
 

 

 

 

 

 

 

50 周年記念行事の懇親会での会長挨拶 

同窓会長を務めさせて頂いています森です。本日の

会の共催者でもあります同窓会を代表して、ごあいさ

つ申し上げます。まずもって、こうした会を用意して

くださった、先生方事務職員の皆さんに心より感謝申

し上げます。多くの卒業生とともに 50 周年を祝うこ

とが出来る幸せをお伝えしたいと思います。 

45 年ぶりというお顔も何人もおられます。「よう元

気」と顔を見合わせることが出来るのが、こうした会

の良いところです。このような機会は貴重です。大切

にしていきたいと思います。 

旧制の松本高等学校が出来て約 100 年ですが、それ

より前、明治の終わりころ、名古屋に第 8 高等学校が

出来まして、「次は松本に高等学校を」と松本市民が

動き出しました。すぐにできるとはなりませんで、10

年近い年月がかかりましたが、様々な障害を乗り越え

て松本市と松本市民は 9番目の高等学校を誘致してく

れました。県の森に校地を用意し建設費を負担しての

ことです。松本市民の学問に対する尊敬の気持ち、若

者を育てることへの情熱がそれを支えたのだと思い

ます。街の玄関であった松本駅の正面、相対するとこ

ろに校門を作ったところにも、それはあらわれている

と思います。他には例がありません。 

 そうした松本市民の気概が、その後学生に大きな影

響を与えたことは容易に想像できます。私たち自身も 
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その恩恵にあずかりました。ここにおられる皆さんに

もそうしたことを実感する経験をいくつもお持ちで

はありませんか。緑町のラーメン屋、裏町の飲み屋の

おかみさん、喫茶店のご主人、古本屋、スポーツ店、

あるいは八百屋、雑貨店などで大事にされました。真

夜中に大声で歌いながら、下宿に戻る道すがら学生さ

んだからと許してもらった経験もありましょう。 

松本市民、少し広く長野県民の「学び」に対する情

熱・意欲については、多くの人々が参加する「学びの

場」それは研究会、勉強会とかさまざまな集いです。

山のグループ、写真の会、美術・音楽・囲碁・将棋な

どの会ですが、皆さんも市民の皆さんとまじって学ん

だことがあるのではないでしょうか。 

そうした学びの場の多さとレベルの高さは、他を圧

倒していることからも見て取れるのではないでしょ

うか。「教育」を重視し、文化・科学・技術を育てる、

「学び・学び合う」という風土・土壌が、今日、信州

大学が発展してきた、理学部が歩んできた土台の一つ

にあると思います。 

 今日、松本市民・長野県民と信州大学は互いに努力

し支え合う文化を育ててきていますが、私たち自身も

享受してきた松本という街の、松本の人々の恩恵を忘

れないで行きましょうと申し上げてあいさつとしま

す。ありがとうございました。 

 

懇親会の模様 

信州大学理学部同窓会         会報 29 号 別冊 

50 周年記念行事は多くの方々の参加をいただき盛会でした。また多くの方々から祝辞をいただきました。その一人として同

窓会長が懇親会の席であいさつの機会を得ました。同窓会を代表しての森会長の挨拶をご紹介します。また、50 周年記念行事・

総会に参加された方々からのご投稿もたくさん頂きました。ご紹介します。総会で決定された議案を掲載します。 



理学部創立 50 周年を祝して  

  文理 10 回  宮澤 武矩 

 理学部創立 50 周年を迎えられましたことを心より

お祝い申し上げます。 

 私は、文理学部自然科学科を昭和 37 年に卒業しま

した。その後、昭和 41 年には文理学部が改組され、

理学部と人文学部が発足しました。私が卒業した化学

コースは理学部化学科として引き継がれ、毎年多くの

学生が卒業されていることに励まされております。 

 また、平成 15 年発行の理学部同窓会名簿に、文理

学部自然科学科の卒業生全員の名簿を載せていただ

き、理学部卒業生の一員に加えていただいたことに深

く感謝申し上げます。 

 この度の理学部創立 50 周年記念事業のご案内を頂

きましたので、記念講演、記念式典、祝賀会に出席さ

せていただきました。また、同日開催されました、理

学部同窓会総会にも出席させていただきました。いず

れも、誠に盛会で充実した会であり、感激いたしまし

た。 

 創立 50 周年を節目として、今後ますますご発展さ

れますことをご祈念申し上げます。 

 

 

記念講演会に参加して   

  1S 数学  岡野 信也 

 私は、信州大学に入学して、丁度５０年になるので、

是非同窓会に参加してみたいと思い参加しました。１

Ｓの数学科の卒業生は、浅間温泉で毎年１回同級会を

開いていますので、私も出来る限り出席するようにし

てきました。我々より元気な可知先生と事務職員で

我々と同じ年であった北澤さん（旧姓藤沢さん）をお

招きして、楽しいひと時を過ごしてまいりました。１

Ｓの数学科の皆様は、現在まで、幸い全員元気に過ご

しています。ほとんどの人達が、日本の高度成長の中

で、企業戦士として逞しく世の中を生き抜いてきた感

じがします。 

 さて、祈念講演に参加して、驚いたのは、この講演

会のつい一週間程前にＮＨＫのニュースで、ピラミッ

ドの内部の様子が日本の名古屋大学の研究者達によ

って明らかにされようとしている、と知ったことです。

そしてその中心となって活躍している一人が、信州大

学の理学部の同窓生の一人である中村光廣氏である

と知ったことです。世界的、歴史的大発見につながる

かもしれない研究に、同窓生の１入が中心になって参

加していると云うことは、我々信州大学理学部の同窓

生の誇りでもあり、素晴らしいことだと思いました。

中村教授の今後の活躍を心からお祈り申し上げる次

第です。 

 講演２では、山形大学教授の大友幸子先生が、信州

大学理学部の学生時代に地学研究のために北アルプ

ス等を歩き回ったというお話をされていましたが、松

本市にある理学部は、日本でも一番地学の研究には恵

まれた場所にあるのではないかと、思いながら楽しく

お話を聞かせていただきました。 

 
山形大学大友幸子さんの講演風景 

 私も、学生の頃、３年生と４年生の頃、ワンダーホ

ーゲル部に入れてもらい、北アルプスや南アルプスを

仲間の部員と縦走した思い出があります。私は、５０

歳近くなってから、地域のハイキングクラブに参加し

て、現在も山歩きを楽しんでいます。これも、学生時

代松本市で過ごして、山歩きを経験出来たお陰かなと

感謝している次第です。 

 

 

理学部創立 50 年への思い 〜親子二代で参加して〜 

      1S 物理  小島 浩司 

 忘れもしません、昭和 41 年 4 月 2日、私は暗澹た

る気持ちの中に一縷のほんの僅かな望みをいだいて、

まだ肌寒い松本の町に降り立ちました。目的は信州大

学理学部物理学科の入学試験を受験することでした。

私にとって、その年に受験した国公私立大学の入学試

験にほとんど不合格となり、理学系物理志望の私にと

って最後の機会となる入学試験でした。 

 この当時,大学の入学試験は 3 月中に全部終了し 4

月の段階では大学進学をあきらめて、就職するか、専

門学校等で職業教育を受けるか、浪人して受験予備校



に行くかしか進む道はありません。 

 ただこの年は信州大学文理学部が改組され、理学部

と 人文学部が創立されました。それで国会の予算審

議で予算が確定してから入学試験を実施するという

運びで 4月 2日と 3日に入学試験が実施されました。

すでに 2 年浪人ししかも母子家庭育ちの私にとって、

この試験に合格しなければかなりつらい選択をしな

ければなりませんでした。しかし信州大学理学部はこ

の針の糸にぶらさがるような気持ちの私をすくいあ

げてくれました。 

 それから 50 年たち、まがりなりにも志望を実現す

ることができ、創立 50 周年記念行事に出席すること

は、感無量です。しかも縁とは不思議なもので、私の 

3 番目の息子と一緒に出席することができ、ますます

もって感慨深い思いです。実は私の息子も私と同じ信

州大学理学部物理学科（その後名称変更し物理科学科）

を卒業しました。 

 実は息子に今回の 50 周年記念行事に一緒に出席し

ようと提案したところ、参加費と交通費と宿泊費を持

ってくれるなら一緒に出席してもよいという虫のい

いことを言いました。親の感慨などどこ吹く風のまさ

に現代っ子の真骨頂。ただ、今回親子 2 人で出席でき

たことについて何か運命的なものを感じ筆を置きた

いと思います。（物理同窓会報 12 号より転載） 

 

