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会  長  挨  拶 

森  淳   

 同窓生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 

 今年の夏は、地震、豪雨、台風、猛暑が追い打ちを

かけるようにやってきました。お住まいの地域とご家

族に、被害は有りませんでしたか。 

 この災害で亡くなられた方のご家族に、心よりお悔

やみ申し上げます。被害に会われた方々の一日も早い

生活再建を祈らずにはいられません。 

 

 西日本豪雨と名付けられた、7 月初旬の豪雨は、多

くの被害をもたらしました。九州から岐阜県までの広

範囲に連日同じ地域に雨雲が流入し、かってない水量

を降らせました。急峻な地形と崩れやすい土質もあり

被害を大きくしました。多くのボランティアが入って

いるとはいえ、水害の後片付けはほんとうに大変です。 

 いろいろな補償がかつてより良くなったとはいえ、

十分とはいえません。国の責任で、誰もが安心して次

への歩みができるようにしてほしいと願います。 

 自然災害で止むを得ないことといえるかもしれませ

ん。しかし、すべてが予想外のことだったのかを問う

時、必ずしもそうばかりでなく、人災と言えるものも

あるように思います。最も大量の雨量を記録した高知

県では、山崩れも起き、堤防を超えそうな水位にもな

りましたが、人的被害は最小限に抑え込んだといいま

す。台風が良く襲うところで、南海地震が伝えられる

中、そうとうの努力を重ねて防災に努めてきたのだと

推察します。 

 今回、到るところでハザードマップどおりの被害と

伝えられています。なにが起きるのかは判っていたの

です。少なくとも生命を失うことは減らせたのではな

いかと思うのです。強い堤防もですが、どの集落にも、

日頃から親しめる、安全な高台避難所を作っておくだ

けで違ったのではないかと思います。 

 かねてから、河川の整備、合流地の変更が計画され

ていても実施には至らないまま放置されている所も多

くあります。今のスピードでは 100年以上かかるとも

言われています。「国土強靭化」をいうならば、まず

「安心・安全な生活基盤確保」へ施策順位の変更を求

めざるを得ません。 

 振り返れば、四年前の広島市の土石流災害、三年前

の鬼怒川堤防決壊、二年前の熊本地震、岩泉町（岩手）

北海道台風水害、昨年の九州北部豪雨（六年前にもあ

りました。）と、毎年のように起きています。どこで

起きても不思議ではないのですし、想定外ではないの

です。それぞれの地域の経験・言い伝えを学び、その

地域・住民に合った対策を一気に講じることを求めた

いと思います。 

 

 「核兵器禁止条約」が国連で 122カ国の賛成で採択

（2017.7.7）されて一年になります。発効には 50 カ

国の批准が必要ですが、すでに 60カ国が署名し 13カ

国が批准（2018.8.3現在）しています。保有大国が「核

保有国が入らないのでは実効性がない」といい、弱小

国に政治的・経済的圧力をかけている中で、機を伺っ

ている国もあるという状況が続いてはいます。圧力を

かけていること自体「実効性」があるのを知っている

ことでもあります。 

 兵器についての条約は発効までに時間がかかるので

すが、今回は「究極の兵器」ですから、なおのことつ

ばぜり合いは激しくなるのでしょう。しかし、非核地

帯は南極（1961）宇宙（1967）海底（1972）について

の条約があり、地域ごとの非核地帯条約に、ラテンア

メリカ・カリブ海（1968）南太平洋（1986）東南アジ

ア（1997）モンゴル（1998）中央アジア（2009）アフ

リカ（2009）の 6地域 116カ国が参加しています。一

定の時間はかかるでしょうが、発効することは間違い

ないでしょう。 

 この条約の重要な点は、すべての核兵器を非人道的

で「全廃・廃絶」としているところです。発効の見通

しと性格をうけて、世界の 30 以上の銀行が核兵器製

造企業への投資から撤退を決めました。5 月にはドイ

ツ銀行が「投資しない」ことを決めたと報じられまし

た。近い将来、非人道的な犯罪とみなされ、持ってい

ても「使えない兵器」となり、予算を投じる正当性が

失われることを感じ取ってのことでしょう。 

 ところが、「小さな核兵器」は局所的に軍事基地だ

けを攻撃するのだから「非人道的」ではないなどと「核」

に固執する者たちと、そこで儲けをあげようとする者

がいます。そうした言い逃れを許さない力は人々の声

です。それが、国際社会で核兵器は「絶対悪」を常識

とし、条約を実りあるものに育てるのだと思います。 
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 日本政府は「米国の核抑止力の正当性を損なう」（1

月 30 日河野外相）ので「賛成」しないといい、今年

の広島・長崎での原爆記念式典の直後に「署名しない」

（安倍首相）と明言しました。「保有国と非保有国の

橋渡しをする」と言っていますが、保有国の側に身を

置きどう橋渡しをするのかは語ってはいません。 

 米朝会談が開かれ「期待と希望」が語られました。

話し合う場が出来たことは、大きな変化です。初めの

一歩ですが一息付くことができます。しかし、今後の

予想はあまり楽観的ではありません。それは具体的な

進め方が見えてこない、立てられないことにあるよう

に見えます。粘り強く切り開いてほしいと強くおもい

ます。 

 もし、韓国と北朝鮮が、発効した「核兵器禁止条約」

に同時加入したら、国際的査察も受けるのですから「非

可逆的」核兵器の放棄になります。韓国にしても中国

の脅威から守れます。これは一つの仮説です。「核兵

器禁止条約」はそうした可能性をも与えています。 

 

 「やったもん勝ち」と思えることが、よく見受けら

れるようになった気がします。 

 「嘘」を言って利を得ることを「詐欺」というのだ

と思いますが、「『嘘を言ったのは悪かった』から給

与の一部は返納する、しかし貰ったものは正当な手続

きをしたので問題無い」というのです。 

数百万円返す事で 100億円以上を得る、錬金術師も

顔負けです。返したものは経営者である個人の懐から

自分の会社の会計に戻しただけです。それでも償った

ぞと言わんばかりです。「オレオレ」電話は悪かった、

でも振り込まれたものは自分のものとして有効と言い

はるのと、なにが違うのでしょう。 

 いい加減なデータを「重要資料」にして審議会を開

き、答申を得て法を強行成立させても、データは撤回

する、でも答申は有効なので法に問題は無いとやり過

ごす。事実の隠蔽も、公文書を改ざんも「それは悪かっ

た」とは言うものの論点ずらし、言い逃れ、責任を取

らないことが続いています。 

「丁寧に説明していく」といえば「説明したことに

なる」と思う、「説明を」と問われると「説明すると

かねがね申しているところ」と答えて平気です。また、

基幹産業の製品管理のごまかしもいくつも起きていま

す。 

 国に責任を持つべき人々や企業の責任者から、社会

規範としての遵法（順法）精神が崩れ欠落しつつある

のではないかと思います。それは立憲主義（法治国家）

が危機にあること、同時に民主主義が無視されていく

ことに繋がります。「大本営」がかつてやったことを

繰り返させてはなりません。 

 この二つ（立憲主義と民主主義）は日々の国民の努

力で成立しているものです。諦めれば簡単に壊れてし

まう。思っているより脆いもので、私たちは生活の中

でいつも修復し補強しているのだと思います。安心・

安全・公平・平等・平和・博愛・友情・連帯などを意

識し、より高みへの気持ちと行動が二つを支えている

のだと思います。「八時間働けば文化的な生活ができ

る」という当たり前のことを実現することと、不正・

でたらめは許さない社会を、共に目指して行きたいと

思います。 

 

 今回、先生方・学生さんにたくさんの文章をお寄せ

いただきました。おかげでとても豊かな内容の会報に

なったと思います。どれも、多様な大学の日々がよく

わかり、同窓生にとっても青春時代に戻ったり、自分

のころと比べたりと有意義な 1ページ 1ページになっ

ています。 

 同窓生の皆さんの投稿もお待ちしています。是非秋

の夜長、ペンをとられてはいかがでしょう。 

 

 

「信州大学創立 70周年・旧制松本高等学校 100周年記念」式典・祝賀会について 

 

  来年（2019年）6月 1日（開学記念日）に信大 70年・松高 100年を祝う会を持ちます。 

  午後に、式典を松本市民芸術館で、夕方には祝賀会をホテルブエナビスタで開く予定です。 

「信大前史――松高から文理学部へ」のお話 

信大の「今日の研究の到達点」の報告 

記念コンサート・学校歌のお披露目   など 

同窓生が一同に会して「記念すべき一日」となるものを用意 

します。それに先立ち、午前には市民公開講座も開かれます。 

 

 

同窓会では、同日同窓会総会を予定しています。（詳しくは、会報 33号（春号）にてお伝えします。） 

来年 6月 1日（土）には松本に集まり、旧交を温め次へのエネルギーを貰い合いましょう。 

是非、日程表にご記入頂きご予定頂きますようお願いいたします。
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―――――――――― 授 業 の 様 子 （新入生ゼミナールの一コマ）――――――――――― 

理 学 科 化 学 コ ー ス 学 外 研 修 

化学コース コース長 太田 哲 

 

 化学コースの新入生ゼミナールでは、化学と社会

の接点を知ることによって大学で化学を学ぶ意義を

再確認するとともに、将来のキャリア選択の参考に

してもらうことを目的として、企業見学を実施して

います。これまでに、県内の化学系や製薬系の企業

の見学を行ってきました。今年は、松本市の下水処

理施設の一つである宮渕浄化センターを見学しまし

た。一見、化学とは関係がない施設のように思われ

ますが、水処理には随所に化学が関わっています。

また、同様の施設の見学は小学校の社会科見学で既

に経験があると思いますが、大学生になったこの時

点では、これまでとは違った視点での学びができる

と期待しました。当日は 1時間という短時間ではあ

りましたが、微生物の力を借りた浄化法（活性汚泥

法）について説明を受けた後、実際の施設を見せて

もらいました。さらに、薬剤による汚濁物質の沈殿

や活性炭による脱臭など、化学が利用された浄化法

についても説明していただきました（余談ですが、

センターの所長さんの話によれば、大学生が見学に

来たのは今回が初めてのことでした）。見学後のレ

ポートの中で書いてもらった感想から、研修のねら

いは概ね達成できたと考えております。以下、学生

の感想をいくつか紹介します（一部改変）。 

 

・下水処理センターへは小学生の時にも行ったこと

があったけど、水の処理のシステムであったり、

使っている薬品の名前がわかったりして、より知

識がある状態で行くと、ただ情報を鵜呑みにする

だけでなく、しっかり自分の中で噛み砕いて理解

することができた。 

・自分たちが授業で習っているようなことが浄水場

で活用されていることが分かって良かったです。

授業をただ受けるのではなく、学んだことを社会

に活かすにはどうしたら良いか考えながら授業を

受けようと思いました。 

・下水処理というと生物的な分野についての利用が

多いだろうと予想していたため、なぜ化学コース

で見学を行うのかという点に疑問を持ったが、環

境基準に適合しているかの調査など試料分析や汚

れを凝集させる際の薬品の量など化学分野に関す

ることが意外に多く、生活の中の隠れた部分に化

学があるという再確認にもなったように思う。 

・下水処理の様々な部分に化学が関連していて、実

生活と密着した化学としての観点から下水処理を

理解することができたので新たな知見を獲得する

ことができた。また、化学を活かした将来設計の

一つとして上下水道局員というのも選択肢の一つ

であると感じた。 

・下水の臭いは強烈で、正直将来化学が関係してい

るといってもこういうところに就職したくはない

と思った。しかし炭素の粒子の形を利用して臭い

の成分を吸着するなど化学が関係していることが

分かった。化学が化学製品や薬や食品などで役立

てられていることしか知らなかったので、この見

学を通して化学は世の中の広い範囲で役立てられ

私たちの生活に欠かせないものであることが理解

できた、とてもいい機会になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 活性炭を利用した脱臭塔の見学 

物理学会記念講演会のお知らせ 
 

9月 14日(金)～17日(月)に、日本物理学会 2018年

秋季大会（素粒子論、素粒子実験、宇宙線・宇宙物理

の３領域）が信州大学全学教育機構（旧教養部）内で

開催されます。 

これに併せて 9月 16日(日)には学生・市民を対象と

する市民科学講演会が、キッセイ文化ホール・中ホー

ルで開催されます。講演者は梶田隆章氏（東京大学宇

宙線研所長）と中村光廣氏（名古屋大学教授）で、参

加料は無料です。同窓会の皆様も奮ってご参加下さい

ますよう、ご案内申し上げます。 

秋季大会と市民科学講演会は、理学部物理他の信大

教員が実行委員会として準備を進めております。詳し

くは以下のホームページをご覧下さい。 

日本物理学会 2018年秋季大会： 
https://www.jps.or.jp/activities/meetings/2018autumn/s

u_index.php 

2018年 8月 6日  

日本物理学会 2018年秋季大会実行委員会 宗像一起 

 

 本学では、新入生が 4年間の大学生活を有意義に送れるよう必修科目「新入生ゼミナール」を開講し

ています。この授業は各学部の学科・コースがそれぞれ独自の内容で行っており、当コースの取り組み

については、これまでにも何度か同窓会報で紹介してきました（詳細は 2017年 9 月発行の会報 30号を

ご覧ください）。今回は 5月 30日に行いました学外研修について、学生の感想も交えて報告します。 
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――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――――――― 

 

この同窓会報がお手元に届く頃には、公開されてか

ら既に半年近く経っているはずですが、新年度に信州

大学のホームページ(http://www.shinshu-u.ac.jp/)がリ

ニューアルされました。理学部のホームページは既に

スマートフォンやタブレットに対応したものになって

いたのですが、信州大学本体のホームページも、やっ

と現代的なデザインと機能を備えたものになりました。

新しいホームページでは、デザインだけでなく内容も

刷新されています。例えば、教育と研究のページが新

設され、各学部の教育と研究に関するハイライトが掲

載されています。信州大学の動きが分り易くなってい

ますので、是非ご覧下さい。 

 

理学部のホームページでは、「理学部クエスト」の英

語版が公開になりました。理学部の英語サイトから見

ることができます。まだ試験的に 5名の先生の分しか

掲載されていませんが、今年度中に全員の分を掲載す

ることを目指しています。 

 

〇平成 30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) 

昨年度から始まった、JST(科学技術振興機構)から委

託されている事業です。野外学習会、サイエンスカフェ、

公開講座の 3種類のイベントを行なっています。今年

度前半に開催されたイベントは以下の通りです。 

第 1回野外学習会:4月 15日(日)に「春のギフチョ

ウ類の探索会」と題し、新潟県糸魚川市で開催さ

れました。11名の方に参加いただきました。 

 

第 2回野外学習会:4月 22日（日）に「神城断層地

震から知る地震災害」と題し、長野県大町市及び

白馬村で開催されました。高校生、大学生等 35名

の方に参加いただきました。 

 

第 3回野外学習会:5月 27日（日）に「浅間山から

知る噴火災害」と

題し、長野県佐久

市及び群馬県嬬

恋村等で開催さ

れました。高校生、

大学生等 26 名の

方に参加いただきました。 

 

第 4回野外学習会:平成 30年 6月 17日（日）に「世

界最大の火山体崩壊 ～韮崎岩屑なだれを知る～」

と題し、山梨県韮崎市及び長野県茅野市で開催さ

れました。大学生6名の方に参加いただきました。 

 

・第 5回野外学習会:7月 8日(日)に安曇野市自然体

験交流センター「せせらぎ」にて、「水辺の生き物

観察・学習会」として開催されました。43名の方

に参加いただきました。 

講演会では、「信州における水生生物の起源と多

様性」と題して、東城幸治理学部教授からお話し

いただき、信州の水生生物の進化プロセスについ

て理解を深めることができました。吉田利男信州

大学名誉教授から、ゲンジボタルやヘイケボタル

について説

明をしてい

ただき、施

設の外の散

策路ではた

くさんのヘ

イケボタル

を観察する

ことができ

ました。 

 

第 6 回野外学習会(ジオツアー):7 月 28 日(土)に

「長野市活断層ウォーク」と題し、長野市 信大

教育学部・善光寺周辺で開催されました。8 名の

方に参加いただきました。(教育学部廣内大助教授

から話題提供) 

 

第１回サイエンスカフェ:4月21日(土)に中町の蔵

シック館において「神城断層地震から知る地震災

害」をテーマに開催されました。44名の方に参加

いただきました。（理学部研究支援推進員の津金達

郎さんと長野技研の太田勝一さんから話題提供） 

 

