理、化学、生物の三教室は東の方へそれぞれ 30

坪増築せられることになり工事もまもなく始まること

と思われる。旧テニスコート跡には聴講生 150人くら

い入ることのできる講義室が二棟できあがった。ゆく

ゆくコの字型に続けられるということである。将来は

運動場いっぱいに建築しないと間に合わないであろう

といわれている。とはいえ信州入学の構想が完全に実

現するのは 15年、20年先のことではあるまいか。 

旧松本高等学校の生徒数の最も少ないときは 320人

くらいであった。多いときは戦時中の拡張のなお続い

ている戦争終了直後、陸海軍関係の学生の転入学、外

地から引き揚げて来た学生の転入学を許可したころで、

九百人に余っていた。教室がたりなくて柔剣道場を 3

つに仕切って三つの教室として、ここで授業を行なう

という有様であった。 

女子の入学を初めて許したのは、昭和 23年 3月で

この年十数人の女子受験生があり、その中から山口暁

子さんがひとり非常に優秀な成績をもって入学した。

この学年の生徒は一日すばらしい仮装行列を行なった。

暁子さんもメンバーのひとりでモーニングに山高帽と

いういでたちで立派な青年紳士に仮装した。六尺豊か

な某君は美しい花嫁姿に仮装した。ただ下駄だけはほ

う歯の下駄でいやが上にも大きな花嫁になり、松本中

を練り歩いて市民をやんやと喜ばせた。惜しいことに

この山口さんの属する学年は、二年生になると同時に

新制大学に新制高等学校卒業生と同じ資格をもって随

意入学試験を受けることを余儀なくせられたため、旧

制松本高等学校卒業生名簿の中にはひとりの女性の名

も見ることができないことになってしまった。 

ただいま文理学部教官は 42名、教官以外の職員数

48名、このうち女子職員 12名、学生数は毎年文科 70

名、社会科（法律経済を主として習う者）20名、自然

科 70名募集、うち自然科の過半数は医学科に進むこ

とになる。その他に工学部、農学部の学生で教養課程

を文理学部で修めたいものは一年半在学できるので、

ただいま 498名の学生がいる。うち 15名が女子学生、

27年度は完成年度であるから学生数は百数十名増加の

見込みである。女子職員 12名、女子学生 15名、明朗

に男子学生といっしょにテニスやピンポンもしている。

萬緑叢中紅 27点、学内どこでも若い女性の見られる

光景は、旧松本高等学校にはなかった光景の一つであ

ろう。 

終わりに諸君の健康を祈る。 

（初出『樹海』復刊第 2号 1952.4） 

松高記念誌「われらの青春ここにありき」より転載 

 

付記 

桜井和市氏は松高一回文乙、東大に進学され学習院大学教授

（ドイツ文学）等歴任、学習院の院長を 10年されました。著書・

訳書も多数出されました。 

信大文理学部教授望月市恵先生（ドイツ文学、1966年 3月退

官）は同級生。 

向井正幸先生（物理学）は松高教授・信大文理学部教授、1960

年退官。 

文中、釜瀬、大林、宮地の各先生は、釜瀬富士雄、大林晃、

宮地数千木の各先生で 1950年頃転出。三喜田、金井、松根、長

谷川の各先生は、三喜田熊蔵（史学）、金井嘉佐太郎（国文学）、
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松根新八郎（図学）、長谷川慶三郎（英文学）の各先生、文理

学部の教壇に立たれました。 

新制信州大学発足当初、文理学部は教官 42名。松高教官か

ら 28名（文系 14名、理系 11名、体育 3名）が信大文理の教官

になられました。 

 理系の 11名の先生は、 

   数学  佐倉直男、丸山 巌、 

 物理  向井正幸、松崎 一、竹村壽二、 

   化学  桜井武平、辰巳 隆、藍原有敬、 

   生物  池田雄一郎、 

   地学  小林国夫、百瀬寛一、の先生方です。 

文理改組・教養部新設（1966）の折、松高からの先生で、教

養部に行かれたのは佐倉、松崎、辰巳の三先生と二年後に竹村、

池田の二先生、理学部には丸山、小林、百瀬の三先生でした。 

文理学部発足時に赴任された先生は 14名（文系 9名、理系 5

名*印）。その後文理時代に 29名（文系 17名、理系 12名）の

先生が赴任されました。 

 理系の 17名の先生は、 

   数学  坂井忠次*、味木 博*、小西栄一、斎藤 素、 

   物理  宮地良彦、高尾保太郎、増田孟志、 

 