 

学び舎を四遷した思い出  

1S 地質  矢口良一 

昭和 41 年（1966 年）4 月、信州大学文理学部が人

文学部と理学部に改組された時に、私は、新設の理学

部地質学科の第 1期生（学籍番号：1S-104）として入

学しました。その後、私たちは、卒業するまでの 4年

間に、孟母三遷ならぬ「学舎四遷」で校舎を 4回移り

ました。 

最初の 1年間は、新設された教養部に属し、その校

舎は、旭町の旧教育学部松本分校の一部が使われまし

た。2年目には、理学部地質学科生として、現在の「あ

がたの森公園」にあった、旧制松本高等学校から信州

大学文理学部の時代を通して使用されてきた木造校

舎に入り、さらに 3年目には、旭町キャンパスの、医

学部がかつて使っていた木造 2 階建ての校舎に移り、

ようやく 4年目に、旭町キャンパス内に新築された鉄

筋コンクリート建ての理学部の新校舎に落ち着きま

した。 

この経過の中で、特に、県町のヒマラヤ杉の林の中

にあった木造校舎は旧制高校時代からの建物で、その

一角には「思誠寮」があり、文理学部の先輩たちと、

機会あるごとに「春寂寥」をはじめ「夕暮るゝ」、「松

高小曲」等の寮歌を歌いました。県町キャンパスの雰

囲気は、まさに時空の異なる別世界のようでした。 

一方、昭和 43 年から 44 年（1968～69 年）にかけて

の時期は、日米安全保障条約延長反対を掲げる市民や

学生の運動が全国的に展開されました。私たちも、旭

町キャンパスから松本駅までのデモ行進にたびたび

参加しました。しかしながら、結局、考え方の違いに

起因する内部分裂を経て、運動は次第に下火になり、

最近の韓国のように、学生や市民の力が政治の大転換

を引き起こすには至らなかったのは残念です。 

「過去は美化される」と言いますが、苦い思い出は

年とともに忘れ、楽しい思い出が、若干脚色されなが

ら、より鮮明に残る傾向にあります。ともあれ、今回

の「信州大学理学部 50 周年記念行事・同窓会総会」

に参加し、かつて、学び舎を 4回移り、変化に富んだ

環境で日々を過ごした 4年間を、改めて懐かしく思い

出した次第です。 

 

 

５０周年記念行事での雑感 

  3S 数学  坂牧 勉  

創立 50 周年記念行事の案内を受け、出席しても同

期生の出席があるのだろうか？そうでなければ寂し

いが、森同窓会会長と可知先生(同窓会副会長)が出席

されるし行ってみて同期生の誰かに会えれば儲けも

のと思い参加した次第です。 期待して受付済ませロ

ビーや会場で学部の同期生、数学科の先輩の方を探し

たが誰も見当たらず。 総会の後、森会長、可知副会

長の席に行って挨拶したところ覚えていて下さって

嬉しくありました。 記念講演、記念式典でも面識の

ある方には誰も会えないまま祝賀会に突入。 可知先

生にくっ付いて数学科のテーブルに着いたが面識無

い方ばかりで会話もあまり弾まず、他所のテーブルを

回っていた時に物理学科の教官であられた寺尾洌氏

の懐かしい顔に会い私を覚えていて下ってびっくり。 

寺尾氏は、私と下宿が一緒の物理学科教官の故寺沢修



氏との飲み会(寺沢氏にはよく飲みに誘って頂いた)

で何回かご一緒しました。寺尾氏と話が出来て嬉しく 

数学科乗鞍サマーゼミ  秋の山歩き(鉢伏山→三峰山→下諏訪) 

同期生と教官(松田､可知､浅田､本瀬先生) 

思いました。 他には面識ある方とは会えませんでし

た。 祝賀会の後、別会場での数学科の集いに可知先

生、森氏に誘われて出席することに。 ここでは栗氏

と現役の学生と話が出来、皆さんからは数学に取り組

む強い意気込み(私には無かった)が感じられました。 

私は学科では(高校数学と違って)努力してもひらめ

きが無いと駄目だと悟ったが、授業は真面目に受講し

て半分程しか理解出来ないまま卒業し、コンピュータ

－専門企業に就職。 残念ながら数学の知識は殆ど必

要としないシステムエンジニアで40年弱勤めて退職。 

学科ではサマーゼミや教官と一緒の泊まりの山歩き

によく参加したのは楽しい思い出です。 この頃の教

官、同期生の何人かにお会いしたかったのですが･･･。 

受付で同期生の出席者が分かる情報を見せてくれる

と良いのですが、次回は何人かの同期生と連絡取って

から出席しようと思います。 理学部および同窓会の

発展を祈念いたします。 

（南信州・箕輪町在住） 

数学科２～４年生と横田､松田､神谷先生 

 

４S地質の同級会   

４S地質  新海 正博  

去る10月8日夜より10日朝まで安曇野市の天平の森

で第2回同級会を開きました。そう、理学部創立50周

年記念式典・祝賀会の後、会場を移して行われたので

す。昨年6月末の第1回に続き、今回は卒業できた14名

中10名（夫人含む）が集い旧交を温めました。卒業以

来43年ぶりに再会できた友もいます。 

もちろん地質屋ですから、同級会に巡検およびコン

パはつきもの。2日目の午前は大町山岳博物館で一新

された展示物を見学し、大峰山では北アルプス起源の

花こう岩の巨礫が松本盆地をはさんだ東側の山稜平

坦面（大峰面）に存在する不思議さに思いをはせたり

しました。（下図） 

午後は、地質の学生は必ず公私ともに大変お世話に

なった藤田 敬(元地質学科技官)さんご夫妻を囲ん

で懇談しました。ご夫妻は今年それぞれ卒寿・米寿を

むかえられたそうですが、昔と少しも変わらず鮮明な

記憶力とユーモアを持っておられて、参加した私たち

一人ひとりの名前をしっかり憶えておいででしたし、

私たちの学生時代に体験した栃原遺跡発掘や再開し

た第五次野尻湖発掘の愉快なエピソードも（当の本人

が忘れていたようなことまで）話してくださいました。 

以下は、藤田さんが別れ際に話して下さった私たちが

まだ入学するよりもっと以前、文理学部時代の大先輩

H さんと K 先生、N さんの愉快なエピソード二つ（抄

録）です。 

・長野市で開かれた長野県地学会の帰り、焼酎でほろ

酔いの Hさん、下車時に列車の手すりから手を離さ

ず、危険を察知した駅員と警官に引きずり降ろされ

足に大ケガを。翌朝薬局に行った Hさん 

「列車に轢かれたのでそれに効く薬下さい。」 

 その後、偽名を使ってばれた彼が警察官から追及

を受けた。黙って立ち会っていた指導教官のK先生、



学長から発言を促されて「汽車から降りるときは手

すりから手を離さなければいけないよ。」 

・姫川団研に出かけたNさんはHさんら先輩たちからこ

う言われた。 

「この川には日本海からホタルイカが産卵に上っ

てくる。」「透き通っているから目を凝らさないと

見えない。」…「あっ、いたいた。」真に受けたN

さん「みんな目が良くていいなぁ。僕にはちっとも

見えない。 

一同大爆笑。（K先生はもちろん、Hさん、Nさんも後

に別の大学で教授になられた方々です。） 

振り返って考えてみますと、おいとまの時刻が迫っ

てきて感傷的になりがちな私たちの気持ちを汲み取

ったのか、藤田さんは上記のエピソードを紹介して皆

を和ませてくださったのでしょう。 

 