・第 2 回サイエンスカフェ(信大理カフェ):5 月 26

日(土)に、長野市 JR 長野駅ビル MIDORI 長野 3 階

「りんごのひろば」にて「信州の火山と噴火災害」

をテーマに開催

されました。36

名の方に参加い

ただきました。（教

育学部の竹下欣

宏准教授から話

題提供） 
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第 3回サイエンスカフェ:6月 16日(土)に「五感で

知る環境問題」をテーマに中町の蔵シック館にお

いて開催され

ました。16名

の方に参加い

ただきました。

(全学教育機

構金沢謙太郎

准教授から話

題提供) 

 

第 4 回サイエンスカフェ(信大理カフェ):7 月 21

日(土)に長野市 JR長野駅ビル MIDORI長野 3階「り

んごのひろば」にて「どう備える！活断層地震 地

震を災害にしない知恵を考えよう」をテーマに開

催されました。16名の方に参加いただきました。(教

育学部廣内大助教授と NHK 放送文化研究所の山口

勝さんから話題提供) 

 

第 5回サイエンスカフェは、9月 30日に安曇野市

明科公民館にて「もうすぐ起こる？安曇野での被

害地震」と題して開催される予定です。 

 

これらは、今年度後半も引き続き開催される予定で

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: rshizen@shinshu-u.ac.jp 

 

〇オープンキャンパス 

海の日の3連休の初日、7月14日(土)にオープンキャ

ンパスが開催されました。昨年度から、「信州大学オー

プンキャンパス in 松本」と題し、信州大学の全ての

学部を知ることができるイベントとして開催されてい

ます。全学教育機構を中心とした「全学部プログラム」

では、キャンパスツアーや各学部の紹介、相談コーナー

などで、

信州大学

を紹介し

ました。

こまくさ

寮の見学

もありま

す。 

 

理学部や人文学部、経法学部などの在松学部では、

それとは別に独自のオープンキャンパスを行なってい

ます。今年度は理学部には、生徒 352 名、保護者 283

名、計 635名の参加者がありました。在学生によるミ

ニ講演を含めた理学部紹介や、各学科・コースの企画

により、高校生やその保護者のみなさんに理学部を紹

介しました。 

〇インターナショナル茶屋と International Cha-Ya 

このコーナーでも何度か紹介させていただいたこと

がありますが、理学部国際交流室が中心となって行なっ

ている「インターナショナル茶屋」という企画があり

ます。同窓会からの援助もいただいています。海外を

経験した学生や海外からの訪問研究者に英語で話して

もらい、海外に目を向ける学生を育てようという企画

です。少しでも英語に慣れる機会を作る、という目的

もあります。今年度の第 1回が、5月 28日(月)に行な

われ、4 名の学生が海外渡航の経験を英語で発表しま

した。 

また、その場で博士課程の学生から、International 

Cha-Yaの企画が提案されました。昼休みに集まり英語

で話す練習をしよう、という企画です。このような企

画が学生から提案されるようになったということは、

理学部の学生の中にも少しずつ海外に目を向ける人が

増えてきたということだと思います。 

  

〇信州大学自然科学館 

このコーナーでも何度か紹介している自然科学館で

すが、今年度の自然科学館の開館カレンダーが自然科

学館のホームページからご覧いただけます。基本的に

は、水曜日と土曜日の 10:00〜16:00 に開館していま

すが、例外もありますので、来館される場合は、開館

カレンダーでご確認下さい。 

自然科学館以外でも、6月 5日から 6月 29日の日程

で、信州大学中央図書館にて企画展示「恐竜がいた時

代の化石たち」を開催しました。6月 21日には、ギャ

ラリートークも開催しました。 

 

〇学生の表彰 

・理学部理学科物質循環学

コース 3 年の暁麻衣子さん

（牧田研究室）が平成 30年

3 月 26 日から 29 日にかけ

て高知大学で開催されまし

た第 129 回日本森林学会全
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国大会にて、ポスター優秀賞を受賞しました。暁

さんは昨年度、同コースの小畠実和さん（牧田研

究室）と共に、理学部が推進する「公募型アドバ

ンス演習・実験・実習」に採択されており、研究

活動に励んできました。 

 

・大学院総合理工学系研究科 2 年の三原龍太郎さん

（市野研究室）が 2018年 3月 14日(水)～18日(日)

に北海道の札幌コンベンションセンターで開催さ

れた第 65 回日本生態学会大会において優秀ポス

ター賞を受賞しました。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 信州自然誌科学館 2018 「自然のきらめき」開催のご報告  

 

実行委員長 東城 幸治（生物学コース） 

 8月 4日（土）、5日（日）の二日間、「自然のき

らめき」と題して信州自然誌科学館 2018を開催しま

した。両日共に 37℃に迫る猛暑日のなか、スタッフ一

同、野外での観察や実験では熱中症予防を気にかけな

がらの運営となりましたが、とくに問題が発生するこ

ともなく、延べ人数約 1279名の来場者に楽しんでい

ただけたかと思います。 

 今回は、新たな試みとして附属図書館との連携を図

り、特別講演会を図書館セミナー室で開催するととも

に、「夏休み自由研究相談室」も図書館 1階ギャラリー

で開催しました。理学部内では賑やかに観察や実験が

行われ、一方、静穏な雰囲気の図書館で講演を聴き、

自由研究の相談ができました。一般の方が図書館を利

用するのは敷居が高いのかもしれませんが、今回のイ

ベントを機に、大学図書館に対する心の距離が縮まっ

た方も多かったのではないでしょうか？ 

 特別講演会では、元・信州大学副学長・理学部地質

科学科教授の小坂

共榮名誉教授にお

話しいただきました。

本年、長野県内で初

めての氷河が認定

されたことを受け、

調査団長として「カ

クネ里氷河認定へ

の道」という題目でご講演をいただきました。迫力あ

る動画や写真を含め、嶮しく壮大な自然を相手にした

ロマン感溢れるお話は、小さなお子さんからご年配の

方々までが釘付けとなりました。猛暑の最中に聴く「氷

と雪の世界」の話は、体が芯から冷やされるようでも

あり、新鮮な感覚でした。 

新しいブース出展もありました。私の研究室でも、

2017年から安曇野市内で異常な大規模発生が観察され

るようになったナナフシモドキの問題を取り上げ、多

量のナナフシモドキ成虫を大きな蚊帳の中に放つブー

スを新規出展しました。実際に手にとっていただくこ

とで、異常発生という自然現象を身近な問題と感じて

いただけたのではないでしょうか？

 
小さなお子さんにもナナフシという昆虫をクワガタや

カブトムシと同じように知っていただけたことと思い

ます。 

塩尻市立丘中学校科学部や長野県和算研究会といっ

た学外からもブース出展をいただき、盛り上げていた

だきました。メディアを通して様々な実験動画に触れ

やすくなった時代ではありますが、実際に自身の眼で

観て、触れることの意義は大きいと思います。そして

何よりも、ブース出展者である学生や教員が楽しそう

に解説する姿は、来場者にとっても「科学の楽しさ」

を実感するよい

機会となったこ

とと思いますし、

私たち出展者に

とっても純粋に

楽しんでくれるお

子さんたちの表

情を見ることで、

科学を愉しむ原

点を思い出す機

会になったことと思います。 

 

 最後になりましたが、本イベントの開催に際し、理

学部同窓会からは多大なご支援を頂きました。この場

を借りて御礼申し上げますとともに、次年度以降のご

支援とご協力をお願い申し上げます。 
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――――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――――

 

女鳥羽川の生き物観察ブース  

 自然のきらめき学生実行委員長 

 富澤亮太（15S 生物コース） 

私は学生実行委員会として出展したブースの一つを

担当しました。本企画では実際に女鳥羽川へと出かけ

て、活きた生物を観察するツアーと、ブース内に展示

した水槽などでの生体観察の二本立ての企画を行いま

した。ツアーでは、多くの子供達が実際に川に入り、

水生生物観察を楽しんでくれました。中々観られない

生物を取ってくる子供もおり、彼らの勘の良さには驚

かされました。またツアー準備の段階では、学務の上

條様や所属する研究室の先生・先輩方に多くの助言を

いただきました。猛暑の中での開催となりましたが、

幸い熱中症や水での事故なども起こることなく、二日

間を終えられたことは、ひとえに助言を下さった方々

のお陰です。 

 

ブース内での生体観察では、多くの子供たちが実際

に生き物に手で触れたり、臭いをかぐなど思い思いの

方法で観察を行っていて、子供達に説明する側として

も新たな発見があり、とても充実した内容でした。 

ツアーの課題としては中々狙った生き物が採れない

子もおり、子供でも取りやすい方法を考えるべきだな

と実感させられました。またブース内での観察では、

込み合ってくると観察スペースが足りなくなってしまっ

たので、水槽の数やスペースを増やすべきだったと感

じました。 

最後に本企画を手伝って下さった上條様、研究室の

先生・先輩・同期に重ねて深く感謝を申し上げます。 

 

 

多面体の模型づくり 

渋谷圭（18SS 修士数学分野） 

私達数学科は画用紙で立体的な多面体を作るブース

を行いました。普段見慣れたサイコロ（正六面体）や

サッカーボールから非常にトゲトゲした複雑な図形な

ど様々な多面体を作ることができます。今年は例年以

上に多くの小学生に来ていただきました。嬉しい反面、

教室の大きさや道具の数が足りず十分作業ができな

かった子がいたのが悔やまれます。多面体に初めて触

れる子から常連さん（毎年来ている子もいました！）

まで楽しく、根気強く取り組んでくれたのが印象的で

した。この体験をきっかけに図形や数学に興味を持っ

ていただけたらとても嬉しいです。来年は多面体を作

るだけでなく、関連した数学的な話題（頂点、辺、面

の数の関係：オイラーの多面体定理など）も紹介でき

るような工夫を取り入れたいと思っています。 

 

 

古本市で古本を手に入れた学生の感想 

岡田 拓也（17SS修士化学分野） 

今年も「同窓会の広

場」にて往年の理学部

を偲びつつ、先輩方の

古書に触れ、希少な本

を譲っていただきまし

た。貴重な蔵書を寄贈

してくださった先輩方

に感謝申し上げます。

大変にありがとうござ

いました。 

私自身は同窓会の広

場へ、ここ数年毎年の

ように通い、化学科の

石川先生や店長（？）を務めておられる理学部同窓会

の森会長に勧められるまま、並べられた本を手に取り、

あるいは興味のおもむくままに本をながめ、「これは」

と思う本を譲っていただいております。 

手に取った本の書き込みを読み、「この方はこの部

分に注目していたのだな」だとか、「このように考え

るのだな」と先輩方の息遣いを感じ、読書を楽しんで

おります。今年の本も同じように楽しめたらと思いま

す。 

また、来年以降も「同窓会の広場」で先輩方の本と

巡り会えたら幸いです。 

運営を行う先輩方、本を寄贈してくださっている先

輩方、退官された先生方があってこそ成り立っている

と思います。関わっておられるすべての方々に重ねて

お礼申し上げます。 
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――――― 退 官 さ れ た 先 生 か ら ――――― 

 

信州大学理学部での幸せな大学生活 

宗像 一起（物理コース） 

2018年 3月末に定年退職を迎えた小生に、同窓会報

に寄稿させて頂く機会をお与え下さり、誠に有難うご

ざいます。これまでにも幾度か寄稿させて頂きました

が、小生の研究内容の紹介が殆どでしたので、ここで

は勝手ながら、主観的にもっとも印象深かった信州大

学に赴任間もないころの思い出を書かせて頂きたいと

思います。 

小生が当時の理学部物理学科に赴任したのは、1989

年（平成元年）9月 1日でした。小生が退職した 2018

年度（平成 30年度）が「平成」最後の年度になりそ

うなので、小生の理学部での在任期間は、ほぼ「平成」

と重なっていることになります。着任時の「人事異動

通知書」には、「文部教官教育職（一）2級（信州大

学助手理学部）に採用する 12号俸を給する」とあり

ます。理学部長室へ呼ばれて、当時の理学部長だった

宮地良彦先生から、この通知書を直々に拝受したのを

憶えています。小生が着任したのは宇宙線研究室（当

時は「電子研」と称されていた）でしたが、「物理教

室に久しぶりに新人が来た」と言うことで、安江新一

先生、寺澤 修先生、吉江 寛先生、寺尾 洌先生が

歓迎会を開いて下さいました。後で知ったのですが、

これらの先生方は揃って大変な酒豪であったようで、

気がついた時には目の前のカウンターに空の徳利が数

十並んでいました。当時の小生は下戸だったのに無理

して飲んだため、一人で吐きながら這うようにして宿

舎に帰ったことを覚えています。 

誠に勝手ながら、以下では着任後間もなく取り掛かっ

た「日豪共同観測計画」について書かせて頂きたいと

思います。この計画は、赤道を挟み日本とほぼ南北に

対称な位置にあるオーストラリアのタスマニア州に宇

宙線計を設置し、日本の宇宙線計と南北両半球観測を

開始するというものでした。研究室の森 覚先生、安

江新一先生、鷺坂修二先生が企画し、森先生が代表者

で出した科研費の申請が採択されて実行に移すことに

なった計画ですが、その実施が小生に任されたのです。

まずタスマニア大学の研究者に適当な観測候補地を選

定して貰い、日本でそれと同様の環境（大町郊外の東

京電力中ノ沢発電所）で予備実験を行いました。その

後、必要機材の調達と海上輸送の手配、現地での通関

作業と観測建屋の設計に関する協議、設置作業計画の

協議等をすすめました。 

最近の若い方には想像できないかも知れませんが、

当時インターネットは、自宅は言うに及ばず、大学の

研究室にさえ引かれていませんでした。電子メールも

勿論ありません。上記タスマニアとの連絡・協議はもっ

ぱら FAXで行いました。校費で送る FAXは「国際電話」

がかけられる理学部庶務係の電話機から送信するので

すが、そのたびに FAXの和訳を提出することを求めら

れ、閉口したのを憶えています。 

データ解析等に必要な計算は、すべて情報処理セン

ターの大型計算機で行います。ネットワークがないの

でセンターまで出向き、磁気テープに記録されたデー

タをセンターのハードディスクに格納後、プログラム

をセンターの端末上で編集・実行し、計算結果をライ

ンプリンタ（行＝ラインをまとめて印字できる大型タ

イプライタ）に出力して持ち帰る、という流れで仕事

をしていました。今でこそ「なんと悠長な」と思いま

すが、当時はどの大学でも似たり寄ったりでしたので、

まったく苦にはなりませんでした。 

当時の情報処理センターは、理学部物理の学生を「プ

ロ相」（プログラム相談員）として雇用していました。

「プロ相」学生は、センター利用者から寄せられるプ

ログラミング等に関する質問に答えていたようです。

驚くべきは、小生を含め教員が彼らにプログラミング

を教えた記憶がないことです。当時宇宙線研究室の技

官だった茅野 基氏が、はじめに機器の使用法等を教

えると、後は先輩から後輩へと自然に知識が伝達され

ていたようです。よく「最近の物理の学生には縦の交

松代地下宇宙線観測開始記念カレンダー 

「プロ相」学生が情報処理センター 

のラインプリンターで印刷した力作 
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流がない」と言われますが、当時の「プロ相」学生に