 

 

 

 

 

信州大学の歴史に関わる資料と情報のご提供につい

て（お願い） 

 

日頃から信州大学の教育研究・地域貢献活動にご理

解とご協力を賜り、ありがとうございます。このたび

信州大学は、本学の歴史を明らかにし将来に伝承する

ため、「信州大学大学史資料センター」を設置し、現

状では散逸が危惧される本学に関する資料の収集・整

理・保存を推進することといたしました。 

 

つきましては、信州大学の歴史に関する文書、写真、

記念品などの資料と、それに関する情報をお寄せいた

だきたく、お願い申し上げます。 

 

対象は、教科書、卒業アルバム、スナップ写真、ク

ラブ・サークルの活動記録、広報誌など皆様の学生時

代のなにげない品々が、信州大学の大切な歴史的資料

となります。お手持ちの資料をご寄附・ご貸与いただ

けます方は、まずご連絡ください。 

 

また、手持ちの資料には、貴重なもの・思い出の品

でお手元に置いておかれたいものなどもおありのこと

と思います。ご寄附ではなくとも、記録や写真撮影等

のご相談をさせていただきたいと存じますので、ぜひ

情報をお寄せください。 

 

   化学  新居敏男、北澤千和、小松寿美雄、野村俊明、 

   生物  中山 包*、肥沼 昭*、安田 斉、 

   地学  亀井節夫*、山田哲雄、郷原保真の先生方で

す。 

味木先生は教養部へ移られましたが、斎藤、宮地、高尾、小

松、野村、中山、肥沼、安田、山田、郷原の先生方は引き続き

理学部で教壇に立たれました。 

理学部新設時には 11名、二年目に 13名、三年目に 10名、

理学部完成年度の四年目には 7名の先生が来られ、学生も増え

ましたが、教授陣も一気に充実しました。 

（理学部になってからは「理学部創立 50周年記念誌」P174

〜資料 2に一覧があります。御参照下さい。） 

 

信大一期生と松高三年生が同じキャンパスで生活を共にし、

松高一年修了で信大に入学された方々と共に、松高の伝統は伝

えられました。同時に信大教官になられた先生方からも松高の

文化・風土が伝えられました。松高・文理・理学へと続くもの

は、この方々の力に依るものと考えます。（森） 

 

 

 

 

○ご提供いただきたい資料の例 

 

・教科書、ノート、合格通知書、学生証、賞状 

卒業証書 

・卒業アルバム、スナップ写真、 

・クラブやサークルの活動記録・発行物・記念品 

 ・広報誌、大学祭のパンフレット 

 ・旗、徽章など、信州大学に関するもの全般 

 

○お寄せいただいた資料の活用について 

 

 平成 29年４月１日から、附属図書館のもとに「ｲ

言州大学大学史資料センター」を設置し、資料の

収集・整理・保存を行って、所在と内容を把握し

ていきます。 

 平成 31年度の「信州大学創立 70周年（旧制松本

高等学校 100周年）記念事業」の一環として、資

料の展示を行います。 

 資料を教材として利用するなど、これからの学生

の教育に活用する方法を検討します。 

 

○お問合せ・連絡先 

 

〒 390-8621 

松本市旭 3-1-1  信州大学附属図書館内  

(仮称）信州大学大学史資料センター 

Tel:0263-37-3401 内線:811-2303  

FAX:0263-37-3633 

Mail:archives@shishu-u.ac.jp 

 

信州大学「大学史」資料センター設置と資料収集につ

てのお願いが学長よりありました。 

皆さんの御協力をお願いします。 
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卒 業 研 究 

 

数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 

 

花木ゼミ 

   石川 英樹、牛山 裕暁、佐川 良夫、佐藤 稜花： 

     初等整数論と代数的整数論 

沼田ゼミ 

   金井 佑真：スキームとエタール射 

和田ゼミ 

   植田 優佑、加藤 淳、藤森 雄也、前田 健二: 