藤田さんご夫妻と同級会参加者 

さて「地質の連中のことだから、その夜のコンパで

は酒が入って侃々諤々すごかっただろうな」と思われ

る読者もおいででしょうが残念でした。確かに私たち

が学生だった頃は、いわゆる学園紛争のさなかで、A

君など全共闘「闘士」の影響を受けて在学途中で去っ

ていった人たちも若干おりましたが、同級会ではその

当時のことを引きずっている者は一人もおりません

でした。いずれも還暦を過ぎ、博物館、大学、石油会

社、地質コンサルタント、県庁、高校等々の職場で体

験してきた半生をユーモアある「深イイ話」としてそ

れぞれやり取りし、皆大いに盛り上がり、時の経つの

も忘れてしまうほどでした。 

おしまいに、参加した一人から送られてきたメール

を紹介して同級会報告のまとめとします。 

「コテージという同じ屋根の下で寝食を共にして飲

み語り合ったことは、学生時代にタイムスリップした

ようでした。おかげさまで楽しい時間を過ごすことが

できました。9日はあいにく雨模様となりましたが、

大町山岳博物館や巨大転石を観察したことは、印象深

く思いました。また藤田さんとの再会は、ヒットだっ

たと思います。４Ｓの多くが揃ってお会いしたことに、

ご本人は大変喜んでおられたようでした。お体が少し

不自由にもかかわらず1時間以上もお相手していただ

いたことから、わかります。(M)」 

 

藤田さんより提供の4S地質の入学写真 

 

 

元気が出ました ～～ （数学科のつどいから） 

8S 数学 宮田 勝昭 

 数学科では今年は特に総会は行わず、理学部創立 50

周年式典・祝賀会終了後に、「数学科のつどい（懇親

会）」を開催しました。幸い 13Ｓ（昭和 53 年入学）の

皆さんが声を掛合い集まってくれましたので、40 名を

超える参加者で盛大に会を開くことができました。卒

業して 40 年、１年前のことは思い出せないのに、学

生時代の思い出は盃を空けるにつれ鮮明によみがえ

ってきます。１つの言葉に反応して連鎖的に脳裏に浮

かんできます。思誠寮の桜の木の下でサントリーレッ

ドの１ℓびんを枕に夜を明かしたこと。ＡＢＩＳＯＫ

杯（学科内の親睦ソフトボール大会）を計画し、横田

先生と交渉して授業をもらったこと。大学祭の浮世亭

で騒ぎまくったこと（当時はまだ講義室でアルコール

を含む模擬店が許可されていました）。サマーゼミで

乗鞍岳に登ったこと。夜間登山で生協前から歩き始め

美ヶ原に登ったこと。などなど、話があちこちに飛び

40 年前にタイムスリッムしたひと時を過ごすことが

できました。 

  今まで隔年で総会、引き続いて「数学科のつどい」

を開いてきました。たまたま退官される先生が隔年で

いらっしゃったため、総会に続いて退官記念講演をお

願いし、先生方を囲みながらの懇親会を続けてきまし



た。しかし、教授陣もすっかり若返り、しばらくは退

官される先生はいらっしゃいません。総会だけではな

かなか役員以外の参加者を増やすことができません。

今年の 13Ｓの皆さんのように、総会を利用して全国に

散らばっている同窓生に通知し「○○Ｓの会」を企画

していただけるとありがたいのですが（数学同窓会か

ら若干の連絡費を補助します）。総会とつどいの出席

者をいかに増やすかが今後の大きな課題です。 

（数学同窓会副会長） 

 

 

信州大学理学部創立五十周年記念講演会に参加して 

 9S 化学  西中 純一 

 講演は二～三期下の名古屋大学や山形大学で教べ

んをとられている優秀な研究者の方の話で難しいも

のかと想像してましたが・・・お話を伺っていると名

古屋大学理学部のＦ研にしてもＣＥＲＮにしても今

では世界的なクラスの研究グループに物理の後輩中

村さん（サークル自然科学研究会の後輩でもあった）

が参加しているということがわかりました。地質学科

卒業の大友さんの話はなぜ研究者になったか過程が

非常によくわかりました。事務系の仕事についても研

究者の道をあきらめず山田先生の研究室へ帰ってき

て初志貫徹頑張ったなと感動しました。 

山形大理学部には同期で地質入学し転科して化学

卒業の柳沢君が教授でおられ硫黄の研究で頑張って

おられるようですよろしくお伝えください。 

私は学生時代３年生を３回もやり、６年間で卒業す

るという落第生でよくも卒業研究の研究室に受け入

れて下さったなと思っています。 

担当教授の故森芳弘先生には大変お世話になりま

した。四年前の夏に急逝されお会いできなかったのが

残念でたまりません。 

元へ帰ってブエナビスタホテルでの講演会は開始

時間ぎりぎりに間に合ったものの、３００名もの参加

者で周りを見回してもわかる方は有機化学の加藤博

先生しかおられず、場違いな所へ来たのかなと思いま

した。 

しかし懇親会へ出ると、分析研の伊豆津先生、同じ

く野村先生,無機化学で核四極子（ＮＱＲ）の研究を

やられていた笹根先生とお話しをすることができて

よかったです。 

いずれにしろ四十年も前に理学部へ在学していた

者としてやはり今の研究室が博士課程を持つ理工学

研究科の大講座制になり学科のまとまりよりも研究

室のほうが大きいのかなという印象を受けちょっぴ

り違和感も感じます。 

また、懇親会の中で地質の小坂先生や物理の宮地先

生、また分析研の野村先生も松本や地域の方といろい

ろな所でつながっているという事がわかり信大理学

部ここにありという誇りを感じる場にもなりました。 

私は自然科学とはほとんどかかわりのない田舎の

町議会議員ですが、学生時代に培った真理をとらえて

科学し、普及する姿勢をこれからも守っていきたいと

思います。 

国立大学も独立法人になって資金繰りや学生募集

についても昔の私学に似たような苦しみを受けられ

ているようです。国も研究者の地位向上や基礎研究に

対して学問の自由を守りながら、支援するべきだと思

います。陰ながら信大理学部の隆盛、発展を祈念して

おります。 

  

 

