
 1

 

理 学 部 長 就 任 の ご あ い さ つ 

 理学部長   市野 隆雄  

この４月に理学部長に就任して、はや４ヶ月が

経ちました。予想していた以上のロードに、当初

はたじろぎましたが、最近やっと少し慣れてきま

した。これから３年間、どうかよろしくお願いい

たします。 

同窓会のみなさまには、理学部の運営・教育に

対して、いつも物心両面で多大なご協力をいただ

き感謝しております。具体的には、自然誌科学館

（夏休みの「自然シリーズ」）における経費支援

や古本市の開催、キャリア教育概論（学部授業）

への講師派遣や経費支援、さらに過去には50周年

記念事業、理学部ホームページの改訂、理学部紹

介冊子の発刊の際などに、さまざまなご支援をい

ただいています。 

そしてこの同窓会報です。理学部では、2011年

度から保護者あてに年２回、学生の成績表を送付

していますが、そこに同窓会報を同封することに

させていただきました（2016年度末より）。これ

で保護者のみなさんは、我が子の成績だけでなく、

同窓会報を通じて、理学部での学生や研究室の様

子を知ることができます。 

なお、同窓会報は、在学生の保護者に約900部、

同窓生あてに約5000部が送付されています。そし

てもちろん在学生にも入学式、卒業式などの機会

に配布しており、さらに同窓会のホームページ上

では、バックナンバーも読めるようになっていま

す。 

理学部について 

何かと「社会に役立つかどうか」を問われる風

潮ですが、その中で理学部の存立のベースとは何

でしょうか。就任後に私が理学部ホームページに

書いたものから、まず理学部の「教育」について

紹介させていただきます。 

就職活動で企業面接にのぞんだ理学部の学生

が、「あなたが理学部でやってきたことが、この

会社で何の役に立ちますか？」と聞かれたそうで

す。その学生は、「論理的に考えることによって、

いろいろなことへ対処できる力を自分は持ってい

ます。そして、それは会社だけでなくすべてに通

用する力だと思います。」と答えたそうです。 

このような、卒業後もそれぞれの場で問題解決

にむけた独自のアプローチができる人、あらゆる

ことについて論理的、批判的に考えることのでき

る人を育てることが、理学部の教育目標の一つで

す。 

一方、「研究」については、以下のように書き

ました。 

理学部は、自然現象の不思議を解き明かし、物

事の本質を突き詰める研究を行う学部です。その

学問の性質上、研究の成果はすぐには役に立たな

いかもしれません。しかし、例えば電磁波の発見

が無線通信の実現につながったように、いずれ社

会に革新的な変化をもたらす潜在力を秘めていま

す。上の理学部学生の話と似ているところがあり

ませんか。 

もちろん、理学部の研究の重要性は応用につな

がる基礎というだけではありません。研究を通し

て、はじめて私たちは自然を理解することができ

ます。研究の成果は、私たちの自然観を豊かなも

のにし、自然と共存することの大切さを教えてく

れます。 

理学部の「事業計画」 

上に書いたような理学部の教育や研究の中味を、

より高いレベルのものとして実現するために、理

学部では毎年「事業計画」を作成しています。「事

業計画」は、年ごとに異なるものを大学執行部に

提出し、査定され、予算配分を受けています。20

04年の大学法人化以降、このようなシステムが導

入されました。2017年度、理学部の重点事業計画

は、３つあります（教育、研究、社会貢献）。そ

れぞれについて簡単にご紹介します。 
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教育関連では、「入試と学部教育の一体的改革」

を計画として掲げています。ここでは、ディプロ

マポリシー（どんな学生を育てるのか）、カリキュ

ラムポリシー（そのためにどのような教育カリキュ

ラムを組むのか）、アドミッションポリシー（ど

のような入学生を受け入れるのか）を改めて策定

する計画です。その上で、教育システムや入試方

法の見直しをおこないます。見直しの理由は、人

員削減を見越した新たな教育体制や、大学共通テ

ストの導入に対応した新たな入試への取り組みが

必要だからです。 

次に、研究関連の事業計画としては、「教員と

大学院生の力を結集した学際研究の創成」を挙げ

ています。ここでは、理学部内の研究を活性化さ

せることで、学部生の大学院への進学をうながし、

その大学院生の力を結集してさらなる研究の展開

を図る、といった正のスパイラル効果をねらって

います。 

最後に、社会貢献関連の事業計画としては、「地

域と連携した信州大学自然科学館の運営・事業展

開による社会貢献」を掲げています。これについ

ては今回、科学技術振興機構（JST）の科学技術コ

ミュニケーション推進事業予算を獲得し、2017年

度から事業を開始しています。この詳細はいずれ

本誌面でも紹介されると思います。 

研究紹介冊子 

 理学部の新たな研究紹介冊子が、この秋に発刊

される予定です。この冊子は、高校生や一般市民

のみなさんに、信州大学理学部でどのような研究

が行われているかを紹介するものです。2008年に

同窓会の支援を得て発刊した「信州で学ぶ」の後

継冊子にあたります。今回の冊子でも、理学部の

全教員が自分の研究について、「いま行っている

研究内容」、「研究から広がる未来」、そして「卒

業後の未来像」に分けて、わかりやすくコンパク

トにメッセージを綴っています。 

８月の発刊を前にすでに原稿が集まっています。

それを順に読み進むと、数学、物理学、化学、地

球学、生物学、物質循環学の各学科・コースの各

教員の研究内容は一見バラバラに見えます。しか

し、どれも自然の美しさや驚きに魅せられ、それ

を解き明かそうとする点で共通しています。その

ような研究への情熱や真理探究への熱意、それが

自然科学の府としての理学部の神髄です。この冊

子は、オープンキャンパスや展示会等で配布する

ため、同窓会のみなさんや在学生の保護者のみな

さんには残念ながらお配りすることができません。

しかし、冊子よりも詳しく充実した文章が、理学

部のホームページ上の「理学部クエスト」に掲載

されています。ぜひご覧下さい。 

 

さて、在学生の中には、元気にキャンパス生活

をおくっている人たちが多数を占める一方、勉学

意欲が低下したり、就職や進学に思い悩んだりす

る「迷える子羊」たちも少数ながらいます。しか

し、彼ら彼女らも、何らかのキッカケで学生生活

に意義を見出し、進路に光を見出してくれること

があります。そのキッカケとなるのが「出会い」

です。同窓生のみなさまにおかれましては、在学

生のロールモデルとなる生き方・ヒントを、いろ

いろな機会をとらえて在学生に示していただける

と幸いです。在学生にとっては、自分たちと同じ

コミュニティーで学生生活をおくった先輩たちの

姿や言葉との出会いが、重要な転機となることが

あります。ぜひ、この同窓会誌への寄稿、同窓会

総会などでの生身の出会い、あるいは冒頭に述べ

た「キャリア教育概論」へのご出講などを通じて、

在学生へメッセージを発信していただけますよう、

お願いいたします。 

今後とも理学部の維持発展のため、いっそうの

ご協力をお願い申し上げます。 

 

――――――――― 会 長 挨 拶 ――――――――― 

             森  淳 

同窓生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。

この夏は、その入り口から猛烈に暑い日々と局所

的な豪雨が各地を襲いました。皆さんのお住まい

の地はどうでしたでしょうか。ご苦労なさってい

ないでしょうか。 

 

 憲法９条の改悪が遡上にのぼっています。これ

までもそうした動きはありましたが、その都度「９

条を守れ」の国民の声で阻止されて来ました。 

 憲法前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義

に信頼し」と述べ、９条で「武力行使の放棄」と

その保障として「戦力を保持せず、交戦権を認め

ない」と明記しています。また、前文の最後に「名

誉にかけて崇高な理念と目的を達成することを誓

う」と決意を述べています。 

 国連憲章は大戦末期の1945年6月に当時の連合国

が中心となり起案・調印され、独立国の多数の批

准を得て10月に発効しました。国連憲章前文は「戦
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争の惨害から将来の世代を救い」平和と安定のた

め「力を合わせ」共同の利益の場合以外は武力を

用いない」としています。日本国憲法はこの国連

憲章の理念・理想、その到達点と同水準と言えま

すが、憲法９条は国際紛争に係る武力は「永久に

放棄」と国連憲章の理念を越えるものになってい

ます。近年９条の規定は日本側の提案であったこ

とが明らかになっています。これは戦争であまり

にも多くの不幸を体験した日本国民の本音といえ

ます。それは憲法案の提案から公布・発布にいた

る過程での「もう日本は戦争をしないのだ」と感

動を持って迎えられたことにも表れています。９

条を持っている事が、世界から日本が尊敬される

根源になっていることを大切にしたいと思います。 

 今一つ憲法で国民が感動を持って迎えたものが

あります。それは「基本的人権」についてです。

基本的人権（11条）、法の下での平等（14条）学

問の自由（23条）生存権（25条）などです。 

 戦前、戦後への協力・加担を余儀なくされ、多

くの犠牲者を出しましたが、人権を無視した「治

安維持法」がそれを可能にしました。そのことか

ら憲法は前文で「主権が国民にある」と明示し、

97条で「日本国民に保障する基本的人権は人類の

多年にわたる自由獲得の努力の成果」で「過去幾

多の試練」をへて「侵すことのない永久の権利と

して信託されたもの」と表現し、あらゆる人権を

阻害するものを排除しています。 

 国連の70年は、その当初から東西冷戦と大国の

覇権主義による困難をかかえました。戦争と紛争

はあくまでも平和的な解決を目指し、やむを得な

い場合のみ限定的に「国連軍」の介入を認めてい

るにもかかわらず、「多国籍軍」や「大国の武力

行使」を後追い承認するなどの矛盾をかかえて歩

まざるを得ませんでした。 

 一方国連は、植民地独立宣言、国際人権規約、

女性差別撤廃条約、子どもの権利条約などの人権

に係わるものを採択し国際的な前進的価値をつく

り出してきました。そして、今年「核兵器禁止条

約」を採択しました。核兵器が「禁止」対象とし

て定まったことは大事な点です。核兵器を持つ大

国や、その同盟国が参加を拒否していますが、国

連が大国を越えて新しい段階に入ったことを示し

ていると思います。原爆を体験し、憲法に9条と明

瞭な人権についての条文をもつ日本は国際社会で

中心的な役割を担う事ができるはずと思います。 

 

 「共謀罪（組織的犯罪処罰法改正案）」が成立

しました。オリンピックに必要とか「国際組織犯

罪防止条約（TOC）」の批准のためとして、あくま

でも「テロ対策」と言い続け、強行採決をしまし

た。ところがTOC条約は、1992年のマフィア犯罪を

きっかけに2000年に成立した条約で、主として資

金洗浄対策です。日本はこの条約の作成過程で「マ

フィア対策でテロリストを対象とすべきでない」

と発言していたと言われます。 

 一方日本はテロ対策の代表的条約はすでに批准

していますし、2013年「世界一安全な日本創造戦

略」を立て、オリンピック開催に備えたテロ対策

を講じたとしていました。また。オリンピック招

致決定後のテロ対策には「入国管理法」の改正だ

けをあげていました。 

 「共謀罪」は４年以上の懲役刑に当たる犯罪に

ついて「共謀」段階で処罰するものです。これは

該当する全ての犯罪に、これまでのきわめて「限

定的」であった「未遂」「予備」を越えて投網を

打つというものです。実際の犯罪のみが処罰対象

という「近代刑法の原則」を捨てるもので、近代

的法治国家でないと言っているのと同じことです。 

 よく戦前の「治安維持法」との対比で語られま

す。「治安維持法は」は1925（大正15）年に成立

し、とりわけその中の２条「協議罪」が使われた

と言われています。「協議罪」は1936年の「思想

犯保護観察法」と合わせて使われましたが、それ

のみならず明治時代に作られた「警察犯処罰令の

浮浪罪（徘徊罪）」や「行政執行法の予防検束」

という法が思想取り締まりの道具になりました。

これらが一体となって対象の限りない拡大で、自

由主義者や文化人・宗教家も摘発されました。1941

年（昭和16）の全面改定後はじめに手がけたのは

京都学連事件で大学生・研究者に対してでした。

松高生も逮捕・処罰されたことも記憶しておきた

いと思います。 

 今日、「安保関連法」「マイナンバー制度」「通

信傍受法」「秘密保護法」などとどのように連動

するのか、また277項目にのぼる犯罪認定内容がど

のように「共謀」と見なされるかに注意を払わざ

るをえません。なにより「犯罪集団」の確定と「共

謀」の認定は警察・検察の判断といいます。「一

般人」はどのような集団とも係わることなく、他

者との関係も深く持たず、家族、親類、友人の誰

もがかかわらないよう、互いに牽制して暮らす社

会が見えている気がします。しかも、さまざまな

技術が格段に発達・進歩していますから、権力を

持ったものは国民の動静をより正確に、より精密

に知ることができます。「国民統制」は戦前より

はるかに強く働くことが予想されます。 
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 本質は「人の内心の自由をおかす」という点で

