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大学教育のこれまでとこれから－ご挨拶に代えて 

理学部長 市野 隆雄 

卒業生、修了生のみなさん、ご卒業、ご修了おめで

とうございます。ご家族の皆様方にも、心よりお祝い

申し上げます。松本キャンパスでの学生生活ではさま

ざまな人と出会い、多くの経験をされたことと思いま

す。松本での出会いや経験がみなさんのベースとなり、

今後の発展につながることを願っています。 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

ようこそ多様性のるつぼ、信州大学理学部へ。本学部

は、出身地だけをとってみても、北は北海道から南は

沖縄まで、いろいろな地域から学生たちが集まってい

ます（教員もそうです）。一方、長野県出身者は 20％

ほどですが、多士済々、それぞれユニークで個性的な

人たちです。ぜひこれからの数年間、多様な人たちと

の出会いを楽しんでください。 

 

40年前の大学教育 

さて、私が大学生だった 40 年ほど前は、大学はレ

ジャーランドとも呼ばれていました。学生たちの中に

は、サークル・部活動や各種「遊び」に忙しい人も多

く、授業外の活動こそが自分にとって大学へ入った意

味であるとうそぶく人もいました。授業は、夏休みや

冬休みの前後に休講が入ることもままあり、授業開始

時刻に遅れてくる教員もいました。特に１～2 年生の

教養教育は、概して成績評価が厳しくなかったので、

授業にほとんど出ず、友人にノートを借りて試験を乗

り切る人も（科目によっては）いたように思います。

熱意のある学生は、自主ゼミを立ち上げて自分たちで

勉強するというスタイルでした。一方、大学院は、定

員も少なく往々にして難関であったため、勉学に意欲

のある院生を前提とした、（分野にもよりますが）ど

ちらかというと院生の自主性に任せた教育がおこなわ

れていました。良くも悪くも「自由放任」的な時代で

した。 

 

大学教育のいま 

ひるがえって、今の大学はどうでしょう。授業は決

まった回数が行われますし、毎回の授業内容もシラバ

スにちゃんと書かれています。授業は時間通りに始ま

ります。ノートを借りて勉強するだけで単位を取れる

科目は、ありません。学生は、部活やバイトに打ち込

んでも、授業にはちゃんと出ないと卒業できなくなっ

ています。今の日本の大学は、かつての「レジャーラ

ンド」から「学びを得る場所」へ確実に変わりつつあ

ります。 

 

大学教育のこれから？ 

旧聞に属する話になり恐縮ですが、私は米国東海岸

の大学に在外研究員として 1年ほど滞在したことがあ

ります。もう 25 年も前のことです。そのとき聴講さ

せてもらったいくつかの授業は、日本と・・・まった

く違いました。どこが違ったか。一言でいえば、授業

に向ける教員の熱意（もしくはエフォート）です。そ

れとともに学生の授業への真剣さも違いました。 

授業の方法は・・・いろいろです。「サンデル教授

のハーバード白熱授業」のように議論を促す授業もあ

れば、基本的に教員がしゃべるスタイルの授業もあり

ました。しかし、どの授業も、「真の学びを得る場所」

の雰囲気に満ちていました。 
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米国の 2学期制の典型的なカリキュラムでは、学部

生は半年に 3つくらいしか授業を取りません（今でも

そうです）。私が滞在した私立大学では、1つの授業

は、教員 1人による大講義（週 2回程度）と、TA（ティー

チングアシスタント）によるセクション（少人数クラ

スに分かれての補習、週 3回程度）から成っています。

セクションは、講義内容についての質問やディスカッ

ション、試験に向けた問題演習や、理系の場合は実験

や実習が含まれます。学生は毎週、教科書や課題論文

を数十ページずつ読みこなしていかなければ授業につ

いていけません。 

日本の大学の授業しか知らなかった私にとっては、

すべてが不思議でした。まず、学生たちは、なぜこん

なに真剣に授業に取り組むのか。それは一つには、大

学での成績が進学や就職の成否に重要な意味をもつか

らのようでした。しかし、より重要なのは、「この分

野の核心部分を自分のものにするぞ」という明確な目

標を学生が持てるよう、教員が授業をうまくデザイン

し、課題を設定しているからであるようにみえました。 

では、教員たちはなぜ熱意を持って授業に取り組む

のか。それは、「真剣な学生たち」によって授業を評

価されることが要因の一つのようでした。紋切り型の

知識を伝達するだけでなく学生の興味を引きつける授

業をすること、また、学生がじっくり読んだり考えた

りしたプロセスが反映されるようなテスト問題や課題

が出されること、が学生から求められていました。私

が驚いたのは、世界的に有名な教授たちが、このよう

な授業を構築・維持するために、多くのエフォートを

投入していた点です。 

もちろん、この米国の授業システムは、（成績や評

価による）競争原理を全面的に導入しているからこそ

可能になっている、という問題を見逃すわけにはいき

ません。しかし、競争にさらされるのが主に思春期や

それ以前の子ども時代である日本とは異なり、米国の

場合、競争原理の導入がどちらかというと大学入学以

降となっており、したがって、その競争に乗るかどう

かを、（大人としての）個々人の意思によって決める

ことができる点が救いかもしれません。 

これからの日本の大学教育が、全体としてどのよう

なものになるかはわかりません。日本の、早期に専門

分化して小規模科目で学ばせる教育システムに、単純

に上記の米国流のやり方をそのまま適用するのは限界

があるでしょう。ただ、いずれにしても、われわれ理

学部教員は、目の前にいる「真剣な学生たち」が伸び

ていけるような教育をおこなう必要があると考えてい

ます。 

いつかどこかで聞いた言葉に「教育とは、坂道で重

いリヤカーを引いている人を、気づかれないように後

ろから押してあげること」というのがあります。見守っ

て、支援するが、本人は自分の力でやったと感じてい

る。「見守りの教育」とでもいえるでしょうか。これ

は、厳しく教える中で残っていく人のみを認める教育、

自由放任にして独力でやれる人のみが残っていく教育

とは少し違います。学生の中にはいろいろな個性があ

ることを前提にした「見守りの教育」か、それとも、

すべては学生の資質と忍耐力しだいであるという「切

り捨ての教育」か、今、大学教育は曲がり角にきてい

るのかもしれません。 

 

閑話休題。ここで、理学部の取り組みについて、最

近の様子を一部ご紹介します。 

・学生との個人面談を年 2回おこなっています。各

学科コースで担任教員が、学生一人一人と face to 

faceで修学指導などをおこなう取り組みです。 

・「理学部学生相談室」を 2018年度から設置し、健

康安全センターのカウンセラーの方に月 1回来て

いただいています。悩みのある学生さんは、ぜひ

気軽に学務係に問い合わせてください。2019年度

は、週に 1回となります。 

・放課後、授業などに関する質問に応じる「サイエ

ンスラウンジ（数・物・化）」も 10年越しで続け

ています。先輩学生・院生のアドバイスを求めて、

毎年のべ 600人以上の学生が利用しています。 

・冬は寒くて利用できなかった C棟 1階のラウンジ

スペースですが、ガラスで仕切られ、冬でも自習

スペースとして利用できるようになります。 

・2017年度の学部生の休学率、退学率は、それぞれ

1.5％、2.9％で、前年比 0.7ポイント、0.2ポイ

ントの減となりました。 

・学部の改組後 4年が経ちました。学生が 3つの教

育プログラムから選べるようにした点が改組の目

玉の一つですが、今回の卒業生は、先進：1割、

標準：7割、学際：2割程度でした。 

・新規採用された若手教員に対して、経験豊富なメ

ンター教員やアドバイザー教員がそれぞれ配置さ

れ、教育や研究についてスーパーバイズしていま

す（着任後 4～5年間）。アドバイザー教員は、若

手教員の授業を年 2回参観し、評価・助言をおこ

なっています。 

・若手の研究をエンカレッジするため、①学部 3年

生（先進プログラム履修者のうち希望者）への研

究費支援、②院（修士）1年生への学会発表の旅

費支援、③院（修士）2年生などへの学振特別研

究員への申請支援、④院（博士）学生への国際学

会発表の旅費支援、⑤（若手）教員への論文投稿

費支援、などをおこなっています。 
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・その他、学生や教員の国際交流、自然科学館、JST

事業「新世代・自然共生科学フォーラム」などの

取り組みも着実に進展しています。 

さて、本年は信州大学創立 70周年・旧制松本高等

学校 100周年の記念すべき年です。6月 1日には、ま

つもと市民芸術館で記念式典がおこなわれます。信州

大学長期ビジョン 2030や学校歌のお披露目などもお

こなわれる予定です。また、理学部の学生による企画

ブース展示等も予定しています。この機会にぜひご列

席いただければと思います。 

最後になりましたが、同窓会会員のみなさま方には、

常日頃から理学部の維持発展にご協力いただき、あり

がとうございます。今後ともいっそうのご支援、ご指

導をよろしくお願いいたします。 

 