は学年を越えて協働する伝統が根付いていたようです。

反面、一部の利用者からは「センターが学生の溜まり

場になっている」等という苦情も寄せられていたよう

ですが…。 

話が横道に逸れましたが、タスマニアでの宇宙線計

設置準備が整い、1991年11月に研究室の大学院生（M2）

3名及び茅野 基氏とともに、計 5名で現地での宇宙

線計設置作業に赴きました。有効検出面積が 9㎡の地

表宇宙線計と 20㎡の地下宇宙線計を各一台、タスマ

ニアに設置する計画でしたので、大量の機材と多くの

労力が必要です。少し遅れて、信大宇宙線 OBの赤羽

重信氏（当時松本深志高校の物理教師でした）もはる

ばる応援に来てくれました。また、タスマニア滞在期

間の後半には、ワーキング・ホリデーでオーストラリ

アに滞在中だった物理学科 3年生 1名も合流して手

伝ってくれました。 

最初の仕事は、タスマニア州都ホバートにあるタス

マニア大学構内に地表宇宙線計を設置することでした。

宿舎はタスマニア大学近くのモーテルで、３ベッド・

ルームのユニット２つで寝泊まりしました。ホバート

地表宇宙線計の設置が一段落した後、今度はホバート

から 150kmほど離れた山間地にあるライアポータ

（Liapootah：タスマニア原住民の言葉で「崖」）の

地下に地下宇宙線計を設置する作業に取り掛かりまし

た。大学のあるホバートからライアポータへは、小生

の運転だと車で 2時間半かかります（fast driverな

ら 1時間半？！）。また、ライアポータ地下宇宙線計

の設置場所は、ダムと水力発電所を結ぶ地下導水管へ

のアクセス・トンネルア内（ほとんど訪れる人がない）

でしたので、観測を無人で行うことは勿論、観測状態

の監視や観測データの収集は、当時ほとんど唯一の

「ネットワーク」だった公衆電話回線を介して行う必

要があります。通信速度は 2.4kbps（メガじゃなくて

キロ！）です。そのため、我々は日本で開発・試験を

済ませた観測・通信システムを導入しました。ライア

ポータでの無人観測とデータ記録をパソコン（MS-DOS

と言うシングルタスク OSを搭載した NEC PC-9801）で

行い、タスマニア大学のもう一台のパソコンから通信

してデータ収集と観測制御を行います。そのためのパ

ソコン一対を日本から送ったのですが、さあ現地での

テストを始めた途端にハプニングが起きました。一台

のパソコンを、ホバートのモーテルでウッカリ現地の

240VAC電源に繋いでしまったのです。いまではパソコ

ン内の AC/DC変換回路は 100-240VACの入力に対応し

ているのが当たり前ですが、当時は繋いだとたんに煙

が出て故障してしまいました。茅野さんが中を開けて

調べると、幸い変換回路のコンデンサーが一つパンク

していただけのようなので、それを交換すればよさそ

うです。しかし、あいにく小生はライアポータへ出か

けて不在だったため、茅野さんは、学生にホバート市

内の電気屋で同型のコンデンサーを探して買って来さ

せたそうです。英語もほとんど話せず、市内の様子も

判らない学生に、しかも徒歩で…！しかし、ここが当

時の信大生の凄いところで、どうやったのか、チャン

と必要なコンデンサーを手に入れて帰ってきたそうで

す。おかげで、ライアポータとの観測・通信システム

を完成させることが出来ました。 

 

続いて、宿舎をライアポータ近くのタラリア

（Tarraleah：原住民の言葉で「森のカンガルー」）

という小さな村のホテルに移し、いよいよライアポー

タ地下宇宙線計の設置が始まりました。ライアポータ

やタラリア周辺は、ユーカリの巨木が茂る鬱蒼とした

森林地帯で、タスマニアの中央台地からの清流が川と

なって森の中を流れる美しい場所でした。この豊富な

水量を利用した水力発電所と水路が点在しています。

当時は HEC（Hydro Electric Commission）という政府

機関が発電所を運営しており、タラリアにも HEC職員

とその家族が多く住んでいました。HECは、我々の日

豪共同研究に様々な協力を提供してくれました。夜に

なると、ポッサム（キツネザルの一種？）、タスマニ

写真 上：タスマニア原住民の言葉の英訳 

中：ライアポータの風景 

下：ライアポータ・トンネル入り口での休憩時間 
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ア・ワラビー、タスマニア・デビル等の夜行性野生動

物に良く出会います。ライアポータのトンネル内で朝

から晩まで作業していた我々には、宿への帰り道での

野生動物との出会いが唯一の楽しみでした。宇宙線計

用の貨物はライア

ポータ近くの発電

所に保管されてい

たので、先ずは機材

をレンタカー（ト

ラック）でライア

ポータのトンネル

内に運ぶ作業から

始めました。 

ここでまた別のハプニング起こりました。宿の駐車

場で、トラックのキーを車内に残したままドアをロッ

クしてしまったのです。困ってタラリアに唯一つあっ

たガソリンスタンドに電話したところ、すぐにごっつ

い親父さんが来てくれて数分で解錠してくれました。

この親父さん（Mr.ケン・ニューマン）は、元 HECの

仕事を請け負っていた技師だったそうで、この後も様々

な局面で我々を助けてくれました。奥さん（Mrs.ヴァ

イ・ニューマン）は料理が上手く、ガソリンスタンド

でランチも出していましたので、これ以降ほぼ毎日我々

の昼食はこのスタンドで摂るようになりました。 

他にも様々なハプニングに見舞われましたが、その

都度全員が一致団結して対処し、約一か月のタスマニ

ア滞在中に 2台の宇宙線計を設置して、無事連続観測

を開始することが出来ました。その後ライアポータ地

下宇宙線計は信州大学の松代地下宇宙線計と、ホバー

ト地表宇宙線計は名古屋大学の名古屋地表宇宙線計と、

それぞれ南北両半球観測を続け、その観測結果からい

くつかの重要な成果を挙げて論文にまとめることが出

来ました。特にホバートと名古屋の両半球観測は、現

在の「汎世界的宇宙線観測ネットワーク（Global Muon 

Detector Network: GMDN）」へと発展して行きました。

ひとえに学生、教職員の皆様の尽力のおかげです。 

さて、小生の着任時の住まいは元町官舎でした。着

任して数か月後に結婚し、官舎での新婚生活が始まり

ました。木造平屋建ての元町官舎は、部屋の天井板に

靴の足跡があったので、戦中・戦後の物資の乏しい時

期に廃材を利用して建築・改築されたのではないかと

思います。かなり老朽化しており、座敷の畳の上を歩

くと所々床板が緩んでブカブカしていました。窓はす

べてアルミサッシがはめてありましたが、窓枠と壁の

間に隙間が空いていて、真冬は屋内でも相当な寒さで

した。着任した年に初めて迎えた真冬に、家内が冷蔵

庫を開けたら中から「暖かい風が吹いて来た」そうで

す。出来ることは少しでも手を入れようと、休日にな

ると市内の「林友ホームセンター」で材料を仕入れ、

日曜大工に励んだものです。そんな官舎でしたが、庭

付きで使用料が

4,000円/月は大

変魅力でしたし、

素人にはどうにも

ならない家の問題

は大学本部の「管

財課」に連絡する

と修理してくれま

した（小生は一銭

も払わずに、です）。着任後に産まれ当時まだ幼かっ

た娘二人は、この官舎で幼稚園くらいまでを過ごした

のですが、あまり記憶にないようです。夜になると娘

たちを入浴させるため一旦官舎へ帰り（研究室から官

舎までは徒歩でも 5分間程度しかかかりません）、そ

の後大学へ戻って仕事をするという毎日でした。 

それでも小生は、赴任間もないころのこの官舎での

暮らしと、この頃助手として送った大学生活がとても

気に入っていました。その後、娘達のためと言う名目

で自宅を建てて引っ越し、研究活動もますます国際化

して行きましたが、小生にはあの官舎で暮らしていた

頃が一番幸せだったように思います。 

これは、ひとえ

に小生が信州大学

理学部の助手だっ

たからです。当時の

理学部には、若手教

員が研究に専念で

きる環境を大切に

する雰囲気があり

ました。この雰囲気

があったからこそ自由に研究活動に専念することがで

き、幸せな大学生活を送ることが出来たのだと思いま

す。理学部に深く感謝するとともに、色々と困難は絶

えないでしょうが、今後もこの雰囲気を守り続けて頂

きたいと願って止みません。信州大学理学部に対する

同窓会の一層のご支援とご協力を、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

  

元町官舎の居間にて 

元町官舎で娘と入浴中 

いざライアポータへ！ 

タスマニア大学の仲間と 

注：カレンダーについて 

松代地下宇宙線観測所は、第 2次世界大戦の史跡である旧松代

大本営跡地の一部を平和利用しています。観測場所は室温・湿

度がほとんど変化しないため、1984年当初に掲示したカレンダー

も紙質が劣化することなく現在も飾られています。 
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定年退職を迎えて 

尾関 寿美男（化学コース） 

この３月に定年退職を無事迎えることができました。

受験浪人やオーバードクターを経験しましたが、大学

人、研究者として大過なく過ごせてきたのは、化学科

の教員の皆様や理学部の職員の皆様のお陰で、お礼申

し上げます。浪人は勉強不足による覚悟の受験回避で

した。これに対して両親も兄達も、先生も何も言わな

かったように記憶しています。宅浪を経て、何とかあ

くる年に合格することができましたが、結局 2年で１

校しか大学受験せず、両親への迷惑を少しで済ますこ

とができたと思っています。その後の生き方は、万事

こんな調子であったように思います。深く決断を抱え

込んで、頑張ることで、何とか最後は助けられ、達成

するようなことが多かったように思います。 

1981年3月に界面活性剤水溶液の研究で名古屋大学

から学位をいただき、10月に固体の気相吸着を専門と

する専門違いの千葉大理学部の助手として採用してい

ただきました。5年間、修業時代を文字通り過ごした

後、講師として半独立した研究室運営を許され、4人

程度のマンパワーで成果を追及していました。 

1997年に信州大学に教授として赴任して以来、研究、

教育、大学運営などに携わってきました。赴任して 10

年くらいは、まだ若かったので、長時間を濃密に研究

に注ぐことできました。理学部ですので、応用をあま

り意識せず、社会への貢献も特段考えず、教育、研究

に多くの時間を割くことができました。 

 2004年の法人化後、予算削減の中で改革を継続しな

ければならず、理学部もミッションの再定義をガイド

ラインとして 2015年に改組されました。そんな中、

2016年には理学部創立 50周年を祝うことができまし

た。この頃には、学部長室メンバーとして改組、運営

にかかわるようになっており、教育、研究に割く時間

は激減していました。学部でも組織、教育、研究、社

会・地域貢献などの改革案を実施し、成果を問われる

ようになりました。そのため、教員、特に若手教員は

研究者としての時間が十分ではなくなり、それに伴っ

て、学生が社会貢献やＴＡなどの雑事に動員されるこ

とが多くなり、勉学や研究に割く時間を十分確保でき

ていないことが心配されます。これらが相まって、将

来の日本の研究水準が危惧されるに至っているように

思います。さらに、日本の最高の理数系頭脳が医学部

にこぞって流れ、理工学離れが進むのはいかにも残念

です。技術立国として世界で名を成し、ノーベル賞受

賞者が近年日本から多く輩出しているのは理工系学部

への 60年も前の若者の憧れの結果であるように思い

ます。個人的には、私が学生時代を過ごした頃に重な

るように、優れた頭脳が溢れる理学部で過ごすことが

できたことを幸せに思います。 

今わたしは、特任教員として講義をさせていただい

ているので週単位のリズムは確保していますが、一日

のリズム付けはなかなか難しいものです。家も研究室

もまだまだ片づけを続けなければならず、これが終わ

るまでは生活のリズムはできそうもありません。現在

のところ特段取り組みたいことも見つかっていないの

で、当面は、コロイド界面化学の教科書の完成、研究

成果の論文出版、本出版の計画などに取り組みたいと

思っています。 

教員の皆様には、時間や予算の厳しい中ではありま

すが、基盤的な研究を通じて学生を育てていただきま

すようお願いします。また、同窓会の諸先輩方には化

学科に関心をお寄せいただき、学生教育などにご支援

いただけますようお願い申し上げます。私も特任教員

として、名誉教授としてできることはお手伝いさせて

いただきたいと思っています。 

 

 

 

理学部らしさとは？ 仙人(専任)研究者への願い 

原山 智(地球学コース) 

1997年 6月から今年の 3月まで、20年 10ヶ月を駆

け抜けてきたな－というのが退職して 4ヶ月の現在の

気持ちです。山岳地域のフィールドワークを基本スタ

イルとする私の研究は、4月〜10月の授業のない土日

や夏休みを使って調査や卒論修論指導を行うのが常で

した。平日でも野外調査に行ける身分となって、改め

て学生をはじめ多くの方の協力や支援があって成り

立っていたことを思い起こして感謝しております。ま

た父親不在であったこの期間、家族の理解もあっての

研究スタイルだったと反省も交えての気持ちでおりま

す。 

退職前には半分冗談で「これで、ようやく研究がで

きる！」と同僚に言っていましたが、理学部にとって

は、ますます憂うべき状況に進んでいると－これは冗

談では無く本当に心配しております。その背景には運

営交付金という国の大学予算が毎年 1％減らされてい

るという政策があり、当然ながら大学としては人件費

の削減や予算減を補う外部資金の獲得に取り組まざる

を得ないという状況が挙げられます。もう一つは 2004

年に行われた独立法人化が事業所としての大学の管理

業務を増大させ、教職員は勤務時間のかなりをこれに

費やしているという状況があります。さらに輪をかけ

て、度重なる大学組織改革、試験業務の多様化、研究

業績の数値化、授業・成績評価の厳正化、学生の生活

指導やメンタルヘルスへの対応などが、教員の研究と

教育にかける時間をますます奪っているという現実が

あります。勤務時間の 10％を研究時間に充てられてい

るかどうか？というのが特に地方大学の理学部の教員

の置かれている状況でしょう。優秀な研究業績を基準

に選考採用された若手教員が、こうした現実を前に疲

弊していくのではと私は心配するのです。またそうし

た教員を目前にした学生院生が、研究者への夢をあき

らめていくのではないかと心配がつのります。 
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研究のモチベーション、特に理学部の教員に求めら

れるのは「純粋純朴な知的好奇心」であるべきだとい

うのが私の持論です。もちろん社会のもとめるニーズ

や課題への貢献も立派なモチベーションになるでしょ

うし、工学・医学・農学など社会に直接する分野では

「未解決の問題」として対応を回避することもできな

いという状況に置かれていることは理解できます。し

かしそうした社会的課題に対応する研究の根底にある

べきなのは、純粋純朴な好奇心の追求で得られた基礎

的な研究成果であり、特に先の見えない未踏領域に挑

戦する探究心だと思うのです。 

先に述べた理学部を取り巻く状況の変化は、各教員

に短時間で成果を上げるという効率主義を強いること

になり、先の見えない(成果が出ないかもしれない)研

究への挑戦を阻むことになるのでは？と心配するので

す。法人化以降、次々と導入されてきた評価システム

の多くは、数年先までの成果や開発を見越した企業の

研究開発プロジェクトの論理で生まれてきたものです。

5年以内の引用回数などといった論文評価方法は、逆

に言えば 5年以上経ると容易に陳腐化する分野での論

文だといえるのです。そうした評価システムの導入は、

期待に反し日本の研究開発力の低下を招いているのが

現実でしょう。採用や昇進を控えた若者世代に短期間

で明示できる成果を求める評価が、本当の意味でのチャ

レンジングな研究を奪い、さらには剽窃や盗用といっ

た研究者倫理の低下をも招いているのがどうしてわか

らないのでしょうか？高い山は広い裾野に支えられて

います。高い山頂だけを求めて、裾野(基礎分野)を切

り崩し、科学分野全体を不安定化させ、将来性を奪っ

ているというのが現在の文教政策だと思います。 

私は「良い仕事」をしたいという思いで、40年以上

調査研究を行ってきました。仮に今評価されなくとも、

50年以上先々の人々が評価してくれれば「良い仕事」

となると信じてやってきました。第四紀花崗岩の発見

やカルデラ火山の構造に基づく山岳隆起時の水平軸回

転の発見は、今でも胸を張って 50年先の人々に評価

を託せる成果だと信じています。「良い仕事」を追求

する研究スタイルは、匠や仙人の世界に通ずるものが

ありそうです。仙人は基本一人で自立しており、仙人

互助組合などはおそらくないでしょう。隣の仙人との

共同研究を否定するものでは決してありませんが、理

学部の研究者には、個々の「純粋純朴な知的好奇心」

を大切にし、この逆風の吹きすさぶ時代が必ず終わり

を迎え、基礎的研究を大切する世界に回帰することを

信じて仙人(専任)研究者をめざして頂きたいと願って

います。 

最後になりましたが、特任教員として様々な研究・

教育の機会を与えて頂いていることに心より感謝し、

理学部の生涯サポーターを務めてまいりたいと思いま

す。有り難うございました。 

 

 