    箙の表現論 

玉木ゼミ 

   高木 裕平:様々なホモロジーとスペクトル系列 

栗林ゼミ 

   山内 幹太:有限位相空間のホモトピー同値 

     による分類  

境ゼミ 

   岡村 美緑、金澤 徹郎、鉃矢 幸菜： 

     多項式不変量による結び目の分類 

髙木ゼミ 

   荒井 和也、土屋 健人：位相と近代解析 

谷内ゼミ 

    後藤太治、須田将史： 

ﾌｰﾘｴ解析とその応用について 

謝ゼミ 

   小口 誠司、越川 将大、出野 冬起： 

     マルコフ連鎖の再帰性とﾗﾝﾀﾞﾑｳｵｰｸヘの応用 

佐々木ゼミ 

   仲本 圭佑、岩下 凌太朗、齊藤 寛章： 

  ヒルベルト空間と線形作用素 

 

物 理 科 学 科 

 

素粒子・宇宙物理学分野 

西村 滉祐:ボソン的弦理論 

守田 周平:ディラック方程式の負エネルギー解の解釈 

内田   悟:南北両半球の観測データによる銀河宇宙線 

異方性の解析 

井村 洋子：宇宙線強度の日変化異方性の季節変動につ 

いて 

海見  走：GMDNで観測される宇宙線強度の南北異方性 

の南北半球非対称性 

佐藤 脩介：超高分散分光スペクトルを用いた CIV吸収 

体の赤方偏移分布調査 

大原 一真：細分化されたハドロンカロリメーター内に 

おける最小電離粒子の選別とｴﾈﾙｷﾞｰ測定 

北山 佳治：MPPCとシンチレータを用いたエネルギース 

ペクトルの取得可能なポータブル放射線測 

定器の開発 

内木 英一：ビームテストに向けた EASIROC Moduleの 

FPGA書き換えによる DAQシステムの改良 

 

 

日比 宏明：LHC-ATLAS 実験 Run3に向けたタイルカロ 

リメータを用いる Di-muon Triggerの開発 

吉村 祐哉：多層化された Compton-PETの性能検証 

 

物性物理学分野 

科野 信人：FeMnGe1-xAlxの磁性 

伊藤 翔也：単結晶 CePt(Ge0.8Sn0.2)2の物性 

奥村 彩人：超伝導理論 

上條 裕樹：超伝導の理論の概要 

杉山 みさき：タンパク質のフォールディング 

松原  舜：超伝導 〜BCS理論～ 

宮澤 和久：粒子法を用いた流体シミュレーション 

山下 祥吾：MnO2ナノシートのエネルギーバンド構造計 

算とその評価 

三河 博文：可視光とテラヘルツ波で異なる情報を与え 

るメタマテリアルタグの開発に関する研究 

髙井 健太：テラヘルツ領域における RuO2ナノシートの 

非線形光学応答に関するシミュレーション 

谷口 智洋：低温領域における Li2Ge7O15のソフトフォノ 

ンモードに関する研究 

富永 真平：3次元フォトニック結晶を用いたファラデ 

ー効果による偏光変化の増大 

本間 優一：金属平行平板導波路アレイを用いた無反射 

ポテンシャルの設計 

水尾 千紘：Si導波路を用いた超高速光励起による時間 

領域周波数変換 

山本 敏禎：準周期メタマテリアルのテラヘルツ応答特 

性に関する研究 

 

化 学 科 

 

清水  亮：リドカイン麻酔薬を共反応物としたトリス(2,2’-ビ
ピリジル)ルテニウム(Ⅱ)錯体系の電気化学発

光反応機構の解析 
森角 祐馬：電気化学発光を利用した水溶性ビタミン類の 

抗酸化能評価に関する基礎検討 
山本 直人：ネライストキシン農薬成分による金ナノ粒子の

凝集機構の考察と環境分析への展開の試み 
飯出 雅史：多孔性固体の直接炭素化とﾖｳ素処理の効果 
加々美 修平：永久磁石を用いて磁気処理した水の接触

角の変化 
岡橋 宏佑：三核混合原子価錯体[FeⅡFeⅢ2O 

(OOCCMe3)6(py)3]の結晶構造解析と磁性研究 
細田 健介：テトラアザマクロサイクルを配位子としたマンガ

ン錯体とベンゼンテトラカルボン酸による

MOF(有機ー金属構造体)の合成 
杉山 周平：芳香族求核置換反応による 2 および 6-アミノア

ズレン誘導体の合成と反応性 
高垣  勝：酢酸アンモニウムを窒素源としたアズレニルケ

トンとベンゾインとの環化反応によるテトラアリー

ルピロール類の合成研究 
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大竹 清仁：-4 価および-2 価の水溶性ポルフィリンの液液界