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

学 長 挨 拶 

濱田 州博 

 

 日頃より信州大学理学部同窓会の皆様には、ひとか

たならぬご支援、ご協力を賜りまして誠にありがとう

ございます。まずは厚くお礼を申し上げます。本年も

よろしくお願い申し上げます。 

 本年ですが、和暦では平成 31年、西暦では 2019年

です。ただ、皆様ご存知のように、平成は今年 4月ま

でで、5月からは新しい元号になることが決まってい

ます。新年号は少なくとも「M」「T」「S」「H」が頭

文字のものにはならないことが、ほぼ確定していると

言われていますが、どうなるでしょうか。また、皇太

子さまが即位する 2019年 5月 1日と、即位を国内外

に公式に示す「即位礼正殿の儀」を開く同年 10月 22

日を祝日扱いとする法律が成立しております。これら

の日は、1回限りの祝日扱いとなり、2020年以降は祝

日とはなりません。5月 1日が祝日となると、祝日法

で「前日および翌日が『国民の祝日』である日は休日

とする」と定められているため、前後の 4月 30日と 5

月 2日も休みとなります。4月 27日土曜日から 5月 6

日月曜日の振替休日まで 10連休となる人も多いかと

思います。仕事の関係にもよりますが、今から過ごし

方を考えておいた方が良さそうです。 

 即位礼正殿の儀が 10月 22日に開催されると上述し

ましたが、その折に天皇陛下（現皇太子殿下）がお召

しになる服装をご存知でしょうか。黄櫨染御袍（こう

ろぜんのごほう）をお召しになると思われます。黄櫨

染を大辞泉で調べると「染め色の名。黄色みがかった

茶色。黄櫨（はぜ）の樹皮と蘇芳（すおう）の心材の

煎汁（せんじゅう）に、灰汁（あく）・酢などを混ぜ

て染めたもの。嵯峨天皇以来、天皇の袍（ほう）に用

いられる。」と書かれています。独特の染色であり、

繊維染色化学を専門とする私にとっては、非常に興味

を引かれる装束です。 

 さて、本年、信州大学は、昭和 24年（1949年）に

新制大学として設立されてから 70周年の節目を迎え

ます。設立時の前身校は、松本医科大学、旧制松本高

等学校、長野師範学校、長野青年師範学校、長野工業

専門学校、上田繊維専門学校、長野県立農林専門学校

で、それぞれに歴史を有しております。それら前身校

のうち、旧制松本高等学校は、松本市の 20年にわた

る誘致活動の末、大正 8年（1919年）に誕生していま

す。旧制松本高等学校の誕生から数えるとちょうど100

年目の記念すべき年となります。理学部は、昭和 41

年（1966年）に設置されておりますが、歴史を遡って

いくと、昭和 24年（1949年）の信州大学発足時に設

立された文理学部、さらに、旧制松本高等学校に行き

着きます。ぜひ理学部同窓会の皆様には、前身校も含

めた 100年の歴史を振り返る機会としていただければ

と思っております。 

 開学記念日の 6月 1日土曜日には、記念式典、記念

コンサート、市民公開講座をまつもと市民芸術館にお

いて、記念祝賀会をホテルブエナビスタにおいて開催

する予定です。特に、記念コンサートでは、信州大学

の大学歌をお披露目する予定で、今から楽しみにして

いるところです。多くの皆様にご出席いただきたいと

思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

また、周年記念事業の成功に向けて、是非皆様からの

ご寄附をお願い申し上げます。信州大学創立 70周年、

旧制松本高等学校 100周年記念事業の詳細に関しては、

ウェブページをご覧下さい。

（https://www.shinshu-u.ac.jp/univ70th/） 

 少し理学部の現状について触れておきます。平成 27

年 4月に数理･自然情報科学科、物理科学科、化学科、

地質科学科、生物科学科、物質循環学科の 6学科から

数学科と理学科の 2学科に改組しておりますので、平

成 31年 3月に改組後最初の卒業生が出ることとなり

ます。数学科には、数理科学と自然情報学の 2コース

が、理学科には、物理学、化学、地球学、生物学、物

質循環学の 5コースがあり、それぞれのコースで学ん

だことを今後に活かしていただければと期待しており

ます。また、平成 30年 4月に、医学系研究科と総合

工学系研究科を「医学系専攻」、「総合理工学専攻」、

「生命医工学専攻」の３専攻に統合再編した「総合医
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理工学研究科」（大学院博士課程）を設置しました。

この再編により信州大学の大学院博士課程は一本化さ

れ、博士課程における教育・研究の異分野連携が行い

やすくなったと思っております。理学部が最も関係し

ている総合理工学専攻には、ファイバー工学分野、エ

ネルギー・システム工学分野、物質創成科学分野、山

岳環境科学分野、生物・生命科学分野、数理・社会シ

ステム科学分野があり、理学部の先生方もいくつかの

分野に分かれて博士課程学生の指導に当たっておりま

す。博士課程への進学者を如何に増加させるかは、ど

の大学においても課題ですが、新たな研究科でその課

題解決にも取り組みたいと考えております。 

 ところで、2019年は干支で言うと己亥（つちのとい）

です。ウェブページで「己」の年の意味を調べると、

「完成した自己や成熟した組織が、足元を固めて、次

の段階を目指す準備をする年」と記されております。

「亥」は、十二支の最後で、種に生命を引き継ぎ、種

の中にエネルギーがこもっている状態だそうです。と

いうことで、「己亥」の年は、内なる充実をはかり、

次のステージの準備をする年と言えそうです。 

 信州大学理学部同窓会が内なる充実をさらに図り、

次のステージへステップアップすることを期待してお

ります。末筆ながら、理学部同窓会に関係する皆様方

のご健勝とご活躍をご祈念申し上げて、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

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

信州大学創立 70周年・旧制松本高等学校 100周年記念事業について 

 

今年は、1919年旧制松本高校開校から 100 年、1949年信州大学創立以来 70年の記念すべき年です。 

2019年 6月 1日（土）に信大創立 70 周年・松高 100周年記念式典が開かれます。ぜひ、ご参加ください。 

（詳細は大学 HPを御覧ください。） 

１０：００～１２：００ 市民公開講座（まつもと市民芸術館） 

１３：３０～１５：５０ 記念式典（まつもと市民芸術館） 

１３：３０～ セレモニー 

１４：１５～ 映像で綴る信州大学 

１４：５５～ 信州大学ビジョン２０３０発表 

１５：２０～ 学校歌完成披露記念コンサート  

１７：００～１８：３０ 記念祝賀会(ホテルブエナビスタ 3F） 

 

信州大学では、信州大学創立 70周年及び旧制松本

高等学校 100周年の節目の年となる 2019年に記念

事業を行うにあたり、これにあわせて「信州大学歌」

の歌詞を募集しました。200件を超える多くの作品

をお寄せいただきました。選考の結果、奈良県生駒

市 岡部 剛機氏の作品を「信州大学歌」の歌詞に

決定しました。また、曲は松長 誠（まつなが まこ

と）氏の作品になりました。来る６月１日の記念式

典に合わせて発表させていただきます。 

歌詞は右のとおりです。 

 

 

  

信 州 大 学 歌 

作詞：岡部 剛機（おかべ たけき） 

１ 天空（そら）に切り立つ アルプスの 

光る白峰（しらみね） 希望に満ちて 

理想も高く 今ここに 

我等は示す 無限の叡智 

ああ 誇らしく 自由の空へ 

信州大学 羽ばたいて 

２ みどり育む 千曲川 

清き生命（いのち）の 流れは永遠（とわ）に 

あふれる想い 絶え間なく 

我等は学び 世界に臨む 

ああ 豊かなる 心を磨き 

信州大学 輝いて 

３ 深き歴史の 森を越え 

時代（とき）を旅する 信濃の風よ 

栄（は）えある文化 受け継いで 

我等は拓く 遙かな未来 

ああ 独創の 轍（わだち）を刻み 

信州大学 進み行け 
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会 長 あ い さ つ 

森   淳 

 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

松本は、「山岳」「音楽」「学問」の三つで「三ガ

ク」の街と言われています。「学問」について言え

ば「学び」への意識が地域全体で高いことが挙げら

れますが、それと共に信州大学の存在が、それを支え

る一つになっています。 「学問の街」への大学の役割

の中に、学生諸君の「学びの姿勢」そのものも入っ

ていると思います。大学の内外での一市民としての

学生諸君が創り出す「学びの風土」が、学問の街の土

台の一つになるのです。 

 自然豊かな地での自然科学の学びは、特別な豊か

さをもたらすものですし、市民の「学び」について

の深い理解は、皆さんの学びを大いに励ますと思い

ます。是非、この条件を生かして、自然科学を学ぶ

ものとしての物の見方・考え方をそれぞれに確立さ

れるよう、願っています。 

 

 卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。 

 皆さんにとって信州大学での学生生活は、豊かな

ものであったに違いないと思います。ゼミやサーク

ルそしてクラスの友人は、互いに支え合う仲間とし

て今後もあり続けるでことでしょう。ぜひ大切にし

ていって下さい。そして、信州大学での「学び」を

基に、社会の中で活躍されることを願っています。

学問を通して身につけた力量を遺憾なく発揮され、

「学び」のリーダーとなられるよう期待しています。 

 「不確かな時代」といわれていますが、そうである

ならなおさら、論理的に考え見つめることを大事に

され、誰もが幸せになれる社会をめざそうではあり

ませんか。幸せな人生を送られることを望んでいま

す。 

 

 ポイントカードの「Ｔカード」の個人情報が令状な

しで警察などの捜査機関に提供されていることが伝え

られました。 

「Ｔカード」は氏名・住所・生年月日などを登録し

て発行されます。レンタルビデオ店の会員証にも使わ

れ、100 以上の提携店で買い物をすれば、利用日時・

金額が履歴にのります。ネットでの買い物でもポイン

トがたまるということで会員が増え、会員数は 6800

万人といわれています。 

 個人情報の提供は、裁判所が出す捜査令状のある時

のみとしていたのを、2012年からは「要請にもとづき」

令状なしでも提供することにしたといいます。捜査機

関が発行する「捜査関係事項照会書」というものに「回

答」するのですが、この「照会書」は捜査機関内の手

続きで出され、裁判所等の第三者のチェックを受けな

いものです。乱用の恐れは免れませんし、個人的な目

的で使われたこともありました。「任意の情報提供」

を求める際に良く使われるとのことで、拒否しても罰

則はありません。 

 「Ｔポイント」では捜査機関の依頼に対して、任意

で提供していたことになりますが「その情報が正しい

目的で使われるか」の判断は誰もしていないのです。

個人の記録を時系列に並べるだけで、その人の日々の

暮らし・行動や、購買傾向・趣味が判りますが、それ

を「歯止めのないシステム」のもとで、本人が知らな

いうちに公権力に渡されているということになります。

「犯罪捜査に協力し、事件の速やかな解決に協力する

ことで社会貢献をしてきた」と弁明しますが、個人情

報を預かるものとして「軽い」対応と言わねばなりま

せん。 

同様のことが、他のポイントカード、交通系 ICカー

ド、ゲーム機などでもあるように伝えられています。 

 犯罪捜査として、ある個人を調べるのにかかわって、

その交友関係、親族などに無定限に拡大することのな

いよう「照会書」も、なんらかの第三者のチェックを

受けるようにならないかと思います。若い学生諸君が、

知らないうちに対象となり、日々の生活の資料が「捜

査機関」のファイルに入ることのないようにと思うの

です。 

 

「毎月勤労統計」という基本的な国の調査が「不適

切」だったことが判りました。公的統計や調査結果は

「開示」と「透明性」が保証されていなければ、国の

政策立案や国会での討論・審議のベースが揺らぎます。

なにより、国民の財産です。 

 今回の内容は、常用労働者５００人以上の大規模事

業所について全数調査と決められているところ、東京

都内について勝手に標本調査に変え、しかも「復元」

していなかったというのです。 

 全数調査なら調査したものの合計が「全支払い給与」

であり構成人員で割れば平均がでます。その意味では

単純です。一方、標本調査は、企業なら産業分野別、

規模別、地域別などで層に分け、その上で偏りなく事

業所を抽出し、その合計に抽出率の逆数を掛けて全事

業所分にしなければなりません。今回、約３分の１を

抽出したとのことですが、それぞれの層で該当する事

業所が３でいつも割れるわけではありませんし、一つ

しか無いこともありますから、層ごとで必ずしも同じ
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抽出率にはなりません。計算が多くなればブレが生じ

ます。統計上問題のない範囲に収めることはもちろん

可能ですが、全数調査に比べてはるかに神経を使いま

す。 

 「抽出」なのに「復元」をしなかったというのです

から、驚きです。しかも１５年間放置していたのです。

５００人以下の企業での「抽出調査」の抽出・復元の

作業の正確さも危ういものだと思ってしまいます。 

 統計職員が大幅に減らされ、作業に無理があったと

いうこともあるでしょう。しかし、実際に企業とやり

取りするのは地方自治体の職員と委託を受けた特別公

務員です。東京は調査対象企業が多いからと言います

が、財政的余裕のない県のほうが人員を出すのは大変

なはずです。それに、大企業は人事管理もできていま

すし、毎月の継続調査ですから回答の要領も判ってい

るはずです。双方とも体制が出来ているのです。東京

で抽出にしなければならない理由は見当たりません。 

 人員を出すことが大変ということで言えば、中小企

業の調査のほうが大変です。５００人以下の企業は何

年か毎に対象を入れ替える抽出です。抽出率にもより

ますが、ほとんどが初めてということもあります。抽

出された企業に説明をし書類を作ってもらわねばなり

ません。督促の回数も多くなるでしょうし、提出され

たもののチェックにもはるかに手間がかかります。 

 東京で５００人以上の企業に対して抽出とし、しか

も「復元しないこと」を長期にわたり続けたのは、低

い値のデータを出すよう圧力があったのか、コンピュー

ター任せで数字を見る「力」が無かったのか、どうい

うことなのでしょうか。 

 

 毎月勤労統計調査の不正の影響はいろいろ出ていま

すが、国民生活に関するものでは雇用保険・労災保険・

船員保険があげられています。傷病手当、育児・介護

休業給付など２０近くのものが直接に対象になるとい

われています。 

 また、この統計は賃金確定の際の参考によく使われ

ます。公的な統計だけに労使共通の判断ベースになり

ます。公務員給与の算定基礎資料に、この統計の年間

データが用いられます。全国平均が低く出されれば国

家公務員の給与はそれだけ低くなることになります。

各地方の公務員賃金はその地域のデータが用いられま

すから、東京以外は影響がないといえますが、東京の

近くや大都会は、最も高くなる東京の賃金確定を横目

で睨むことになります。少なくとも、東京都内の公務

員の場合、少なくない額が値切られていたことになり

ます。また、最終の給与や総収入は退職金や年金の算

定に反映されますからトータルでは相当の額になる人

もいるはずです。 

 東京だけとしても、「最低賃金」の決定に影響して

いるはずです。それがたとえプラス 10 円でも一日 8

時間 25日で月 2000円です。10 円 20円を大事にして

いる人々にとって、無視できない金額です。子どもの

貧困率（14％）が先進国のなかで最も高く 7人に 1人

という状況の中、貧しい人々をさらに窮地に追い込ん

できたという認識をリアルに持って欲しいと思います。 

 2017年分の再計算（復元）で、全国平均で 0.5％高

くなったとのことです。2018年度の給与は、その低い

値を参考に確定しています。ストレートに反映するわ

けではないにしても、概算ですが、正規雇用者年収 500

万円・4000 万人、非正規雇用者年収 200 万円・2000

万人とすると、2018年の一年で正規で 1兆円、非正規

で 2000 億円が働く人々のふところから抜き取られた

ということになります。この間、日本の勤労者はどれ

だけ損をさせられたのでしょう。 

 「不適切」と報道され始め「不正」と言われるよう

になりましたが、本質は「犯罪」それも国の進路を誤

らせる「重罪」なのだと思います。 

 

 それにしても、森友学園土地売却の不当値引きと公

文書改竄、加計学園国家戦略特区指定疑惑、防衛省 PKO

日報隠し、厚生省働き方改革データ改竄、日米地位協

定政府見解「国際法文言」内々削除、法務省外国人技

能実習生調査結果捏造などありすぎです。時の権力者

が不都合な事実を隠すとき、それは、「いつか来た道」

の再来だと疑えと、歴史が教えてくれています。 

 

 2015年 6月、文部科学省が教員養成学部や人文・社

会科学系学部について、「廃止や社会的要請の高い分

野への転換」を求める通知を出しました。要はすぐに

「儲からない」ものにお金を出したくないということ

です。それ以来「文系学部不要論」がじんわりと大学

の回りを覆っています。 

 「儲からない」ものは捨てていくというのは 文系

だけにとどまりません。理系の基礎部門も危うくなっ

てきます。「有用」であることを示し続けないといけ

なくなっています。実際、予算が厳しくなる中で、科

研費の獲得や民間からの研究費導入に熱心にならざる

得なくなり、研究が「有用である」、「儲かる可能性

もあるかも」と主張することに悩まされます。研究時

間を削って、そうした書類・文章をかくのは本当に苦

しいことです。 

 いつか「役に立つはず」という研究はなかなか日の

目を見ませんが、先端研究の弱点を見出したり補強し

たり、新しい面から光を当て、研究を一歩も二歩も進

める力になることもよくあることです。基礎的研究が

細くなれば、先端科学の進歩も先細りすることは、著

名な研究者が口を揃えて発言しているところです。 

 「面白そう」と知的好奇心をもとに歩み始め、いつ

か「役に立つ」と信じて進むことが大事なことだと思

います。そうした学問を重視する社会になるように、
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また、そうしたところに研究予算が十分に配られるよ