す。それは憲法の基本的人権の諸規定に反するも

のと言えます。 

 「強いものは残り、弱いものは去れ」という政

策を追求したいものにとっては多様な市民運動、

現代版「米騒動」が恐ろしいのです。国民を分断

し孤立させ、その芽を摘むことが、この「共謀罪」

の目玉なのではないでしょうか。 

 実際に適用させないようにしなければなりませ

ん。それは「自由に意見を言う」ことを互いに保

障し合う社会を作っていくことと思います。私た

ちは憲法に保障されている権利をもとに堂々と暮

らし、悪夢が到来する前に、国民を分断する政治

をやめさせることが必要なのではと考えます。 

 

 「岩盤規則にドリルで穴を開ける」と「特区」

を設定して、その中に大学の設置を入れ込むとい

うことが進められました。 

 もともと「特区」というのは、法規制をそこだ

け緩めるということですから、他への影響がない

（少ない）ことを前提に、その功罪は全てその地

域が引き受けるというものです。「特区」にも色々

あって、「国家戦略特別区域」は「国際競争力向

上」のため「制度・規則を一部の地域で実験的に

変更」「成果が上がれば法改正していく」とされ

るものです。特区にあたる地域について「適用除

外する」という１行で制度・規制の変更が行われ

ますが、一つの国に二つの制度を並列させること

は、簡単に考えて良いこととは思えません。 

 また。憲法95条の「一の地方公共団体のみに適

用される特別法は」その地方の「住民の投票にお

いて過半数の同意を得なければ、国会はこれを制

定することはできない」ということに反している

やり方ではないでしょうか。 

 「法に基づき瑕疵はない」と言いますが、そも

そもの根拠法が憲法に反するとすれば、その法に

基づくものすべては違法というべきです。 

 獣医学部新設が「特区」に相応しいものなのか

も問い直す必要があるように思えます。文科省が

認めないからと「岩盤規制」と言い「特区」で突

破しようとするのですが、特定地域に収まらない

ものを「特区」に入れて良いのか、「法改正」し

て全国どこにでも広げる対象なのだろうかなど疑

問です。また民間運営者の希望にぴったりのもの

が「特区」の対象にされるというのも不思議です。 

 もともと獣医師が不足しているのかが大切な所

です。政府は「事があれば不足は明らか」とはい

いますが、具体的に示すことはありません。獣医

師の総数は充足しているが、不均等であると伝え

られています。そうであるなら、待遇改善と共に、

奨学金を出すなどして一定期間生産動物現場勤務

を義務付けすることも可能です。 

 獣医学部は16大学にありますが、国立大学は

30-40人定員で施設設備、教授陣の不十分な中、複

数の大学の連携で共同教育課程を置くなど、工夫

と努力を重ね、互いに補い合い、国際的評価も高

い成果を上げているといいます。「現行学部では

今日的に必要な研究ができない」と新設学部に期

待する発言もされますが、実態を見ない失礼な物

言いではないでしょうか。 

 もとより本当に不足しているというのなら、現

行学部の定員増と教授陣・研究者の充実を進める

のが先ではないでしょうか。国公立11大学を50人

定員にすれば、180人増です。一方、私立5大学は、

1つは80人4つは120人定員です。新設予定の160人

は群を抜いています。この新設学部が既設大学を

越えて世界的な研究を進め、卒業生が不足とされ

る現場に赴くという保障は誰もしていません。 

 「首相の意向」とか「忖度」とかいわれますが、

「上に立つ者のかまえの欠落」こそが問題と言え

ます。「総理と総裁」「公人と私人」の使い分け、

「閣議決定」の連発、「審議会」「協力者会議」

などを用いて責任の所在を曖昧にし、上意下達の

強化で「国家の重要事項」の中に「私的利益」を

潜り込ませるという疑惑さえ感じさせます。 

 政府高官の木で鼻をくくった答弁、小馬鹿にし

た発言をはじめ、その場しのぎの嘘をつくことに

平気になっている風潮が根強くあるように思いま

す。こうしたことは政治不信だけでなく、正義に

ついての諦めをもたらします。それは日本国民の

物の見方・考え方、文化の崩壊をもたらす事を危

惧せざるを得ません。 

 民主主義を根付かせるのは根気の要る作業です。

日本国憲法の理念と理想を実現させるには、まだ

まだ時間と労力が必要です。世代を越えてくじけ

ずに、粘り強く歩んでいく方法しかありません。 

 

 同窓生の皆さん、職場や地域で忙しくお働きの

ことと思います。それぞれの場で友人や仲間をお

作りのことと思います。ぜひその一つに青春時代

を一緒に過ごした人との輪も入れてほしいと思い

ます。クラス・サークル・ゼミの仲間との友情を

深め互いに支え合えればと思います。同窓会は皆

さんのそうした活躍を側面から支えていけるよう

努力してまいりたいと思います。 
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――――― 理学科化学コース「新入生ゼミナール」の紹介 ――――― 

      化学コース コース長 大木 寛 

 

理学科化学コースでは(他の学科・コースでもそ

うですが)、１年生前期に必修科目として「新入生

ゼミナール」を受講してもらっています。この科

目は、他の教養科目や専門科目とは少しその目的

が異なり、大学生として「学ぶ姿勢を知る」こと

や「生活できるようになる」ことが主眼となって

います(少なくとも私個人はそのように思っていま

す)。これは、高校までの学習と大学での学習が余

りにも異なることに戸惑いを感じる学生が少なか

らずいることに加えて、初めて保護者のもとを離

れて一人で生活する学生が多いために、このよう

な科目が必要であると考えられるからです。この

「新入生ゼミナール」の内容をかいつまんでご紹

介いたします。 

「新入生ゼミナール」ではまず、４月当初にい

くつかのガイダンスを行いました。ひとつめは教

務委員の先生にお願いして、「化学コースの講義

とその履修方法」と題し、化学コース１年生が受

講すべき科目およびそれ以外に必要な教養科目な

どの履修方法について話していただきました。大

学においてはどの科目を受講するのかについてか

なり個人の自由度があります。しかし、それと同

時に必ず履修しなくてはならない必修科目や、グ

ループ分けされた科目群から選択する科目などルー

ルが複雑なため、慣れるまでに少し苦労します。 

次に、「こころの健康・ダイガク生活のリスク

対策」というタイトルで学生相談センターの先生

から、主に精神的なストレスとその対処法につい

て話していただきました。信州大学に入学して初

めて一人暮らしを迎えた学生が多いのが信州大学

の特徴のひとつですが、そのためにストレスを抱

えてしまうこともあります。また、多感な青年期

特有の悩みなどもあり、大学生活は常にバラ色と

はなかなかなりません。しかし、ストレスと正し

く向き合うことにより、充実した生活が送れるよ

ういくつかのアドバイスをいただきました。 

ガイダンスの締めくくりとして、松本警察署の

警官にお越しいただき、「警察による新入生ガイ

ダンス」として犯罪に遭わないための注意事項を

話していただきました。最近では大学生が詐欺な

どの被害を受けることも少なくありません。また、

松本市の自動車運転マナーがあまりよろしくない

ことから、交通事故に遭ってしまう可能性もあり

ます。そのため、様々なことに注意しながら生活

していくことが求められます。 

ガイダンス以外に行なったこととしてあげられ

ることのひとつは「企業見学」です。今年度はキッ

セイ薬品工業の中央研究所の見学に行きました。

化学コースでは数年前までは土曜日と日曜日の二

日間を利用して、宿泊研修を行っていました。し

かし、費用などの面から最近は土曜日に日帰りで

企業見学あるいは松本市内の公園に遠足に行くよ

うになりました。今年度は新しい試みとして、新

入生ゼミナールの時間帯に企業見学に行きました。

昼休み中に研究所までバス移動し、１時間で会社

説明をして頂いて次の講義が始まる時刻までに大

学に戻るという非常に慌ただしいスケジュールで

したが、化学を専攻する学生として薬品研究の実

情をある程度知ることができ、また将来について

考える機会が得られたのではないかと思います。 

また、研究室訪問も行いました。これは、グルー

プに分かれて各研究室のゼミ等に参加してもらう

というものです。研究室の先輩たちの研究論文紹

介などを聞くことで、最先端の研究とはどのよう

なものかをうかがい知ることができる機会になっ

たことと思います。 

さらに、「情報科学演習」という別の科目で作

成した自己紹介のパワーポイントを使って、一人

ずつ自己紹介もしてもらいました。就職活動など、

最近は自己アピールが求められる機会が多くあり

ます。皆の前で何かを話すという緊張もあったよ

うですが、全員ちゃんと発表できたのはよかった

と思います。 

今年度行なった内容をご紹介いたしましたが、

この「新入生ゼミナール」を通して、大学生たる

自覚が生まれるためのお手伝いを少しでもできた

のではないかと考えています。そして、大学生活

はあと３年半ありますが、より良いものとなるこ

とを心から願っています。 
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――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――― 

 

数年前に理学部同窓会の援助で研究紹介冊子

「信州で学ぶ」を作成し、それを元に「理学部ク

エスト」というウェブサイトを作成し公開しまし

た。近年、様々な形で研究紹介を行なうことが必

要になっていますが、理学部では、まず「理学部

クエスト」の英語版を作成することを計画してい

ます。今年度は、試験的にアクセス数の多いペー

ジを選んでその英語版

を作成する予定です。

完成し次第このページ

でお知らせします。ま

た、「信州で学ぶ」より

もコンパクトな研究紹

介冊子を作成しました。

ウェブサイトで公開で

きるようになりました

ら、お知らせします。 

ウェブサイトと言えば、信州大学のウェブサイ

トのトップページも今年度中にリニューアルされ

る予定です。ご期待下さい。 

 

 

◯ オープンキャンパス 

昨年度とほぼ同じ時期、7月 15 日(土)に、オー

プンキャンパスを開催しました。信州大学のオー

プンキャンパスは、3 年前まで各学部バラバラに

開催していたのですが、一昨年度から、松本キャ

ンパスの学部は日程を合せて開催することになり

ました。昨年度は、学部のプログラム以外に全学

部の内容を紹介する共通プログラムを充実させた

のですが、「松本地区オープンキャンパス」という

位置付けでいた。実際には、松本以外の学部から

も教員が派遣されて、学部の説明が行なわれてい

たのですが。今年度は、「信州大学オープンキャン

パス  in 松

本」として、 

信州大学全体

を紹介する

オープンキャ

ンパスとして

開催しました。 

ご存知のように、信州大学は典型的なタコ足大

学です。松本地区以外の学部(各地学部といいます) 

は、それぞれにその母体となった学校が異なって

いて、そのためか各学部の独立心が非常に強いこ

とが特徴でした。しかしながら、大学としての一

体感が乏しいことは、大学を宣伝する上では不利

になります。 

今年度、オープンキャンパスが完全に統一され

たことは、信州大学の歴史の上で、とても大きな

出来事だと思います。 

 

 

〇 平成 29年度科学技術コミュニケーション推進

事業(未来共創イノベーション活動支援) 

理学部は、基礎研究という性格上、企業から研

究費を得ることはあまり期待できません。一方で、

文部科学省から国公立大学に配分されるお金も、

年々減る一方です。外部から獲得できる資金とし

ては、日本学術振興会の助成金/補助金、いわゆる

科研費が主なものですが、科研費は教員の研究の

ためのものです。教育のための資金として理学部

が獲得したものには、2009 年から 4年間、文科省

の事業の委託として行なわれた「理数学生応援プ

ロジェクト」があります。 

その後、しばらく応募できるプロジェクトがな

かったのですが、今年度、科学技術振興機構 (JST) 

の科学技術コミュニケーション推進事業に採択さ

れました。「科学技術コミュニケーション」とは聞

き慣れない言葉かもしれませんが、これは、一般

市民や子供の科学リテラシーを向上させ、研究成

果を分かりやすく伝える、ということのようです。 

理学部としては、自然科学館を中心とした活動

を行なう予定です。その活動の一つとして、公開

講座を開催します。8 月 26 日、9 月 30 日、10 月

28 日、12月 9日の

4 回の予定で、地

震や火山について

の講演が行なわれ

ます。参加ご希望

の方は、各回 1週

間前くらいまでに、

電話、FAX もしく

はメールにてお申

込みください。 

 

 

 TEL：0263-37-2433 

FAX：0263-37-2438 

 Mail:museum@shinshu-u.ac.jp 
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〇 高大連携事業 

例年行なわれていることですが、高大連携事業

として「信州サイエンスミーティング」が 3 月 5

日に開催されました。長野県内の理数科設置高校

と SSH 指定高校の研修と成果発表の場として開催

されています。また信州大学理学部の学生にとっ

ても、研究発表の場となっています。今年度は、

県内 19校から 288 名が参加し、活発な意見交換が

行なわれました。 

 

高大連携事業としては、 昨年度から始まった「科

学オリンピアン養成講座」もあります。これは、 長

野県からの「〜オリンピック」と名の付く高校生

向けの科学技術コンテストへの参加者を増やすた

めの試みです。今年度は、 5月 27 日と 6月 10 日

に行なわれました。 

 

 