面温度変調ボルタンメトリーに関する研究 
奥村 理央：液液界面フロー電解セルを用いた食品中のカリ

ウムイオンの定量 
波多野 佑哉：油水分離(ECSOW)系におけるボルタンメト

リー及びクーロメトリーの検討 
岩下 浩章：円筒形微小空間中におけるエタノール分子集団 

構造の解明 
松風 みのり：ミクロ孔性カーボンへの水吸着速度の検討 
明山 裕保：海底堆積物の塩素同位体比分析 
岡村 裕美：温泉水の塩素同位体比の測定 
青木 麻弥：Geopolymerを用いたLTA微結晶集合体の合成 

とカラムへの応用 
谷口 由美香：クラウンエーテル環が縮環したテトラチアフル 

バレン誘導体と塩基性アミノ酸誘導体の錯形成 
挙動 

中村 広大：3,4-ジメトキシフェニル基をゲスト認識部位とする 
2,2’-ビス(6-メチル-1,4-ジチアフルベン-6-イル)- 
3,3’-ビチエニル誘導体の合成研究 

山本 春花：電気伝導率測定に基づく非水滴定の終点検出 
竹下 雄気：液状炭素電極を用いるポーラログラフィーへの 

高圧ポンプの導入 
岡田 拓也：疎水性イオン液体と水の相互溶解度およびリチ 

ウムイオンの分配係数の測定 
坂野 友基：蛍光寿命測定を利用したパルス強磁場によるベ 

シクル変形挙動の検討 
瀧口 眞央：高圧下で磁場と相互作用した水のﾗﾏﾝｽﾍﾟｸﾄﾙ 
川井田 千春：水溶液プロセスによる Mg 固溶カルサイトの 

合成法の検討 
吉田 冴子：廃石膏のリン酸化処理によるリン酸カルシウムの 

生成過程の検討 
中原 由貴：アリール置換イソベンゾフランイミドの Diels-Ald 

er 反応によるπ拡張イミド化合物の合成と性質 

山本 慎也：N-シクロヘキシルベンゾ[b]チオフェン-5,6-ジカ 
ルボキシイミド誘導体の合成と分光学的性質   

小池 更紗：シクロデキストリン共存下におけるルシゲニンの 
電気化学発光反応の検討 

菅沼 福仁：Cu(II)イオンの電気化学還元過程における超音 
波照射の影響 

長嶋 恵里佳：金電極を用いたトリプルパルスアンペロメトリ 
ーによるエンドトキシンの電気化学的検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 質 科 学 科 

 