うな教育政策を求めたいと思います。現実の社会には

様々な矛盾と困難がありますが、科学的に見る目を曇

らせないで一つ一つ乗り越えていこうではありません

か。 

 

 国立大学協会は「平成 31 年度国立大学関係予算及

び税制改正案について」という山極壽一会長名でのコ

メントを 1 月 23 日発表しました。政府・文科省が運

営費交付金のうち、これまでの競争的再配分 300億円

に、新たに 700億円を加え、1000億円を傾斜配分する

とし、今後もこれを拡大する方向を示したことについ

て、「このような第 3期中期目標期間の途中における

大幅な配分方法の見直しや、評価基準及び評価手法

が不明なままに評価対象経費を過度に大きくするこ

とは、国立大学法人の財政基盤を不安定にするもの

であり、極めて残念です。」と批判的見解を示しまし

た。また、「国立大学法人制度の本旨に則った 6年間

の中期目標期間を基本とする評価と資源配分の安定

的な仕組みが確立されることを強く要望します。」と、

誰もが納得できるシステムこそが、今求められている

と述べています。 

 これは、現在の中期目標（第 3 次 2016〜21 年）途

中での配分方法の変更、それも再配分を約３%から約

10％へと一方的に変えることについて、大学運営を預

かる者としての強い危惧を表明したものです。 

 6 年間の内 3 年を過ぎるところでの大幅な変更は異

常なことと言わねばなりません。現に進められている

各大学の計画が困難になると共に、混乱することにな

ります。新たに拡大される再配分について評価基準・

評価手法が不明確であることから、それこそ文科省の

意向を忖度していかざるを得ない状況を生み出します。

「大学の自主性・自立性を高める」とした国立大学法

人法の趣旨に反するやり方です。 

 拡大された再配分 700 億円は約 90 の国立大学・研

究機関で平均8億円です。大学規模に大小ありますが、

運営交付金（研究・教育費、人件費）が 7％分がまず

カットされることになります。再配分で増額される大

学はまだしも、減額される大学は疲弊していくことに

なります。外部資金の獲得が評価の一つであることか

ら、自己収入の増やせない大学は評価が低くなり、さ

らに大学運営が厳しくなり研究が細っていきます。交

付金で大学から配分される研究費のさらなる削減、教

職員の減員・給与減額などもさらに進めることになり

ます。大学としての機能を失うことになりかねません。

政府は“もうからない”国立大学を生かすつもりはな

いということでしょうか。 

 教育・学問・研究は人間の豊かな営みの土台なのだ

と思います。大学はつまらない競争の最も似合わない

ところです。せめて、教育予算を GDP比で先進国の平

均程度までに増額することを求めたいと思います。 

 信州大学の教職員の皆さんは、大学を守り発展させ

ることに努力を続けています。同窓会は、その営みを

支え続けたいと思います

文理学部自然学科・理学部の同窓生の皆さん 

【 理学部同窓会 第７回 総会のお知らせ 】 
 

次のように理学部同窓会の第７回総会を開催します。 

前回総会から３年、活動をご報告し今後について話し合います。 

多くの学友が参加され旧交をあたためられますよう。 

多くの皆さんのご出席で総会が成功いたしますよう。 

お運びいただきますよう、かさねてお願いします。 

 

日 時  2019年 6月 1日(土) 11：00〜12：30（予定） 

会 場  松本市勤労者福祉センター 3F会議室 

（軽食をご用意します） 

 

準備の都合もありますので、同封のハガキにて出欠 

などをお知らせください。 

5月 10日までに投函してください。 

おそれいりますが、62円切手をお貼りください。 

  同窓生が一堂に会する貴重な機会です。 

科同窓会、クラス会、サークル OB会などご計画ください。 
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――――――――― 先 生 方 か ら の 学 問 へ の い ざ な い ――――――――― 

 

情報科学演習から 

加藤 千尋（理学科 物理学コース） 

 

数年前から情報科学演習の授業を担当しています。

“情報科学”の名前がついていますが、情報理論の演

習授業ではなく、主に表計算、ワープロ等ソフトのリ

テラシー実習教育を行う 1年次生対象の授業です。 

高等学校等で情報の授業が開始されて10年以上たっ

ていますが、初回にこれらソフトの利用経験を問うと

1 割程度の学生しか手をあげません。一説によれば、

高等学校によって授業で扱う内容に濃淡があることと、

スマホの普及で PCを使わない/使わなくて済む環境が

ある、ことが理由のようです。授業では、これらソフ

トの利用経験がある学生を中心にグループを作り、お

互いに情報交換をしながら演習課題に取り組んでも

らっています。なお、まだ先ですが 2022 年度からは

高等学校でもプログラミングが必修になるようですか

ら、その時にまた変化があるかもしれません。 

演習内容は、ソフトの使い方ではなく、ソフトを使っ

たデータ処理を主として組み立ててあります。これら

のツールは物理実験授業で実際に利用することを想定

しているので、模擬実験データを表計算ソフトで解析

し、ワープロソフトでレポートにまとめ、プレゼンテー

ションソフトで発表を行う、という流れになっていま

す。 

表計算ソフトを使ったデータ処理では、 

 統計情報の取得 

 最小二乗法を用いたフィッティング 

 データのグラフ化 

 表計算ソフトを用いた簡単な微分方程式(運動方

程式)の数値解法 

を行う課題に取り組んでいます。 

レポート及び発表資料作成については、物理学生実

験レポートの構成、見やすいスライドの例等を開設し

つつ、模擬データでのレポートを作成し、実際に発表

をしてもらいます。 

レポートや発表資料については、全てを個別に添削

できないため、全体にコメントを返すのみですが、そ

れでも要点をくみ取って良質なレポートにまとめてく

れる学生が多い印象です。 

この授業で使うソフトにはたくさんの機能があり、

全てを使いこなすのはとても難しい(ほとんど不可

能？)ですが、少しの基本機能だけでもかなりのこと

ができるので、実験データの処理やレポート作成には

どんどん使ってほしいと思います。もちろん、“好き

/嫌い”や“合う/合わない”があるようで、皆がスムー

ズに使いこなせるようにはなりませんが、自分なりに

使えればよいのです。後は慣れです。むしろ、データ

の扱いやレポートの構成、文献の参照方法といった点

が重要ですから、そうした点はしっかりと覚えておい

てもらいたいと思います。 

 

 

炭素滴電極を用いるポーラログラフィー 

巽 広輔（理学科 化学コース） 

 
私は、分析化学の一分野である電気分析化学を専門

としています。物質の種類や量や、様々な性質を知ろ

うとする対象化合物を溶液に入れ、その溶液に電極を

浸して、どれだけ電圧をかけたときにどれだけ電流が

流れるかを計測します。このような電気化学測定に用

いられる電極は、電極自身が反応で変化してしまうの

を防ぐため、白金、金などの貴金属や、グラファイト

などが用いられます。しかし、このような変質しにく

い電極を使っても、電極表面の状態がわずかに変化す

ることで測定の結果が変わってしまいます。通常、電

極表面の状態を一定にするため測定前に電極を磨くの

ですが、その磨き方によっても測定結果が変わります。

そのため、私たちの分野では昔から「磨き三年」、つ

まり再現性よく電極を磨けるようになるまで三年かか

る、と言い習わされてきました。 
かつて、ポーラログラフィーという電気化学測定法

がありました。これは、電極として水銀を用い、その

滴をぽたぽたと溶液中に落としながら測定する方法で

す。測定中に電極表面の状態が変化したとしても、次々

と水銀滴が更新されるので、つねにフレッシュな電極

表面で測定できます。そのため、非常に高い再現性が

得られ、「磨き三年」のような個人の技量に左右され

る問題はありません。たいへん便利な測定法だったの

で、以前は多くの実験室で幅広く用いられましたが、

近年は水銀の毒性により敬遠され、ほとんど用いられ

なくなりました。 
当研究室では、電極表面の自動更新というポーラロ

グラフィーの利点を活かしつつ、水銀より環境負荷の

小さい電極材料を用いて測定する方法を研究していま

す。具体的には、グラファイト粉末と流動パラフィン

を混合した液状の炭素（油性インクのようなもの）を

電極として用いるポーラログラフィーに取り組んでい

ます。数年前、研究を始めたころは、ノズルが詰まっ

て炭素滴がうまく吐出できなかったり、炭素滴の吐出

がうまくいったとしても電気抵抗が大きすぎて使い物

にならなかったり、苦難の連続でしたが、歴代の卒研

生・修論生が電極材料やノズル等を工夫したことによ

り、現在ではかなりいい測定法ができつつあります。

将来的には、インクジェット技術なども使って実用性

の高いものを開発したいと考えています。 
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「理学部の学生、諏訪で学ぶ」 