あこがれの内地、信州大学理学部の２１年間 

佐藤 利幸（生物コース） 

22年前に、昆虫生化学（リポフォリンの発見と結晶

化）の茅野春雄先生から電話があった。「松本の信州

大学にいくのだって？」、「まだ決定ではないので・・」、

「僕の母校だよ、運命を感じるね」「先生は東大理学

部でしょう？」「松本高等学校時代さ、北杜夫と西田

誠さんの同期だった」「信州大学とドクトルマンボウ

の松高は同じなのですか？」。人事は辞令直前まで不

透明なので、内緒のつもりが、割愛などの手続きの過

程で茅野先生が知ったのであろう。茅野先生は北大低

温研の日々に、植物専攻の自分を助手として数年間、

特別採用してくださった恩師である（坂上先生・匂坂

先生とともに）。今でいう忖度である。 

1996年 7月から 2018年 3月まで、信州大学理学部

に教授として在職させていただいた。21年間には、い

ろんなことがあった。研究・教育・社会貢献などすべ

て 55点程度だった気がする。落第である。ただ自然

農法をめざした離れ業の郷・中部全域のシダ分布調査・

10名の人事昇任業務・自然環境診断マイスター事業な

どは 80点であろうか。 

北大理学部生物学科（植物）を卒業してから、8年

間の大学院・特別奨励研究員、13年間の北海道大学低

温科学研究所の助手、研究三昧の 21年間を北大で過

ごした。途中で桑園予備校・京都大学での特別授業を

うけているので、40年間のシダ植物の比較生活史の調

査研究を継続した。いやシダ植物の分布や葉形態比較

の楽しみを継続するための我慢の教員であったと言い

直すべきかも知れない。教育には不適合で野外彷徨調

査「マイペースの野外（里山）放浪：里山仙人」が性

にあっていたと思う。 

20余年の信州人としての歳月が流れ、故郷（枝幸町

歌登）をはなれて 50年の歳月が流れた。6000人から

1500人へと人口が減少した。自宅小樽星野町の近所さ

んは 36軒から 47軒へと増えた。入れ替わりも多く、

同じ住民は 23軒であった。100×23/(36＋47－23)＝

38.3となり、61.7％の家々の入れ替わりがあったこと

になる。ここの団地、星野町５班 Aはおおよそ 100ｍ

×100ｍの範囲である。ちなみにシダ組成の変化の約 2

倍と思われる（まだ計算中）。 

この 2018年 5－8月、小樽の自宅で、御嶽海の優勝

に涙を共有できたこと、旭大高校（北北海道代表）と

佐久長聖高校（長野県代表）両校の応援を楽しめたこ

と。これは北海道だけの生活では実感できない感覚で

あると思う。30年も前に聞いた茅野先生からの一言を

思い出す。「東大から北大に都落ちした」はずの先生

から、「転勤はいいことだ、君と会えたではないか、

はやく転勤しなさい」といわれた。転勤や出稼ぎは生

活面の諸作業が大変であった。しかし「幾つかの故郷」

「地域性の価値と多様性」を知ることに繋がった。な

んと 40年もの歳月が必要であった。ありがとうござ

いました。 
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信州での幸せな研究活動 

戸田 任重（物質循環学コース） 

小生は、20余年前の 1996年 10月に、新設（1995

年）の物質循環学科に着任した。海はあるが山のない

千葉県生まれの小生にとって、信州は憧れの地であっ

た。しかも、着任した物質循環学科は、野外を対象と

する研究分野であったため、趣味と実益が一致し、長

野県内各地を巡ることができた。物質循環学科に入っ

てきた学生らもアウトドア派が多く、研究の他、スキー

や登山でも一緒に出掛けることが多かった。非常に恵

まれた環境と学生らに囲まれて幸運な半生であったと

思う。 

着任当時、学科は新設２年目で、現在の C棟は存在

せず、物質循環学科はあちこちに間借りしながら授業・

実習を展開しているような状況であった。小生の研究

室も A棟５階の物理学科の一角にあった。教員研究室

が点在していたため、教員の一体感を作り出すためか、

飲み会は高頻度で開催されていた。街中のいくつかの

店を憶えたのも当時である。一方、１期生は C棟完成

を見ずして卒業されてしまった。申し訳なかったと思

う。ただ、学年が揃っていなかった設立当初は学生が

少なかったこともあり、学生と教員の親密度の点では

格段に恵まれていたとは思う。設立当初に比べれば、

現在の居住・研究環境は雲泥の差であり、研究・実験

スペースは拡充、分析機器類も充実し、エアコンも完

備している。現在、学科名称は物質循環学コースとな

り、教授陣の世代交代が進み、ここ数年で大いに若返

る。次の 20年を迎える新たな陣容が整い、さらなる

発展が期待される。 

小生は、元々は生物学科の出身で、大学院・ポスト

ドク時代は、湖沼や海洋の動物プランクトンを研究対

象としていた。しかし、1989年（平成元年）に、農水

省農業環境技術研究所に採用されたことを機に、プラ

ンクトン業界から水質業界に転身し、窒素を中心とす

る水質研究に関わるようになった。炭素・窒素の同位

体比分析技術を多少は持っていたこともあり、窒素を

主とした物質循環の調査・研究に携わった。調査対象

は、千曲川を始めとした県内の河川や渓流、豊丘村の

地下水、白駒池等の高山湖沼、安曇野・松本湧水群、

霧ヶ峰踊場湿原、諏訪湖とその周辺、中国南部やベト

ナム・ハノイ紅河流域など多様で、在籍した卒研生や

修士・博士の学生さんたちとアチコチ出歩いた。 

信州大理学部在籍中に行った調査・研究では、研究

室所属の学生はもとより、大学内外の研究者や行政機

関の方々、さらに調査地の方々等様々な方から多大な

御協力・御支援をいただいた。改めてこの場を借りて

御礼申し上げます。また、このような拙稿を載せる機

会を下さった本誌にも感謝致します。

安田先生の思い出 

熊本大学名誉教授  吉玉國二郎 

私は安田先生の紹介で信州大学理学部に生物学科が

できた次年度（昭和 51年 5月）に赴任した。私は当

時植物色素の研究をしていたので以前から先生を良く

ご存知あげていた。当時、先生はバラの花色の研究を

され多くの研究論文を書かれ、また学会でも毎年、研

究発表をされていた。先生が当時出版なさった「花色

の生理・生化学」は、平易な文章で理解し易く書かれ、

学生から研究者に到るまで広く愛読されていた。本書

は中国語にも翻訳された。当時の先生はバイタリテイ

に富み、研究だけでなく弓道などもされていた。また、

書道もたしなまれ、休みの日など時々研究室で筆を取っ

ておられた。プライベートの面では、先生はお酒が好

きで、小生や学生達とともに杯を交わされ、大いに話

がはずんだ日々をなつかしく思い出す。一度、私は先

生の自宅に招待され、お酒をご一緒させていただいた

が、先生に負けずと杯をかさねたため、自宅へ帰る途

中に、ついに公園で寝込んでしまったことがあった。

毎年、生物学科では秋に研究室対抗のソフトボール大

会が開催されたが、先生はこの催しにも積極的に参加

され思い切りバットをスイングされていた姿がなつか

しい。私は信州大学に 10年在職したが、研究や教育

の面で本当に自由に思い存分やらせてもらったことを

深く感謝している。安田先生は大学運営の面では、学

生部長などを歴任され、大学の発展にも大いに寄与さ

れてきた。先生には、信州大学を離れた後も、学会等

で毎年お会いしていたが、先生が最愛の奥様やご長男

を早くに亡くされとことが気にはなっていた。最近、

卒業生から先生の訃報を聞き失意に沈んだものである。

しかし、今頃、先生は神の國で最愛の奥様やご子息さ

んと再会され、積もる話に花を咲かせていらっしゃる

のでなかろうか。松本で

の研究や教育の機会を与

えていただいた先生に深

く感謝したい。 

今回、理学部同窓会か

ら原稿依頼があったので、

松本での先生や学生さん

とのなつかしく楽しい

日々を思い出しながら

キーをたたいた。小生の

人生にとって松本での

日々は今でも心の支えに

なっている。 

  

平成 30年 3月に亡くなられた安田斉先生の思い出を、生

物学科植物生理研究室にいらっしゃった吉玉国二郎先生に

書いていただきました。 

安田先生（1977年撮影） 
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――――――――――― 新 任 挨 拶 ――――――――――― 

 

着任の挨拶 

榊原 厚一（物質循環学コース） 

2018年 3月 1日より理学部物質循環学コースに助教

（特定雇用）として着任致しました榊原厚一と申しま

す。愛知県出身で、学部から博士課程を筑波大学で過

ごした後、この信州の地へ参りました。修士課程では

「Environmental Diplomatic Leaderの育成拠点プロ

グラム」にてアジア・中東・アフリカ地域の仲間と共

に環境科学を学び、博士課程では学振特別研究員 

(DC1) として博士研究に取り組んできました。 

私の専門分野は水文学であり、溶存成分や同位体元

素を用いた地下水循環の研究を進めております。地下

水循環を理解するためには、地下水がどこを流れてい

るか（経路）、どこから流れてくるか（起源）、どの

くらいの速さで流れているか（速度）の情報が必要で

す。これらは「水の履歴」と言い換えることができ、

水の履歴を一つ一つ解明していくことが私の仕事であ

ると考えております。 

学部・修士研究では、中国華北地方を研究対象とし、

乾燥地の地下水はいつ、どのように涵養され、どこを

流動するのかということを明らかにすることを目的と

し、乾燥地地下水の涵養・流動プロセス研究を行って

きました。また、博士研究では、福島県の山地源流域

を研究対象として降雨流出過程の研究に取り組んでき

ました。山地源流域は陸域水循環の最始点であること

から、ここでの流出発生機構の解明は、洪水・土砂災

害の発生予測や被害低減に極めて有効な基礎情報とな

ると考えております。 

 

この春に信州大学へ着任し、周りを見渡すと、限り

なく広がる森林と山脈に圧倒されました。大学から1、 

2時間車を走らせれば、種々の木々や地質からなる森

林や 3000 m級の山々にアクセスができるという卓越

した土地の利を、着任してから数か月がたった今もひ

しひしと実感しております。今後、これまでの研究経

験を活かしながら、信州大学所属だからこそできる、

特色あるオリジナルな研究に邁進していきます。教育

面においては、問題発見力・問題解決力を有した人材

育成に努め、職務を全うしていきたいと考えておりま

す。まだまだ、研究者・教育者として駆け出しで、皆

様にはお世話になってしまうことが多々あるかと思い

ますが、精一杯努力をしていく所存です。何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 

―――――――――― 学 生 か ら の 報 告 ――――――――――― 

 

2018年度 大巡検報告 

斎藤 輝尚（2016S地球学） 

2018年度大巡検の隊長を務めさせていただいた斎

藤輝尚と申します。今回の大巡検で、5泊 6日の日程

で北海道を回りました。初日に、忍路半島から支笏湖

周辺の西山火口散策路や昭和新山。2日目には、支笏

湖火砕流堆積物（写真１）や幌満の橄欖岩の観察。3

日目に、襟裳岬のウタロ礫層やルーラン岩礁のトーナ

ル岩や帯広郊外の河岸段丘。4日目では、足寄の動物

化石博物館や沖積堆積物。5日目にて、温根別ダムに

おいて橄欖岩起源の蛇紋岩と青色片岩。最終日に、三

笠や夕張でのアンモナイトや歴炭層の観察や千鳥ヶ滝

の砂泥互層によるソールマークやリップルマークの観

察。上記のような日程でとても有意義で充実した 6日

間でした。 

今回の大巡検では、北海道でしか見ることができな

い地質を見ることができ良い経験となりました。東北

弧と千島弧の衝突によってできた日高変成帯（写真2）

が、幌満の橄欖岩やウタロ礫層などを観察することで

きたのが個人的に非常に面白いところでした。 

福島県の源流地域での降雨イベント観測 

写真 1（支笏湖火砕流堆積物の観察） 



 15 

 
写真 2（日高耶馬渓にて角閃岩の褶曲の観察） 

この度は、理学部同窓会から私共の大巡検に多大な

ご支援をいただき地球学コース一同深く御礼申し上げ

ます。今回の大巡検で、地質の学習に大きな助けとな

りました。今回の経験を、今後の研究活動や社会貢献

に役立てるよう精進してまいります。また、毎年この

大巡検にご支援をいただいており感謝申し上げます。

今後とも、大巡検にご支援いただけると幸いです。今

回の皆様のご支援おかげで、つつがなく大巡検を無事

終えることができました。本当にありがとうございま

した。 

 

 

2018年度サイエンスラウンジ学生チューター 

谷口 建人（2014S 物理） 

 サイエンスラウンジに来る学生は大きく3種類に分

けられます。1つ目は、物理学に対する興味が高く、

わからない問題の答えや式の意味などを知りたくて来

る人、2つ目がレポート問題の提出日が迫っており切

羽詰まって問題を先輩に解いてもらいに来る人、そし

て 3つ目が、ただ勉強場所として利用し、質問を全く

しない人です。これらの中で最も多いのが 3つ目の学

生で、彼らは我々が問題の説明をしている横で、同級

生同士で教え合ったりしています。この点に関しては、

同学年同士があれやこれやと意見を出し合って問題を

解決できているようなので、非常に良いと思います。 

この傾向は、今年は特に強く、去年のサイエンスラ

ウンジは後輩対先輩の構図になっていたのに対して、

今年は友達同士で教え合う機会が増えているように感

じるので、サイエンスラウンジの敷居が下がり、学生

の集う場所として利用されるようになってきたようで

す。これに加えて、質問内容にも変化が見られました。

去年は答えのわからない問題を聞きに来るだけでなく、

例えばフーリエ変換と線形代数の関係といった意味的

な質問を聞きに来る人がいたのですが、今年はそのよ

うな生徒は皆無に等しく、技術的な質問がほとんどの

ようです。 

 利用者の学年層は毎年 2年生が一番多く、3年生に

なると質問に来る生徒が急激に少なくなります。これ

は、おそらく 2年生になると電磁気学やベクトル解析

などの新しい単元が始まるため、そこに躓く生徒が多

くなり質問者が増える一方で、3年生になるとある程

度どのように調べれば良いかわかってくるため、自力

で問題を解決する生徒が増えるためだと考えています。

また、3年生になるとアドバンスゼミが始まり、研究

室へ出入りする機会が増え問題も専門的になるので、

単純に質問しにくく感じているのかもしれません。 

 最後に、サイエンスラウンジを通して下級生と話し

ていると、課題をこなすのに精いっぱいで、物理学が

好きで余分に先取りして勉強することが困難であると

いった意見を聞きました。これは能力的な話になって

くるので難しいですが、確かに与えられた課題をこな

すだけの高校の様な授業の受け方をしている学生が多

いと感じます。自由に好きなことを勉強できるのが大

学の醍醐味だと私は思うので、課題をこなすだけでな

く少し背伸びして先取り勉強をした方が良いと感じま

した。 

 

 

四年間を振り返って 

横沢 友亮（2014S 数理・自然情報科学科） 

 期待と不安が入り混じった大学入学から四年が経過

し、私も大学卒業かと思うととても感慨深い思いでいっ

ぱいになります。入学当時に比べてどれだけ成長でき

たか分かりませんが、とても充実した大学生活だった

と思います。 

 入学当時は、右も左も数学もわからずとても焦って

いたことが一番に思い出されます。特に、微分積分学

のε‐δ論法などは何度心が折れかけたかわかりませ

ん。しかし、それでもコツコツと勉強していくうちに

問題も解けるようになり、同時に数学の面白さに気づ

くようになりました。中でも、三年前期の幾何学特別

講義で勉強した圏という考え方にとても興味を惹かれ

ました。その為、圏を用いた数学を勉強してみたいと

思い、三年後期から栗林先生のもとで自主ゼミをさせ

ていただきました。自主ゼミも初めての洋書や初めて

のセミナーということもあり悪戦苦闘しましたが、抽

象的な考え方など数学の面白さをより一層知ることが

出来、とても良い経験でした。四年次でも栗林先生の

もとで卒業研究を行いました。卒業研究では、ホモト

ピー論を通して数学という学問の広さや深さをまさに

体感できたと思います。 

  

今年 4月 17日のラウンジの様子。疑問や質問を出し合って

活発な雰囲気が溢れる 



 16 

 私は、大学卒業後は大学院への進学を選択しました。

これからも、数学を勉強し、数学という学問を通して

いろいろなことを学んでいけたらと思います。 

 

 