〇 信州大学自然誌科学館「自然のさえずり」 

毎年「自然の〜」というタイトルで開催してき

ました科学に親しむためのイベント「自然誌科学

館」ですが、今年は 8月 5日と 6日に行なわれま

した。今年は、特別企画として「夏休みの自由研

究相談室」を設けました。夏休みの自由研究に関

する悩みを抱えた小中学生のために、 理学部の研

究者が相談に応じる、という企画です。 

 

〇 学生の表彰 

昨年度 3月から今年度前半にかけて、学会等で

表彰された学生です。 

・大学院博士課程総合工学系研究科 1年の山本哲

也さん(市野隆雄研究室)および理学部生物科学

科 4 年の田路翼さん(市野隆雄研究室)が 2017

年 3 月 14 日(火)～18 日(土)に東京都の早稲田

大学早稲田キャンパスで開催された第64回日本

生態学会大会において、最優秀ポスター賞を受

賞しました。対象となった発表は「ヤノクチナ

ガオオアブラムシにおける体表面炭化水素の地

域間比較：異なるアリ種との共生はアブラムシ

の地域適応を引き起こすのか？」(山本さん)と

「サラシナショウマ種内 3送粉型における標高

傾度に沿った繁殖様式の分化」(田路さん)です。

山本さんは生物多様性、田路さんは植物個体

群・繁殖・生活史の分野においてそれぞれ受賞

しました。 

・理学部物質循環学科 3年の矢原ひかりさんが、

平成29年3月26日(日)から29日(木)にかけて

鹿児島大学で開催されました、第 128 回日本森

林学会全国大会にてポスター賞を授賞しました。 

研究題目は以下のとおりです。 

「根でわかる樹木-根の形態・解剖・化学特性に

よる樹種同定-」 

矢原さんは、物質循環学科の研究メンバー(谷川

夏子、岡本瑞輝、王 居婷、梅津ほのか、中澤琴

美)と共、 理学部が推進する「公募型アドバン

ス演習・実験・

実習」にも採択

されており、研

究活動に励んで

きました。指導

教員は、牧田直

樹助教です。 

・大学院博士課程総合工学系研究科 3年の葉田野

希さん(吉田孝紀研究室)が、2017 年 5 月 20 日

(土)～5月25日(木)に千葉県幕張メッセ国際会

議場、国際展示場/東京ベイ幕張ホールにて開催

された日本地球惑星科学連合大会 2017 年大会

において、学生優秀発表賞を授賞しました。発

表内容は、「瀬戸内区中部中新統におけるバー

ティソルの発見とそれが示す古風化・古気候条

件」です。 

なお、葉田野さんは 2015 年度にも同大会にて授

賞されており、今回 2度目の授賞となりました。 
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――――― 信州自然誌科学館2017 「自然のさえずり」開催のご報告 ――――― 

実行委員長 加藤 千尋（物理学コース） 

8 月 5日（土）、6日（日）の二日間、「自然のさ

えずり」と題して信州自然誌科学館 2017 を開催し

ました。台風の接近で天候に不安もありましたが、

両日とも天候に恵まれ、大変暑かったにもかかわ

らず、のべ 990 名の方にご来場いただきました。 

本年は、[夏休み自由研究相談室]と称して自由

研究に関する悩み相談(除テーマ選別)を試行して

みました。相談の中には実行するには少しばかり

難しいものもありましたが、訪れてくれた子供た

ちの発想や着眼点には驚かされるものもあり、そ

の芽を伸ばしていって欲しいものと願いました。

結果、2日間で 39の相談があり、試みとしては面

白いものとなりました。 

いまどきは、ネットを検索すれば科学実験のや

り方はそれこそ無限に得られます。それを見てやっ

てみたいとなることも多いであろうことも想像に

難くありません。小学生ぐらいの子供たちにとっ

て、特に理科が好きでなくとも“科学実験”それ

自体は興味の対象ではあるのだと思います。ネッ

トにある実験の中には特殊な器具や条件が必要な

ものや、安全上注意が必要なものも多いようです。

そういった実験への興味を満たせるようなイベン

トとしても、このシリーズを利用してもらえるよ

うになればよいと思います。それが科学への関心

に繋がればなお良いでしょう。 

最後になりましたが、本イベントの開催にあたっ

ては、理学部同窓会から大きなご支援を頂いてお

ります。この場を借りて御礼申し上げますと共に、

引き続いてのご協力とご支援をお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――自然誌科学館の出展ブースの学生さんの感想をいただきました――――

 

火山ブースをやってみて 

佐志 啓示（地球学コース３年） 

今回火山噴火実験というブースをさせていただ

き、お客さんから様々な反応をいただいて自分自

身いろいろ感じることがあり、充実した実験でし

た。反省点として、ペットボトルで噴火するとい

うことが実際の噴火と結びつけるのが少し難しかっ

たことです。このペットボトル噴火実験は実際の

どの噴火様式を表しているのか、実際に噴煙はど

の程度上がるのか、マグマはどの程度噴出するの

か、わかりにくかったと思いました。また実験の

原理ばかり紹介し、話が難しく、子供はあまり理

解できなかったと思います。実際の生活と結びつ

けて噴火を紹介するのがよかったなと思いました。

実験自体も液に色を付けたりなどしてわかりやす

くするべきだなと

思いました。反省

点ばかりでしたが、

実験を見た子供た

ちは楽しそうでし

たので良かったと

思います。

 
手作り入浴剤を作ろう 

 石野 さくら（化学コース３年） 

本ブースの主旨は、重曹、クエン酸、並びに片

栗粉を練り、乾燥後入浴剤として持ち帰って頂く

というものです。しかしながら、練り方によって

はただの粉となってしまう上に、型を用いて成形

すると外す際に粉々になってしまうといった問題

がありました。未経験の私共ブース運営担当者は

この問題を当日初めて体感した為、対応策を実行

するまでの間、子供達に失敗を強いる結果となっ

てしまったことを大変悔いております。しかしな

がらブース運営担当者が飲み物を飲む暇も無い程、

本ブースは大変な人気がありました。子供達が本

ブースでの体験を通じて各々何か新しいことに気

付き、その知識を学校や家庭で自慢げに話してい

る姿を想像すると、伝える側として参加できたこ

とを嬉しく思います。 

予備実験等の準備

を全て行っていただ

いた有賀氏、酒井氏、

清水氏、砂川氏に深く

感謝を申し上げます。
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――――― 退 官 さ れ た 先 生 か ら ――――― 

 

滑り込みセーフ 
（定年退職前1年間のできごと） 

森清 寿郎（地質・地球学） 

私、2017年3月末をもって、信州大学を定年退職

いたしました。信州大学に採用されて38年9か月、

長かったようでもあり、一瞬であったようにも思

えます。この間、先輩教職員の方々、および理学

部という組織は、未熟であった私を導いてくださ

り、また私とともに研究に携われた卒研生、修論

生のみなさんからは元気をもらい、退職の日まで

無事にこぎつけることができました。この場をか

りて、心より御礼申し上げます。 

「定年退職は第二の人生のはじまり」とよく言

われますが、私の場合、第二の人生はまだ先にな

りそうです。私の当面の課題は、今までに卒研生・

修論生がだしてくれたデータを公表にまで持って

いくことです。幸い、地球学コースの厚意により、

同位体実験室の片隅を間借りして、そこへ毎日“出

勤”し、論文書きに励んでいます。この7月、難物

であった「別所層の炭酸塩ノジュールの成因」を2

編の論文にまとめ投稿することができました。 

別所層のノジュールは最初1992年に小関和輝さ

ん（地質・24S）が卒研でとりくみ、そのあと膨大

な同位体データを含む修士論文をまとめましたの

で、そのデータを何としても公表したいと思って

いました。しかし、別所層についての調査を進め

るにつれ、苦灰石の炭素同位体比が海成石灰岩の

値よりかなり高いことや、苦灰石、菱鉄鉱、方解

石や燐灰石などの多種多様なノジュールが出るこ

と、方解石がどうも続成作用の晩期生成らしいな

ど、理解不能なことがらが続出し、別所層ノジュー

ルの成因はずっと腑に落ちないままでした。気分

が晴れず暗中模索する日々が続きました。 

転機となったのは、2015年11月に高知大学海洋

コア総合研究センターで同位体データをだした時

です。コアセンターで分析した結果を検討したと

き、炭酸塩の酸素同位体比が低下するにしたがっ

て、炭素同位体比も規則的に低下し、そのためδ13C

対δ18O図上でデータ点が直線状にならぶことがわ

かりました。とくに苦灰石―方解石2相ノジュール

の、苦灰石―方解石の結線が、全データ点の配列

と平行になることには衝撃を受けました。δ18O低

下に伴いδ13Cが単調に低下するのは、メタン発酵

ゾーンから、より深部の有機物の熱分解ゾーンに

かけてのときです。別所層ノジュールを生成させ

た初期続成作用は、メタン発酵からより深部の有

機物の熱分解にかけてである、そう考えると、ご

く浅所形成の苦灰石のδ13Cが海成石灰岩よりもは

るかに高いことも説明できる、と、別所層ノジュー

ルに関するもっとも本質的なことが理解できた瞬

間でした（それまでは、私は別所層の苦灰石ノジュー

ルは浅所形成のため、硫酸塩還元起源と考えてい

たのです）。それ以前の考えからは180°転換させ

たこの考えに基づき、翌2016年(私の信大最後の年)、

議論補強のためデータを付け加え、別所層のノ

ジュール新成因論は石田朋志さんの修士論文にま

とまりました。私にとっては、成因がわかるまで

に24年かかりましたが、まさに退職に間に合った

滑り込みセーフでした。 

正解にたどりつけたのは、同位体データを多数

だしたことによって、別所層ノジュールのもつ規

則性が表れてきたためです。もしコア総合研究セ

ンターで同位体測定をしなかったら、正解にたど

りつけなかったことは必定です（2000年初めごろ

より信大の質量分析計は寿命となり、同位体分析

は(株)SIサイエンスに頼んでいました。しかし、1

試料13,000円かかるので、乏しい研究費ではわず

かな数しか分析できませんでした）。ですから、

高知にくれば同位体分析ができると石田さんに伝

えてくださった井尻暁さん（地質・93S）には、感

謝の言葉を筆につくせません。 

2016年は心筋梗塞で入院したこともありました

が、私にとってみのりの多い年でした。メタン酸

化起源ノジュール（神谷さん卒研）、玄能石の成

因（玄能石を核に持つ巣穴起源石灰質管状体の研

究から（古橋さん卒研）、砂岩中の方解石ノジュー

ルが現世の天水と酸素同位体平衡にあること（岡

田、神谷、木村、筆脇さん卒研）などがわかった

ためです。ここ2年くらいをめどにして、これらを

公表にまでもっていくつもりです。大学というの

は、教員と学生との共同作業によって、知の地平

を切り開いていくところだ、と痛感しています。 

最終講義風景 2017.2.18 
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雑 記 

小田 晃規（化学） 

 今年3月末日をもって信州大学理学部を退職し、

松本を離れて自宅のある富山へ移り４ヶ月程が過

ぎました。8月の蒸し暑い時期になってきて、夏が

過ごしやすい松本の気候が懐かしく思いだされま

す。理学部同窓会誌への寄稿を求められ、理学部

での思い出を書き綴ってみました。 

 信州大学には法人化が始まった年の平成16年か

ら13年間在籍し、化学科（現在の理学科化学コー

ス）で有機化学の教育・研究に従事しました。月

並みな表現ながら、思えばあっという間の13年間

でした。有機化学のなかのでも合成の研究をして

おりましたが、この分野には新しい反応や手法を

模索する研究、反応機構を解明しつつ反応の可能

性を追求する研究、有用な生理活性物質や天然物

を合成する研究、さらには新しい機能性発現をね

らって未知の化合物を設計・合成する研究などが

あります。私は、新規な縮環様式が芳香族性に及

ぼす影響を調べるためや空間的な軌道相互作用の

物性に及ぼす効果を調べることを所期の目的とし

て、イオン種を含めたπ電子共役系化合物を標的

とした合成研究を主に行っていました。比較的長

い段階を経て目的化合物を得たとき、色々な経路

を試して目的物に至ったとき、さらには合成化合

物に予想だにしなかった物性を見いだしたときに

は、研究に特有な充実感に満たされました。一方、

化学反応はまれに予想を覆すもので、期待してい

たのとは全く異なる生成物が得られ、調べてみる

新しいタイプの反応を見いだすこともありました。

こういう時は学生さんとともに強い感動をもって

研究の面白さならびに奥深さを味わうことができ

ましたし、それを契機に新たな研究の推進に繋が

りました。研究を行う上で常に気にかけていたこ

とは反応の効率性、いわゆる反応の段階数や個々

の反応収率です。効率性はもの作りには極めて重

要なことは言うまでもありません。一つの反応の

収率改善には、溶媒、触媒を含めた試薬、ならび

に原料基質の純度を整えることはもちろん、精製

方法の検討、副生成物を調べて反応機構をもとに

して反応条件を種々試みるなど、多方面からの見

直しを必要としますので容易では有りませんが、

一方で、このような仕事は学生さんの技術、知識

および忍耐力を養うのに有効な過程となります。

ところで、100%を最高値にしてどの位の収率を目

指すかは研究者によって異なりますが、新規なも

のを扱っていると90%を超すことは意外に難しく、

自分の経験でもそのような例は極めて少なかった

ので「90%の壁」なるものをよく感じていました。

妥協する訳ではありませんが通常は80%以上なら満

足の行く収率として仕事を進めておりました。50%

を超える生成物はその反応の主たる生成物ではあ

るけれど、多段階合成においては50〜60%の収率を

繰り返すとどんどん“もの”が減っていくので、

最終目的物までに到達するかどうかの可否に係わっ

てきます。低収率のため目的物に至らず頓挫する

ことは往々にあり、その場合は合成経路を種々に

変更する「ルート工作」が必要になります。大き

く迂回するなり、無理を承知で一発勝負を繰り返

すことができ、プロセスを楽しむことも合成研究

の醍醐味でした。研究生活を振り返ると化合物の

物性と睨み合うことよりも常に「収率の改善」や

「ルート工作」と格闘していたような気がします。 

 ほとんどの研究成果は学術雑誌に公表しました

が、新しい反応ながら収率が極めて低いことや反

応機構が明瞭でないことから発表に至らない結果

もあり、後ろ髪の引かれるところはあります。公

表の有無はさておき、取り組んだ合成反応の様々

な結果はいまだに私を魅了するものであり、実験

を行った学生さんの顔とともに私の心の中で今後

も輝き続けることでしょう。 

 