宮原 裕一（山岳科学研究所） 

 
諏訪で学んでいる理学部の学生がいることをご存知

でしょうか？諏訪湖畔には、信州大学の施設「山地水

環境教育研究センター」があり、ここで研究を行って

いる 4 年生・大学院生がいます。「山地水環境教育研

究センター」よりも、前身の「諏訪臨湖実験所」の方

を、ご存知の方が多いかもしれません。この施設には、

かけ流しの温泉があり、毎日温泉に入っている学生も

います。 
「富栄養化によって汚濁が進んだ諏訪湖を何とかし

て欲しい」という地元の要請により「諏訪臨湖実験所」

が誕生した経緯もあり、ここでは諏訪湖の生態系を主

な研究対象としています。諏訪湖の生態系を理解する

ためには、生態系を構成する生物の観察だけではなく、

それを理解するための各種基礎データが必要です。か

つての大型プロジェクト研究とともに始まった諏訪湖

の定期観測は、現在も継続され、諏訪湖をフィールド

とする教員や学生の研究を支える貴重なデータとなっ

ています。この信州大学による定期観測は、1977 年

に始まり 40 年以上、諏訪の学生により支えられてい

ます。近年では、結氷期間を除く 3 月から 12 月まで、

隔週で現場の観測を行い、生物試料の観察や水質分析

を行っています。学生達が毎年蓄積してきたデータか

ら諏訪湖の変化の様子を知ることができます。重要な

観測項目のひとつである透明度を 40 年間分つなげて

みると、1977 年夏の透明度は 50cm 程度でしたが、

2000 年以降は安定して 100cm を超える透明度となっ

ています。このような定期観測の成果は、学内外の諏

訪湖に関わる研究者に活用されているだけでなく、優

良なデータセットと認められ長野県や環境省の施策に

も活用されています。 
一方、諏訪の学生は研究に取り組みながら、諏訪に

ある大学施設の一員として積極的に社会貢献を行って

います。毎年 7 月には施設の一般公開を企画し、9 月

には地域の環境イベントに参加しています。イベント

では諏訪湖で採取したプランクトンの観察や、研究成

果の発表を通じ、地元の方々との交流を行っています。

時には諏訪湖の生物を良く知る市民から教科書やイン

ターネットからは得られない貴重な情報を教えていた

だいたり、諏訪湖に対する熱い思いを直にお聞かせい

ただいたりし、これらのイベントは学生の視野を広げ

る良い機会となっています。ここで学ぶ学生は、定期

観測や社会貢献を通じ、地域住民の熱い期待を肌で感

じ、たくましく成長しています。

 

 

 

―――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。「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】 

＜WEBでのお申し込みの場合＞ http://www.shinshu-u.ac.jp/donation/apply/ 

「お申し込みフォームはこちら」よりお申し込みください。その際、「寄附の目的」は「教育研究助成」を、「寄

附の条件」は「なし」を、「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、「1 寄附の目的」は「教育研究助成」、「2 寄附の条件」は「なし」、「3その他」は「理学部同窓

会」とそれぞれご記入ください。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。 

 

【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 

 

信州大学への寄附金については、寄附金の控除（税制上の優遇措置）が受けられます。 

詳しくは文部科学省の Webサイト（http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm）をご覧ください。 

※この控除を受けるには、信州大学が発行する寄附の証明書が必要となります。寄附証明書は、入金確認後、約２週間後に、

ご寄附いただきました全ての方へ発送いたします。確定申告によるお手続きをお願いいたします。 

信州大学理学部同窓会  

 



 10 

――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――――――― 

 

前回の同窓会報で、「理学部クエスト」の英語版

(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/english/quest/) を

試験的に公開したことを書きました。そのときは、試

験的な公開ということで 5名の教員の分だけだったの

ですが、今年度はそれを拡充し、新たに 27 名の教員

の分を作成しました。今年度中に作成し、4 月 1 日に

公開を予定しています。これでもまだ理学部教員の半

分くらいです、今後できるだけ早い時期に全教員の分

を掲載したいと思っています。ご期待下さい。 

理学部のホームページとしては、他にも「山地水環

境教育センター」のホームページ(http://www.shinshu-u.ac.

jp/faculty/science/overview/mountain-water/)が新たに作成公

開されました。山地水環境教育センターという名称は

耳慣れない同窓生の方も多いかもしれませんが、その

昔「信州大学理学部附属臨湖実験所」(通称「臨湖」)

と呼ばれていた諏訪湖沿岸にある施設です。信州大学

内の組織の改変により、山岳科学総合研究所の一部門

として「山地水環境教育研究センター」という名称で

活動してきましたが、教員は一貫して理学系に所属し

てきました。この度「センター」に新たに教員を採用

することが決まり、「センター」の活動等を広報する

必要が出てきたため、理学部のホームページ内に「セ

ンター」のホームページを作成しました。「センター」

の沿革や活動について、このホームページをご覧になっ

てみて下さい。 

 

〇信州大学自然誌科学館「自然のきらめき」 

毎年理学部を会場として開催されている「信州大学

自然誌科学館」ですが、今年度は、「自然のきらめき」

というタイトルで、8月 4日(土)と 5日(日)に開催さ

れました。近隣の中学校・一般からも含め 32 のブー

スが開設され2日間で1297名の参加者がありました。 

理学部の建物内のブースの他に、理学部の外に出る

ツアーも開催されました。女鳥羽川の生き物観察ツアー

では、子供達が実際に川に入り、水生生物の観察を楽

しみました。また、自然科学館ツアーでは展示物の解

説や見どころの紹介が行われ、特別企画の「夏休みの

自由研究相談室」には、多くの方が相談に訪れていま

した。土曜日には、小坂共榮名誉教授による特別講演

「カクネ里氷河認定への道」も開催しました。 

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) 

前回の同窓会報で紹介させていただいたもので、今

年度後半では、以下のイベントが行なわれました。 

・野外学習会:8 月

26日(焼岳)と 11

月 4 日(諏訪地

域)に行なわれま

した。それぞれ

22名、25名の参

加者がありまし

た。 

・サイエンスカフェ:「自然との共生」をテーマに防

災や自然環境について気軽に話し合う会です。 

・第 5回が安曇野市明科公民館にて、9月 30日に地震

をテーマに開催されました。信州大学交響楽団によ

るミニコンサートも開かれました。一般市民の方を

中心に、44名の参加者がありました。 

・第 6回が信州大学

理学部にて、銀嶺

祭学術企画とし

て10月28日に開

催されました。49

名の方にご参加

いただきました。 

・第 7回が中町蔵シック館にて、12月 22日に開催さ

れました。「見えにくい災害を考える」というタイ

トルで防災科学技術研究所の横山俊一さんより話

題提供いただきました。参加者は 13名でした。 

このような定期的なイベントの他に、今年度は 12

月 1日に“火山を知る、火山を学ぶ、火山と暮らす”

をテーマにブエナビスタを会場にシンポジウム「岳

都火山シンポジア」が開催されました。小学生、高

校生を含む約 120名の方にご参加いただきました。 

 

これらのイベントのうちいくつかは、来年度も開催

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:science@shinshu-u.ac.jp 
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〇 高大連携事業 

長野県教育委員会の依頼により「科学オリンピアン

養成講座」が、理学部を会場として行なわれています。

情報以外は、講師も理学部の教員です。今年度の第 I

期は、9月 29 日に情報(53 名)、10月 6日に物理、化

学、情報(118名)、11月 3日に生物(27名)が開催され

ました。第 II 期は、12 月 1 日〜2 日の日程で行なわ

れました。12 月 1 日は物理、化学、生物学を対象に、

12 月 2 日（日）は地学を対象に講座が実施され、計

37名の高校生が参加しました。 

 

11 月 17 日に、第 8 回信州サイエンステクノロジー

コンテスト～科学

の甲子園全国大会

長野県予選～が、理

学部を会場に開催

されました。県内 9

校 22 チーム、132

名の高校生が参加し、数学と理科と情報の課題に取り

組みました。松本秀峰 A チームが総合優勝に輝き、3

月に開催される「科学の甲子園」全国大会への出場が

決まりました。 

 

12月 22日に「平成 30年度課題研究合同研修会」が

信州大学理学部を会場に開催されました。200 名以上

の高校生が参加し、熱気にあふれる発表が行なわれま

した。 

 

また、2019年 3月 3日には、例年開催されている「信

州サイエンスミーティング」が、理学部を会場に開催

される予定です。高校生による研究発表と共に、理学

部の理学部公募型アドバンス演習・実験・実習」に採

択された学生グループによる発表も行なわれる予定で

す。 

 