よき師、よき友、よき再会―-時の壁を超えて   

12S 数学  井口 和彦 

 久しぶりの、思い出深い松本。まず、自分の下宿の

あった場所に行ってみた。そこは空き地になっていた。

けれど、よく寄ったオーディオショップや楽器店そし

て力寿司さんはそのままだった。時は過ぎてもやはり

松本はすてきな街である。５０周年記念式典では私と

同学年の地質学科に在籍していた大友幸子先生の記

念講演があった。同年代の方なので共感を覚える話し

が多かったし、その後在学中に病気で亡くなった地質

学科の都築康高君（学生自治会を通じて親しくし、岡

崎のお宅に泊まらせてもらったことがある）のことを

祝賀会で聞くこともできた。もちろん数学科の集いも

開かれ、現役の学生も交えて親交を深めることができ

た。思えば実にいろいろなことを経験し、学んだ学生

時代であるが、集いに来た現役の彼らも同じような思

いを感じることだろう。祝賀会ではドイツから卒業し

て初めて来たという方もおられ、先輩には優秀な人が

多いと実感したものだが、同窓会に集うのは過去を懐

古するためだけでなく、自分の原点を確認し、いろい

ろな年代に方に合い、今を生きる糧を得ることができ



るからなのであろう。世代を超えた集いは、時間の壁

をも超えることができるし、時間のつながりをも実感

できるのである。 

 ところで、私の大学の時の関心事は、「未来は決ま

っているか」ということであった。当時ノストラダム

スの大予言が話題になっていたこともあり、終始未来

について考えていた。そして、未来が決まっているこ

とを何とか証明しようとしていて、証明法を思いつい

た。それは、「思考実験」である。この世界と同じ世

界がもう一つあると仮定しよう。2 つの世界があると

きに違うものとなったとすれば、必ず何かの原因があ

るはずである。なぜなら、原因がなければ違うものは

生じないはずである、という結局は「因果律」のこと

だったのであるが、その証明は教養の倫理の授業で打

ち砕かれた。「今の法則がこれからある瞬間に変わっ

てしまうことがないとは言えない」と講義され、なる

ほど証明はできないなと納得したことを覚えている。

今、還暦を迎える年になったが、今までの人生を振り

返ると、決められた道筋だったのかなと感じられない

こともない。ともかく、20 代のころはいろいろなこと

を考えたし、迷いも多かった。恋愛や生についての疑

問など、誰しもそうであろう。それが、その後の生き

る原動力になる。その時代を信州大学という地域文化

あふれる場所で過ごし、友と語らい、師と飲み明かし

た日を持てたのは素晴らしい体験であった。 

そして今回、キャンパスに行った時の校内の様子、

同窓会総会での活発に議論、先ほど書いた数学科の先

生方と同窓生と現役の大学生も交えた交流会、そして、

変わらぬ「文化都市松本」と信州の自然などなど、当

時の自分の原点を確認するすてきな時間となった。ま

た一つ年齢を重ねても、連なる時間の運命に対する畏

敬と感謝の念を感じている。 

 最後にお会いした皆さんにお礼を述べたい。- 

事務の与曽井さん、変わらぬお人柄で心が和みまし

た。井上先生、浮世亭グッズを受け取ってもらい感謝

です。また、電車に乗り遅れて宴会に戻ってきてくれ

た可知先生ありがとうございました。翌日、県の森の

お宅でお世話になった奥様が「お元気でしたか」と声

をかけてくださり嬉しかったです。（その時、近くで

買って帰った林檎は美味しかったなあ。）式典、同窓

会、集いを企画した方々、お会いできた他のすべての

皆さんへも感謝です。また再会できることを楽しみに

しています。今回参加できなかった同窓生の皆さんも、

時を越えて集まりましょう。それは 13S の集まりもあ

るという 2020 年かな？ 

 

 

～理学部創立 50 週年同窓会に参加して～ 

13S 数学  山田 正廣 

4 月某日、「理学部創立 50 周年記念行事と重ねて、

13Ｓ（昭和 53 年度入学）数学科同窓会を開きましょ

う」とのメールが届きました。 

13Ｓでは、お世話になった先生方の退官記念等にあ

わせて松本に集まってきました。前回は 4 年前。「次

回もオリンピック同窓会、理学部 50 周年の節目の年

に、多くの同窓生の皆さんとも会えれば楽しいね。」

と言っていた約束が現実となりました。 

同窓会 50 周年総会では、松高・信大と続く同窓組

織の充実発展のためにご尽力いただいている森会長

や可知先生を始めとする役員の皆さん方の熱意とと

もに、前向きに交わされる意見交換の中に、母校を愛

する共通の思いと年代を超えた絆を実感しました。 

記念講演では、同窓生でもあり学問探究の第一線で

ご活躍いただいている、名古屋大学の中村教授と山形

大学の大友教授から、信大学生時代の思い出も交えな

がらのご講演をいただき、興味深く拝聴しました。直

接の接点はなくとも、何かしら懐かしく引き付けられ

るのは、話術の巧みさに加え、同じように松本の地で

信大理学部生として青春時代を過ごされたのだろう

との思いが共通項となり、共鳴するのではないかとも

感じます。（能力の差も顧みず無礼な思い込みをお許

し下さい。） 

また、全体同窓会の前には、栗林先生と井上先生の

ご好意により理学部資料室にお邪魔し、数々の歴史資

料を見せていただくことができました。卒論発表会や

サマーゼミ、大学祭での「浮き世亭」等々、若かりし

頃が蘇る品々が、井上先生のお人柄どおり、きれいに

整理され、保管していただいてありました。 

夜には、「数学科の集い」にて、卒業年次を超えて

親しく交流を深めさせていただき、さらにその後は 13

Ｓ同窓会の開催と、学生時代に戻ったかのような熟年

パワー全開の時間を過ごしました。そこでの話題は、

互いの変容とともに、初めて出会った新歓コンパや、

ABISOK 杯、講義やテスト、先生方と共に出かけたスキ



ーにテニス、そして今だから話せる聞けるエピソード

等々、尽きることはありません。まさに、時空を超え

る松本での一時です。 

翌日は、早くして逝った仲間のお墓をみんなで訪ね

て冥福を祈り、13Ｓの理学部 50 周年記念同窓会の旅

を締めくくりました。 

とりとめもない感想を綴ってきましたが、お世話い

ただいた皆様への感謝とともに、年を重ねても色あせ

ることのない信大での思い出を噛みしめ、母校のます

ますの発展を願うばかりです。 

 

 

理学部同窓会総会に出席して  

13S 生物  清沢 弘志 

 私が信州大学理学部生物学科に入学したのは 39 年

前のこと、生物学科設立 4年目で全学年が揃った学科

創世記と古参になった。学科四期生との意識も強く、

また学科意識とともに向上心と自立心に充ち満ちた

先輩に強く感化され大学生活を満喫した。大学院を含

め 7年間を過ごし、学びの礎を獲得した。多くの師に

学び、また先輩後輩と語り合った経験は大いなる財産

として私を支え、信州大学に学べた喜びを誇りとして

堅持している。 

一方、卒業後の私は、大学、

学部学生や理学部同窓会を

意識することなく過ごして

きた。新生の学科ゆえ卒業生

も少なく、同窓会もなかった。

大学との接点は唯一恩師に

あった。生物学科設立当時を

共有した藤山静雄先生の最

終講義には生物学科の一期

生ほか幾多の卒業生が参集した。各個人に宿る信州大

学生物学科は永遠であっても、大学との接点という意

味では、この機会をと思いを募らせた卒業生は、私ば

かりではなかったと思う。 

そんな私も、時を経て同窓会や大学に対する意識の

変化に、創立 50 周年式典、総会、また学科同窓会総

会に期待を持って臨んだ。その背景には「生物学科同

窓生の集い（東京）」という年一の同窓会にある。正

式名称もない、近況や昔話に舌鼓し、大学への期待な

ども語り合う緩やかな集まりである。2010 年以来 6回

を数え、一期生10Sから21Sの古参を中心に若くは95S

と、毎年 20 名余が参集する。故船越真樹先生の十三

回忌記念の催しでの後輩との出会いがきっかけで、継

続が新たな繋がりを生む好機となっている。学科同窓

会 HP などを通じて改めて紹介したい。 

今回 50 周年式典と総会に会し、同窓会が抱える課

題にも振れ発言した。潤沢な資金源が健全な運営を生

む。施策検討が望まれる。新事業への賛同に 8000 を

越す同窓生に寄付金を募るのも一案だ。一方、期待と

して学部に同窓生が直結接し得る支援活動の活性化

を望む。理学部は多くの逸材を同窓生に持ち、研究機

関のほか多分野で活躍し社会貢献をしている。今回記

念講演に臨んだ中村光廣、大友幸子両氏も然り。同窓

会は各学科同窓会が学生を対象とする講演会の主催

などに後方支援が果たせると、新規事業の可能性を直

感した。同窓会が学部学生の身近で頼れる存在である

ことを切に願う。最後に、同窓会また学科同窓会を運

営し、同窓生ならびに学部学生を支援また牽引する皆

様の弛まぬご尽力に深く敬意を表します。 

 

 