大学生活の思い出 

 新居 匡彦（2014S 数理・自然情報科学科） 

私は、信州大学で 4年間数学の研究を深めてきまし

た。卒業研究では代数学についての理論を研究しまし

た。その研究を通して多次元の集合とその演算方法に

ついてを学ぶことができました。最も興味があるのは、

2次元の体が有理数とある数値の平方根で生成されて

いることと、その整数環が 2個の基底からなる集合で

あることに気づいたことでした。また、その集合にお

ける元を根とする最小多項式が2次の多項式であるこ

とに気づき、それらに関する定理や命題などの証明に

ついて考えてみました。 

 また、ゼミ仲間との交流も充実した時間を過ごすこ

とができました。特に、バーベキューでの交流でいろ

いろと美味しいものを食べて交流する時間が印象に残

りました。これからも就職に向けて自分の長所を考え

ていくとともに、仲間との交流の場を大切にしていき

たいです。 

 

 

信州大学に入学して 

五戸 陽哉（2018S物理） 

 まず初めに、私は現役で信州大学に合格したわけで

はありません。その上、去年は信州大学を工学部で、

今年は理学部で受験するというかなりの変わり者だと

思います。 

 実は私自身、自分はものづくりに向いていると自覚

しています。それでも物理学コースを受験しました。

その理由は単純で物理学が明かそうとしているものの

スケールの大きさにロマンを感じていたからです。小

学生の頃から宇宙の構造や成り立ちについて子供なが

らに想像していた私にとって物理学はとても魅力的で

した。またその一方で将来のことが不安で、就職が有

利で自分に向いている工学部を受験した去年の私がい

ました。この頃の私は自分を曲げてでも安定した、世

の中の動きに沿った選択をして苦労しないで生きてい

きたいと考えていたと思います。 

 浪人中、現役の時には得られなかった様々な経験を

積んでいく中で、自分がしたいことを選択していくこ

との重要性について深く考えさせられました。そして

自分の向き不向きや、世間一般の考えかたに合わせる

ことよりも自分がしたいことを選択していこうと考え

るようになりました。その結果私は今再び信州大学を

受験し物理学コースに合格しました。 

 二度も信州大学を受験したのは単なる偶然でしたが、

今では信州大学に入学してよかったと思っています。

まだ入学から二か月ほどですが、良き仲間に出会え、

優しい先輩に出会えとても楽しい大学生活を送ってい

ます。勉強に関してはまだまだこれからですが、自分

で選んだ物理学を極められるようにがんばっていきた

いと思います。この先物理学コースを選びどのような

道を辿っていくのか自分にも全くわかりませんが、勇

気を出して物理の道を選んでよかったと、選択した自

分を後悔させないように精いっぱい努力していきたい

と思います。これからの四年間、今まで経験してきた

ことや考えてきたこと、勉強してきたことが活かせた

らいいなと思います。これから四年間よろしくお願い

します。 

 

 

信州大学入学まで 

平林 巧大（2018S物理） 

はじめに私が信州大学に進学した理由の一つは、実

家から通えるという点です。というのも、私は五季ぶ

りに御神渡りが出現した諏訪湖がある諏訪市に住んで

います。親は信州大学まで小一時間程度で行くことが

できる近さに魅力を感じていたのか私が高校一年生の

ときから信州大学に行くように言っていました。なの

で、私は信州大学に行くものだと考えていましたが、

大学でやりたいこともなかったのでただただ平凡な

日々を過ごしていました。ですが、そんな私がこの理

学部理学科物理学コースに入学するまでになった理由

は二つあります。 

 一つは高校二年生の夏頃に信州大学のオープンキャ

ンパスで体験授業のようなものを受けさせてもらった

ときのことです。そこで私は宇宙線についての授業を

受けましたがそのときの私にはちゃんと理解する頭が

ありませんでした。でも天文気象部で太陽黒点の観測

をしていたのでところどころわかるものもあり、宇宙

について少し惹かれていました。 

 二つ目は高校三年生になる前の春休みに海外研修で

アラスカまで行き、オーロラを見たときのことです。

一見ただ雲がうねうねと動いているだけに見えるもの

がカメラを通して緑や赤色に色づき、神秘的な写真が

撮れました。また、一度だけオーロラ爆発が起こった

のですが、そのとき私は壮大で膨大なエネルギーがこ

の空の上にあると感じました。 

 これらの体験によって私は宇宙に興味を持ち、研究

が行われている物理学コースに入学しました。今は新

しい学問の授業やレポートに忙しくしていますが、友

達とサークル活動や勉強することが楽しく、毎日とて

も充実した生活を送っています。信州大学に入学でき

てよかったと思います。 

最後に、私が知らないことは海のようにたくさんあ

ると思います。それは物理に関してだけでなく一般教

養など様々なジャンルでそう言えるでしょう。なので、

これからこの信州大学という素晴らしい環境で多くの

ことを学び、吸収し、成長していけたらと思います。 
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信州大学に入学して 

布川 楽士（2018S物理） 

私は幼少期の頃から、祖父母によく博物館に連れて

もらい実際に目で見たりしたことで科学には昔から興

味を持つようになりました。高校に進学してまず初め

に学んだ物理基礎で力学について習ったが中学校の理

科とは違ってより原理的になった印象を受けました。

普段何気なく起こるような現象も物理を通して力の働

き方を考えて初めてその運動の軌跡を理解できること

に感動しました。とにかく高校時代の私は物理が自分

たちの普段生活している環境の細部でどのように振る

舞うのかを学んだことと照らし合わせて理解するのが

好きでした。また、インターネットを使い物理学を調

べたりもしていくうちに素粒子について興味を持つよ

うになり、その性質などを大学では勉強したいと思い

ました。そのような経緯から私は物理学科を志すよう

になりました。 

高校三年になっていざ受験する大学を夏頃に決めよ

うとなったとき、私には具体的にどの大学に行きたい

という目標はありませんでした。なんとなく理工学部

ではなく理学部の物理学科に行きたいという気持ちし

かなく、ほとんどセンター試験の得点率で信州大学の

受験を決めました。そして無事に合格したのが私の受

験でした。 

入学してもう二ヶ月が経ち、私はあっという間に過

ぎてしまったという感覚と信州大学に合格して本当に

良かったことを身にしみて感じています。そのように

感じる一番の理由は同じ物理を学びたいと集まった友

人たちがまわりには多くいることだと思います。私立

と違い少人数でほとんど時間割が被るため、課題など

では分からないところをすぐ互いに補えたりすること

ができたり他愛ない会話なども楽しむことができます。

また施設として図書館は平日夜の１０時まで開館して

おり学習空間にいつでも行くことができる環境が信州

大学にはあり学習面での時間の確保がしやすいと思い

ます。 

私はこのような素晴らしい環境のもとで勉強できる

ことをとても嬉しく感じています。私は大学４年の研

究室配属で素粒子関係の研究室に入りたいと考えてい

るため、一生懸命に勉強したいと思います。また、物

理に関する勉強だけでなく大学を卒業するまでの間に

私はできる限りこの環境を利用してこれからの自分の

人生をより豊かにできるような物理以外の勉強にも力

を入れたい。 

 

 

――――――――― 学 科 同 窓 会 よ り ――――――――― 

 

第 21回信州大学物理会総会を開催しました 

 

第21回総会は2018年5月 26日(土)に東京大手町

で開催されました。今総会の最大の特徴は、この春に

退職された宗像一起先生そして竹下徹先生をお招きし

たこと。副学長の武田三男さんともども、忙しい研究

や公務の合間を縫って松本から駆けつけてくれました。

出席者は卒業生 29人、ゲスト 2人の計 31人でした。

前回東京開催（第 19回・2016年）が 23人だったの

で、一回り輪を大きくすることが出来ました。従前、

中心となっていた文理の卒業生の出席減の穴を若手の

増加で埋めて余りある状況となりました。欠席者から

のカンパは 67名に達し、なかには 1万円をご寄付い

ただいた方もあり、おかげさまで総会の収支は黒字と

なりました。 

今総会の準備は武原一記(22S)さんを中心に、幹事

６人の固い結束のもとに進められましたが、新たに三

浦貴司(03S）さんも加わっていただき、総会当日の書

記役も勤めてくれました。こうした若手の活躍が目立

つ総会でした。当会ＷＥＢサイト（http://www.supaa.com/

soukai180526/）にも詳しい報告があります。 

来年の 22回総会は、信大松本キャンパスで 4月 20

日(土)に開催される予定です。 

 

 

生物同窓生の集い 2018 

 澤本 良宏（14S) 

同学年での同級会を越えた生物学科卒業生間の親睦

を図るため、「第 1回理学部生物学科同窓生の集い」

を 2018年 8月 4日～5日に開催しました。 

第 1回の会場は標高 1600ｍの霧ケ峰高原八島湿原

にある「ヒュッテみさやま」。ここは農学部森林学科

2003年入学の三井さんが管理人をされているご縁で

会場とさせていただきました。会場までは環境保護の

ため八島湿原ビジターセンターに車を止めて、八島湿

原を見ながら木道を 25分ほど歩かなければなりませ

ん。そうはいってもさすがに生物学科卒業生。学生時

代の野外実習を思い出しながら、それぞれが目指しま

す。 

迷子になった方もおられましたが、暗くなる前には

藤山先生を含め、一期生 10Sから 22Sまでと幅広い年

代の 13名が集合。 

講演会が終わったところで全員そろい記念
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今回は素泊まり・自炊なので、食材も持ち寄りです

が、調理は田辺君（14S）と長屋君（20S）が進めてく

れて、すき焼き・しゃぶしゃぶ・ゴーヤチャンプルー

等、山の上とは思えない豪華な夕餉となりました。ま

た、信州の自慢食材「信州サーモンの刺身」や「下原

スイカ」も花を添えますが、料理をまかせた我々は、

先に一杯。 

初めて会う先輩・後輩もいて、現況や武勇伝・裏話

に花を咲かせ、アラ還な参加者の山小屋経営までの

ロードマップに感動したり、楽しいひと時でした。そ

れにしても、40年も前のことをよくもまああんなに

覚えているものだと、Kさんの記憶力には脱帽。 

翌朝も、ホットサンドやクラムチャウダー等の豪華

な朝食をいただき、次回開催を誓いつつ散会し、再び

木道を散策しながら皆さん帰路につきました。 

人のつながりに感動した今回の輪をもうちょっと広

げて、次回を企画したいと思います。 

生物学科卒業生の皆さん！参加表明をお待ちしてい

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 4

日・5日の 2

日間でした

が、前日の

準備から数

名の学生さ

んが開店準

備も手伝っ

てくれまし

た。今回は、16人もの同窓生と 1人の先生から寄贈

していただきました。机を増やし、10台の机に 2列

ぎっしり並べての「古本市」となりました。心より感

謝申し上げます。 

初日には開店早々次々に入店、吟味した本、勧めら

れた本を５冊・６冊と求めてくれました。中には欲し

い本が増えてダンボールを抱えていく人もいます。 

小学生の子供たちが大勢やってくるイベントブース

で子供たちの相手をし、休憩時間に同窓会の部屋に

やってきてくれます。本離れが言われる中、嬉しい姿

です。 

専門書の全集、辞書等のいくつかは、それぞれの院

生室の蔵書とさせていただきました。また、何冊かは、

科・コースの図書室に収めました。また、松高の先輩

からのご家族からいただいた中にご本人の著書もあり、

中央図書館に献納させていただきました。 

 

 

――――――――― 卒 業 生 だ よ り ――――――――― 

 

青年海外協力隊の経験を通して 

 橋富 加奈（2011S化学） 

朝は、日の出より少し早く起き、日照時間を最大限

活用します。水道は毎日来ないので、水ガメに溜めた

水を使い、洗濯の残り水や雨水も溜めて置きます。家

から赤土の坂道を登ること約 30分、丘の上の学校で

日本人は一人という環境の中、仕事をします。家には、

警備員がおり、洗濯や家庭菜園、庭の手入れなども手

伝ってくれます。夜に停電するときは、ヘッドライト

やろうそくを使います。 

これが、アフリカでの私の日常でした。さて、なぜ

アフリカで生活していたのかというと、私は卒業後に

JICAの青年海外協力隊に参加していました。東アフ

リカのルワンダに 2年間住み、現地の学校の理科教育

に従事しました。大変なことはもちろん多くありまし

たが、私にとって何事にも代えがたい大切な経験とな

りました。 

その中で学んだことを一つ紹介させていただきます。

現地で理科の授業のために実験を行う必要がありまし

たが、実験器具、水、薬品が不足しており、日本と同

じ実験は環境的に難しく、途方にくれたことがありま

した。自分自身で現状を把握し、それに合わせた答を

作らなければいけませんでした。私は、現地で手に入

るものを活用し、可能な形で実験を行うことを試みま

した。例えば、スタンドがないので、ビュレットを手

で持って行う中和滴定や、空き缶にエタノールを入れ

て、火を近づけて爆発させる空き缶ロケットを化学変

化の学習で使う、などです。考えた実験に合わせて、

授業での扱い方や原理を学習していく方法も考えまし

た。苦肉の策であった実験も生徒は楽しんでくれ、先

生方は理解し授業に取り入れてくれました。 

このような経験から、たとえ現状が好条件でなくて

も、アフリカだからなどとの言い訳するのではなく、

自分なりの答を考えていくことは大切であり、それが

現状打破のきっかけにもなると学びました。アフリカ

に住むということは私にとって大きな挑戦でしたが、

このような学ぶ機会に出会えたことをうれしく思って

います。 
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松本の松枯れと空中散布への反対への御支援を 

藤山 静雄（生物 2014退職） 

 松本市周辺では「松枯れ」が大きな問題になってい

ます。松枯れの主な原因はマツノマダラカミキリとい

うカミキリムシがマツノザイセンチュウ（外来種）を

体につけ移動します。マツノマラダカミキリ成虫が後

食したり、産卵する際に体からマツザイセンチュウが

松木内に侵入して増殖し、導管をふさぐことで水の吸

い上げられなくなり木が枯死します。マツノマダラカ

ミキリ成虫は飛翔移動し松木を後食することから、マ

ツノマダラカミキリが侵入した地域では松枯れが急速

に拡大します。松本市周辺地域は高冷地であっため、

この虫が最近まで侵入せず被害は免れてきました。地

球温暖化のため？か2000年ごろに松本地域に侵入し、

その後被害が急速に広がっています。この被害を防ぐ

ことは非常に難しく、各種の被害対策が取られていま

すが、被害軽減が困難なのが実情です注。 

松本市が四賀地区で行っているマツグリーンという

『ネオニコチノイド系』殺虫剤を年 2回、5年間同一

地域に空中散布し続けた結果が表 1です。見てお分か

りのように、まき続けているのに松枯れは年々増大し、

その効果は枯れる時期を数年遅らせる程度です。結局

松は枯れ、松枯れから松を守る効果はありません。そ

れなのに、こうした効果がほとんどない事実を市民に

知らせることなく、今後、空中散布地域を拡大しよう

としています。これまでの所、私達を含めた反対運動

が奏功してか？散布地域の拡大はくいとめられていま

す。 市は更に強硬に進めようとしているため、山根

二郎弁護士を中心とした弁護士集団 16名と市民を中

心に「ネオニコチノイド系殺虫剤空中散布の公金支出

差止等請求事件」として訴訟事件にまで発展していま

す。皆さんもご存知かと思いますが菅谷昭松本市長は

『チェルノブイリの原発被害』に関わった医師で、放

射能被害に造詣が深く、見えない被害発生の危険性を

強く語られますが、この空中散布には強い意志で撒く

と主張されており大変残念です。私は『ホタルも住め

る良い自然』を合言葉に「良い自然を将来の人達に残

していくために活動」しています。どうぞ、松本の良

い自然を将来に残していくために、神経毒被害も危惧

されるネオニコチノイド系の空中散布に反対する活動

にご支援下さい。 
注：森林被害対策シリーズ No1,『松くい虫』の防除戦略―マツ材線

虫病の機構と防除―（2006）（独）森林総研、で指摘されているよ

うに空中散布により予防効果がはっきり見られている例は沖永良部

島など島でカミキリを絶滅させ守れた例など限られている。 

表 1松本市四賀反町地区での 5年間の空中散布と無散布区（対照区）の枯死木割合の比較 

  