 

 

定年退職して 

樋上 照男（化学） 

今年3月末日をもって、16年間勤めた理学部化学

科を退職した。といっても、今年度（平成27年度）

は特任教授として週4回学生の指導のために大学に

通っている。松本市の横田住宅に住んでいたが、

住処を安曇野市穂高有明に移したため、人生で初

めての自動車通勤である。退職後4か月経った。今、

取り組んでいることなどつれづれに綴ってみたい。 

10年前、ウクライナからの友人家族が信州を訪

れることがあった。松本駅から友人家族が宿泊す

る中央1丁目のホテルまで、キャリアーバックをもっ

て徒歩で移動できるかどうか試していたのだが、

その時、「岳俳句会」と書かれた木の看板が眼に

入った。以前より、子供のころ伯母に手解きされ

た俳句を趣味にしようと思っていたので、その足

で看板の掛かった事務所の扉を開き、入会したい

旨を告げたのである。後で知ることになるのだが、

この時対応して下さった方が宮坂静生先生（信州

大学名誉教授）で、実に幸運な入会であった。そ
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の後10年、毎月行われる「こまくさ句会」に参加

し、愚作を作り続けることになる。定年退職が、

丁度入会10年目ということもあって、これを機に

句集「丸太小屋（ログハウス）」を上梓した。今

後も、初心に帰って本格的に俳句に取り組むつも

りである。ちなみに、「こまくさ句会」のメンバー

の一人は、元信大学長で理学部長もお務めになっ

た宮地良彦先生である。 

大学では、理学部の1年生に対して「化学概論Ⅰ」

を講義している。前半は高校化学の復習をしなが

ら、原子や分子の初歩的な量子論を講義する。こ

の中で、なかなか理解してくれないのが単位ある

いは次元である。単位の仕組みを身に付ければ、

物理の数式やその考え方を理解するために大きな

助けとなると思い、手を替え品を替え説明するの

であるが、これが難しい。思い切って、入学試験

には単位を取り上げてみてはどうであろうか。（下

に、培風館の目録小文に載せた私の小文を掲載し

ておく。）後半は熱力学を詳しく講義する。熱力

学は自然科学を志す者にとって基礎中の基礎であ

るだけでなく、環境、エネルギーなど、現在社会

が抱えている問題を考えていく上で必須である。

熱力学第1法則はエネルギー保存、第2法則はエン

トロピー増大、第3法則は絶対零度到達不可能（絶

対零度でエントロピーは0）であり、これだけでも

覚えて欲しいと思っている。しかし、熱力学が関

連する現象、鋸で木を伐ると熱が発生すること、

雲は湿気を含む気団が断熱的に膨張して生成する

こと、コップにインクを垂らすと自然に広がって

全体が色づくこと等々を例にして説明しても、日

頃、生活や自然にあまりよく観ていない学生にとっ

ては実感を伴わないようである。折角、信州大学

に来たのだから是非生の自然に親しんで欲しい。

現役中からの長年の願いである。 

 

単位と次元 
多くの読者もそうであると想像するが，新入生の化学の授業を行うにあたって，まず苦労するのが次元と単位を理解

してもらうことである。高校の数学は無次元，無単位を前提としているので，新入生にこれを教えるのはなかなか難し

い。 

私が小学生の頃の話である。隣に住む友達と遊んでいたとき，友達のお母さんが「あんたら，この読み方がわかる？」

と問いながら“cm3”と書いた紙を示した。どれどれとその紙を覗き込んだのはいいのだが，答えに窮してしまった。そ

れではということで，お母さんは私たちのために「1センチメートル立方か？1立方センチメートルか？」と二者択一の

問いとして訊ね直した。私たちは「どっちも一緒ちゃう（違う）？」と答えると，お母さんは「あんたらは，まだまだ

やねえ」とだけ言って笑い，私たちは狐につままれたように黙ってしまった。半世紀以上も前の話であるが，今でもこ

のことを鮮明に覚えている。そのお母さんは既に他界されたので問いの真意は誰も知ることはできない。お母さんが私

たちに教えたかったことは，多分，1センチメートル立方は1センチメートル角の立方体あるいはその体積で，1立方セ

ンチメートルは，形に関係しないが1センチメートル角の立方体のもつ体積であることを伝えたかったのではないか，

と今では思っている。この経験は私が初めて単位と次元を意識した瞬間でもあった。友達のお母さんは，その昔，学校

の先生をされていたそうであるが，それにしても，ようやく四則演算ができるようになった小学生の私たちにこのよう

なことを教えようとされたことは驚くべきことである。ごく普通の家でこのような会話が自然に行われたことに豊かな

精神性を感じるのである。ずっと後，友達は数学，私は化学を志すことになったが，これもそのお母さんの問いが契機

になったのかもしれない。 

問いには二つのことが含まれる。一つは最も重要なことで，日常的な量にも単位を意識せよということであり，二つ

目は長さを三回掛け合わせると体積という次元になることを示したことである。今更ながらという気がしないわけでも

ないが，意外と単位と次元が理解されていない。新入生だけに限らず，事あるごとに単位や次元を取り上げ，二つの物

理量の単位や次元が同じなら，両者は全く同じ量か同じ性質の量と考えてもよいと説明する。仕事も熱もエネルギーと

いう同じ次元をもつので，互いに足し算や引き算ができる。一次反応と放射性壊変の速度の次元はともに時間の逆数で

あるので，これらは同じような現象と理解できるなどである。また，等式では両辺の単位は一致しなければならないの

で，式を考えるとき単位を調べることから始めると式を理解しやすいこと，その等式がどのような次元の物理量を等し

いとしているのかという，その式の基本的な考え方や導出に至った歴史まで想像できることなども話す。後者の話は少

し難しくなるが，このような話に引き込まれていく学生の真剣な顔を見ているのは楽しい。単位と次元が九九のように

身に付いて理解されれば，理工系の新入生の化学の教育はより深く楽しいものになるのではないだろうか。 

(樋上照男）2017年培風館目録小文「化学」より 
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退職前から取り組んでいるフラーレン（C60）の

光化学反応を用いる油水界面での水素ガス発生の

研究を継続中である。この小文を書いているとき

に、油水分離系の電気化学を用いて、電極から水

素ガスの気泡が発生するのを目視で観測すること

ができた。（写真参照）いよいよ、電極を使わな

いで油水界面からの水素ガス発生を検討する段階

に到達できたと思っている。何とか今年度中にこ

れを実現したいものである。幸い、化学コースの

ご厚意で、3階に研究室を手当して頂いている。時

間に余裕があれば、気楽にお訪ね下さい。 

 

 

 

 

――――――――――― 新 任 挨 拶 ――――――――――― 

 

着任のごあいさつ 

江島 輝美（地球学コース） 

信州大学地球学コースに平成29年度3月に着任い

たしました江島輝美と申します。 

私は、平成20年に島根大学総合理工学部の地球

資源環境学科を卒業後、同大学で研究科に進学し、

平成25年に「鉱物学」で理学博士を取得しました。

大学卒業後、九州大学の比較社会文化研究院で学

術研究員として半年間勤め、前職場である産業技

術総合研究所の鉱物資源研究グループで特別研究

員をしていました。 

これまで、鉱物の観察を軸として、地質学・岩

石学・鉱物学・結晶学の多角的な視点を結び付け

た統合的研究を行ってきました。主な研究テーマ

は、「かんらん石中のFe酸化数の変化に伴う、構

造および組織変化の解明」です。研究対象である

かんらん石は、宝石名を「ペリドット」といい、

黄緑色から淡黄色のとても美しい鉱物です。地殻・

マントルを構成する主要造岩鉱物の一つで、大変

メジャーな鉱物ですが、まだまだ未解明なことも

多くあり、研究対象としても大変魅力的な鉱物で

す。興味のある方はぜひ研究室に足を運んでくだ

さい。当研究室では、世界中のかんらん石標本を

見ることができます。

 そのほか資源鉱物や斑レイ岩‐閃緑岩複合岩体

の成因に関する研究も行っています。 

信州大学では、これまでの研究を継続するとと

もに、長野県ならではの岩石や鉱物の研究も行っ

ていきたいと思っています。珍しい岩石・鉱物を

お持ちの方はぜひ研究室お持ちください。一緒に、

長野県の岩石・鉱物の魅力を掘り下げていきましょ

う。 

 

 

着任のご挨拶 

関口 龍太 (化学コース) 

 平成29年4月付けで理学科化学コース有機化学分

野の助教として着任いたしました関口龍太と申し

ます。私は岩手県洋野町出身であり、岩手県立大

野高等学校を卒業後、平成20年4月より青森県弘前

市の弘前大学に進学しました。弘前大学において

大学院博士後期課程修了までの9年間を過ごし、本

年3月に博士号を取得後、現在に至っています。今

回、本誌において自己紹介とともに私の研究内容

に関して簡単に紹介させて頂きます。 

 私の専門は有機化学でありますが、その中でも

『構造有機化学』という分野に関係する研究を行っ

ています。まず、構造有機化学とは『自然界に存

在しない、または合成が困難な特異な構造を持っ

た新規な有機化合物を創成し、それらの化合物を

通して新しい物性や機能を解明していく学問』で

あると私は考えています。私は、弘前大学大学院

在籍時より基礎的な有機分子である『ベンゼン(分

子式：C6H6)』を主軸に置いた新規な機能性π電子

系化合物創成を主要な研究テーマに設定して研究

を行っています。特に、ベンゼンをチューブ状や

油水分離系での水素発生 

水素の気泡 

写真:玄武岩に捕獲されたマントル(かんらん石と輝石) 
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シート状に多数つなげたような骨格を持つ『カー

ボンナノチューブ』や『グラフェン』と呼ばれる

構造体の一部分を切り取った骨格を持つ『ナノカー

ボン分子群』と呼ばれる化合物群を合成ターゲッ

トとして位置付けて合成検討を行っています。ベ

ンゼン自体は特徴的な物性や機能を示さないもの

の、それが直接または間接的に多数つながること

によって特異な物性や機能を示すようになります。

このような化合物群は、私たちの現在の生活を支

えているといっても過言ではないスマートフォン

やノートパソコン等の電子・半導体機器類を支え

る半導体材料や発光材料をはじめとする機能性材

料としての利用の可能性があり、私たちの研究室

で生み出される有機化合物が未来の生活基盤を一

変させるような新しい機能性材料になり得る可能

性を秘めていると考えています。 

 また、信州大学に着任するにあたって私自身が

これまでに研究対象としてこなかった硫黄や窒素

等のヘテロ原子を含む複素環化合物やナフタレン

の構造異性体である『アズレン(分子式：C10H8)』

のような非ベンゼン系芳香族炭化水素を基盤とし

た新規な機能性π電子系化合物の創成とそれらの

物性解明、そして機能開拓を目指した研究テーマ

も新たに設定し、現在研究室に所属する学生と共

に研究を展開しています。 

 最後になりますが、私自身大学院を修了した直

後に本学理学部に着任したこともあり、独立した

研究室の運営、そして学生に対する教育・指導の

難しさを感じています。現時点で不慣れな点もあ

りますが、理学科化学コースの先生方のみならず

理学部の教職員、そして理学部同窓会の皆様に支

えられながら一歩一歩確実に研究・教育を進めて

参りたいと考えています。まだまだ若輩者の私で

はございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

ごあいさつ 

高野 恵介 

環境・エネルギー材料科学研究所(助教) 