〇学生教員等の表彰 

前回の同窓会報では、2 名の学生の授賞の紹介しか

できませんでしたが、例年通り年度の後半には、非常

の多くの学生が表彰されています。今回は教員や卒業

生等の表彰についても合せて紹介させていただきます。 

• 第 20 回国際堆積学会議（20th International 

Sedimentological Congress）(8月 12日～17日、

ケベック市、カナダ)において、総合理工学研究科

理学専攻理科学分野（地球学ユニット）の修士課程

1 年生の内山しおりさんが Outstanding Student 

Poster Awardを受賞しました。 

• アジアベントス学会第 4回国際シンポジウム（4th 

International Symposium of the Benthological 

Society of Asia）(8月 21日～25日、南京市、中

国)にて、総合医理工学研究科総合理工学専攻の博

士課程 1年の谷野宏樹さんが、優秀口頭発表賞を受

賞しました。 

• 中部支部・近畿支部合同夏期セミナー(8月 30日～

31日、福井市)において、総合理工学研究科理科学

分野化学ユニット分析化学分野の修士課程2年の清

水亮さんが、優秀ポスター賞を受賞しました。 

• 日本水文科学会学術大会(10月 13日～14日、京都

市)において、理学部理学科物質循環学コースの榊

原厚一助教が優秀発表賞（口頭）を、大学院総合理

工学研究科理学専攻の修士課程 2 年の清水啓紀さ

んが優秀発表奨励賞（口頭）を受賞しました。 

• 平成 30年 3月に信州大学大学院総合工学系研究科

博士課程を修了した中村佳昭さんの学位論文が、第

13回日本物理学会若手奨励賞を受賞しました。 

• 第 32 回日本吸着学会研究発表会(11 月 8 日、大阪

大学)において、総合理工学研究科理科学分野（化

学ユニット）の修士課程 2年の岩下浩章さんが、ポ

スター賞を受賞しました。 

• 第 13回日本磁気科学会年会(11月 12日～14日、東

北大学金属材料研究所)において、総合工学系研究

科物質創成科学専攻博士課程 2年大塚隼人さん、お

よび総合医理工学研究科総合理工学専攻物質創成

科学分野博士課程1年鈴木駿一郎さんがポスター賞

を受賞しました。 

• 第 64回ポーラログラフィーおよび電気分析化学討

論会(11月 22日～23日、長崎県壱岐市)において、

大学院総合理工学研究科理学専攻理科学分野（化学

ユニット）の修士課程１年生の吉村まな美さんが、

優秀研究発表賞（ポスター発表部門）を受賞しまし

た。 

• 日本山の科学会 2018年秋季研究大会(10月 27日～

28日、信州大学松本キャンパス)にて、大学院総合

理工学研究科理学専攻理科学分野（生物学ユニット）

の修士課程 2年生の小池花苗さんが、学生優秀発表

賞を受賞しました。 

• 日本動物学会中部支部大会(12月 9日、名古屋大学)
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において、理学部理学科生物学コース 4年の北沢友

梨奈さんが、ポスター発表優秀賞を受賞しました。 

• 第 4回山岳科学学術集会(12月 15日～16日、信州

大学松本キャンパス)にて、大学院総合工学系研究

科の博士課程3年生の竹中將起さんと総合理工学研

究科理学専攻の修士課程2年生の田路翼さんと同専

攻の修士課程1年生の矢原ひかりさんが優秀発表賞

を受賞しました。 

――――――――――――――――――――――― 

信州大学交響楽団からのお知らせ 

 

信州大学交響楽団は昭和 38年に、医学部音楽研究

会としてわずか 5名で発足しました。現在では 70名

を超える楽団に発展し、『地域に根ざしたオーケスト

ラ』をという運営方針に基づき、年 2回の定期演奏会

を中心に県内各地で演奏活動を行なっております。 

 

【第 103回定期演奏会について】 

◯長野公演 

場所:長野市民芸術館 

日時:2019年 5月 12日(日) 

13時 30分開場  14時 00分開演 

◯松本公演 

場所:キッセイ文化ホール 

日時:2019年 5月 25日(土) 

13時 30分開場 14時 00分開演 

客演指揮 :松下 京介 

ピアニスト:後藤 正孝 

曲目:シベリウス フィンランディア 

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第 2番 

チャイコフスキー  交響曲第 5番 

チケット:長野・松本公演いずれも 500円 

(前売り、当日) 全席自由  ※未就学児無料 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

【演奏依頼受付中】 

信州大学交響楽団では依頼演奏を受け付けております。

弦楽四重奏など、様々な形で承ります。お気軽にご相

談ください。 

(連絡先) susoinforeserve@gmail.com 

 

松高・信大寮歌祭開催のお知らせ 

 

松高同窓会が長年開催してきました「松高寮歌祭」

が 2015（平成 27）年に終わるのを受け、翌年 2016年

から「松高・信大寮歌祭」として開いてきました。今

回で４回目になります。松高の伝統を受け継ぎつつ「松

高・信大」の寮歌祭となるようしてきました。 

昨年の寮歌祭からの一年を、「松高 100年信大 70年記

念年」とし、今回はその「まとめの寮歌祭」として行

います。 

それを記念して、松高をはじめ信州大学を構成した

諸学校の歌とともに同窓生に歌い継がれている楽曲の

「歌集」を編集・作成を考えています。当日、お渡し

できるように準備を進めています。 

是非、ご友人・お仲間とともにご参加いただければと

思います。 

 

松高講堂が耐震工事に入っていますので、会場を移

しています。 

 記 

「松高 100 周年・信大創立 70 周年記念年まとめの寮

歌祭」 

日時：2019年 6月 29日（土） 

12：00～15：30 （受付 11：30～12：00） 

会場：松本市勤労者福祉センター大会議室 

松本市中央 4-7-26 ℡0263-35-6286 

会費：一般 3000円  学生無料 

会費の払い込み完了をもって参加申し込みとします 

学生は下記への連絡をもって申し込みとします。 

事前申込制です。6月 3日までに申し込みください。 

 

振込先：ゆうちょ銀行口座 00510-5-103525 

   加入者名 信州大学同窓会連合会 

    通信欄に学部卒業年をお書き添えください 

連絡先：信州大学同窓会連合会 

     ℡ 0263-37-2079 

主催：松高・信大寮歌祭実行委員会 

松本高等学校同窓会 信州大学同窓会連合会 

サロンあがたの森実行委員会 信州大学 

協力：松本市立博物館分館旧制高等学校記念館 

 

  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。 
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キャリアデザイン概論が開かれました 

 

理学部の全学年を対象に企業人の体験を直接聴くことによって、学生の将来の職業選択に役立ててもらうこ

とが目的です。今回で３回目です。 

講義では「職業とはどういうものであるか」「労働法とはどのようなものか」を中心として本学のキャリア

教育サポートセンター、長野労働局の方にお話していただきました。企業の第一線で活躍をしている卒業生等、

各科・コースそれぞれお一人から職業の実際の紹介と、仕事をすることについてお話していただきました。 

（受講生アンケートを実施しております。印象に残った講義の感想を以下に掲載します。） 

 

 

第１回 職業とは「ライフキャリア／キャリアデ

ザイン」 

キャリア教育サポートセンター・コーディ

ネーター 

 

第２回 日本の教師の特殊性と、私が高校教師と

して取り組んだことの一つ---「法」（理

念）と「統計」（事実）を土台にして--- 

森 淳（元名古屋市立高校教諭） 

 

第３回 大学院修了後中小企業に就職してみて 

松村 涼也（株式会社共進） 

 

第４回 研究職を目指している若者へのメッセー

ジ 

桜田 司（株式会社信州セラミックス） 

 

第５回 いまの私と学生時代の私、時間の経過に

そって具体的な変化をみてみる 

宿輪 隆太（五島鉱業株式会社） 

 

第６回 動物園の役割  ～動物に関わる仕事～ 

樽井 奈々子（長野市城山動物園） 

 

第７回 自分探しで気づいたこと・ベンチャーで

働くこと・20代の自分に伝えたいこと 

中原 剣（株式会社ちとせ研究所） 

 

第８回 知って役立つ労働法 

焼山 正信（厚生労働省長野労働局）

 

――――――――――――――――― 本 を お 譲 り 下 さ い ――――――――――――――――― 

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、下記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。 

送付先：〒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  

■学生の感想■ 

・自己分析のポイントなどを知ることができた。(第 1 回) 

・自分を見つめる機会になった。(第 1 回) 

・現在の教師の現状と大変さ、有意性などを学ぶことができたから。

(第 2 回) 

・数学教員を目指しているので、現状や問題を知れて良かったと思

います。(第 2 回) 

・自分と近い立場、考え方の方にリアルな話をして頂けたと思いま

す。(第 3 回) 

・大学院を出たあとのビジョンが少し分かった。(第 3 回) 

・自分は研究の分野に進もうと思っているので参考になった。(第 4

回) 