小池  碧：焼岳火山における地磁気観測と浅部構造解析 

澤村  俊：焼岳火山の噴気ガス採取とその化学組成分析 

菖蒲 一歩：紀伊半島に分布する四万十帯白亜系〜古第三

系における砕屑性ジルコン U−Pb 年代と放散虫

化石年代 

杉本 大志：赤石山地小渋川周辺に分布するジュラ紀付加

体の地質と地質構造 

丑舘 沙綾：カルデラ壁崩壊堆積物とカルデラ床の識別 

－槍・穂高カルデラの例と濁川カルデラの再検討－ 

花村 純平：松本盆地東縁部牛伏寺周辺の地質と断層 

日色 知也：大峰帯中部地域, 

 第四系の層序および地質構造 

鈴木 雅史：長野県安曇野市明科西方込地向斜南部の新第

三系の堆積システム 

小野塚寧々：IODP354 次航海におけるベンガルファンの深

海砂の組成 

本間 和樹：岐阜県土岐市五斗蒔地域における瀬戸層群の

堆積環境 

増田 麻子：岐阜県土岐市柿野地域の瀬戸層群 

山内 高広：西部ネパールカルナリ川沿いに分布するシワリ

ク層群の砂岩 

古居 晴菜：新潟県東山地域に分布する上部鮮新統 

川口層の微古生物学的研究 

中    裕：新潟県南魚沼市四十日地域における 

中部－上部鮮新統の地質と古環境 

竹内 久恵：御嶽山 2014 年噴火で産出した火山豆石の 

形成過程 

千葉 泰規：阿蘇東部地域沈堕における Aso-4 火山灰ガラ

ス組成の変遷 

栁本 涼介：遠隔地に堆積した Aso-4 火山ガラスの 

組成と対比 

野田 瑞穂：Aso-4 本質物中のガラスと斑晶の 

化学組成について 

白井 稜介：月長石のシラーと構造，組成の関係について 

杉浦 康太：ｵﾊﾟｰﾙのイリデッセンスを生み出している構造 

伊藤  潤：動物の歯をつくるアパタイトの化学組成 

杉村公寿茂：加賀井温泉における堆積物沈殿過程 

岡田 勇希：長野県富草層群大下条層に産する 

方解石ノジュール 

神谷 佑亮：新潟県松之山の田麦川層に産する方解石ノジ 

ュールについて，特にメタン起源方解石ノジュール 

木村 晃介：神奈川県葉山層群鐙摺層に産する 

炭酸塩ノジュール 

筆脇 伸紘：長野市鬼無里の中新世論地層に産する 

ノジュールについて 

古橋 奨汰：新潟県長岡市栃尾の荒谷層に産する玄能石を

核にもつ方解石質管状体について 
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生 物 科 学 科 

 

加倉井 洸美:個体発生に伴うシダの葉形変化は系統を 

反映するのか 

一ノ瀬 真実:端脚目フロリダマミズヨコエビの比較発 

生学的研究 

北原 瑛斗:遺伝的多様性の低いシナイモツゴ集団は寄生 

虫による選択圧に応答できない 

夏目 聡:ゼニゴケ(Marchantia polymorpha)における 

ESD4(EARLY IN SHORT DAYS4) ﾎﾓﾛｸﾞの機能解析 

阿部 浩太:タイメダカ Oryzias minutillusの雄におけ 

る低濃度雌性ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ投与に対する反応 

荒井 好貴:ゼニゴケ( Marchantia polymorpha )の R2R 

3-MYB遺伝子 MpMYB6の機能解析 

井坂 夏海:ムラサキのシコニン生合成特異的に発現する 

LeCAS1 の機能解析 

一色 銀治:クチナガオオアブラムシ属の口吻長の種内比

較と形態差異を生み出す要因の推定 

伊東 泰輝:光環境が植物の化学的防御に与える影響： 

Datura属 2種の生存戦略 

井上 健太郎:ゼニゴケのアントシアニン蓄積機構の 

生化学的解析 

大石 雅登:ゼニゴケ R2R3-MYB遺伝子 MpMYB15の機能解

析川井 友裕:日本のマメ科高山植物―根粒菌共生系の 

系統と宿主特異性 

川戸 優貴子:ｾﾞﾆｺﾞｹ R2R3-MYB遺伝子MpMYB7の機能解析 

木村 匡志:外来植物 Rumex obutusiforius(ｴｿﾞﾉｷﾞｼｷﾞｼ)

の開花フェノロジーと個葉形質の高地適応：

野外での観察と共通圃場実験 

小池 花苗:トワダカワゲラ類の分子系統地理・繁殖生態 

学的研究 

小林  克:標高傾度にそった亜高山帯針葉樹林の更新

動態の変化 

小松 康佑:日本産ナラタケ属菌(Armillaria spp.)の 

生物学的種と培養的性質 

鈴木 智佳:鏡像体を生み出す遺伝子の実験的検証 

高木 満里絵:糸状菌 Aspergillus nidulansにおいてア 

ミノ酸代謝と DNA損傷修復系をつなぐ smsAの 

クローニング 

棚橋 汐里:ゼニゴケのアントシアニン蓄積機構・蓄積 

条件の探索 

富原 壮真:タイメダカ Oryzias minutillusの初期性 

分化過程－新規の初期性分化パターンの発見－ 

豊田 真樹:白駒池における動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ Daphnia dentif 