6月に環境・エネルギー

材料科学研究所に助教と

して着任いたしました高野

恵介と申します。研究所の

光デバイス部門長である

宮丸文章准教授とともに、

理学部物理学コース光物

性研究室で研究をさせていただけることになりま

した。 

 私の研究のキーワードは、テラヘルツ波とメタ

マテリアルです。あらゆるところで利用されてい

る電磁波のうち、周波数がTHz (1012 Hz)程度の電

磁波のことを、近年ではテラヘルツ波と呼ぶよう

になっています。この周波数帯は、光技術（フォ

トニクス）から見れば長波長端、電子技術（エレ

クトロニクス）から見れば高周波端に位置し、両

方の技術にとって扱いの難しい周波数帯でした。

近年の研究開発によって二つの領域間の技術的な

空白が埋まり、本格的なテラヘルツ波の利用が始

まろうとしています。これまでに様々なテラヘル

ツ波発生法が開発されてきましたが、パルス幅が

fs (10-15秒)のオーダーの超短レーザー光パルスを

物質の非線形光応答などを用いて、レーザーより

も波長の長いテラヘルツ波に変換する方法を私は

専ら用いています。この手法では、非常に広い周

波数成分を含んだテラヘルツ波のパルスを得るこ

とができます。コヒーレントで広帯域なテラヘル

ツ波パルス光源は、分光測定や構造内部の断層像

測定に有用です。超短パルスレーザー光と物質の

高速な相互作用を利用することで、光エネルギー

の変換を行なっていることになります。 

 物質と光の相互作用の仕方は、物質を構成する

原子や分子の性質だけでなく、物質がどんな形を

しているかも重要です。光の波長よりも十分に小

さな微細構造が、ある物質で構成されていたとす

ると、光に対する応答はその構造を含めたものと

して考えることができます。例えば、金属材料で

微小なコイルのような構造がたくさん並んだ構造

を作ってやれば、全体として磁場に対する応答を

持つ人工的な媒質を作ることができます。このよ

うな微細な構造によって光・電磁波に対する応答

を制御した人工的な物質を、メタマテリアルと呼

びます。メタマテリアルの概念が発表されて以降、

負の屈折率を持った媒質、透明マント、ほとんど

完全に電磁波を吸収する薄膜のような、それまで

になかった電磁波特性が実現されています。テラ

ヘルツ波を便利に使うために、テラヘルツ波の伝

搬を自在に操るメタマテリアル技術の拡充を目指

しています。さらに操るだけでなく、レーザーと

の相互作用でテラヘルツ波を発生できる、非線形

な応答を持つメタマテリアルの作製とその物理の

理解がこれからのテーマの一つです。 

 光、テラヘルツ波と構造との相互作用を扱う研

究は、学位を取得した大阪大学レーザーエネルギー



 14

学研究センター（現・レーザー科学研究所）での

卒業研究から続いているテーマです。メタマテリ

アルの概念がイギリスのPendry博士らによって発

表された21世紀の初め、学部生の私は卒業研究を

行う研究室を選ぼうとしていました。その頃、メ

タマテリアルと同様に構造を用いる、信州大学理

学部の武田三男先生らのフォトニック結晶を用い

た電磁波制御の研究が、その構造の美しさと応用

可能性から大きな話題になっていました。構造で

自由度高く光を操ることができるという事実に感

銘を受け、似たテーマを扱っていた研究室の門を

叩きました。そして今日、その理学部物理コース

の光物性研究室で研究をさせていただけることに

なりました。信大の一員となれたこのご縁を大切

にしてまいります。 

 

 

 

―――――――――― 学 生 か ら の 報 告 ――――――――――― 

 

2017年大巡検の報告 

大塚 英人（地球学コース3年） 

今回の大巡検では、５泊６日の日程で中国・四

国地方を回りました。初日に淡路島の地震断層保

存館や宍喰の化石漣痕、２日目に室戸ジオパーク

と高知コアセンター、３日目に大歩危の変成岩露

頭や愛媛湯谷口の中央構造線露頭、4日目に山口県

で付加体や花崗岩、変成岩などの観察、5日目に秋

吉台、最終日には萩の阿武単成火山群や島根の石

見畳ケ浦を巡るというとても充実した一週間でし

た。普段大学の周辺で観察する露頭とは異なる地

質構造や岩石が観察できたほか、ジオパークや博

物館などにも訪れたことで、露頭観察に主眼を置

きながらもその地方ならではの地質を観察するこ

とができました。 

私の中で最も印象に残っているのは高知コアセ

ンターの見学です。コアセンターは掘削された大

量のコアが蓄積されているほか、それらを用いた

研究も出来るような施設です。今後、地球科学を

学んでいく上で最先端の研究の一部を、実体験を

通じて知ることができたのは大変刺激になり大き

な財産になると感じています。特に、研究活動を

実際に行っているところを間近に見学したり、MRI

などの実験器具の置いてある研究室に実際入るこ

とができ、とても感銘を受けました。私もいつか

この研究施設を利用したいと強く感じましたし、

今回の訪問はそのきっかけとなりました。 

 また、中国地方と四国地方を通して回ったこと

で、それぞれの地域の地質の特色を感じることが

できました。四国地方が比較的単純な付加体の累

重になっている一方、中国地方は後からの噴出物

などによって地質が複雑に絡み合っているという

特徴があります。観察した露頭も、四国地方では

付加体起源の変成岩を主として観察していたのに

対し、中国地方では火成岩類が多く含まれていま

した。また、様々な側面のある地点を巡ったこと

で岩石学的視点から考えられる露頭や堆積学視点、

構造地質学的視点など様々な見地から考え観察す

ることができたように思います。このような経験

は、地球学コースの一学生としても誇りに思いま

すし、実体験を通して会得できた知見は教科書で

学ぶ知識とは比べものになりません。 

 このたびは、理学部同窓会からの多大なご支援

をいただくことができ、地球学コース一同感謝申

し上げます。毎年ご支援をいただいているという

ことで、私たちの地質の学習の大きな助けになっ

ています。私たちは、今回の経験を生かし今後の

研究活動やその後の仕事などに役立てて行きます。

今後とも、私どもの大巡検にご支援いただくこと

をお願い申し上げます。本当に皆さんのご支援の

おかげで大巡検は成功したと感じています。あり

がとうございました。 

露頭観察の様子（山口県周防大島にて） 
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大学生活を振り返って 

髙木 裕平（数理Ｍ１） 

振り返るにあたり、まず思いついたのは「な

ぜ私が表彰されたのか」ということでした。私

は世間一般で言う「デキる」「賢い」人間では

ありません。寧ろ平均以下だと思っています。

そんな人間が大学生活の最後に賞を頂くことが

できた理由を自分なりに考察した結果、２つの

考えに至りました。 

 １つは「1年の時の決断」です。もともと高校

時代にこの進路を決めた理由が「数学が好きだ

から」という単純な理由でした。「好き」とい

うのも「解くのが楽しいから好き」というもの

でした。そんな私が入学したあと、大学数学の

抽象的な表現、厳密な論理、独特な記号などに

圧倒され、高校数学の何十倍以上の難しさを感

じました。その難しさも「理解することができ

なかった」ための難しさでした。大学に入った

らアルバイトなど色んなことがやりたいと思っ

ていましたが、数学の難しさがあるうえに、他

にも必修の講義がたくさんあったので、やりた

いことはいったん置いておき、各講義に集中し

て大学の学び、勉強法、大学数学に慣れようと

頑張りました。その甲斐もあり、大学数学の基

礎を固めることができました。 

もう1つは「アルバイトの経験」です。1年の

時に頑張ったおかげで2年以降は比較的落ち着い

て過ごせるようになったので、やりたいことを

どんどんやるようになりました。 

その中の１つがアルバイトでした。初めのこ

ろは学業とアルバイトを両立することができて

いましたが、講義内容がより難しくなっていく

と同時にアルバイトも忙しくなっていったので、

だんだんと生活が破たんしていきました。破た

んしていた時期には、後に自身のセミナーにお

いてとても重要になる講義もありました。そう

いった生活を反省するとともに、長い目での自

身の生活管理をすることの重要性を学びました。 

  大学生活ではこれらのこと以外もたくさん学

びました。こんな素晴らしい大学生活を送れた

のは、両親の援助や友達の存在、そして数理・

自然情報科学科の先生方の教えがあってこそだ

と思います。皆さんに深く感謝するとともに、

大学院に進学してさらに深く研究していき、社

会に出てからもこの感謝の気持ちを忘れずに精

進していきたいと思います。 

 

大学４年間を振り返って 

佐川 良夫（数理Ｍ１） 

一年の微分積分学の初めの講義でε-δ論法を

学びましたが、私は全く理解ができませんでし

た。真面目に話を聞いていたつもりだったので

すが記号や言葉の意味もよくわからず、その時

はただ黒板をノートに写す作業をしていただけ

でした。講義の内容と自分の能力との間に大き

な差があるように感じました。講義の内容を理

解しようと何週間か一人で考えましたがそれで

もわかりませんでした。一人ではどうしようも

なかったので友達や先輩方に何度も質問してい

くうちに徐々に理解できるようになりました。

完全に理解するまでに半年ほどかかったと思い

ます。自分の頭でじっくり考えることはもちろ

ん大切ですが、誰かから聞くなどして正しいこ

とを理解することも同じように大切であると感

じました。 

三年の時、演習の授業で黒板に問題を解いて

自分で説明するという形式の授業がありました。

それまでの勉強は自分が理解すればそれでよい

と思ってやっていましたがこの演習ではわかり

やすく説明してさらに先生からの質問にしっか

りと答えないといけなかったので大変でした。

初めは困っていましたが何問か解いているうち

にだんだんと慣れていきました。ある問題の解

答の説明したときに先生から「よくできていま

す」と言われた時はうれしかったです。普段の

勉強の時でも人に説明できるくらいに深く理解

しておくことも必要だと感じました。 

四年のセミナーで整数論の本を読みました。

本の内容の勉強だけでなくどのような発表をす

ればよくなるのかを考えるようになりました。 

ゼミ担当の花木先生には大変お世話になって

います。数学科の先生方には四年間お世話にな

りました。ありがとうございます。 

 

 

大学4年間を振り返って 

岡村 美緑（数理Ｍ１） 

 大学生活4年間を振り返ると、長い時間を一緒

に過ごした学科の友人のことを思い出します。

数理・自然情報科学科は女学生が少なく、同学

年には私を含め8人しかいませんでした。入学当

初、不慣れな土地での一人暮らし生活は不安な

ことばかりかと思っていました。しかし7人の友

人のおかげで、楽しい学校生活をスタートさせ
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ることができました。時にはみんなでお泊り会

をしておしゃべりを楽しみ、時にはアルプス公

園までハイキングをしたこともありました。出

身地の異なる者同士、刺激的な毎日を過ごしま

した。 

 学年が上がるに連れて講義内容は難しくなり、

一人では勉強がおぼつかないことがありました

が、8人で集まり情報を共有することで乗り越え

ることができたと思います。そのような日々を

過ごす中、私は「成績優秀者になりたい」とい

う願望を抱きました。みんなと一緒に勉強をす

るときに、教えることができる程の理解度がほ

しい思ったことがきっかけでした。また数学の

勉強が苦ではなく非常に楽しいものだったので、

形として残るような結果を出したいと思うよう

になりました。自分の知識や理解が十分ではな

いと感じた時にはサイエンスラウンジへ通い、

先生方や先輩方に質問をしました。自らの力で

結論を導くような指導をして下さったおかげで、

結論に至るまでの道筋を理路整然と説明する力

が身につきました。そして4年間の努力が実り、

その結果優秀賞をいただくことができました。 

 私はさらに自分の能力を伸ばすため、知識を

深めるために、高校生のときから希望していた

大学院に進学することを選択しました。現在は

学部の頃とは違い、1人で研究をしているため苦

労することもありますが、充実した日々を送っ

ています。今までの培ってきたスキルを活かし

て、邁進していきたいです。 

 

 

天文学を目指して 

 小池 由稀奈(物理コース１年) 

まず始めに、信州大学物理学コースの一員に

なれたことを嬉しく思います。私は天文学を学

びたいと思い、ここで物理学を学ぶ決意をしま

した。 

私が天文学に興味を抱いたのは、小学生の時

に母に宇宙図鑑を買ってもらったことがきっか

けでした。宇宙についての知識が全くなかった

当時の自分にとって、その図鑑に書かれている

ものはどれも新鮮で、特に「星に一生がある」

という事実を知ったときは本当に驚きました。

それまでは星は神秘的なものだと思っていた私

にとって、星にも人と同じように生死があるこ

とにショックを受けたりもしました。 

高校生になってから、大学で天文学を学びた

いと先生に相談したところ、物理学を学びなさ

いと言われて物理学を学び始めました。物理学

においても初めて知ることだらけで、「知る」

ことで喜びを覚えたりショックを受けたり、い

ろいろな感覚を体験しました。でも、「知らな

いことを知る」までの探求していく過程はとて

も楽しくて、先人たちが知られていなかったこ

とについてどう発見し、どう感じたのだろう、

と考えるととてもわくわくします。結果はどう

であれ、未知なものにどうアプローチしていく

のか、それを考える機会がたくさんあるのは天

文学や物理学ではないかと考え、ここに進学し

ました。 

信州大学に入学してからは、物理学はもちろ

ん、一人暮らしや友人関係、アルバイトなどい

ろいろなことから学ぶことが多く、2ヶ月経った

今でも毎日飽きません。たくさんの良き仲間や

先生方とともに過ごす大学生活はとても楽しい

です。これから4年間、知らないことが見つかっ

たら自分から積極的に学んでいこうと思います。 

 