懇親会にて  

14S 化学  石川 厚 

 文理学部を母体とし理学部が生まれてから５０年

経った。１S の卒業生は７０歳を迎え、現在は、すべ

ての世代で理学部卒業生が活躍している。今回の記念

行事に８０代から２０代に方々が集まった。 

 懇親会の折、立食から椅子に座り休んでいたら学生

さんに話しかけられた。年上の方々と話す機会を得て、

会話力をつけたいとのことで、入社後のコミュニケー

ションや仕事のトレーニングに会話の練習をしてお

きたいと話しかけられた。仕事を離れた会話を楽しむ

のが同窓会の目的と思っていたから、思いもかけない

申し出の出会いに驚いてしまった。何かためになる話

はないが、一緒に座り料理を食べ、酒も飲んで、行き

会う方々も交えて会話を楽しんだ。 

 同窓生は互いの信頼で結びついている。これが伝わ

れば幸いである。皆様におかれましてもどうぞ同窓会

にご出席なさって楽しまれてはいかがでしょうか。 

 

 

 



10 月 8 日（総会・50 周年）に参加して  

  23S 生物 松嶋 健汰 

松本には大学・大学院と合計で6年間過ごしました。

親元を離れての一人暮らしでしたから、親からの仕送

りとアルバイトで貧乏ながらも楽しく暮らした思い

出が改めて蘇ります。実験実習を冬の夜中に終えて、

霜で真っ白になった町を歩いて帰ったり、学生でごっ

た返した定食屋、500 円で 3 日間をどう暮らすか悩ん

だり、どうでも良いようなことの方が、学んだはずの

ことよりも良く覚えています。 

就職して松本を離れてからは、訪問する機会はどう

しても少なくなります。仕事での来松を含めても修了

後の 20 年あまりで数回だと思います。今回の同窓会

は、松本訪問の良いきっかけとなりました。 

本来であれば、同窓会は同期と旧交を温める機会で

もあったはずですし、それを楽しみにもしていたので

すが、私以外は全員不参加と言うさびしい結果でした。

それでも林先生や沖野先生、藤山先生、野末先生、久

保先生、朴先生にご挨拶できましたし、学生時代に

散々お世話になった学務の酒寄さんにもお会いでき

るなど、個別に訪問しては中々難しいことができたの

はありがたいことです。 

 

生物二次会、生物同窓会 H.P.より転載 

50 周年記念ということもあり、全学科が一同に会し

た盛大な会であったことはもちろんですが、卒業生で

第一線でご活躍の先生方からの話題提供は聞きごた

えのある良いプログラムでした。 

私自身の同窓会参加の動機や当日のプログラムを

振り返って、改めて同窓会とは何かを考えると①旧交

を温める、②新たな人脈を作る、③理学部の活動を支

援するの 3点に収斂するように思います。 

旧交を温める点では、主に学科単位の同窓会組織で

となると思いますが、生物の同窓会活動のなかなか難

しい現状を垣間見ることとなり、私自身も含めもう少

し関わらなくてはと感じたところです。 

また新たな人脈と言う意味では、同窓生にどのよう

な活動をしているのがいるのかの紹介だけでもある

と良いように思いました。今回のプログラムにあった

研究活動をされている同窓生だけでなく、企業人、社

会人としてご活躍の方も多いはずです。そのような方

からの話題提供もあると良かったのではないかと思

います。 

最後に卒業生としての理学部発展への貢献です。何

ができるのかは、今はまださっぱりわかりません。ど

のような支援が必要としているのか大学側のニーズ

がわからないからです。大学側からは理学部の現状

（現在の活動）や期待することなどを、まずはご紹介

いただくのが良いと思います。インターンの受け入れ

などすぐに出来そうなこともあるのではないでしょ

うか。 

つらつらと思いつくままに書いてしまいましたが、

同窓というつながりは強みだと思います。今後のます

ますの発展に微力ながら関われればと考えておりま

す。 

 

 

信州大学理学部創立 50 周年記念行事に参加して 

92S 地質 佐伯（渡辺）佳美  

創立 50 周年、おめでとうございます。 

50 周年記念行事に参加し、懐かしい恩師や仲間と再

会し、20 年ぶりの同級生が実は近くに住んでいた事が

分かり連絡先を交換したり、また初対面の先輩との素

晴らしい出会いがあり、有意義なお話が伺えたりしま

した。また、2 名の先輩の素晴らしい記念講演を拝聴

することができました。中村先生のお話で、ニュート

リノが実用化されている事に驚き、大友先生のお話に

共感を覚え、勇気を頂くことができました。 

とても充実した時間が過ごす事ができました。行事

を企画・運営して頂きました関係者の方々に改めて感

謝申し上げます。 

記念式典でお話にありました「信州大学が地元の

方々のご要望から生まれた。」という事を聞いて、こ

の大学を卒業した事に誇りを持ちました。 

 私は卒業当初は地質コンサルの仕事をしていまし

たが、転居等を機に地質関連の業務からは離れており、



現在は環境関連の企業で廃棄物管理の仕事をしてい

ます。このように未経験の業務に携わることも多く、

その際に実感した事が「道筋を見出して論理的に検証

を繰り返し、組み立てていく」というプロセスを大学

で学ばせて頂き、何とか未経験の業務も遂行出来てい

るという事であり、これは大きな財産です。 

長い目で見ると、理学の教育は上記のように各方面

で役に立っていると思います。しかし今回の式典の際

に大学に残っている方々の話を聞いて、世間で何とな

く聞いているよりも大学、特に文学部や理学部の置か

れている状況が深刻だと実感しました。 

日本には解決が必要な問題が山積みであり、解決の

ために理学的な思考が欠かせません。もっと理学部や

理学部で学んだ人たちが、社会で活かされて、まとも 

な生活を送れなくてはいけないと思いました。自然科

学の活かせる分野では市場が作り難い現状もありま

す。しかし防災、温暖化対策、エネルギー問題の解決、

生物多様性の保全等を持続的に適切に進めるために

は理学的な現状把握や科学的な方法が不可欠である

と思います。 

小さな行動ですがこの記念行事を機に、環境地質の

テーマで進めていた自主研究を再開する、仲間を見つ

けて繋がる、自然科学の知識が活かせる市場を探る、

というような行動を始めました。手探りですが、理学

部の卒業生として理学部の存在意義が世間に理解さ

れて発展するように、卒業生の仲間たちの幸せのため

にも何かで貢献したいと強く願うようになりました。

私にとっての信州大学理学部は第二の故郷であると

思っています。 

 

 

理学部創立 50 周年記念式典に参加して 

013S 数学  仲本圭佑、斉藤寛章、岩下凌太朗 

数学科をご卒業した先生が記念式典について教え

てくださり、５０年の節目となる貴重な式典で多くの

先輩方と交流を深めたいと思い参加いたしました。式

典では、旧制松本高校からの歴史と伝統が信州大学に

あることを知り、信州大学で学べることの喜びを改め

て実感しました。式典の前に総会があり、私たちは意

見を言うことはなかったのですが、たくさんの先輩方

が理学部同窓会を良くしようと意見されていました。  

このようにして５０年という長い間、同窓会が継続

してきたのだと分かりました。記念講演では、昔の松

本市の写真を拝見して、信州大学の歴史の深さを感じ

ました。駅のすぐ近くに田んぼが広がり、北アルプス

の山々が際立っていて、今とは全く異なる景色でした。

今思い返しても、スライドで拝見した白黒写真が鮮明

に脳内に映ります。そのあとの立食では、数学科の先

輩方とお話しすることができました。また、学部生同

士でも他学科の学生とも交流を深めることができま

した。同じ理学部といっても、普段は学科が違うとな

かなか顔を合わせることも少なく、こちらも新鮮な時

間を過ごすことができました。式典の後は数学科の同

窓会にも参加させていただきました。先輩方のお話に

よると、数学科では銀嶺祭で出店をしたり、高原セミ

ナーが開催されていたりと、学科内の交流が盛んだっ

たと伺いました。先輩方が築きあげてきた伝統を受け

継いでいきたいと思いました。また、楽しそうに思い

出話をされる先輩方から、縦のつながりが大切である

と実感しました。そこで私たちは１０月下旬に、「浮

世亭」という名前をお借りして、数理バーベキューを

行いました。「浮世亭」とは、銀嶺祭で数学科の先輩

方が出されていたお店の名前です。私たちも先生と学

部生を集めて学科の親睦を深めました。集まってみれ

ば、先生も後輩もにぎやかに会話をしていて、とても

幸せな時間を過ごすことができました。同窓会で先輩

方がおっしゃっていたことが分かった気がします。 

さて、私たちは学部を卒業する日がだんだんと近づ

いており、大学生活も残り少なくなってきました。卒

業後も信州大学とのつながりを大切にし、大学で過ご

した楽しい時間を思い出しながら、先輩方のように信

州大学理学部生としての誇りを持ち続けたいと思い

ます。               （学部４年） 

 