・「社会を理解する」というメッセージがとても良かった。(第 4 回) 

・自身のやりたいことを仕事にすべきだといった言葉がよく頭の中

に残っている。(第 5 回) 

・同じ学科を出た先輩の進路がどのようなものであるかというのが

参考になった。(第 5 回) 

・生きていく上で仕事をするということがどういうことか一番分かっ

た。(第 6 回) 

・自分の進路の候補として動物園も含まれていたので就職まで実例

を聞くことができて良かった。(第 6 回) 

・どうすれば自分のやりたいことがみつかるか、また、キャリアデ

ザインに対する考え方が分かった。(第 7 回) 

・自分は何ができて何ができないのかを知り、社会で必要とされる

人材になるにはどうしていけば良いか1つの例を知ることができ

て参考になった。(第 7 回) 

・働く上で知っておくべきことについて学ぶことができた。(第 8 回） 

・労働に関して基本的なことで重要なことであるがこういう機会で

ないとなかなか学べなかったので、これから自分が直面した時の

基礎として知っておけて良かった。(第 8 回) 
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―――――――――― 学 生 か ら の 報 告 ――――――――――― 

 

卒業にあたって 

北村 遼平（2015S 物理学コース） 

大学での 4年間は本当にあっという間でした。そ

の中で様々なことをしましたが、いくつか大切なも

のを得ました。その中で、学ぶことに対して感じた

ことを書きたいと思います。 

多くの人は程度の差こそあれ、何かを理解したと

きのすっきりとした心地よさを感じたことがあると

思います。私も小さいころは基本的に学ぶことが好

きでした。しかし、いつの間にか勉強することは苦

しいことのように感じていきます。これもまた、多

くの人が感じることだと思います。特に、高校での

勉強は演習ができるために内容を理解するという感

じで、何か勉強は楽しいというよりは大学に行くた

めにやらなければいけないことという感じでした。

しかし、大学では内容を理解することが最も大切と

なり、演習は理解を助けるものという位置づけでし

た。この違いによって、私は一気に勉強することが

楽しくなりました。考えてみれば当たり前で、小さ

いころは誰しも分かることが楽しかったはずです。

しかし、成長するにつれてテストや受験でよい点数

をとることに注力するあまり、内容を理解すること

の楽しさを忘れてしまいがちです。大学での 4年間

では物理を通して、忘れかけていた分かることの楽

しさを思い出させてもらえました。 

一方で、理解するまでの道のりは大変なものであ

ることを知りました。大学での物理は講義を 1回聞

いただけ、本を 1回読んだだけでは到底わからない

ようなものが多く、分かるまで何度も考えることが

必要となります。分かったと思ったら分かってなかっ

た、ということもあり、それは寄せては返す波のよ

うです。私の中にも、いまだに数多くの分からない

ことが残されています。そして莫大な量のまだ学ん

でないことが残されています。しかし、これは大変

なことではあっても苦しいことではありません。な

ぜならこれは、また何度でも分かる楽しさを味わえ

ることを意味しているからです。 

私は春からは新たな環境に進むわけですが、この

理解する楽しさというものをもう忘れることのない

ようにしたいと思っています。 

最後に、この 4年間で素晴らしい友人、先生方に

出会いました。このことに関しては幸運以外の何も

のでもなく感謝しています。また好きなことを好き

なようにやらせてもらった家族にも感謝しています。

ありがとうございました。 

 

 

 

学際プログラムに進んで 

吉田 啓吾（2015S 化学コース） 
私は大学4年になって学際プログラムに進みまし

た。学際プログラムは私の学年から設置された新し

いカリキュラムで、他コースの専門科目も履修し、

所属の専門分野に加え、幅広い知識と応用力を身に

つけることを目的にしています。私は化学コースの

学生ですが、このプログラムで化石について学んで

います。子供の頃から古生物に興味があり、古生物

学の化石から地球の歴史を繙く研究には心引き寄せ

られていました。大学に進み、化学の知識や手法を

学ぶにつれて、化学がどのように化石研究に応用さ

れているか疑問が生じ、学際プログラムはこれを解

き明かす良い機会になるに違いないと思いました。 
昨年の 4 月から、化石と地球科学の基礎を学ぶた

めに地球学コースの専門科目を履修しています。最

初は他分野の専門知識を理解できるか戸惑いもあり

ましたが、今は興味のある分野を学習していること

に喜びを感じています。また、先生方のご厚意もあ

り、後期からは実験にも参加しています。座学では

分からなかったことも実際に手を動かし、自分の目

で確認することでより一層理解が深まりました。 
現在は、化学コースでの卒業研究発表に向けて干

渉色を生じるアンモナイトの殻の構造と化学組成を

調べています。干渉色を生じるアンモナイトの化石

は、博物館でよく見る白いアンモナイトの殻の構造

や化学組成と比べて、どこが違うか化学的観点から

考察しています。 
最後に、この 1 年間化学コースの先生方や地球学

コースの先生方をはじめ、多くの方々の支援のおか

げで学際プログラムを履修することができました。

この感謝を忘れず、大学で学んできた分野を超えた

多角的な物の見方を大切にし

て、卒業後も日々精進してい

きたいと思います。 
 

写真：干渉色を生じるアンモナイト 

（マダガスカル島産出） 

 

 
 
2年次を振り返って 

日向 千草（2017S 生物学コース） 

 現在、私は信州大学理学部生物学コースに所属し、

大学生としての生活を送っています。現在は 2 年次

ですが、3 年次の研究室への仮配属、4 年次の最終

的な配属先決定に向け、1 年次と比べてより専門的

な内容を学んでいます。専門的な内容ということで、
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より難しい講義になっていますが、個人での参考書

を見ながら学習や、分からないところは講義後に友

人と集まって議論することで勉強しています。講義

の形態は、ディベートを行うものや、学生からの質

問を中心に授業を進めるものなど様々で、普段は話

さないような人の意見を聞くことで、自分の考えを

深めることができています。 
 信州大学内での学習だけではなく、この 2 年次の

夏休みには金沢大学が行う、能登半島での臨海実習

にも参加しました。この臨海実習は全国各地から学

年を問わず参加者を募っており、1 年次の人から 4
年次の人まで、また現在は工学部に所属し来年から

生物関係の研究を行う人など、様々な人が参加して

いました。9 月 3 日から 8 日の実習期間の間に、磯

採集や乗船自習、シュノーケリング、PCR 実験な

ど様々な実習を行いました。特に、信州大学は海が

ないため、普段は見ることができない海洋生物を実

際に自分で採集し、観察することができたことは自

分の大きな経験になりました。また、他大学の人と

は、それぞれの大学でどのようなことを学んでいる

のかということや、それ以外の話でも盛り上がり、

帰りには一緒に金沢駅近くの市に行き、買い物をす

るくらい仲良くなることができました。 
 3 年次に向け、日々の学習を大切にしつつ、研究

室への配属も含めた自分の将来に向け、より積極的

に学び、様々なことに挑戦していきたいと思います。 
 
 
地球の教室 2018 開催報告 

池田 勇人(2016S 地球学コース) 