――――――――――――――――――― 

古本市を開きました 

夏の自然誌科学館開催の中の同窓会の部屋で

古本市を開き学生さんに本をお分けしました。 

８月５日・６日の二日間でしたが初日の開店

前に数名の学生が待っていてくれ、早めに店を

開きました。次々に入店、じっくり吟味して５

冊・６冊と求めてくれます。 

子供たちが大勢やってくる科学館の中で学生

さんが本を選んでいる静かな空間ができます。

本離れが言われる中、嬉しい姿です。 

今回は４人の同窓生と２人の先生から寄贈を

いただきました。心より感謝申し上げます。 
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―――――――― 同 窓 会 だ よ り ―――――――― 

 

地質同窓会「久しぶりのクラス会」 

矢口 良一 (１Ｓ 地質学科) 

去る5月20日の夕方、浅間温泉の｢ホテルおもと｣

で｢信州大学理学部地質学科第一期生(1S)の同期

会｣が開かれた。この同期会は、昭和45年3月の卒

業以来、久しぶりのクラス会であり、同期生の年

齢は今年70歳ないしそれ以上で、今回の｢古希の集

い｣を兼ねた同期会の開催にあたっては、遠方に住

む2人の友人が進んで幹事役を引き受け、本年初め

にはすでに日程・場所の調整は済んでいた。 

当日、私は｢松高・信大寮歌祭｣に参加し、その

後、浅間温泉に赴いた。会場のホテルからは、松

本市街や城山、冠雪の乗鞍岳の遠望やその手前の

鉢盛山、鍋冠山等、昔見慣れた山並みを改めて眺

めることができた。 

地質学科の第1期生は、大学入学時には18名いた

が、鬼籍に入られた方や連絡の取れない方もいる。

今回の出席者は総勢10名、福岡、大垣、上越、つ

くば、東京等、長野県外の在住者が多く、そのう

ちの何人かとは、卒業後初めての再会となった。 

同期会は午後4時過ぎに始まり、先ずは近況報告

ということで、卒業後から現在に至る迄の特筆す

べき思い出や経験等を、各自順番に披露した。今

は亡き先生方の思い出、卒業論文のための地質調

査の思い出、忘れられない岩石・鉱物、特に柘榴

石（Garnet）等は皆の共通の話題となり、夕食を

挟んで夜遅くまで、話は尽きる事無く、充実した

楽しい時を過ごすことができた。 

出席者10名のうち7名は教育関係に進み、中学・

高校の教員や校長を務め、退官後も引き続き教育

界で活躍している人がいると同時に、物書きを目

指している人や大学院に進んだ人もいる。また、

信念で生きて来た人や社会の一隅を照らす人達を

訪ね、長年教師を勤める傍ら、貴重な面談記録を

とり続けている人もいる。一方、産業界に進んだ3

名は、土木・建築、防災、資源開発等、国内・海

外での事業展開に関わってきた。 

出席者のほぼ全員に「孫」がおり、近々再婚予

定の人もいた。また、癌やいろいろな病気を経験

し、現在も病と闘っている人や松葉杖を必要とす

る人もいた。しかしながら、皆、語ることは明快

で頭脳明晰、老いはほとんど感じられず、話が進

むにつれて学生時代に戻った錯覚さえ覚えた。 

翌日は朝食後9時半に解散となり、私は直帰した

が、久しぶりに松本に来た人も多く、「あがたの

森」、「松本城」、「碌山美術館」等に立ち寄っ

てから帰途につく人もいた。 

数学１Ｓクラス会を開きました 

森  淳（１Ｓ 数学科） 

5月10日恵那峡のホテルに集まりました。昨秋に

予定していたのが、遅い台風のため延期、ほぼ2年

ぶりの集いです。皆早目に到着し、雑談・散歩・

温泉を楽しみつつ夕刻の会を待ちます。 

今回、同級生 32人の内 20名の参加、互いの元

気な様子を褒めあいました。学生時代、寡黙な人

はやはり静か、いつも何かやってた人はやはり大

きな声、何年たっても変わらない20人です。 

話が進むにつれ、断片的だった思い出が繋がっ

たり、すっかり忘れていた記憶がよみがえります。

会話の一言から、まったく別の事が思い出され、

若き日のほろ苦いものを一人楽しんだり出来まし

た。ワイワイガヤガヤの楽しい時間です。 

幹事の「どうせ身体が悪いということばっかだ

から、近況報告はしない」とのご託宣に爆笑、70

才になって一人も欠けていない幸せを感じました。 

夜遅くまで語りあい、次の日遊覧船で湖上を楽

しみ解散。 

帰りの電車の中で、ふと思い出す事もあって「思

い出すのが遅い」と自分に活を入れながら「これ

も脳トレ」と言い聞かせます。青春を一緒に過ご

した人々のありがたさを感じます。一人じゃない

な、もうちょい頑張るかと力をもらった一日でし

た。 

 

 

第15回松本化学学士会総会のご案内 

  恒例の松本化学学士会総会を下記の通り行ない

たくご案内申し上げます。 
日時：2017年10月28日（土） 

 14:00～総会   
15:00～記念講演会  
講師：金 継業先生(信州大学理学部化学コース教授） 

 「電気化学発光による新しい分析技術の確立を目指して」 
 16:30～懇親会(今年度当番幹事はS10回生です) 
会場：信州大学松本キャンパス 

 総会・講演会：理学部Ａ棟１階多目的ホール 
 懇親会：旭会館 会費：4,000円 
  
 ご出席の有無を別途お送りする返信ハガキにて

10月20日までにお知らせください。 
メール（gakushi@shinshu-u.ac.jp）でご連絡いた

だいても結構です。 
 松本化学学士会事務局 
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――――― 「松高・信大寮歌祭」が開催されました ――――― 

 
5月20日(土)正午から旧制松本高校講堂（県の森文化会館）にて、110名以上の人々が集い「寮歌祭」が開催されました。 

一昨年までの松高同窓会主催の「松高寮歌祭」を引き継ぎ、昨年から「松高・信大」と冠を変えて開いています。 

松高同窓生35名、信大同窓生38名、旧制他校9校15名ほか市民・大学関係者の参加でした。はじまる相当前から皆さんお

集まりで久々の話で盛り上がります。 

寮歌祭は思誠寮寮歌・松高校歌・信大寮歌・「叡智みなぎる」など、30曲を松高生・信大生の音頭で次々とうたいあげ

ました。学生時代を思い起こし皆さん万感の思いを声に表し、一曲一曲熱唱でした。 

信大交響楽団有志の10名も参加してくれ「春寂寥」「叡智みなぎる」の二曲を演奏披露してくれました。さらに演奏に

あわせ全員で合唱することが出来ました。 

今回「信州大学」の幟を作りました。同窓生のカンパと文理・人文・経済・理学の同窓会の拠出によるものです。寮歌

祭では入り口と会場舞台に「松本高等学校」「信州大学」の幟が並びました。大学本部にて保管してもらいます。大学・

学生の行事などで使って頂きます。同窓会・卒業生の集いでもお使い下さい。 

 

 

第２回松高・信大寮歌祭に参加して 

米山 廸男（文理12回社会科学科） 

５月20日（土）、北アルプス常念岳の雪形がま

だ残る頃、寮歌祭が「あがたの森文化会館」の母

校の講堂で開催された。重文の講堂で歌うとは何

と贅沢なことか。大きなシヤンデリが輝いていた。

声に張りがある松高生は、揃いの青い法被を着て

いる。信大生も50名は超えていた。受付後一旦外

に出た。本館前のベンチで歌集を見ながら熱心に

リハーサルをしている２人の松高生がいた。正調

を聴きたく、一緒に歌わせて頂いた。私は「春寂

寥」の作曲者浜徳太郎の後輩ですと自己紹介。講

堂には「遠征」作詞者上條彰次氏も、宮地良彦元

信大学長も自宅から歩いてきたとのこと。寮歌を

歌えばお元気でおられる。あやかりたいと思った。 

新装の「信州大学」の

幟が正面左側に掲げられ

ていた。昨年は右に青地

の松高のみであった。森

淳理学部同窓会長のお世

話で立派な幟ができた。

欠けていたものが揃い、

嬉しい。 

12時に開演、今年は110人の方が参集。司会は今

年も森会長。千山萬嶽で始まる校歌の斉唱。松高

生の声は力強い。土井晩翠作詞・山田耕作作曲の

豪華な名前に負けないぞと言わんばかりに。就任

後初めての演田州博信大学長の挨拶後、開宴の辞

に代えて「嗚呼青春」を斉唱、最高年齢の上條氏

が登壇、既に亡き松高生も今日はここに来ている。

皆で乾杯しようと音頭をとる。 

大正９年から作曲された思誠寮寮歌の「夕暮

るゝ」、「春深ければ」、「高原の黙示」、「秋

高原に」を松高生が歌うと寮歌祭も佳境に。各地

の寮歌好きが「都ぞ弥生」「紅もゆる」で応える。

八高生の宮地元学長も「光のどけき」を歌われた。

寮歌の作詞者で現存する人は二人しかいないと紹

介され、そのお一人の上條氏がハチマキ姿で「遠

征」の音頭を取られた。昭和19年作詞し、敗戦近

い20年学徒動員、松代大本営を守るため野辺山へ

従軍された頃を思い出しながら歌ったのではない

かと。お元気な作詞者と一緒に斉唱させて頂いた。

上條先生は、昭和34年に諏訪清陵に国語科教師で

来られたが、当時「遠征」の作詞者であったこと

は知る由もなかった。５年前の寮歌祭で初めて出

会ったご縁でご自宅を訪ねた。信大山岳部歌と言

われる「雲にうそぶく」は多くの元寮生が登壇し

高唱した。 

信大学生歌「叡智みなぎる」は、安保闘争時の

昭和35年宮坂敏夫氏（文理学部国文科35年卒）が

作詞。今年２月の信大東京同窓会で、氏は芭蕉の

死生観について講演された。この学生歌は、文理

学部に入学した年に市民会館（現松本芸術館）で

披露され、清新な歌であった。信大生は感慨深く

斉唱した。２年前の入学式に「春寂寥」を導入さ

れた山沢清人前学長もご挨拶された。 

最後は信大交響楽団が「春寂寥」、「叡智みな

ぎる」、松高校歌を演奏し、全員で斉唱した。 

来年は松高創立100周年、その翌年は信大創立70

周年だという。２年間をかけ寮歌祭で祝うという。

両年もお元気で再会しましょう。司会の森同窓会

長他、主催者の皆さんに感謝申し上げます。
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松本寮歌祭 大先輩とともに 

    谷 浩二（八高41回理科） 

 平成29年５月20日、松本市あがたの森文化会館

講堂ホール（旧制松本高校の講堂）にて松高・信

大寮歌祭が開催された。旧制高校昭和24修全国連

絡会で知己を得た松高出身の林良次氏からのお誘

いで、この寮歌祭に参加した。参加者は松高ＯＢ

が同伴家族を含めて約40名、信州大学ＯＢが約40

名、信州大学交響楽団10名、来賓10名、一般（北

大予科、東商大予科、三高、五高、八高、等）10

名で全体100余名。寮歌高唱は松高校歌・松高寮歌

16曲・信大寮歌４曲・信大学生歌など地元のもの

が順次われる中に他校の寮歌がはさまれて歌われ

た。八高は半ば辺りで元信州大学学長宮地良彦先

輩（八高35回理科卒）と筆者の２名で寮歌「光の

どけき」の一番・五番を高唱した。又北大「都ぞ

弥生」・三高「紅もゆる」・四高「南下軍」・五

高「武夫源頭」が歌われたときは一緒に歌うなど

して応援した。最後は信大交響楽団の伴奏で松高

寮歌「春寂寥」を全員が歌って会場は非常に盛り

上がった。 

今回松高・信大寮歌祭に参加して感銘を受けた

のは、松高ＯＢ、信大ＯＢ＆現役が一体となって

寮歌祭が運営されていること、松高寮歌が信大Ｏ

Ｂ・現役に引き継がれていることだった。又宮地

先輩と八高寮歌「光のどけき」をご一緒に歌い、

喜んで頂けたので、この点でも松本寮歌祭に参加

した甲斐があったと思う。 

（八高同窓会報「伊吹おろし」164号より転載） 

 