eraの餌資源 

野口 恵理子:光環境に対する植物の個葉形質の適応に 

ついて 

前薗  翔:カタツムリの分泌する揮発性物質の性フェロ

モン活性を検証するバイオアッセイ法の開発 

三村 詩織:モツゴとシナイモツゴの遊泳能力・低酸素耐

性の比較 

山田  駿:キハダのベルベリン輸送能の生化学的解析 

田路  翼:サラシナショウマの3送粉型における繁殖様

式の分化 

長谷川 広樹:クヌギクチナガオオアブラムシを利用する

一次寄生蜂および二次寄生蜂の寄主特異性

にアブラムシ共生アリが及ぼす影響 

 

物 質 循 環 学 科 

 

畑  哲大：木崎湖における水草と車軸藻類の現状と変化 

杉野 元哉：諏訪湖における熱収支とその物理的制御要因 

相川 夏紀：長野県白馬村八方尾根の超塩基岩地と非超塩 

基岩地における植生の対応 

今井 香岐：森林土壌中の微生物バイオマス窒素・リン・ 

カリウムを規定する要因の解明 

植村 崇大：雨氷による倒木が渓流水中の硝酸態窒素濃度 

に及ぼす影響 

小野 航平：炭素・窒素安定同位体比を用いた高山湖沼に 

おける動物プランクトンの餌資源解析 

金曽 愛美：乗鞍高原と上高地における積雪中の化学物質 

動態 

木村 龍平：ヒメタニシの生息地による microcystin蓄積 

の差異について 

窪田 彩香：新雪に含まれる化学物質濃度の広域分布 

小林 大曙：諏訪湖における大気－湖間の熱交換と水温 

     プロファイルのシミュレーション 

齋藤 利仁：土壌中の炭素・窒素利用性の変化に対する 

    ホスファターゼ活性の応答 

坂口 功峻：森林土壌における資源配分モデルでのイオウ

の生物利用性評価の有用性について 

清水 啓紀：乗鞍岳東斜面における降雨および融雪に対す

る地表流の応答 

関口 友梨：管理方式の異なる水田土壌における窒素除去

能の比較 

高橋 壮太：コンダクタンス計算を基にした水田における

エネルギーインバランスの考察 

戸谷 若菜：上高地における降水中の化学成分の時間変化

と気象特性 

真部 浩介：千曲川に生息するニゴイの生態 

丸山 あい：水草の藍藻 Microcystis aeruginosaに対す

る成長抑制効果 

山田 遼太：アカマツ林生態系における樹冠と林床からの

水蒸気・CO₂フラックスへの寄与 

山脇 大也：松本地域における河川水中のリン濃度とその

起源の検討 

横内 雅大：諏訪湖における栄養塩（N,P,Si）の季節変動

と生物活動 
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修       士 

 

数理・自然情報学専攻 

 

青木 稔樹：分類トポスのコホモロジー論と Orbifold 

の Groupoid表現 

新 正之：５次元における Bogomolny方程式の一般化 

泉 真之介：可換 C*環値 Lipschitz関数環の間のコン

パクトな準同型写像 

酒井 陽太郎：電磁流体における弱い衝撃波について 

杉山 龍太郎：曲線の和に関する Arnold不変量の 

加法性 

所附 竜太：量子場の数理とｽﾋﾟﾝﾎﾞｿﾞﾝﾓﾃﾞﾙについて 

飛嶋 健司：捻れコホモロジー論のためのスペクトル 

系列について 

西川原 一輝：パーシステント・ホモロジーの折れ線

グラフへの応用 

矢島 秀晃：アソシエーション・スキームの隣接行列

の p-ランクについて 

 

物質基礎科学専攻（物理） 

 