 

予想外に有意義な時間を過ごすことができた 

      015S物理   高田 郁也 

今回、理学部 50 周年式典に出席した。自分の在学

している間にあるものであったので良い機会だと感

じて参加した。 

 まず、初めの中村さんらの記念講演会では面白い話

を聞くことができた。このような講演会は長野県に来

てから、あまり聞く機会がなかったので大変楽しむこ

とができた。一緒に出席した友達とも話したのだが、



こういった講演会を聞くことができるということが

より多くあればいいと思った。また、その後の懇親会

では豪華な料理を頂くことができた。正直、初めに出

席しようと考えた理由はそこである。美味しいご飯を

食べることができればそれでよいと思っていたが、そ

の場におられた先輩方とさまざまなお話ができて予

想外に有意義な時間を過ごすことができた。 

 ただ、楽しい時間はやはりすぐにすぎてしまう。講

演会でのお話についてや、普段なら聞くことのできな

いようなこと、先輩方の学生時代のことなどさらにた

くさ んの話を聞きたかったが、それが叶わなかった

事が残念である。こういった得がたい機会は同期の人

たちにもぜひ参加してもらいたいものである。 

（物理同窓会報12号より転載）（学部3年） 

宮地先生を囲んで物理の面々 

 

 

 

信州大学理学部創立 50 周年記念事業に参加して 

01S 化学  髙橋 史樹 

15 年ほど前、理学部改組前の化学科に入学し、学部

生、修士生、はたまた博士と非常に永く信州大学で遊

ばせていただきました。その後、しばらく社会の中に

身を置き、これまで何の恩返しをすることもできず年

月を重ねてしまいましたが、再びお世話になった母校

に戻り、同窓会役員のお仲間に入れていただくことに

なりました。本会発展のために少しでもお役にたてる

かもしれない機会を頂戴したことに心から感謝し、微

力ではありますが研究・教育を含めて精一杯お手伝い

させていただきたいと思っております。よろしくお願

い申し上げます。 

 さて、信州大学に戻った 2年目の本年に、本記念事

業と先立って行われた理学部同窓会総会にも参加さ

せていただきました。恥ずかしながら、総会には初め

て参加しましたが、ブエナビスタの大きな会議室ほぼ

一杯の部屋での闊達な議事の進行を拝見し、理学部同

窓会の力強さを痛感するとともに同窓会皆様の学生

への深い配慮を見ることができ、大変感動いたしまし

た。微力ではありますが、理学部の学生が大きく羽ば 

たいていき、社会のため、我が国のますますの発展を 

担えるよう、改めて教育・研究の重要性を再認識させ

ていただきました。 

 引き続いて行われた記念事業では、講演会として中

村教授及び大友教授の両先生方から最先端の研究紹

介していただくとともに、当時の学生生活の一端につ

いての思い出を拝聴しました。本職も学生当時の楽し

き日々を思い出すとともに、いつの時代も学生の輝く、

楽しい学問の府としての信州大学としての在り方が

垣間見えて非常にうれしく思いました。伝統を継承し

つつ新しい時代を担う人材育成を目指す必要を強く

感じた次第です。 

 総会と記念講演会終了後の祝賀会にも参加させて

いただき、多くの諸先輩方と学生時代の思い出話を伺

うとともに、現在の在学生とも改めて学生生活につい

てお話することができ、楽しい時間を過ごすことがで

きました。現在の学生さんは少しのんびりだと言われ

ることがありますが、理学部の学生さんらしい、真理

の追究を通じて、将来の社会、我が国へ貢献でき得る

人材の多さに感銘を受け、頼もしく思ったことが大変

印象に残りました。本職の同期生は少なめでしたが、

次の機会に再会できることが楽しみであります。 

 最後に、益々の本会の発展を心よりお願い申し上げ

まして、信州大学理学部創立 50 周年記念事業への参

加報告とさせていただきます。今後もご指導、ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。 

（先鋭領域融合研究群・環境ｴﾈﾙｷﾞｰ材料科学研究所） 

学長を囲んで、式典を準備してきた方々 



理学部 50 周年記念事業での再会 

4S 物理  武田 三男 

 理学部創立 50 周年記念事業として、今秋（10 月８

日）に記念講演会・記念式典・祝賀会が松本駅前のホ

テルで開かれました。その祝賀会修了後に市内某所で

物理学科に昭和 44 年４月入学した４回生（いわゆる

物理４S）の懇親会を開きました。音信の続いている

同級生に声を掛けましたが、皆さん遠方にお住まいで

あることや、定年退職後も地区の行事などで何かと忙

しく、参加できたのは小生も含めて５名でした。 

 長野県内の高等学校で長く教鞭をとられてきた、松

島本光さんと渡辺則夫さん、防災研究所で雪の研究を

されてきた佐藤篤司さん、そしてジユッセルドルフの

会計事務所で税理士をされている田中泉さんと武田

です（以後は同級生の感じが出ないので敬称略とさせ

ていただきます）。渡辺や佐藤とは、ときどき物理同

窓会で顔を合わせる機会がありました。また、松島に

は小生の二人の愚息が高校時代に物理学を教えてい

ただきましたので、何かと消息は掴んでいました。一

方、田中は遥か彼方のドイツ在住ですので久々の再会

となりました。特に、田中と渡辺・松島とは卒業以来

の再会とのことで、会ってもすぐには誰か分からなか

ったようでした。私と田中に関しては、1981 年の秋に

パリで開かれた Pierre Curie Colloquium に出席した

帰りにジュッセルドルフのご自宅に訪ねて行き、一泊

させていただきました。その後、彼が帰国した際に２

度ほど穂高で奥方、お嬢さんとご子息とお会いしまし

た。また、1996 年の夏に在外研修でプラハに滞在して

いたとき、ジュッセルドルフから訪ねて来てもらい、

プラハ城やカフカの住居など一緒に見学しました。そ

の後は年賀状（クリスマスカード）のやり取りはして

いましたが、ここ５年ほど音信不通になっていました。 

 その田中と連絡が取れるようになったのは、佐藤が

昨年 11 月に雪害関係の会社の仕事で、ジュッセルド

ルフに出張したときに、現地の会社の人との話に偶然

田中のことが話題に上り、すぐに連絡を取り合い再会

できたことによります。その経緯を佐藤から聞いて、

メールアドレスを教えてもらいジュッセルドルフの

田中にメールしました。その返事から相変わらず仕事

で元気にヨーロッパ中を飛び回っていることや、ドイ

ツ含めヨーロッパ全体ではギリシャ危機、シリア難民

問題、テロとイギリスの EU 離脱で政治的にも経済的

にもなかなか難しい状況になっていることなどを聞

かせてもらいました。今回の 50 周年記念行事のこと

を知らせたところ、都合をつけて帰国してもらえるこ

とになりました。 

 当日の二次会（物理４S 懇親会）では、参加者は５

名と少なかったのですが、それぞれの卒業以後の 44

年間を肴に、おいしいお酒をいただきながら楽しい時

間を過ごしました。来年の松本開催の物理同窓会での

再会を誓って、10 時過ぎに解散しました。信州大学理

学部と物理４Sに乾杯。Auf Wiedersehen. 