 
信大70周年・松高100周年記念事業について 

 
信州大学本部は「信州大学創立70周年・旧制松本高等学

校100周年記念事業実施委員会」を立ち上げ具体的検討に入

りました。そこでは、2019（平成31）年6月1日（土）に記

念行事を持つこととし、松本市内で記念式典・祝賀会と共

に記念になる行事を企画する予定です。(6月1日は開学記念

日です） 

大学では、再来年6月1日にはこぞって松本に集まろうと

呼掛けています。 

関連行事として、信大歴史資料の展示、学校歌の制定、

寮歌祭開催、信大Now特集発行、記念品作成などを考えてい

ます。各学部・科の行事もそれぞれ企画されるようです。 

また、同窓生・学生に対して2019年度には、さまざまな

行事を「信大70周年・松高100周年記念行事」として、数多

く開催するようにと呼掛けています。 

県の森文化会館と旧制高等学校記念館では「松高100周

年」を祝う展示や学習会を考えておられるようです。 

いろいろな「祝う」催しが持たれます。楽しい豊かな祝

うものにするには、同窓生の皆さんの参加が不可欠です。

是非、松本にお集まり頂きますようお願いします。いまか

ら予定表に記入して下さい。

2018年寮歌祭から2019年寮歌祭までを「記念年」 

松高開学100年・信大設立70年が近づいています。

松高同窓会の計算では2018年が松高100年（1919年

設立）です。信大の計算では2019年が松高100年・

信大70年（1949年設立）です。 

「松高・信大寮歌祭」実行委員会では来年（2018）

と再来年（2019）の寮歌祭の間の一年間を「松高

100年・信大70年記念年」とし、思誠寮だけでなく、

信大各学部寮の寮歌・愛唱歌を発掘・普及・定着

を図っていくこととしました。 

来年の寮歌祭は2018年5月19日（土）松高講堂（県

の森）にて「松高100年・信大70年記念年はじまり

の寮歌祭」として開きます。 

再来年の寮歌祭は「記念年まとめの寮歌祭」と

し、信州大学の「信州大学創立70周年・旧制松本

高等学校100周年記念事業」の一つとして開催しま

す。 

 
信州大学交響楽団からのおしらせ 

 

上記の記事で演奏いただい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、2017年の秋

に第100回目の定期演奏会を開催します。 

 

【第100回記念定期演奏会】 

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） 

 

【演奏依頼受付中】 

『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。100回までに100回ミニコンサートを

やろう！企画もあり、現在様々な場所で依頼演奏を行って

います。バイオリンのソロや弦楽四重奏など、様々な形に

て演奏いただけるとのこと。お気軽にご相談ください。 

詳細は、信州大学交響楽団Facebookをご覧ください。
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松本高等学校同窓会の了解を得て、松高生の手記を掲載します。 

卒業60年近くの方が若き日のことを回想してのものです。 

青春時代それぞれの体験と今思うことから学ぶことが少なくないと考えます。 

 

信州寮歌祭に想う －松高に学んだ頃－ 

田中 浩太郎（22回理甲2） 

第十六回信州寮歌祭は、恒例により旧松高講堂

で6月10日に開催された。平成10年からの修復工事

で、講堂はすっかり旧状を取戻した。大正ロマン

を伝える二基の大シャンデリヤも復元され、床も

楢材のフローリングとなった。この講堂で信州寮

歌祭が開催されるようになったのは、第六回（1991）

からで、今年で11年目になる。私は今度で10回出

席したことになる。 

最初の寮歌祭では、松高小曲を歓迎歌として松

高応援社中の手踊りがあり、名物の蛭さんのバッ

キャロー演説が印象的だった。 

単調な太鼓だけの伴奏で、延々と寮歌を歌う寮

歌祭とは一体何物かと考えた。それは参加者銘々

の高校生活への追憶と思慕、旧友との交歓や歩ん

できた人生の哀歓への回想が織りなす、カオスの

集会だと思った。こんな想を胸に松高に学んだ頃

を追想してみた。 

昭和15年4月の上田中学から松高への入学者は三

名だった。現役からは奇しくも上中弓道部員の私

と塩人良道君（故人・文乙）の二人だった。私は

幼時から虚弱体質で過激な運動ができず、健康の

ため弓道部に入り、松高でも運動部への入部は避

けた。生家は上田・小縣・佐久地方を商圏とする

呉服問屋だった。父はひたすら私に家業を継ぐこ

とを願っていた。自分もそれを定と思い、上級校

へ進学は余り考えず、四年生での受験もしなかっ

た。 

しかし日支事変の拡大と、昭和13年の国家総動

員法の発動により、衣料類は直ちに配給切符制度

となった。家業は忽ち統制経済による転廃業の危

機が迫った。父は廃業を決意して、私には徴兵猶

予のある上級学校への進学を望んだ。当時弓道部

の主将兼マネージャーの私は、9月の県大会の終了

まで多忙だった。大会を終え後輩に引継をして、

ようやく受験勉強に専念できるようになった。入

試まで余り時間がないので代数・幾何はテスト式

問題集の全問二百題を三ヶ月間で解くことにした。

英語は山崎貞一の英文解釈法を、国語は塚本哲三

の国文解釈法を12月迄に上げることにした。歴史・

漢文・物理・化学等は、教科書の学修だけで入試

に臨んだ。 

一次試験は数人の級友と駅前の飯田屋旅館に投

宿したが、一次の合格者は私一人となった。二次

試験も飯田屋に泊り、散歩がてらに縄手通に行っ

た。鶴林堂という大きな書店に入って驚ろいた。

上田では見たこともない本が書棚一杯に並んでい

た。河合栄次郎の「学生と読書」と「学生と生活」

を買って帰り、宿で開いて再び驚ろいた。今まで

見聞したことのない書名や、高校や大学の生活が

書かれていたのである。 

松高の授業も、高等数学や高等物理学や化学、

初めてのドイツ語など、毎日が新しさに満ちてい

た。また哲学や文学を語る学友達も刺激的だった。

学問的な雰囲気のない商家に育った私は、まった

く未知未開の世界に踏込んだ感があった。何時し

か学問、とくに物理学の世界に沈潜するようになっ

た。図書館にも良く通った。閉館後に、真冬の夜

空に輝やくオリオン座を見上げながら、県ヶ森の

脇をマントを被って足早に寮に帰った。最初の夏

休に帰省した時に、父は初めて私にビールをつい

でくれた思い出が懐かしい。 

入学した年の7月に、旧制高校最後の思想事件と

される左傾学生の検束事件が起きた。世間は軍国

主義一色に染まりつつあったが、松高の校風はリ

ベラルだった。松高生の思潮も、河合栄次郎等の

説く教養主義が主流だった。私は寺田寅彦の随筆

集や中谷宇吉郎の「冬の華」、湯川秀樹の「極微

の世界」を読み、ポアンカレの「科学の価値」「科

学と仮設」「科学と方法」などの科学思想の本に

傾倒した。田辺元の「哲学と科学との間」も、こ

の頃に発刊されたように思う。 

昭和16年12月8日の日米開戦のニュースには、異

様な興奮と不安を覚えた。手製の鉱石式ラジオの
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レシーバーを耳にしながら、学期末の試験勉強を

した。しかし連日の戦果のニュースに勉強に身が

入らなかった。保証人の松野寛治先生から「田中

君、二学期の成績は大部下ったネ」と注意された。

昭和17年4月18日に、日本本土を初空襲したドウ

リットル爆撃隊の一機を、縣館の窓から見た。同

年6月のミッドウェー海戦の大勝利（大敗北）の

ニュース後の戦局は、大きく変って行った。 

我々の卒業も六ヶ月繰上げられ、17年9月の卒業

となった。大学への進学は京大の物理学科も考え

たが、家人は近い東京を望んだ。一時期、名鑑を

設計した平賀譲造船中将に憧れ、造船学科をと思っ

たが松根先生の図學で、つくづく製図板の虫に嫌

気がさした。そこで物理学に近い電気工学を選ん

だ。ただ蛭さんの教室漫談の中で「東大の物理学

科と電気学科は難しいゾ」という話があった。大

学志望状況の中間発表では、東大の電気学科が数

倍の競争率だった。ひそかに蛭サンに「先生、受

験しても大丈夫でしょうか」と尋ねたところ、「受

けて見まシヨ」の先生の一言は、私に勇気と大き

な自信を与えてくれた。今も先生の励ましに感謝

している。さて大学の入学式に同伴した父と、正

門前の白牡丹で昼食をとった。父は私に始めて「煙

草はどうか」とすすめてくれた。父が私を成人と

認めた暗黙の証だった。 

大学に入ってからの戦局は敗退の一途だった。

大学には三年間在学したものの、昭和19年5月から

終戦の直前まで勤労動員となり、実質的な修學は

一年間であった。悲惨な勤労動員の体験は、すで

に本誌に寄稿した。松高入学以来の「でるですの

友」の六十年間は、夫々に波瀾と変転の人生と思

う。その中で松高に在学した二年半は、生涯に一

度だけ味わった、キラメクような青春の一瞬だっ

た。22回生はまだ残っていた旧制高校の自由の余

風を、最後に味わった世代だったと思う。 

松高八十周年記念の交響讃歌「あがたの森の青

春」の感動と感激は今も心に滲みている。この曲

は我々にとっての第九交響曲「歓喜」であり、シュー

ベルトの「冬の旅」だと思う。齢八十を迎える老

人の生活では、気分が滅入ることが多い。私はそ

んな折に、この曲をかけて気分を引きたてること

にしている。 

この原稿を書く前も全曲を聴いて筆を執った。

寮歌祭で前澤正礼君に「あがたの森の青春讃歌は、

俺達の励ましと癒しの曲だな」と言ったところ、

彼も同感と賛成した。そして「今の自分の唯一の

生甲斐は、各地の寮歌祭に出席することだ」とも

語った。 

さて今回で終刊を迎える「でるです22」も、我々

にとっての青春の書であり、そのクロニクルでも

ある。これからも「でるです」を読み返し、時に

「あがたの森の青春讃歌」を聴いて、老体に活力

をよみがえらせて、余命を精一杯に生きようと思

う。 

良き師、良き友、そして美しい風光に恵まれた

松高。素晴しい同人誌と青春讃歌を持つ松高。さ

らに全国で唯一つ旧態を留める校舎と、旧制高校

記念館を持つ松高。松本は我々のアルト・ハイデ

ルベルグであり、心のハイマートでもある。松高

に学んだことの幸を誇としたい。 

「でるです22」25号（2001年）より転載 
参考：信州寮歌祭は1986（昭和61）年から2010（平成22）

年まで25回開催された全国規模の寮歌祭でした。

当時、寮歌祭は各地で開かれ大小ありますが60ヶ

所以上と記録されています。 

松高主催の「あがたの森松高寮歌祭」は2004(平

成16)年から2015(平成27)年まで12回開催ののち

「松高・信大寮歌祭」に引き継がれました。 

 

 

五十年前の或る日のこと 

西田 彰（22回文乙） 

 今から50年前の1944年（昭和19年、太平洋戦争

終戦の前の年）の12月も押し迫った頃、私は松本

発午前六時、新宿行の中央線の列車に乗っていた。

私は海軍の第一種軍装という紺色の制服を着用し、

腰に短剣を下げていた。12月25日付で海軍少尉に

任官する数日前のことであった。 

 太平洋戦争の激化に伴い、昭和18年に学徒出陣

の命が下り、私は海軍予備学生となって久里浜の

海軍通信学校に入校中で、卒業と少尉任官を前に

して故郷への二、三日間の帰省を許され、これを

終えて帰校の途次であった。帰校すべき時刻は午

後七時とされており、この列車は午後一時半に新

宿到着の予定であるから、横須賀線の久里浜まで

の時間は充分にあると考えて乗車した列車であっ

た。 

 ところが塩尻を過ぎてから、列車の速度は全く

遅くなった。甲府についたときは、もう終点新宿

到着予定時刻の午後一時半を廻っていた。東海道

線が不通で、関西からの輸送がすべて中央線経由

となっていたためである。 

 その数日前に浜松、名古屋一帯を中心に大地震

があり、大きな被害が発生し、東海道線がズタズ

タになってしまったのである。松本へ帰省すると

きの列車のダイヤに異常はなかった。大地震の大
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きな影響が遅れて出てきたものと思われる。地震