蟻川 晃彦：強誘電体フォトニック結晶におけるハイブ 

リッドバンド構造に関する研究 

井藤 隼人：鉛ガラスを吸収層とするスプリット型カロ 

リメータの性能評価 

神崎 伊織：細分化された鉛ガラスを用いるカロリメー 

タの電磁シャワーによる性能評価 

楠本 雅志：テラヘルツ領域における 2次元ナノシート 

の光学応答特性に関する研究 

小池 俊輝：拡張されたクウェート・比例計数管ミュー 

オン計の性能評価 

五味 蔵酒：メタマテリアルを用いた時間的な物質特性 

変化によるテラヘルツ波の周波数変換 

平良 優大：メタ表面を用いたテラヘルツ波の波面制御 

応用に関する研究 

竹原 大翔：Ce-Co-Ge系化合物の育成と物性 

田中 優也：拡張アンサンブル法によるポッツモデルの 

状態密度と臨界指数の関係 

西川 侃成：高次元理論に基づくダークマターとインフ 

ラトンを含む模型の構築 

藤江 泰弘：時間依存電流密度汎関数理論を用いた固体 

の電磁波に対する応答についての研究 

藤田 陽一郎：ILCのための超細分化されたシンチレー 

タと読出し回路を一体化した EBUによる受 

光素子の細分化による測定領域の拡大 

古家 徹郎：テラヘルツ波領域におけるハイパーレンズ 

の 2次元拡大に関する研究 

 

 

 

松尾 竜也：無機シンチレータ Ce:GAGGと半導体光検出器

MPPCを用いたコンプトンカメラの性能評価 

和田  久：光電離モデルを用いたクエーサー視線上にあ

るシングル/ダブルCIV吸収体の物理状態の解明 

 

物質基礎科学専攻（化学） 

 

有保 耕祐：イミド窒素上にアミノ基を有する 1,6-メタノ[10]ア
ヌレン-3,4-ジカルボキシイミド類の合成と性質 

井上 奈穂：圧力フィードバック法の二成分混合吸着系への

適用 
大竹 友章：リンモリブデン酸アンモニウムを用いた Cs+交換

カラムの作製 
大塚 隼人：イオン液体 TMPA TFSI の相変化の磁場制御：

相間電位と磁化による検証 
加藤 怜：1,8 位にゲスト認識部位としてピリジン環を有する

9,10-ビス(1,3-ジチオール-2-イリデン)-9,10-ジヒドロ

アントラセン誘導体の合成と性質 
北野 拓：テルル化カドミウム量子ドット修飾電極の作製とそ

れを用いた電気化学発光反応の考察 
久保  景：液状炭素電極を用いるポーラログラフィー ―ド

ロップノッカーの検討― 
久保 智也：水/1,2-ジクロロエタン界面におけるテトラフェニ

ルポルフィリンおよびその金属錯体によるプロト

ンの促進移動に対する紫外光照射の影響に関

する研究 
黒木 崇伸：in-situ XRD を用いた細孔中溶液構造及び電場

印加による影響の検討 
江津 拓也：オレイルアミン二分子膜の膜電位の磁場応答へ

の錯形成および添加物の効果 
小林 直生：1,3-ジアリール-6H-シクロヘプタ[c]フラン-5,7-ジ

カルバルデヒドの合成と性質 
酒井 美緒：液液界面温度変調ボルタンメトリーによる 1,1’-ジ

アルキル-4,4’-ビピリジニウムイオンの標準イオン

移動エントロピーに関する研究 
高嶋 泰正：ナノカーボンの合成過程における磁場の影響と

その機構の検討 
柘植 智仁：ヒトデ由来炭酸カルシウムのリン酸化反応におけ

る各種イオンの効果 
永井 大地：環化付加反応を利用したアズレン置換フランお

よびブタジエン誘導体の合成と置換基効果に関

する研究 
中島 大都：ピバル酸を架橋配位子とする三核錯体

[Co3O(OOCCMe3)6(py)3]の合成、結晶構造及び

物性 
濵野 浩子：廃石膏粉末から調製したリン酸カルシウムによる

ストロンチウムイオン除去能力の検討 
矢島 敏司：アズレン類の液液界面ｲｵﾝ移動ボルタンメトリー 
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地球生物圏科学専攻（地質） 

 