調査年 

調査者 

H25 

市 

H26 

市 

H27 

市 

H28 

市 

H29 年 7 月 

青木峰和調べ 

枯死木率 枯/調 枯％ 枯/調 枯％ 枯/調 枯％ 枯/調 枯％ 枯/調 枯％ 

散布区 4/116 3,4  8/120 6.7 10/120 8.3 19/120 15.8 47/103 45.6 

無散布 12/98  12.2 16/103 15.5 21/103 20.3 36/103 35.0 58/77 75.3 

―――理学部への寄附のお願い――― 

 

理学部同窓会では、これまで理学部のさまざまな取組に対し援助をしてまいりました。「信州で学ぶ（先

生方の研究紹介冊子）」「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。 

 今後も、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ていますが、同窓会費だけでは

限界があります。皆さまにも寄附をお願いし、理学部の教育活動へのご支援をお願いいたします。 

【信州大学 寄附のお申込み】 http://www.shinshu-u.ac.jp/donation/apply/ 
＜WEB でのお申し込みの場合＞ 

「お申し込みフォームはこちら」よりお申込みください。その際、「寄附受入先」は「理学部」を選

択し、「備考欄」へ理学部同窓会員である旨をご記入ください。 

＜書類でお申し込みの場合＞ 

ホームページより「寄附申込書」をダウンロードし、必要事項を記載いただき、下記事務担当者へ

ご送付ください。その際、「3その他」へ「理学部同窓会」とご記入ください。郵送、メール、FAX、

いずれの方法でも結構です。 

また、直接下記事務担当者へご連絡いただければ寄付申込書をお送りします。 

 

個人の皆様から理学部への寄付は、確定申告期間に、国立大学法人信州大学が発行した 寄附証明書 又

は 寄附金領収書 を添えて所轄の税務署に申告すると寄附金の控除（税制上の優遇措置）が受けられます。 

【問い合わせ先・事務担当者】理学部総務グループ（会計） 寄附金担当 

〒390-8621長野県松本市旭 3-1-1   TEL:0263-37-2436 FAX:0263-37-2438  

E-mail: rigaku_kaikei@gm.shinshu-u.ac.jp 
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2018松高・信大寮歌祭が開かれました。 

 

 

松高・信大寮歌祭に参加して思い出したこと 

松本 淳（3S 物理） 

信州大学の前身の旧制松本高等学校の創立から

100年目を迎えた本年の 5月 19日に松本市あがたの

森文化会館講堂にて第 3回松高・信大寮歌祭が開催

されました。実行委員長の理学部同窓会長 森氏が開

会を宣言され、濱田信大学長のご挨拶、松高 24回生

の山田氏の発声の乾杯で始まり、寮歌・校歌などを

30曲ほど合唱しました。 

参加者は、松高の卒業生、信大関係者ならびに他

校（北大、一高、旅順工予、筑波、早稲田、横浜国

大）の約 140人が参加し、盛大に執り行われました。

終盤で、信州大学交響楽団の演奏と混声合唱団の斉

唱に続き、参加者全員で合唱しました。濱田学長の

開会の挨拶で「来年は 信大創立 70周年・松高百周

年の記念行事を計画する。」と力強く述べられてお

ります。 

今回、理学部の思誠寮出身者の中では、一番の不

適任者ですが、思誠寮在寮中の不始末をお詫びする

機会を頂いたと思い、筆を取らせて頂きました。 

1. 落書き事件 

思誠寮の個室の冬の暖は、炭炬燵で、時には布団

等を焦がすことも有りましたので、いずれ思誠寮は

燃え尽きるのではと、不遜な思いでおりました。 そ

れではと、中寮の押入の北杜夫氏の落書きの横に、

併記させて頂いても歴史に残らないと思い、愚行に

走ったのです。ところが、記念館にはその板壁が飾

られてしまいました。 

2. 女子寮お騒がせ事件 

思誠寮南寮に入寮し、同室の先輩の独文科の O氏

と、バイト料が入ると、飲み屋に出かけることも有

りました。ある夜、ほろ酔い気分でヒマラヤ杉の下

を寮へと帰る道すがら「これから女子寮(思誠寮付属)

の屋根に登るぞ！」との O氏の決意表明。登山家を

密かに自認していました私も賛同して、女子寮へ向

かいました。寮の屋根には難なく登れたのですが、

我々の這い回りの物音に、女子寮生が気がつき、下

から「だーれ？」との御発声。それに O氏は「はー

い」と答えてしまった。その一瞬、二人は酔いが覚

め、必死で地上に着地し、早足で男子寮に戻りまし

た。女子寮登頂が話題になるかと心配しておりまし

た何事も無かったようでした。 

3. 松本城登攀事件 

ところが、その 1週間後に、O氏が松本城の登頂

を提案し、私は当然のごとく賛同し、深夜の松本城

へ向かいました。当時、松本城は一部改修工事中で

足場が施されていました。天守入口から足場を登り、

主天守へは無理と判断して乾小天守へアタックしま

した。小天守の屋根に這いつくばりながら到達出来

ました。下を見下ろすと、深夜の公園ベンチにはア

ベックが語らっておりましたが、まさかお城の屋根

から見下ろされているとは思うすべもなかったこと

でしょう。 

48年ほど前のことですが、深くお詫び申し上げま

す。憧れの松本城と女子寮の屋根から遠く、闇の中

の北アルプスを望ませて頂きました。 

 

 

 

寮歌との出会いと松高、信大寮歌祭に参加しての思い 

小林 達雄（農学 農産化） 

私は昭和 30年（1955年）信州大学文理学部で一

般教養科目を履修するため、一年間お世話になり、

思誠寮で生活して寮歌と出会いました。 

新入寮生歓迎会（5月下旬紅白の幕の張られた食

堂で豪華な料理、日本酒も出されていた）で、先輩

 5月 19日（土）に県の森の旧松高講堂にて「松高 100年・信大 70年記念年始まりの寮歌祭」と銘打ち 140名の参加を得

て開かれました。 

 信大交響楽団有志による松高校歌演奏にあわせ全員合唱で開会、濱田学長の「松高 100年を祝う」あいさつの後、思誠寮

寮歌、信大学生歌、農学部中原寮寮歌を次々と歌い上げ、他校の方の参加も得、計 27曲でした。 

 今年は文理も含め全学部の参加で、それぞれに学生時代、寮生活に思いをはせながら一曲一曲かみしめて歌いました。 

終了前には、交響楽団・混声合唱団の有志による演奏・歌声にあわせ「春寂寥」「叡智みなぎる」を全員合唱、山沢前学長

の「謝辞」、最後に演奏と共に「松高校歌」を大合唱、来年も集うことを約束し感動のうちに会を閉じました。 

日頃演奏に合わせて歌うことの少ない寮歌ですが、交響楽団・合唱団のひびきにあわせての歌は感銘を受けるものでした。

現役の学生による若々しい演奏と歌声は、松高・信大同窓生に活力を与えるものでした。 
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達の「春寂寥」の合唱を聴いた時の感銘は未だに忘

れる事が出来ません。 

また、その時、思誠寮で K君（東京在住）という

友人を得ることが出来ました。公私共、一口に言い

切ることができない程、どんな悩み事、たわいもな

い喜び事でも受け合って相談に乗ってくれる、そん

な友人と巡り合うことが出来たのです。 

新聞によると（信毎 2017.5.18）信大では、2013

年の入学式から「春寂寥」がうたわれているとのこ

と。信大の全人教育の原点が松高であり、そのシン

ボルとして、代表的な歌を歌うことで、学生達に大

学の文化と伝統を感じてもらいたいという趣旨で始

まったという記事を拝読しました。 

寮歌祭実行委員会から「松高 100年・信大 70年記

念年始まりの寮歌祭」の参加案内の通知をいただき

ました。私は以前、信州白線会の寮歌祭にも参加し

たこともあり、その時は農学からは 2名だけの参加

だったので、今回の寮歌祭には 10名程は参加したい

ものと思い連絡し合いましたが、6名の参加になり

ました。 

今回の寮歌祭では、昭和 30年（1955年）思誠寮

で青春時代の一時期を過ごして卒業後60年ぶりで再

会した友人のＨ君（飯田市在住）とも、心行くまで

語り合うことができて、思い出話に花が咲きました。 

また、来年もこの会場で再会したいことを約束し

て会場を後にしました。 

寮歌祭では、寮歌を歌うとき青春の血が踊ります。

寮歌祭は、老化防止の最高の特効薬です。 

――附 記―― 

「信州白線会」：長野県に住む旧制高校卒業生の会。

松高だけでなく、全国の旧制高校生が集まっていま

した。2010年まで 25回の「信州寮歌祭」を開催。ま

た、今も同好の士の文化的集まりを主催しています。 

 

 

 

寮歌とヒマラヤスギと 

宮下明彦（人文学部 昭和 46年度卒） 

 

5月 19日のお昼前、あがたの森文化会館講堂前で

名古屋の山田君と待ち合わせていた。松高・信大寮

歌祭に参加するためである。講堂に入ると既に大方

の席は一杯であったが、右後方のテーブルに二人は

席を占めた。10人ほど同席の諸氏の顔は直ぐには思

い出せないでいたが、人文学部、理学部、医学部の

同輩や文理学部の先輩諸氏であった。 

森実行委員長の開会宣言、濱田学長の挨拶が済ん

で一同乾杯。この間、校歌斉唱、嗚呼青春で記念の

寮歌祭が開幕。嗚呼青春に続き、夕暮るゝ・春深け

れば・高原の黙示・松高小曲・秋高原にと続く。そ

の後、北大・都ぞ弥生、一高、一橋会会歌、五高・

武夫原頭に等の友情出演、信大オーケストラ・合唱

団の演奏もあり、最後は春寂寥で大いに盛り上がっ

た。 

我々は昭和 47年 3月に人文学部を卒業して以来、

気の合う仲間 10数名が「県の森の会」を結成して毎

年秋に懇親会を開催している。今年で 47回目を迎え

ることになるが、旧交を温めながら皆で寮歌を誰憚

らず歌うことが何よりの楽しみだ。毎回、信州、関

東、東海、関西等で、幹事お勧めの温泉地、観光地

で開催されるのだが、その日は正月早々から万障繰

り合わせて参加する。そして、宴会の最後に全員で

寮歌を高歌放吟すれば、今や古希を過ぎてしまった

が気分は若きあの頃に飛翔する。 

あがたの森のヒマラヤスギの並木は、東大の銀杏

並木、北大のポプラ並木と並んで日本三大並木だそ

うな。私も松本へ出かける時は、旧制高校記念館で

コヒーを飲み一休みすることが多い。そんなとき、

ヒマラヤスギ並木の下をそぞろ歩く。 

あれは確か昭和 43年だったか、旧制松高創立 50

周年記念が県の森において執り行われ、白線帽や法

被姿の意気軒高だった大先輩の姿を思い出す。「わ

れらの青春ここにありき」の建碑がなされたのもこ

の時だったと記憶する。 

また、我々の学生の頃は大学闘争の真っ最中で、

デモ、ヘルメット、バリケードの騒然とした時代だっ

たが、その様子を黙って見ていたのはこのヒマラヤ

スギであったろう。 

あがたの森のヒマラヤスギの並木の下、寮歌を口

ずさみ逍遥すれば、元気が湧き上がるとともに、あ

の日の懐かしさと、あまずっぱさが蘇る。 

 

 

来年は「松高 100年信大 70年記念年まとめの寮歌

祭」として 2019年 6月 29日（土）松本勤労福祉セ

ンターにて開催する予定です。 

県の森講堂が耐震工事に入るためですが、当日午

前「講堂の構造と耐震工事の手法」の見学会を考え

ています。 
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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。卒業後 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。 

 

一枚の古い答案用紙 

石関 一夫(27文甲) 

古い答案用紙といえば、誰でも松崎さんが秘蔵され

ている北杜夫の「僕等の物理学－恋人よ／この世に物

理学とか言ふものがあることは／海のやうにも／空の

やうにも悲しいことだ…」という名詩を思い浮べるに

違いない。又このような即興詩ではなく、日頃書き溜

めた日記の抜粋を記して竹内さんの哲学の試験で 80

点もらった男もいた。 

しかし私が大切に持っている試験の答案は極く普通

のものである。文乙 2年の物理の試験で、出された問

題はどうやらフランスのゲイ・リュサックとかいう物

理学者の発見した気体反応の法則や電子に関するもの

であるらしい―らしいと言わざるを得ないのは、答案

用紙には回答が書かれているだけで問題は書かれてい

ないからである。戦時中敢えて文科を選び、敗戦のド

サクサに紛れて卒業してしまった私にそれ以上わかろ

う筈もない。 

ところで教師でもなかった私が古い答案用紙など

持っているにはわけがある。戦争末期物資の不足が深

刻化するにつれて学校の倉庫に眠っていた古い答案用

紙の裏が利用されるようになったことは誰もが知って

いる通りである。そして私が入学した昭和 20年、思

誠寮で配られたその年の寮歌「追憶」と「山に微笑む」

の歌詞もご多分に漏れず古い答案用紙の裏にガリ版刷

りされたものだったのである。この二つの寮歌の作曲

者千野君が作曲に打込んでいた姿は今でも脳裏を離れ

ることはないが、ひとたび寮歌を憶えてしまうとガリ

版刷りの藁半紙は用済みになり、古い寮歌集の中に挟

まれたまゝ忘れられ、何十年もの間日の目を見ること

はなかった。それが何年か前の松高寮歌祭の前日、ふ

と思い出してその答案用紙を取り出してみたのである。

長らく畳まれたまゝだった紙の折目は切れ、黄色く変

色した藁半紙には無数の染みが浮出ていたが、字句の

判読は可能であった。答案には文 2乙百瀬勝登と書い

てあった。同窓会名簿で調べると百瀬氏は第 7回の卒

業生、即ち昭和 3年、私の生まれた年の卒業である。

因みに松崎先生は 17回卒業で私の 10年先輩。百瀬さ

んはその又 10年前の大先輩にして昭和 2年度の寮歌

「秋高原」の作詞者である。思えばインターハイに選

手を送り出すとき歌ったこの寮歌は戦時中は友を戦場

に送り出す歌として、又戦後社会人になってからも転

勤などの送別会を締括る歌として、特別の思いを篭め

て歌い継がれてきた。かゝる寮歌の作詞者百瀬氏に 20

年を隔てた後輩達の寮歌が裏面に印刷された答案用紙

をお返ししたら如何ばかり驚かれ、且つ喜ばれるであ

ろうかと思ったのである。しかし氏は既に亡く、私の

願が叶えられることはなかった。75年を経た一枚の答

案用紙を今なお大切に保管している所以である。 

「松高あがた美術会『あがたの森の仲間たち』 （2005.6.4）より転載」 

回想、良き師と友    

松本 規純（21回文乙） 

松本のイメージ 

わたしが松高に在学したのは、昭和 14年から 17年

の春までだから、今から 43、4年の昔になる。あの頃

の松本を、目をつむる想いで呼び醒ますと、まず浮び

上ってくるのは、町の角々に張られた映画のビラであ

る。 

なにしろ田舎の中学で、映画のたぐいは年に一回か

二回許される、例えば「ムッソリーニの何とか」と云

うのだけで、それ以外は隣の町へ冒険覚悟で見に行く

といった窮屈な世界から、急にぱっと何でも見られる

世界に入ったのだから、 映画の広告ばかり目につく

のはこれは無理もないことだろう。封切り前のピカピ

カした感じの新しいビラ、上演が済んで一月も二月も

経っても、裏通りの塀で風に吹きさらされている古い

ビラ「望郷」「伊豆の踊り子」「空想部落」（これは

松高のまん前に一棟借りて自炊生活を始めた私達のグ

ループのニックネームにもなった）その他数えきれな

い。印象に残った「暢気眼鏡」は少し後だったろうか。

「格子なき牢獄」のコリンヌ・リュシェールが気にいっ

たが、ビラが手に入らず、それを手に入れた友達（小

林泰治 21回文乙） のところへ何べんも見に行ったり

した。 

下宿の小母さんに券をおごるからと誘われて、何十

米もの行列の中に並んで「愛染かつら」も見たが、こ

ういう「大衆映画」を見るということは、松高生にふ

さわしくないのかと思って、友達には見たことを黙っ

ていた記憶がある。 

当時は、石坂洋次郎の「若い人」や、島木健作の「生

活の探求」などが、何年続きのベストセラーとして、

本屋の店頭に積まれていた時代で、映画の「若い人」

など、間崎が大日方伝だったろうか、橋本先生の夏川

静江、江波キヨウ子の市川春代など、嵐の前の、つか

の間の甘い時代の共感があった。 

戦後や最近になって、「オーケストラの少女」「会

議は踊る」「巴里祭」その他を見直してみると、矢張

りあの頃は、映画の全盛時代だったのかと改めて感心

する。その一方、あの頃の映画の迫力と、観客の共鳴

とは、戦争が本格化する前の、「しばしの静穏」の時

代性のモンタージュを抜きにしては語れないだろう。 

 わたしは、映画に就いては、先輩の中谷哲士さん（19

回文乙 この人のことを想うと、可愛がって貰った懐

しさと感謝で、胸いっぱいになるが、心ならずも音信

を絶えさせていて慙愧に堪えない）、上村独さん（18

回文乙 このユーモアにたけた、心根の優しい先輩は、

今でも生きていて、話しかけられる気がする。わたし

など地方育ちとは違った、都会人の繊細な温かさが懐

しい）、これらの人から、いろいろと映画の見どころ

の話を開き、大いに啓発されたが、それにも拘らず、
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わたしの映画鑑賞のレベルは、どうもその頃の女学生