 

 

理学部 50 周年式典に参加して 

物理コース  中島 美帆  

理学部 50 周年式典の日が近付くにつれ、信大歴た

った 10 年の私が末席といえども参加していいのだろ

うか、さて何を着て行ったらよいのだろうか、知らな

い人とは天気の話から入るのが無難だろうか、などと

考え出すと行くのが嫌になりそうだったので、当日は

さっさと家を出て緊張の緩和に効きそうな液体を駅

近くで一杯飲んでから向かいました。会場に着き、見

なれない服装の見なれた顔が多いことに少々安心し

たところで、記念講演会が始まりました。 

中村先生のご講演は、最近話題の「ミューオン透視」

の舞台裏や研究室を束ねるリーダーとしての心がけ

等、おこがましくも同じ物理学者として大変勉強にな

りました。大友先生のフィールド研究における少数派

故のご苦労の数々と、それをものともせず走り抜けて

きた気迫に共感と敬意を覚えました（ただし女性教員

は現在３名ではなく４名おりますと申し添えます）。

ご専門は異なる両先生ですが、ご自身の歴史の舞台と

して信大理学部を熱く描写される中で、あの頃は楽し



かった先生方には大変お世話になりました、というよ

うな単なる思い出話ではなかった点では一致してい

ました。語られるかつての信大理学部の雰囲気は、現

在とは大きく異なる印象ですが、そこで培われたに違

いない母校をも冷静に見つめる科学者の目というの

は、今の理学部生にも多少は受け継がれているかもし

れません。なぜ学生の気質というようなものが受け継

がれるのだろうか、思わず浮かんだ真面目なテーマを

思索するうちに、気付けば祝賀会が始まっていました。 

記念講演に負けず劣らずの興味深いエピソード満

載の祝辞に耳を傾けつつ、久しぶりにお会いできた

方々と近況を交換できたことは大変うれしいことで

した。豪華な料理を目当てに参加したに違いない在校

生たちが目的を果たしている傍らで、分別ある教員と

してホテルの方々の後片付けの仕事を軽減すべくテ

ーブルの上の皿や瓶の中身と格闘していましたが、そ

のうちどなたかに紹介されて数人の卒業生の方々と

お話ししました。天気の話題をもち出す隙もなく学生

時代やその後の武勇伝を伺った気がしますが、そのこ

ろには緊張緩和剤が程良くまわり、お名前もお話のデ

ィテールも覚えていません。ただ美しい琴の音色は耳

に残っています。とにかくあっという間の楽しい時間

でした。 

 

学生の琴の演奏 

さて、これが50周年ということは、さらに 10年後、

20 年後、そして 100 周年はあるだろうか（あるように

己も貢献せよ）、もしあればその記念式典で語られる

のは現在そしてこれからの理学部つまり我々の姿で

あるが、それを 50 年後の参加者はどのように聞くの

だろうか（あの先生はダメだったと言われるかも）、

そのとき集まる人々の中に私は上手く混じることが

できるだろうか（そこまで長生きできるか）、と再び

不安にかられつつ帰途につきました。 

 

理学部創立５０周年記念行事に参加して 

化学コース  金 継業 

昨年 10 月 8 日に信州大学理学部創立５０周年記念行

事に参加しました。半世紀もの永きに渡り社会で活躍

している卒業生を輩出してきたという偉業に感激す

ると共に、自分がその理学部の教員であることに誇り

を感じる次第です。大勢の同窓生の中、顔見知りの方

が少ないですが、入学者の確保や教育研究における大

学との連携についての意見交流ができ、大変有意義な

時間を過ごすことができました。 

今年度は、小生が理学部就職委員長を仰せつかってお

り、同窓会から資金的援助を受けて、「キャリアデザ

イン概論」の授業を開始しました。ゲストスピーカー

として、各分野の第一線で活躍している卒業生等が職

業の実際を紹介し，仕事をすることがどういうことで

あるかについての講義をしていただきました。最終回

の授業で実施したアンケートでは、学生から、「各学

科の OB の方の講義でしたので、専門に近い内容で興

味深かった」、「社会人基礎力の能力要素を使って自己

分析をすることで自己を客観的に見ることができた」、

「就活中の悩みや考えたことなどを詳しく聞くこと

ができた」などの好意的なコメントが寄せられ、授業

として目的を達成できたと思います。この場をお借り

して心から御礼申し上げます。 

また、今年度理学部化学コースのコース長にも務めて

おり、化学コースの新入生たちが様々なことに関心を

持ち、視野を広げ、入学後の充実した学習につなげて

もらうという目的で、「新入生セミナー」の授業では、

昭和電工大町事業所の工場見学会と自然観察を実施

しましました。これも松本化学学士会から、多大なる

ご支援を賜ることができたおかげであり、重ねて感謝

申し上げます。学生たちは、巨大な炭素電極の製造過

程を自分の目で見ることができ、信州の自然を満喫し

ており、 教育環境の充実を大変喜んでおります。 

皆様にもご存じでありますが、本年 3月末をもちまし

て、長年にわたって、理学部化学科の研究・教育を引



っ張ってこられた分析化学研究室の樋上照男教授、有

機化学研究室の小田晃規教授が定年でご退職される

こととなりました。教員組織は急激に若返っていくこ

とと思われますが、なるべく破綻のないように努め、 

有望な人材を社会へ送り出すことを念頭に信州大学

理学部を盛り立てていきたいと考えております。重ね

重ねではございますが、同窓会の皆様には今後ともご

支援、ご助力を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

伊豆津公佑名誉教授（左）と筆者 

 

松高寮歌祭が開かれます 

 

これまで松高同窓会が「松高寮歌祭」を開いてこら

れましたが、会を閉じることとなり一昨年「最後の寮

歌祭」をもちました。「続けて欲しい」との強い意見

が多くだされ、引き続き「松高・信大寮歌祭」として、

昨年新しいスタートを切りました。今年は二回目で

す。松高の伝統を引き継ぎつつも、信大としてそれに

相応しい寮歌祭を創り上げていく過程にあります。 

是非、お誘い合わせて御参加頂ください。 

日時：2017 年 5 月 20 日(土) 

12 時～15 時(予定) 

場所：あがたの森文化会館（旧松高講堂） 

会費：3000 円 

(払込完了をもって参加申し込みとします) 

次の口座にお払込下さい。 

ゆうちょ銀行 

口座記号番号：00520-5-44203 

加入者名：松本高等学校同窓会 

通信欄に学部学科をお書き下さい。 

連絡先 

信州大学同窓会連合会事務局 TEL：0263-37-2087 

松本高等学校同窓会     TEL：0263-32-4030 

書籍の寄贈をお願いします 

 

毎年、幾人かの方から貴重な書籍をお送りいただい

ています。感謝申し上げます。おかげ様で夏の自然

誌科学館で古本市を開いて 7 回目を迎えます。恒例

行事として学内で定着してきました。学生・院生の

皆さんも、楽しみに待っていてくれます。どんどん

学問が進み、研究の基になる所がわかりにくくなっ

ているという事もあるようで、皆さんからの本を手

にして、整理も付き新しい刺激も受けるとの感想も

聞かれます。 

街から「古本屋」が消え、特に専門書は手に入りに

くくなっている中、「この本欲しかった、よかった」

という声もあがります。「こんな本も読んでるのか」

と感動してくれると「君たちの先輩は皆読書人」と

「鼻高」になります。 

 皆さんのお手元に、もう読まないと思われる書籍

が有りましたら、ぜひお送り下さい。自然科学の本

をお願いしていますが、入門書・啓蒙書などや全集

などもお願いします。また、当日は子どもたちも多

く参加してくれます。子ども用（幼児用・小中学生

用）の本もお願いできればと思います。 

なお、恐れ入りますが送料は御負担下さい。 

    〒390-8621 松本市旭 3-1-1  

         信州大学理学部同窓会あて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の古本市の模様－熱心に探す学生さん 