本合 弘樹：上高地の地形発達史－地表踏査と微動 

アレー探査による断層運動の解析− 

日比野由佳：槍・穂高カルデラにおける閃緑斑岩岩床の 

産状と定置プロセス 

佐藤 拓実：飛騨山脈、第四紀黒部川花崗岩西縁部周辺に

発達する変形構造 

飯田 里菜：日本海側における鮮新－更新統の石灰質 

ナンノ化石イベントについて  

小松原祥平：最終氷期以降の深海性貝形虫群集変化 

黒木健太郎：貝形虫 Bicornucythere bisanensis 殻の 

炭素・酸素同位体比と中海の古環境変遷 

五十嵐 蓮：富山県小川温泉における炭酸塩沈殿物の 

縞構造について 

石田 朋志：中部中新統別所層に産する炭酸塩 

ノジュールの成因 

勝家康太郎：北海道北部に分布する蝦夷層群上部の 

層序と泥岩に含まれる粘土鉱物 

上村真優子：岐阜県高山市荘川町に分布する手取層群 

の堆積環境と安定炭素同位体層序 

松田 和久：更新統魚沼層群にみられる堆積システム， 

堆積シーケンスと海水準変動周期との関連 

邊見  涼：住居址で発掘される焼土を用いた古地磁気 

方位・強度の復元 

小山 俊滉：長野県松本市入山辺地域に発達する 

薄川断層群 

早川 真史：長野県東筑摩郡筑北地域の新第三系と 

第四紀礫層 

 

地球生物圏科学専攻（生物） 

 

前澤  智英:ゼニゴケ R2R3-MYB 遺伝子 MpMYB4 
（Mapoly0096s0058） の発現解析 

関谷 知裕:非侵襲的手法を用いた中部山岳域を中心とする

カワネズミの遺伝構造研究 
玉田 容子:オドリコソウとミズチドリにおける送粉者の質と量

の時空間的変動 
冨田 和宏:止水棲水生昆虫類におけるファインスケールで

の群集構造・種内集団構造・遺伝構造解析：

Source-Sink 関係性の究明 
 

地球生物圏科学専攻（物循） 

 

小田 祥子：日本産 Umezakia natans の分子系統学的特 

徴と産生毒素の安定性 

田之上 智美：長野県内主要湖沼における溶存態有機物の

濃度と分解特性 

西村 基志：山岳地域における積雪期の熱収支解析 

野村 早織：湖沼における酸化マグネシウムを用いた溶存

態無機リン制御による水質改善 

 

博       士 

 

創成科学専攻(物質解析科学)物質 

 

西田  翼：結合共振器メタマテリアルとそのテラヘルツ 
領域における応用に関する研究 

後藤 裕平：Search for extra dimensional model as  
physics beyond the SM 

堀内 貴史：AGN アウトフローにみられる時間変動の起 
源の解明 

堀越 聖篤：標準模型 Higgs ポテンシャルに対する重力 
の量子効果 

 
物質創成科学専攻(分子基盤科学) 

 

松岡 聖典：Electrochemiluminescence and sonochemilumine 

scence of lucigenin and their applications in  

antioxidative capacity analysis 

笹原 茂生:シリカゲル生成過程におけるケイ酸構造の制御 : 

アルミニウム添加と強磁場の効果 

Moondra Zubir：Synthesis of porous coordination 

polymers comprising Zn2+,triazole,and 

oxalic acid under magnetic fields and their 

adsorptivity for carbon dioxide.（Zn2+，

トリアゾールおよびシュウ酸を含む多孔性配

位高分子の磁場中合成とそれらの二酸化炭素

吸着能） 

 

お誘い 

夏の自然誌科学館にお越し下さい。ご承知のように、子どもた

ちに自然と科学について興味を持ってもらう理学部あげての行

事です。同窓会が開く古本市も開かれます。そこでお目にかか

れればと思います。 

学生さんと交流を楽しんで下さい。 

8月の第一週目の土日の予定ですが、ちかづきましたら、理学

部のＨＰでお確かめ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

記念行事・総会の感想を（しかも写真入りも）たくさん頂

きました。役員としてこんなうれしいことはありません。編

集の始まる前から「別冊になる」との予言が当たりました。

せっかくの行事だったので写真を多めにしようと考えがんば

りましたが、いっぱいとはいきません。 

大学が「大学史」のアーカイブを作るとのことです。皆さ

んのお手元にある「宝箱」を久しぶりに開けてみませんか。 

春一番が吹き暖かい日があった後の冬の戻りがこたえます。

今晩の松本は、まだマイナスではありませんが、どんどん気

温が下がっています。編集の方も風邪引きが出ています。皆

さんも猛威を振るっているインフルエンザにお気をつけ下さ

い。 (も) 
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