や、下宿の娘さんが、素晴しい！ とか うっとり！ と

か話してくれた程度のシーンばかり記憶に残っている。

つまりわたしの映画鑑賞のレベルは、女学生レベルだ

ということで、両先輩の御指導に対して、相済まない

次第である。 

最後の松高事件 

所謂いちばん最後の松高事件。向井正幸先生の日記

（記念文集、みずうみ所載）から少し触れさせて頂く。 

昭和 15年 9月 2日 

教官会議。数名の生徒反戦思想のため警察につれ

てゆかれたる由聞く。 

 同年 12月 12日 

三時十分より教官会議。警察に連行されし生徒の

うち、五名起訴せらるると報告さる。 

（略）世の中に不幸を抱く人の絶えざる限り、思想

問題は次から次へと発生するなるべし。 

 同年 12月 20日 

・・・文科二年には物理の試験あり。午後一時よ

り教官会議ありて六時まで続く。会議はさきに警

察に引かれし生徒の処分問題についてなり。Ｌ以

下起訴になりし四名は諭旨退学。 

あとは停学と訓戒（略）。 

ところで試験の 10日程前になって、三ヶ月振りに

釈放されたわたしは、先生の日記による 12月 20日の

物理の試験の答案には、何も書けないままになにか作

文めいたものを書いて提出した記憶がある。（尤も向

井先生の文科生に出される試験問題は「Ⅹ線について

知るところを述べよ」式のものが多かったようではあ

る） 

一方、化学の試験の方は、亀の子問題の化学方程式

だったのか、全くの白紙だったので、市川教授は驚い

て井上先生のところへ飛んで来られた由。両先生とも

大変心配しておられたところ、物理の採点が満点 50

点だったので、合せて 100点満点の 50点で、多少の

いきさつは兎も角として及第したことを井上先生が目

を丸くして告げて下さった。 

わたしはその時、自分のことよりも、一時間も講義

に出席せず（出来ず）、答案も何を書いたか分らない

ような私の答案に満点をつけられたことで、先生が何

か立場上大丈夫なんかと気になったことを想い出す。

（ちなみにわたしが松高在学中に、試験で満点を貰っ

たのは後にも先にもこの一回だけである） 

それにしてもこの事件の犠牲はあまりにも大きかっ

た。いったいそこには事件とよばれる程の何かがあっ

たのだろうか。当時の所謂学生の「思想問題」という

ものが多くそうであった如く、いくら現代の社会とは

かけ離れた当時の時代の社会風潮をバックにして考え

てみても、それは所詮、ナンセンスとでも云うより他

に言い様のない出来事だったのではなかろうか。 

一つの大きな嵐が吹き過ぎる時、社会の中でも一番

純粋で一番敏感な部分が、（それは多く学園か学生か

だが） 真先に風圧を受けて傷つくのは、いつの時代

にも避けられない宿命なのだろうか。 

私は軽薄旦つ倣慢不遜であったあの頃の自分を想い、

自分を弁護しようとする意図はまったく無いし、又弁

護出来るなどとは露ほども思はない。 

私は自分が多くの先生に、大変な心痛、心労をかけ

たことを決して忘れることは出来ない。 

唯この事件で、最後に松高に残ったのは私ひとりだ

けであった。この事件は当時、東大に進学していた松

高出身者を含めて、多くの才能に多大の犠牲を強いた。

退学処分は余儀ないとしても、事件の経過中に病没し

た人、間もなく出征して戦死した人達を思うと、四〇

余年を経た今でも心に痛みを禁じ得ない。 

当時既に大学生だった人達には、運動に対する心構

えにも、社会情勢の認識にも、わたし達とは違ったも

のがあったかも知れない。又それらの人達の（あるい

はもっと上部の人達の）後輩に対する誘いかけのやり

方には、他の人格の運命に対する配慮の足りなさで、

非難されるべき点があったかも知れない。しかしそれ

らをすべて含めた上でも、わたしの知る限りの松高の

先輩同輩に、犠牲は余りにも大きく、悲しいものであっ

た。 

わたしは私達よりも以前の、松高の所謂思想事件な

るものに就いて、殆ど知るところはない。ただわたし

の経験した事件の、余りにも一方的な犠牲の大きさと、

現在わたしが自分の子供に説明してやっても、納得さ

せることの出来ないような「一つの時代」の「一つの

出来事」について回想してみただけである。 

わたしは大変な御迷惑をかけた井上先生（たとえ先

生が今後百歳を越えて長生きされても、吾々が先生の

命を少くとも三年間は縮めたことには間違いがない）、

鈴沢先生（都落ちして、肥前の長崎で、異次元の医学

の世界に入った時、先生の温顔が毎日目にちらつきま

した）、川瀬先生（ついに一言もお礼を言うことなか

りし）、蛭さん（あの温かい目が、今の時代の暴力学

生みたいな心理になりかかる、オレを救ってくれた）、

その他の全部の先生にお礼を云いたい。 

なんといっても、わたしがこんなトラブルにも拘ら

ず、この三年間を、私の人生の最もよき時代として回

想出来るのは、決して単に古き良い時代であったから

ではなくて、最も多くの良き師と友に恵まれた時代で

あったからである。 

「松高同窓会誌『縣』第一集（1989.7.10）より抜粋」 

 

 

蒋介石総統の『告文』     

梶原 昌夫（5回文乙） 

有賀編集委員への書簡(抄)から 

これは 1945年(昭和 20年)8月 14日、重慶から中国

全土と世界へ向け、蒋介石総統がラジオ放送した『告

文』の全文(日本語訳・長谷川太郎)である。平成 2年

5月、嘗て安房中学での教え子であった長束正實君(館
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林市在)からそのロタ島・グァム島に於ける戦争体験

記に添え提示された。 

終戦時に、米・英・ソ三国の主張に抗して蒋総統が

「日本領土不分割、非賠償、以徳報怨」を貫かれたこ

とは聞き及んでいたけれども、邦訳全文を読むに及ん

でその人物の偉大、信仰の深さに感服し、信徒の一人

として『告文』を頒布へ。その中で唯一人読み知って

いたのは、9回文甲松本政一君だけであった。 

〔 告 文 〕 

全中国の軍官民諸君、並びに全世界平和愛好の諸士、

われらの対日戦は本日ここに勝利を得た。「正義は必

ず独裁に勝つ」との真理はついに現実となった。これ

はまた、中国革命の歴史的使命の成功を物語ったもの

である。 

わが中国が、暗黒と絶望のさなかに奮闘すること八

年、堅持してきた必勝の信念は、本日ついにその実現

をみた。 

現在目前に展開しているこの平和に対し、われらは

開戦以来、忠勇犠牲となった軍民諸先烈、並びに正義

と平和のため、共に戦った友邦に深く感謝を捧げよう。 

特に国父孫文が艱難辛苦、われらを革命の正確な路

線に導き、今日の勝利を勝ち得たことに対し、感謝す

べきである。また世界のキリスト教徒も、あい共に、

公平仁愛なる神に対し、感謝の誠を捧ぐべきである。 

わが国の同胞が開戦以来八年、その間に受けた苦痛

と犠牲は年ごとに増したが、必勝の信念もまた日まし

に強まった。殊に被占領地区の同胞は、限りなき虐待

と奴隷的屈辱をなめつくしたが、今日すべて解放され、

再び青天白日にまみえることができた。 

ここ数日来、各地に沸き上がる軍民歓呼の声と、溢

れ出る安堵の表情は、実に被占領地区の同胞が解放さ

れたからに外ならない。 

現在われらの抗戦はついに勝利を得たが、まだ最終

的勝利ではない。 

この戦勝のもつ意義は、単に世界の正義の力が勝を

制したことだけには止まらず、世界の人類もわが同胞

と同様、今次の戦争が世界文明国家参加の、最後の戦

争になることを切望しているものと信ずる。 

もし今次の戦争が人類史上最後の戦争となるならば、

たとえ形容不能の残虐と屈辱を受けたとはいえ、決し

てその賠償や戦果は問うまい。 

わが中国人は最も暗黒な絶望の時代でも、なお民族

を一貫する忠勇仁愛堅忍不抜の偉大な伝統精神を堅持

してきた。これは、正義と人道とのために注いだすべ

ての犠牲は、必ずや相応の報酬が得られると、深く信

じてきたからである。 

今次の戦争から、わが中国が得た最大の報酬は、連

合国との問に生じた相互尊重の信念である。この連合

こそ、青年の熱血と肉弾によって築かれた、反侵略の

巨大な堤防であった。 

そしてこれに加盟したすべてのものは、ただ今次だ

けではなく、「人類尊厳」の共通理想実現のため、永

遠に団結した同盟の友である。 

これは連合国戦勝の最重点基盤であり、たとえ敵が

いかなる分裂難問の陰謀を挑発しても、絶対に破壊は

されないのである。 

今後は洋の東西を分たず、人種の如何を問わず、全

人類は日をおって、加速度的に密接に連合し、ついに

は一家族のようになるものと、信ずるのである。 

今次の戦争は人類の相互理解、相互尊敬の精神を高

め、相互信頼の関係を樹立した。さらに世界大戦と世

界平和は不可分の関係にあることも立証した。 

これにより将来は戦争の勃発が一層不可能になった。

ここまで述べてきた余は、「己に対する如く人にもせ

よ」「汝の敵を愛せよ」と命じられた、キリストの教

訓を想い出し、誠に感慨無量である。 

わが中国の同胞よ、「既往をとがめず、徳を以て怨

みに報いる」ことこそ、中国文化の最も貴重な伝統精

神であると肝に銘じて欲しい。 

われらは終始一貫、ただ侵略をこととする日本軍閥

のみを敵とし、日本人民は敵としない旨を声明してき

た。今日、敵軍はすでに連合国に打倒されたので、一

切の降伏条項を忠実に遂行するよう、もちろん厳重に

監督すべきである。しかし決して報復したり、更に敵

国の無辜（むこ）の人民に対して、侮辱を加えてはな

らない。われらはただ日本人民が軍閥に駆使されてき

たことに同情をよせ、錯誤と罪悪から抜出ることだけ

を望むのである。もし暴行をもって敵の過去の暴行に

応え、奴隷的侮辱をもって誤れる優越感に報いるなら、

怨みは更に怨みを呼び、永遠に止まる所がない。これ

は決してわが正義の師の目的ではなく、わが中国の一

人ひとりが今日特に留意すべきところである。 

全国の同胞よ、現在われらは中国を侵略した敵の帝

国主義を打ち敗ったが、まだ真の勝利の目的には到達

せず、侵略の野心と武力は徹底的に消滅しなければな

らない。われらは更に勝利の代償が決して傲慢（ごう

まん）と怠惰（たいだ）でないと悟るべきである。戦

争が確実に終了した後の平和な国土には、今後戦時同

様の苦痛と、戦時以上に努力し、改造建設すべき艱難

極まる任務が山積している。或る時期には、戦時より

も更にきびしい難問が随時随所の吾が頭上にふりかか

ると覚悟すべきである。 

ここで余は、まず最も困難な任務を申し渡したい。

それは軍閥から誤った指導を受けてきた日本人民に対

し、自己の犯した錯誤と失敗とを如何にして納得させ、

かつ心から喜んでわが三民主義を受け入れさせるかで

ある。 

そして公平正義の競走が、彼らの武力掠奪や独裁恐

怖の競走より、真理と人道との要請にかなっているか

を認めさせることで、これこそわが連合国に託された

今後の最も困難な任務である。 

世界永遠の平和は、人類の自由平等の民主精神と博

愛にもとづく相互協力の基盤の上に、築かれるものと

確信する。それゆえわれらは民主と協力の大道を邁進

し、もって世界永遠の平和を協力し擁護してゆかなけ

ればならない。 
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同盟国の諸士並びにわが全同胞よ、武力によってか

ち得た平和は必ずしも恒久平和の完成ではない。日本

人が理性の戦場に於てもわれらに教化され、もって徹

底的に反省改心するよう導かれ、われらと同じく世界

平和愛好者になった暁にのみ、今次世界大戦最終目標、

即ち人類希求の平和が初めて達成されると信ずるよう、

切望する次第である。 

「松高同窓会誌『縣』第三集（1991.7.10）より転載」 

 

 

或る学徒兵の憶ひ出     

中村 勇二(22文乙) 