の被害状況などは、戦時中は一切報導されること

はなく、このような事態が突如国民を襲うことは

日常茶飯事でもあった。 

 列車はどんどん遅れつつあった。八王子近くに

到達するころ、冬の日は短かく、あたりは薄暗く

なりつつあった。これでは午後七時までに久里浜

につかない。一大事だ。甲府駅で同期生のＨ君が

同じ列車に乗ってくるのが見えたが、混雑してい

て連絡をとるすべもない。 

 海軍では何事でも、時刻に遅れるということは

大問題である。軍艦の出港時刻に間に合わなかっ

たら、すべての任務が遂行できなくなる。もしこ

の通信学校への帰校時刻に間に合わなかったとし

たら、その数日後の海軍少尉任官も取消しになっ

てしまうかも知れない。私の心は不安におののい

た。 

 無理矢理徴兵された軍隊で、出世を望むわけで

はない。しかしこの苛烈な戦争を戦い抜くため、

一所懸命何かお役に立とうと思ってやってきた。

それが当時の私の生き方であった。嫌いな軍隊だ

けど、恰好悪いことだけはしたくない。何事もス

マートに切り抜けたい。 

 しかし、つれなくも列車は遅く、時間の経つの

は早い。車内を巡回してきた車掌さんに事情を話

してみた。 

 「この列車が新宿につく頃は七時になってしま

うでしょう。八王子で横浜線に乗換える方法があ

ります。その線は東海道線の東神奈川駅につなが

ります。そこから横浜駅へ出て、横須賀線に乗換

えて下さい。運がよければ、久里浜へ六時四十五

分につく電車に乗れます。」 

 地獄で仏に出逢ったような車掌さんの言葉であっ

た。あわてて八王子で横浜線に乗換えた。速度の

余り速くない電車であった。駅の階段をかけ上り、

かけ降り、横浜駅にたどりつき、横須賀線に飛び

乗った。久里浜は横須賀線の終点である。時計を

みると七時までにあと一時間ほどある。この電車

は果して六時四十五分に久里浜駅につくだろうか。

久里浜駅から通信学校まで走れば十分で行ける。

間に合ったかも知れない。祈るような気持だった。 

 車掌室を尋ねて行き、この電車は何時に久里浜

に着くかと質問した。すべての希望を打ち砕く答

えが返ってきた。 

 「この電車の終点久里浜駅への到着時刻は予定

通り七時ちょうどです。」ああもう駄目だと私は

ここですべてをあきらめた。帰校指定時刻きっか

りに帰校者総員の整列点呼が行なわれる。駅から

たとえ五分で走っても、恐らく整列点呼は終了し、

隊列は完全に解かれてしまっているだろう。しか

しそれでも、列車が到着したら一所懸命走って行

くことにしよう。 

 電車が当時の軍港横須賀駅についた。腕時計は

六時四十五分を指している。この次の駅が終点久

里浜だ。あと十五分もかからないのではないか。

少しでも早くつくのなら、あとは死にものぐるい

で走ろう。 

 電車はすぐに次の駅についた。たしかに少し早

い。七時までにまだ七、八分ある。間に合うかも

知れない。ドアが開くのを待ちかねて降りようと

した。しかしそのとき、降りようとする私を押返

すように、同じ服装をした同期生たち数名が、ド

ヤドヤと乗車してきた。 

 「オイ西田、ちがうちがう。ここは久里浜じゃ

ない。久里浜はもう一つ先だ。」と口々に叫ぶ。

どうしてだろうと私は思った。燈火管制で駅は真

暗で何も見えない。電車は私とその同期生たちを

乗せてまた走り出した。 

 「俺達が帰省をしたときは、この駅はなかった。

昨日この駅が新設されたのだそうだ。名前は昭南

という駅だ。俺達はみんな東京への帰省者で、帰

校時刻に間に合う一番最後の電車に乗った。六時

四十五分久里浜着の電車だ。ところが、時間の余

裕がないという気持ちがあるので、横須賀の次は

久里浜だとばかり思い、今の昭南という新駅に降

りてしまった。電車は発車してしまい、とり残さ

れた。しまったと思ったが、間に合わない。この

電車に乗ったが、これは七時ちょうどに久里浜到

着だ。不覚の至りだ。」 

同期生たちはそう説明した。ちょうど我々の帰

省中の僅かな間に駅が一つ新設されるとは、何と

いう運命のいたずらであろう。当時日本軍が占領

したシンガポールに昭南という名前がつけられて

いたが、この駅の名もそれにちなんだものであろ

う。五十年を経た現在、この駅は衣笠という名の

駅になっている。 

 久里浜駅から学校まで、みんなで走った。駅を

間違えたソコツ者だけではなかったろう。十数名

が走った。そして校舎に走りついたとき、すでに

整列点呼は終了していた。 

 その遅刻者十数名が教官室の前に整列して特別

点呼を受けた。一人一人に教官が遅刻の理由を質

問した。殆んどの者が駅を間違えたソコツ者であ

ることを陳述した。 
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 教官が私の前にきたとき、私はもうどうでもい

い気持になっていた。 

 「家を出るのが遅かったのであります。」と答

えようかと思っていたが、「右に同じであります」

と答えてしまったような気がする。とにかく教官

は、私をこの一団のソコツ者と同じであると受け

とって点呼は終った。余りのソコツさに教官はあ

きれたような顔をして整列は解かれた。 

 しかし遅刻者はこれだけではなかった。列車の

遅れは広範囲で、夜半までかかってポツリポツリ

と遅刻者の点呼が行なわれていた。甲府で中央線

に乗り込むのを見かけたＨ君は、十二時頃になっ

て帰校した。それから12月25日までの数日間、遅

刻組は、もしかして少尉任官が取消されるのでは

ないかという不安を胸に抱いて過ごした。しかし

そのことに何等のおとがめもないまま、12月25日

がきた。 

 私は海軍少尉に任ぜられ、海軍軍令部付を命ぜ

られて、東京に赴任した。同期生たちはそれぞれ

の任地に散った。玉砕寸前だった硫黄島に赴任し

た者もいるし、戦艦大和その他の艦船に配置され、

帰らぬ人となった者も多い。 

「でるです22」18号（1994年）より転載 

 

 

戦後の清算 

高橋 保夫（22回理甲1） 

 戦後53年が経って、日本は極めて困難な時代を

迎えていると言われている。戦中戦後を生き抜い

てきて、人生の終末を迎えようとしている我々に

とっては大変気になるところである。この危機の

乗り切りには、我々日本人の努力が必要なことは

勿論であるが、グローバル化か進んでいる今日、

世界各国、特にアジア諸国の理解と協力がなけれ

ばならない。 

 こうした中で、特に気になるのが、戦争中の日

本の醜い行為について、強いて認めようとしない

動きのあることである。今までも何回かいわゆる

閣僚の妄言があり、その都度、とかげの尻尾切り

で凌いできた。しかし、これらは主として我々と

同世代の確信犯的老人で、遠からず消え去る人々

で、あまり気にするものではないと考えていた。

ところが、この頃若い政治家や学者の間で、強制

連行や慰安婦問題でこれらの事実に目を覆うとす

る動きのあることは見過ごすことができないと思

う。 

 小生、戦争中兵隊で朝鮮半島に居たことは、既

に「でるです」十七号に述べたとうりである。小

生の記憶に誤りが無ければ、昭和一九年戦況の悪

化に対応し、従来志願兵制度であった、朝鮮の人々

に対して徴兵制がしかれた。志願制度のときは半

島のエリートに対して所謂皇民化教育を徹底し、

それを背景に志願させていたので、当時、極めて

優秀な半島の人材を兵隊として集めていた。事実、

小生が学徒動員で朝鮮に初年兵として連れてこら

れた時の中隊にも四～五人の半島出身者がおり、

エリート階級の出身で、極めて軍人精神が旺盛（小

生を遥に凌ぐ）であった。また、同じ部隊に陸士

出の半島出身の見習士官がいたが、これまた、恐

ろしいほどに気合が入っていた。 

 今から考えれば、戦況の悪化はこうした人々を

先頭に立てて半島の民衆を自発的に引っ張って行

く余裕を既に無くした結果の徴兵制であったと思

う。我々下級兵にも「徴兵で一般大衆を集め人足

として使うのだ」との噂が入ってきた。やがて、

徴兵された半島出身者が我々の部隊にも入ってき

たが、早速脱走兵騒ぎが起こった。脱走など、当

時の軍隊の常識では余り考えられないことだった

が、その常識を破るものであったらしい。実情を

詳しく知ることはできなかったが、強制連行に近

いような徴兵だったらしく、家族恋しさの単純な

動機の脱走だったようである。 

 脱走を防ぐためには徴兵した兵隊はなるべく半

島の外に送るとの方針がとられたらしく、小生の

部隊では、中支に送る隊が作られ、小生は主計下

士官として随行した。徴兵された人達の人数を正

確には記憶していないが、百名位で、たたき上げ

の准尉が隊長で何人かの下士官が分担して掌握し

ていた。監視が容易で脱走を防ぐため、有蓋貨車

が用いられ、内地から来た連隊単位の大部隊（こ

ちらは客車）の末尾に連結された。食料はその連

隊から支給され、主計下士官の小生が受領の任に

当たった。動物輸送の様な状態での京城から満洲

を経由、開封までの旅だった。その間の徴兵され

た半島の人達の諦めに似た顔を忘れることはでき

ない。 

 それから、一年も経たずに敗戦になったのだが

あの時の半島出身者はどうなったのであろうか、

知る由もない。若し、無事に半島に帰国していた

とすれば、すでに七十才に達している筈であるが、

あの徴兵の時の嫌な体験を五十年余にわたって持

ち続け日本に対する悪感情は決して和らぐことは

無いのでは、と思う。何らかの原因で帰国できな

かった人がいたとすれば、残された家族は日本に
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対する恨みを決して忘れることは無いであろう。 

 8月15日の終戦記念日に関連して、沖縄の平和の

碑に沖縄で戦死した半島の人の名前を刻むため、

遺族を尋ね歩いている韓国の大学の先生の話を8月

14日にＮＨＫスペシャルで放映していたが、戦後

は決して終わっていない感を強くした。「親父は

強制連行されて沖縄で死んだ。日本は嫌いだ。」

と言い切る人、「何故、沖縄県がやるのか、日本

政府が当然やるべきではないか」等々厳しい発言

が続いていた。韓国の人の為に空白にしてある碑

を埋める旅は長く続くことであろう。 

 日本は戦後処理を適切に行っていないと言われ

ながら五十年を過ぎてしまった。戦争中に日本が

戦場とした地域で苦難を受けた人々の数は膨大な

ものであろう。現在、何らかの発言をしている人

はそのごく一部であり、多くは物言わぬ大衆であ

るが、心底には深い傷を持つ人が多いであろう。 

 この五十余年の間、戦争を語り継ぐ努力が重ね

られてきたが、主として我々日本人が受けた苦難

についてであり、加害が取り上げられるようになっ

たのは最近のことである。小生の朝鮮半島に於け

る僅かな体験も加害の事実であり、アジア全体で

はどれほどであったか、想像できない。加害の事

実を認め、その上に立って相互の理解を進めるこ

とが重要であり、それ無くして、冒頭に述べた現

在の危機を乗り越えることはできないように思う。

自虐史観などと言って事実に目を覆うようなこと

をしていれば、日本の未来は暗いものである。も

の言わぬ戦中派の発言を期待したいが、かく言う

小生にそのずくが無いのを恥じ入る次第。 

「でるです22」22号（1998年）より転載 

 

付記 
今回掲載の手記は、松高22回同窓生誌「でるです22」

からのものです。「でるです22」は22回理乙のクラス

誌として、1969年（昭44）から発行されました。「一

堂に会するのは困難なので」「全員参加の紙上クラス

会」という位置付けとのことです。当初不定期でした

が21回理乙と22回生（文科2，理3の計5クラス）の同

人誌に発展し毎年発行され、2001年の25号まで32年間

続けられました。 

毎号50～60編の投稿があり、卒業後70年の最終号

（25号）は75人もの人が寄稿しています。クラス（22

理乙）総代の飯島宗一氏（元名大学長）が、すべての

号の序をお書きになっています。 

松高22回生は1940年（昭和15）入学、戦争の激化の

もとで3年次半年短縮卒業、大学進学2年目の秋（1944）

学徒動員令で戦地へ赴いた人たちです。松高生の戦没

者は117名（判明分、戦病死含む）を数えます。22回

生は9名で、8名は文科、理科は特攻死の福元猛寛氏（理

乙）です。ご存命の方は95歳前後になられます。 

――信州大学理学部同窓会からのお願い―― 

 

カンパのお願い 

「理学部広報情報室から」にもありますように、

理学部ではさまざまな取り組みが進められ、その

成果も見える形で現われています。 

法人化に伴い年々財政が厳しくなっています。

先生方の様々な努力で凌いでいますが、それには

限界があります。 

 同窓会では、これまでも可能な援助をしてまい

りました。「自然誌科学館･科学の祭典」「キャリ

アデザイン講座」「ホームページ改良」「インター

ナショナル茶屋」などです。 

さらに、学部と学生が必要とする支援を少しで

も広げていきたいと考えます。ついては、皆さま

にカンパをお願いします。 

郵便局備え付けの青色の振込用紙(払込取扱票)

に必要事項、卒業年または学籍番号、学科名等を

記入の上、貯金窓口またはＡＴＭからお振込みく

ださい。(恐れ入りますが振込手数料をご負担ください。) 

振込先  ゆうちょ銀行 

口座記号：００５００－２ 

口座番号：７８８８５ 

加入者名 信州大学理学部同窓会 
通信欄に卒業年または学籍番号および学科名等を

お書きください。 

 

・・・・・ 

本をお送りください 

古本市を毎年開いておりますが、大変好評です。

来年夏も開く予定です。学生さんが新しい本を待っ

ています。皆さんの本棚の中に「もう読まないなぁ」

と思われる本がありましたらお送りいただければ

幸いです。自然誌科学館にはお子さんもたくさん

参加されます。児童用の本もお願いします。 

送り先：〒390-8621  松本市旭3-1-1 

 信州大学理学部内 

信州大学理学部同窓会宛 

恐れ入りますが送料はご負担ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

在校生の父母へも会報を送ることとなり、例年と異なり

8月お盆前に編集作業をしています。迷走台風5号が消え

たのに雨っぽい日が続きます。めずらしく夏の暑さと合

わさって過ごしにくい松本です。先生方、学生のみなさ

んの投稿も多く、充実した内容でお届けできると自負し

ています。お楽しみ頂ければ幸い。（I） 