 

 

 

 

１)経過報告 

理学部同窓会は創立以来 33 年になります。学友・

同窓生の交流の要となるように努めてきました。また、

理学部の身近な応援・支援する団体としての役割を果

たすように努力してきました。 

理学部同窓会の発足から、今日までの歩みについい

ては、50 周年記念誌に記されています。ご参照下さい。 

 

最近 3 年間の活動について報告します。 

1. 年 2 回、6 月と 12 月に定例役員を持ち、実務の打

ち合わせ、諸行事の準備、学部支援の計画、会報

編集についてなどを議論してきました。又､必要に

応じて担当者会議を持ちました。 

会報を年 2 回発行してきました。この間、同窓生

からの投稿、先生方からの報告も増え、内容も豊

かになってきました。学部からの報告（広報情報

室から）も定例化してきました。 

松高同窓会、文理同窓会からの支援を頂き、松

高・文理・理学をつなぐ記事も掲載してきました。 

2. 学部への補助・支援を続けてきました。「自然誌科

学館」への補助は第 1 回から毎年続けています。

理学部のＨ．P．改良への補助、イングリッシュ茶

屋、キャリア教育講座の新設の補助もしてきまし

た。 

卒業生・修了生への記念品、退職者への記念品も

贈ってきています。「自然科学館」の中の「同窓

会の部屋」で古本市を開催しています。同窓生か

ら寄贈された貴重な本を学生・院生の皆さんにお

譲りするものです。この 6 年間で 30 名ほどから

約 3000 冊送って頂き 2000 冊程度を学生・院生

にお届けしました。 

3. 会の運営を支える財政は、入会金によっています。

会報印刷・発送、会の運営費以外は、卒業・修了

記念品、学生研究等に使わせて頂いています。こ

こ数年、毎年 100 万円程度の積立金をくずしてい

ます。 

これまで 3 回カンパを訴えました。約 130 人の方

から 150 万円ほどを送って頂きました。 

 

 

 

 

 

4. 理学部卒業生約 8000人強のうち 5000人あまりを

名簿に登録し会報を届けています。クラスによっ

て差があり 100％の所から 20~30%ところまであ

ります。今後クラス会等を通して可能な限り連絡

できるよう、学科同窓会、学部事務方とも協力を

強めていきます。 

住所不明の問い合わせを 2 回行いました。合計で

100 名程の方の住所が判りました。また近年住所

変更の連絡が増えています。一方、「住所不明」

での会報の返送は 100 通前後ありこれが大きな

課題です。 

5. 同窓会連合会が発足して 10 年、年 2 回（おおむね

7 月、2 月）役員会を持ち交流をしてきました。10

同窓会の互いの理解も進んでいます。 

校友会は、設立から 3 年目です。対外的な取り組

みや学部を超えた取り組みが報告され大学の各

部、学部、同窓会が独自に行ってきたことが結び

付き、全信大の取り組みとなるようになってきま

した。理学部同窓会は、同窓会連合会の準備段階

から、その役割を果たしてきました。また、寮歌

祭の主催団体に信州大学と共に連合会が加わり、

新生、「松高・信大寮歌祭」の成功に貢献してき

ました。 

6. 理学部同窓会と各学科同窓会は互いに協力・支援

しあう関係です。それぞれが自立し、より良い関

係に持となるよう努力を続けてきました。各学科

同窓会では、それぞれに科の行事、実習への補助、

就職ガイダンスの取り組みなどを続けています。

理学部同窓会の学部への支援と相まって、先生方、

学生さんを励ますものとなっています。 

7. 大学法人化から 12 年、評価・点検と予算削減が

並行して進んでいます。研究費・教育経費も切り

詰め、教職員の削減も行われてきました。大学に

求められている、社会・地域貢献、社会人向け講

座、中高との連携事業、多様な入試など業務は

様々に増え、全体として余裕のないことになって

います。教育研究という大学の根幹は教職員の皆

同窓会総会に提案した議案を掲載します。いずれも熱心な討論ののち、満場一致で採択されました。 

１）経過報告 ２）会計関係概略 ３）当面の方針 ４）役員について です。 



さんの「努力」で守られているといえます。こう

したことから、同窓会・同窓生の役割は今後ます

ます重要になっていくと考えます。 

 

2）収支の概算は次のようです（単位万円） 

収入 
25 年

度 

26 年

度 

27 年

度 

3 年

計 

入会金(含寄付) 540 537 488 1565

基本金からの繰

入 
100 0 200 300

     

支出 
25 年

度 

26 年

度 

27 年

度 

3 年

計 

会報発送 60 65 73 198

印刷 120 105 106 331

記念品等 80 51 80 221

補助等 100 124 170 394

各科への振分 151 174 164 489

 

3 年間の平均収入は 522 万円、各科振り分け分(入会

金の 1/3)163 万円を除くと、同窓会本体の収入は 359

万円です。 

一方、支出は 454 万円で、不足分は基本金から 100

万円を繰り入れて活動しています。 

支出の 3 年平均で会報関係は 176 万円で約 40％、

記念品は 70 万円で約 15％、補助金は 131 万円で約

29%です。また、会運営費（総会、会議、通信、交通

費など）は 70 万円で約 15％です。 

 

3）当面の方針 

次の 4 点を基本として活動していきます。 

 

1. 同窓生の友情の要の役割を強めます。 

2.  学部との連携を計り学生の皆さんの教育活動

に資する取り組みを進めます。 

3. 連合会・校友会の一員としての役割をはたしま

す。もって全信大のまとまりの強化に努めます。 

4. 学科同窓会との連携を密にして、同窓生の皆さ

んと共に理学部の発展の一助となるよう努め

ます。 

 

 

具体的には次のようです。 

 

1. 卒業生・終了生への記念品贈呈の継続 

2. 「自然誌科学館」等の学部の行事・取り組みへの

支援 

3. 学生・院生の研究・教育条件の支援 

4. 大学・理学部の対外的な広報活動の支援 

5. 新入生に入会を勧める 

6. 会員の動向の把握、会員の交流の促進と支援  

7. 会報の充実、さらに会員参加を計る。 

8. 役員の世代交代を計る 

9. 同窓会連合会、校友会の活動に理学部同窓生の意

向の反映 

10. 2019 年、松高 100 年、信大 70 年の行事にあわ

せ次回総会を開催する 

 

4) 役員 

会 長  森 淳 (数 1S)        

副会長  武田 三男(物 4S) 田村 祐二(化 8S) 

石川 厚(化 14S) 大塚 勉(地 10S) 

藤山 静雄(生特)  山本 雅道(生 8S) 

可知 偉行（数文理 11 回） 

理 事 

学外理事 守矢 武久（数文理 7 回） 

三澤  進（物文理 16 回） 

中野 博文（化 18S）富樫  均（地 13S）      

菅野 修(生 11S)西山  祐（循 02S） 

学内理事 栗林 勝彦（数 17S）志水  久（物 92SA）

大田 哲（化 22S）高橋 康（地 93Ｓ）

小西 繭（生 94S）朴  虎東（生 88SA） 

幹 事 宮田 勝昭（数 8S）竹田  宏（数 20S）

伊東 和広（数 22S）向井 真弓（数 24S） 

縣  史樹（数 01S）高藤  惇（物 2S） 

小山 智史（化 16S）小山 博子（化 16S）

高橋 史樹（化 01S）上田 昇平(生 98S) 

山本 哲也（生 010S）濱本 健汰（生 011S） 

白肌 真由美（循 95S） 

宮沢 武矩（化文理 10 回） 

会計監査 市原 一模（化 20S） 

大崎 順平（生 10SA） 

 