昭和 18年 12月、文科系大学生の兵役徴集猶予措置

が打ち切られた。丁度その頃、水戸の部隊にいた兄(四

才年長)がニューギニアへ向って出発するのを東京駅

に見送った。 

天皇陛下の為に死のうとは思はないが、兄や友人が

戦地へ出て征くからには、同胞の義務としてお国の為

に俺も頑張らずばなるめえ!?そんな気分で朝鮮二二部

隊(在ソウル)に入隊した。兵科は歩兵であったが六ヶ

月後、志願して特別操縦見習士官第三期生として熊谷

飛行学校の教育隊に入校した。 

別にパイロットに憧れたわけではなく、航空隊は食

事が好いといふ噂に恥し乍らつられただけである。熊

校の仲間は、皆、学徒出身者ばかりで、訓練はきびし

かったが、陰険なイジメをする古年兵がいないので、

大学の運動部の延長のような明るい雰囲気があった。 

グライダー訓練など約 3ヶ月の基礎訓練を終り、こ

れから赤とんぼ(中型練習機)の訓練に移ろうとした時、

内地ではガソリンが不足しているのでガソリンの豊富

な南方で訓練しろといふことになり、ジャワの練習飛

行隊への転属命令が出た。その頃グアム島やサイパン

へ敵が来ているといふのに大した護衛艦もなしに輸送

船でノコノコと出かけたら、敵の潜水艦の好餌になる

ことは必至であった。 

当時の陸軍首脳部の杜撰（ずさん）な作戦計画は今

思ひ出しても腹が立つ。 

昭和 19年 9月 18日、輸送船江尻丸(七千屯の貨物

船)に乗船し、十四隻で一つの船団を組み、門司を出

港した。 

船の中で我々の寝る処は船室ではなくて船倉であっ

た。八、九人分として三畳くらいのスペースしかなく、

茣蓙を敷いて、その上に装具を置くと、全員がねるこ

とは出来ない。まさに奴隷船に近かった。むし風呂の

ような船倉から脱出したわれわれは甲板に場所を見つ

けてゴロ寝した。 

便所は甲板にあったが足りないので舷側に仮の便所

(人一人がしゃがめる程度の大きさの木箱の底に二十

糎四方の穴をあけ、そこから糞尿を落すように仕掛け

た箱を、船の手すりにロープでくくりつけたもの)を

五、六個設置してあった。この便所で用を足す時、しっ

かりつかまっていないと船の揺れで海に落ちる恐れが

あった。 

船は台湾の高雄に寄港の後、日本軍の墓場と云はれ

たバシー海峡を無事越えて、やれやれと思っていた十

月十日、ヒリッピンのルソン島沖を航行中、突如とし

て敵の潜水艦の攻撃を受け、運わるくわが江尻丸だけ

に魚雷が命中した。魚雷は前方の船倉に命中爆発し、

中は火の海となり忽ち死人の山が出来たが、後方の船

倉にいた我々は運よく難を免れ、救命胴衣をつけて海

中にとび込んだ。 

考えて見たら熊校の教育隊は第四区隊であったし、

江尻丸は船団の中で四番船であった。四が死を呼んだ

らしいと縁起を担いだがあとの祭り。幸ひにして天気

は上々、波は静かで、ゆっくり海中を漂流すること五

時間で珊瑚礁の海岸に辿り着いた。 

疲労と空腹でフラフラの我々は現地人の住居を訪れ、

何か食うものを呉れと云うと、七才位の子供が目の前

の椰子の木に猿（ましら）の如く駈け登り大きな実を

落してくれた。この椰子の実を割って呑んだココナッ

ツミルクの美味かったこと！生涯忘れられない味で

あった。 

この遭難で島に泳ぎついた将兵は 300人に達し、そ

の中の熊校仲間二十名は直ちに本隊を追ってマニラに

向った。途中行軍の疲れと海水に長時間浸って身体を

冷した所為かはじめて痔を病み、肛門から出血した。

拭く紙がないので救命胴衣を引き裂いたら、中から圧

縮されたカボック(綿)がとび出し、之が最良のティッ

シュペーパーとして大いに役立った。 

その頃マニラ湾にはレイテ島へ向う日本の連合艦隊

が集結して居り、之を目がけて連日米軍のグラマン機

が来襲し、両軍の壮絶な死闘がくりひろげられた。又

ヒリッピン奪還にやってきた米軍は島の廻りを包囲し

て居て我々が海路任地ジャワへ向うことは絶望的と

なったので台湾へ帰る日本軍の飛行便で十二月台湾に

戻り、一月に入って、台湾からサイゴン・シンガポー

ル経由の飛行便でジャワのスラカルタという練習飛行

隊の教育隊に着任したのは昭和20年の2月1日であっ

た。 

しかし散々苦労してやっと任地に着いたのに、スラ

カルタの教育隊にはガソリンはあっても我々の乗る飛

行機はなかった。米軍はジャワには目も呉れず目本の

本土攻撃に向って居り、日本の飛行機はジャワから他

の戦闘地域に移動していた。 

やむを得ず練習飛行隊は地上訓練に切り替えたが少

しも気合がかゝらない。 

スラカルタは別名ソロと云って日本の京都のように

優雅な古都であり、空襲をうける心配は既になく、平

和な天国のような生活が約 3ヶ月続いた。日曜日毎の

外出で、ジャワ美人との会話を楽しむうちに、忽ちイ

ンドネシア語が巧くなった。発音が日本語と同じく母

音が多くて易しかった。 

人は『オラン』米は『ナシ』肴は『イカン』死ぬの

は『マテ』菓子『クエ』と歌になる。道路は『ジャラ

ン』散歩は『ジャランジャラン』でまことに単純明快

でおぼえやすい。 
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さて、軍は役に立たない学徒兵を遊ばしておくわけ

にもゆかず、六月になって『南方総軍司令部付特務機

関』へ転属命令が出た。 

昭和 20年 6月 7日、任地シンガポールに向ひ、ジャ

カルタから軍艦足柄(排水量一万三千屯、二十糎砲十

門を装備する重巡洋艦)に便乗した。 

『一人前のパイロットになれなくて、陸の荒鷲なら

ぬ笑鷲となり、空中戦で死ななくて済んだ我々は飛べ

ない鶏みたいなもんだ!』と自嘲の笑ひを浮べ乍ら乗

艦した我々を恐ろしい運命が待っていた。翌八日正午

過ぎ、ジャワ海を航行中、又もや敵潜水艦の雷撃を受

けたのである。『一発や二発では沈まない』といわれ

た世界に誇る日本の巡洋艦に乗り、正に大船に乗った

気分でいたのに、約二十分で沈没、重油の海に投げ出

された。 

海面に拡がった重油の泥沼にどっぷりと頭から浸っ

て泥人形に生れかわった吾々はお互ひ誰の顔かを識別

できなくなった。之が最后かと観念して浮き沈みして

いたところ幸運にも駆逐艦神風に救助されて翌日九日

無事シンガポールに着いた。 

あとからの調査によると、足柄には輸送中の陸軍将

兵が我々を含め約千名、足柄の乗組員が一〇七〇名

乗っていて、そのうち艦の下部にいた将兵の多くが艦

と運命を共にした。 

紙一重の差で生死を分つ運命はまことに残酷である。 

我々は上甲板にいたので全員無事であった。 

シンガポールで特務機関の訓練を受け、二ヶ月後終

戦を迎へたわれわれはスマトラで捕虜生活に入った。 

特務機関は戦犯の疑惑濃厚とのことで、日本軍から

も嫌われて山奥へ飛ばされ、バタック族の部落で土地

を借り、農耕生活をはじめた。 

スマトラではインドネシアの独立運動が起り、オラ

ンダ軍の上陸を許さなかった。そのお蔭で連合軍によ

る強制労働はなく、復員の目が来るまで各部隊毎に自

活すればよかった。 

バタック族は明治時代まで首狩をやっていた檸猛な

種族で男は腰に蛮刀を指していた。 

又既婚女性は御歯黒をしていて、祖母に会ったよう

な懐しさを覚え、日本民族の先祖此処にあり！と云っ

た感じがした。 

村の人たちはつき合って見ると純朴で憎めない人ば

かりであった。 

野良仕事の途中で食事時になると、おばさんたちは

土の上に芭蕉の大きな葉をひろげ、その上に太い竹筒

の中に入った御飯をばらまく。集まった連中は箸なん

か使はない。飯とおかずを手づかみで口の中に投げ込

む。まことに無邪気でほゝえましい。 

バタック族の住居は木造茅葺きで且つ床が高く床下

は 2米近くあり湿気がこもらず衛生的である。而も床

下に豚を飼っていて上の便所から落ちてくる人糞をき

れいに食べて丸々と太っているのには驚いた。衛生管

理満点だ⁉ 

又村人たちに「今何時か」と尋ねると、時計など持っ

ていないから、空を仰ぎ太陽の位置を見ながら『キラ

キラ(凡そ、大体といふ意味)何時』と答える。「君の

年はいくつだ」と聞くと『キラキラ何才』と答える。

まことに大らかで吾々はすっかり嬉しくなりバタック

式に自然に逆らわず、「人生万事キラキラで暮らそう

や」といふことになった。 

ある日隊長から呼び出しがあり、出向くと『これか

らバタック族とサッカーの試合をしろ、お前は大学で

サッカーの選手だったそうだから有志を集めてやって

見ろ』といふ。中学から大学までボールを蹴り続けた

サッカー狂（きちがい）の小生、お安い御用だ。此の

国はオランダの植民地だから野球は知らないがサッ

カーとなると老若男女を問はず熱狂した。何回か試合

をくり返すうちに現地の人等とすっかり仲よくなり、

嬉しいことに俺は花形プレーヤーとして彼らからス

ターの扱ひを受け、気狂冥利（きちがいみょうり）に

つきる思いを味わった。 

スマトラで六ヶ月更にマレーシアで四ヶ月の捕虜生

活の後、シンガポールから待望の復員船に乗ることと

なった。 

この時までに、南方で私は折にふれスケッチを三〇

枚位描いたが復員船に乗る時、検問所ですべて没収さ

れてしまった。もしあのスケッチがあれば、この文に

加えると、より味わいのある記録になったであろうと

思うと残念至極である。 

昭和 21年 6月 27日、われわれの復員船は広島県の

大竹港に入港、復員を完了し、六月末日、東京の焼野

原に残っていたわが家に辿りついて家族と再会し、は

じめて兄がニューギニアで昭和 19年 7月に戦死した

ことを母から聞き、抱き合って号泣した。 

華々しい勝ちいくさと違って小生の戦争記録は何と

もなさけなく貧乏くさい敗残兵のみじめな記録である。 

しかし之もわが青春の貴重な一頁であると思ひ直し

て筆をすゝめた。 

太平洋戦争の後半、制空権も制海権も失った日本軍

の悲劇を南方戦線の修羅場でちょつびり体験したので

ある。 

戦後 60年たった今日でも地球上の何処かで戦争は

続いている。人類は戦争を止めなければならない。そ

の悲願をこめてさゝやかな拙ない戦争記録をのこした

次第である。 
「松高あがた美術会『あがたの森の仲間たち』 （2005.6.4）より転載」 
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―――――――――― 「信州大学」誕生秘話 ～なぜ「信州」なのか～ ――――――――― 

信州大学 大学史資料センター 福島 正樹 

1949年（昭和 24）5月 31日、信州大学は、国立の

新制大学 69校の一つとして、長野県下の高等教育機

関 7校を集めて発足しました。文部省が新制大学設立

に際し提示した条件は全部で 11か条に及びますが、

特に重要なことは、特別の地域（北海道・東京・愛知・

大阪・京都・福岡）を除き同一地域にある官立学校は

これを合併して１大学とし、「１府県１大学」を原則

とすること、大学の名称は原則として都道府県名を用

いるという点がありました。前者に従い、長野県内の

前身の官立学校７校を継承する６学部構成をとりまし

たが、後者については、この条件に従えば、「長野大

学」とすべきところ、本学は日本で唯一旧国名（信州

＝信濃国）を冠した大学名としたのです。あたかも、

すでに決まっていたかのように、名称に関して全く異

論はありませんでした。 

「信州」採用の経緯を調べてみると、実は「信州大

学」の呼称は明治時代後期にまでさかのぼることがわ

かりました。1899年（明治 32）、長野県に全国７番

目の高等学校を誘致したいという運動が起りましたが

（注：実際に高等学校が誘致されたのは、1919年（大

正 8）の松本高等学校の開校を待たねばなりませんで

した。）、この運動はそれに止まるものではなく、当

初から大学の設置を展望するものでした。そのことは、

同年に長野県の教員で組織された教育団体「信濃教育

会」が開催した講演会で、東京帝国大学文科大学長の

外山正一（1848～1900）が、長野県に大学を設置する

よう呼びかけたことからもうかがえます。 

佐久地方出身の民間学者・保科百助（五無斎）（1868

～1911）が、1908年（明治 41）、「信州大学」の設

置を主張したのに始まり、1915年（大正 4）、信濃教

育会の機関誌『信濃教育』の論文に「信州大学」の設

置を要望するという主張が表れ、以後「信州大学」の

設立は戦前を通じて継続的に主張されることになりま

した。 

「長野」ではなく、なぜ「信州」か。それは「長野」

が信濃国全体を表す地名としては県民に浸透しなかっ

たという点があります。少し長くなりますが、その背

景にふれます。 

明治維新に際して、信濃国に最初（1868年）に置か

れた県は「伊那県」で、信濃国にある旧江戸幕府の所

領で構成されていましたから、信濃国のあちこちに領

地が散在していました。県庁ははじめ、江戸時代に代

官所が置かれた飯島村（現飯島町）に置かれましたが、

1870年（明治３）伊那県から中野県を分県しました。

県庁は中野に置かれましたが、民衆の蜂起で焼失し、

1871年（明治 4）さらに県庁を「長野村」（現長野市

長野）に移し、その地名をとって「長野県」と改称し

ました。小さな村の名が県名になったのです。 

県の範囲は、現在の長野県北部と東部で、中部と南

部及び飛騨地方は筑摩県とされ、信濃国の範囲は２つ

の県で構成されました。それが明治９年に筑摩県が長

野県と合併し、信濃国を管轄範囲とする現在の「長野

県」が誕生しましたが、多くの県民、特に中南信の人々

にとって元々村名に由来する「長野」は帰属意識の薄

い地名でした。 

1884年（明治 17）、長野町を中心とする教員の研

究団体「長野教育談会」が結成されましたが、構成メ

ンバーが北信濃に偏っていたことから、1886年（明治

19）全県に組織を拡大するに際し、「信濃教育会」と

改称したことにもそれは表れています。 

ところで、明治時代初め、府県による地方行政が始

まると、住所の表記にも府県名―町村名が使われるよ

うになりましたが、当初、「長野県管内信濃国〇〇郡

〇〇村」というように、「信濃国」という表記が必要

でした。なぜならば、「県」は役所の意味でしかなく、

今で言う自治体としてのエリアを示すものではありま

せんでしたので「信濃国」の表記が必要だったのです。 

明治 10年代～20年代の町村制・府県制などの自治

制度が整備され始めると、「長野県」は役所を意味す

るとともに、自治体としてのエリアも併せ持つように

なりました。明治 30年代に入ると、「長野県」は、

住所を記載する地名として県民に浸透し始め、「長野

県〇〇郡〇〇村」と表記するようになりましたが、長

野県全体を表す場合は「長野」ではなく「信濃」「信

州」が自分の帰属する地名として使われ続けました。 

明治 30年代、信濃教育会は全県を対象とした教育

活動のスローガンとして「信州教育」「信濃教育」を

掲げるようになりました。ここにも、長野県全体を示

す場合は「信州」「信濃」が用いられたことがわかり

ます。 

時あたかも高等学校誘致運動の起った 1899年（明

治32）、信濃教育会は郷土愛を培うための地理唱歌を、

長野県師範学校訓導・浅井洌に作詞を依頼しました。

その結果できたのが唱歌「信濃国」でした。題名が「長

野」ではなく「信濃」であることが注目されます。そ

こには、信州各地の地名や人名などが満遍なく読み込

まれ、信州全体をまとめあげる地域愛が歌い込まれて

います。 

明治 30年代以降、長野県民の帰属意識を満たす地名

は「長野」ではなく、「信州」「信濃」であり、それ

はますます無くてはならないものとなり、昭和 24年

の「信州」大学の誕生へと繋がっていったのです。  

信州大学では本学の歴史を明らかにして将来に伝承するため、平成２９年度に「信州大学大学史資料センター」

を設置し、散逸が危惧される本学に関する資料の収集・整理・保存を推進しております。今回は、信州大学大

学史資料センターの福島先生に信州大学の誕生秘話について寄稿いただきました。 
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―――――――――大学史資料センターから資料収集への協力のお願い――――――――― 

昨年度は全学の卒業生、教職員、その他の皆様にご協力いただいて、1300点を超える資料が集まりました。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いただけます方は、ぜひ情報を大学史資料センターにお寄せください。 

平成３０年度も引き続き、信州大学の歴史に関する文書、写真、記念品などの資料の提供について、ご協力、お力添えをお

願い申し上げます。（写真は、卒業生から提供されたものです） 

 

○ご寄付・情報提供いただきたい資料について 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お問合せ・連絡先 

信州大学 大学史資料センター 

（信州大学 附属図書館中央図書館内） 

 〒390-8621 松本市旭 3-1-1  

 TEL:0263-37-3531  

FAX:0263-37-3532 

メール：archives@shinshu-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――本をお譲り下さい――――― 

毎年夏に同窓会では「古本市」を開き、同窓生の方から現役

の学生の皆さんへの書籍のリレーのお手伝いをさせていただい

ています。皆さんの蔵書で「譲ってもいい」というお手元にあ

る自然科学に関する不用になった本がありましたら、理学部内

同窓会事務局宛にお送りいただければ幸いです。 

また、自然誌科学館を訪れる子供たち用に児童・生徒（小中）

用の書籍もお送りいただければ幸いです。 

誠に申し訳ありませんが送料をご負担ください。 

〒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 

―――理学部同窓会へのカンパのお願い――― 

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。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 

通信欄に入学年度および学科名等をお書きください。 

 

 

―録画されたビデオテープやフィルムを探しています― 

 

次の番組について何かご存知の方お知らせください。 

◆NHK総合テレビ 「若者たちはいま「寮歌たえず」 

（昭和 50年 2月 23日放送） 

昭和 50（1975）年 2月、思誠寮を舞台に番組の収録が

行われたもので、映画監督・山田洋次氏が旧制高校の寮

でもあった信州大学思誠寮を訪ね、学生たちの生活や松

本の街をレポートするという内容です。 

◆NHK総合テレビ テレビロータリー（L） 

「思誠寮はどこへ」―松本・信州大― 

（昭和 52年 7月 21日放送） 

リポーターは随筆家の栗田哲夫氏、番組の司会は内田

和子氏だったそうです。 

1966年の大学祭の写真らしいです。内容をご存知の方お教えください。 

このような資料が多くあります。資料センターのホームページにありま

すので覗いてみてください。 

編集後記 

今年の夏はいつになく暑く猛暑・酷暑などといわれていま

す。岐阜や埼玉では 40℃を超えました。松本はそこまで暑く

ありませんが、ペットボトルは手放せない毎日です。この影

響で野菜は軒並み高いです。ただ、ブドウのできは良いよう

ですので山辺のブドウが楽しみです。（い） 

旧こまくさ女子寮 