2018 年 8 月 18 日(土)、19 日(日)、20 日(月) の 
3 日間にわたって「地球の教室 2018」を松本市に

て開催した。顧問の信州大学理学部理学科地球学

コース・吉田孝紀教授、山田桂准教授にご協力いた

だき、信州大学と東北大学の学生による実行委員９

名で企画・広報及び当日の運営を行った。 
 「地球の教室」は、地球科学に興味のある人なら

年齢・所属に関係なく参加できる分野横断型の勉強

会であり、さまざまな分野から講師を招き、独自の

切り口や地球科学の面白味を包括的・総合的に学ぶ

ことを目的としている．今回が 3 回目の開催で、「高

山環境の形成とそこに生きる動植物たち」をテーマ

に、山岳地域のできかたとそこに繁栄する動植物に

ついて勉強した。今回、全国から高校生１人、学部

生 14 名、大学院生 5 名、社会人 1 名の計 21 名
が参加した。 
 ＜講義＞ 1 日目と 3 日目に、信州大学の大塚勉

教授をはじめ、大町市立山岳博物館、白馬五竜高山

植物園、富山県立カルデラ砂防博物館から地質学・

高山植物・高山の動物・氷河に関する専門家を講師

として招き、地球の変動現象やその研究手法につい

て、講師の皆さんの専門・研究成果をもとに分かり

やすく講義をしていただいた。 
＜巡検＞ 2日目に信州大学技術職員の高橋康さん

に案内役をしていただき、上高地にて巡検を行った

（写真）。参加者の地学の習熟度には幅があったが、

それぞれに収穫のある巡検内容であった。巡検中、

参加者同士の活発な意見交換や議論が行われ、満足

度も高かった。 
＜ディスカッション＞ １日目と 3 日目、講義の間

に時間を設け、参加者が年齢・分野の隔てなしに議

論を交わしあうことで、活発な意見交換がなされ、

様々な視点から地球科学や現象、環境などについて

考えることができた。 
本勉強会を通じて、参加者の皆さんが地球科学を

総合的・包括的に学ぶだけでなく、勉強会で得た経

験を社会に還元するということも重要だと実行委員

としては考えている。今回はテーマが「高山環境の

形成とそこに生きる動植物たち」ということで、参

加者にとっては普段なじみの浅い分野もあったにも

かかわらず、講義や巡検では自身の専門に拘らない

自由な質問が多く飛び交ったり、お互いの知識を補

完しあったりする場面も多々見られ、参加者の地球

科学について多くを学ぼうという姿勢が感じられた。

そのような点から、実行委員と参加者とで大変充実

した場と時間を過ごすことができたのではないかと

実感している。今後、参加者が本勉強会を通じて学

んだことを社会に発信したり、得た経験を活かして

様々な場面で活躍したりすることを期待する。 
 「地球の教室」の開催にあたって、後援いただい

た信州大学理学部、心暖かい寄付とご支援をいただ

いた企業・個人の皆様に、この場を借りて厚く御礼

申し上げる。多くの方々のおかげで無事に開催でき

たことを心から感謝するとともに、今後も継続的に

本勉強会を開催することで、支援してくださった

方々に還元していきたいと考えている。 
 

 
「地球の教室 2018」上高地巡検の写真（大正池湖畔にて） 
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――――――――― 卒 業 生 だ よ り ――――――――― 

 

想いを半世紀前に遡らせて 

飯沼 和男（3S 数学科） 

 信州大学創立７０周年・旧制松本高等学校創立１

００周年、誠におめでとうございます。我々が信州

大学に入学した昭和４３年に旧制松本高等学校創立

５０周年記念事業があり、メガバンクの頭取の方の

記念講演を県の森の旧人文学部講堂で聴き、松本の

街を提灯行列で祝ったことや県の森に「我らが青春 

ここに在りき」の碑が建立された記憶がある。旭町

キャンパスには、教養部の真新しい建物が目を引く

が、理学部の建物は木造で、冬に達磨ストーブの亜

炭や石炭に火がつきにくく、煙い教室で講義を受け

た。理学部の建築は、昭和４４年に半分、翌年に残

りの部分が漸く完成した。当時は荒野に教養部の建

物が一際目を引いていた。また、昭和４３年に「ど

くとるマンボウ青春記」が刊行され、ベストセラー

になった。この本も含め「どくとるマンボウ」シリー

ズは当時、旧制松本高校から東北大学医学部へ進学

し、精神科医で「夜と霧の隅で」で芥川賞の作家、

北杜夫（斎藤宗吉）著である。登場人物に松崎一（物

理）先生、担任の池田雄一郎（生物・あだ名：メダ

カ）先生らが登場し、我々は松崎先生に物理を教わ

り、池田雄一郎先生は教養部長、後に大学長に就任

された。ひょんなことから池田先生のお宅に伺い、

先生が主催する禅の会に約一ヶ月ほどの間参加、禅

の講義を受け、座禅をさせていただいた。一方、旧

制高校の雰囲気に憧れ、大きな影響を受け、特に読

書にのめり込み、貪るように読み、マルタン・デュ

ガールの「チボー家の人々」、トーマス・マンの「魔

の山」「ブッデンブローク家の人々」等の印象が残っ

ている。これも「どくとるマンボウ青春記」に登場

する旧制松高ドイツ語の望月一恵先生の訳でトーマ

ス・マン等の書が岩波文庫で刊行されており、その

ことから手に取った。一方、毎日新聞社刊の「同期

の桜」に掲載の学徒出陣した林尹夫（京都帝国大学

文科西洋史科）の文に惹かれるものを感じ、筑摩書

房新社刊林尹夫著「我が命月明に燃ゆ」を購入し、

読み進む内に大きな影響を受けて、彼の愛読書であ

るこれらの本を読破し、林尹夫の心に浸ったことが

思い出される。 

 

もう一つは「自然科学研究会」である。理学部物

理学科に入学したものだから、「自然科学」の匂い

に誘われ、入会したと思う。先輩に岡田菊夫氏、村

上和幸氏、斎藤秀夫氏、そして、同じクラスの神田

健三氏らとの思い出がある。勿論、現理学部同窓会

森淳会長の下宿にも訪ねたことも多く、１年生の頃

は和気藹々の雰囲気だった。新入生歓迎会は電車で

「姨捨」付近を歩いたり、夏合宿で「妙高笹ヶ峰」

でセミの羽化を村上和幸氏が時間をかけてカメラで

撮影するのを見たり、散策途上で笹をかき分けて「鶯

の巣に卵」を写真に収めたりしたものである。また、

春先に先輩３人と神田氏と私が、逆転層を観測する

とグラウンドでサーミスターをつけた風船をあげ、

グラフに逆転層がはっきりと現れたのには感動した。

岡田氏は「小気候」の書籍を持ち、それらから名古

屋大学大学院水質科学研究施設へ進学したと聞いて

いる。神田健三氏は、樋口敬二名古屋大学大学院水

質科学研究施設教授（当時、後に中部大学教授）が

新聞で「日本に氷河があるかについて、全国調査に

加わってほしい。」との呼びかけに呼応し、北アル

プス穂高連峰涸沢雪渓を調査しようと言い出した。

３Ｓの物理学科の仲間たちが私を含め参加すること

になった。涸沢雪渓の表面積や傾斜を測量し、中腹

に２ｍ程鶴嘴で穴を掘り、断面のゴミの線などを調

べ、雪の層から積雪の年数を計測した。 昭和 44 年

度になり、学生運動・大学闘（紛）争が信州大学で

も激化していった。私は５月の連休を利用して、涸

沢に入ったり、神田氏と新潟県長岡市の旧運輸省雪

害研究所（現独立行政法人防災科学センター：後に

４Ｓの佐藤篤司（北海道大学大学院低温研究所へ進

学）氏が所長）見学に行ったりしていたが、学生間

での論争の渦中に入り込み、自然研と疎遠になって

いった。今から思えば、少し惜しい気がする。１年

生の冬には、信州大学乗鞍の研修施設で、北大低温

研の院生である牛木氏を招き、雪について研修合宿

を組んだことも懐かしく思い出される。 

 

 所謂、教養部での出来事を記載させていただいた。

この後の時間には専門の勉学、先生方や友人たち、

そして、その事柄と並行して大学紛争が係わり、様々

な想いが去来する。それを引きずり社会に出て、職

に就き、ここでも葛藤や職のあるべき姿、それらと

ともに人生の生き様を貫いて今がある。 

  今、新潟に戻り、教員生活４５年（公立高校・県

及び市の行政職・私立高校に勤務し、管理職等を２

０年）を昨春に終え、一昨年母の葬儀を出し、祖父

母・父も既に他界している。教員生活で私自身も、

悪性リンパ腫という癌を患い、更に右腎摘出で、１

年間療養生活を送り、復帰したが、同時期に悪性リ

ンパ腫で私よりも少し若い校長は他界した。療養中

に見舞いにおいでいただいた先輩の校長から「神様

は貴方に使命を与え、そのために生かした。」と告

げられ、その気になって現在の私が存在し、私の人

生はまだ続く。「ボーと生きてんじゃねえよ。」と

叱られつつ、想い出も「もう、ここらでよかろかい。」

と、筆をおく。 
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出会いの妙 

伊賀 博之（23S化学科） 

信州大学理学部に入学が決まり、縁もゆかりもな

い長野県に足を踏み入れたのはもう 30年以上前です

。入学し初めて迎えたある冬の朝、目覚めるとこた

つの上のペットボトルの中身が凍っていた衝撃を今

でもはっきり覚えています。気が付けば人生の約 3

分の 2を長野で過ごし、今ではすっかりいち長野県

民です。 

思い起こせば、大学生時代には非常に多くの人と

の出会いがありました。化学科の同級生だけでも、

北は北海道から南は沖縄まで日本全国から仲間が集

いました。また、下宿や部活などの繋がりから全学

部に友人ができ、さらには他大学の友人や社会人の

知り合いも沢山できました。多くの個性豊かな人た

ちと付き合う中で、様々な価値観や人生観があるこ

とを知ることができたこと、そして人と人との繋が

りの妙を実感できたことは私の大きな財産となりま

した。 

現在、長野県佐久市にある佐久長聖中学高等学校

で教鞭を執っています。多感な年代の多様な生徒達

が相手ですから、こちらの何気ない一言が良くも悪

くも生徒を大きく変える可能性もあります。学生時

代に多様な交友関係を持てたことは、私の「引き出

し」をバラエティ溢れるものにし、今生徒に接する

際に大きな武器になっています。 

現在、2年前に教頭職を拝命し、慣れない職務に日

々悪戦苦闘しています。今年度、教頭として長野県

の私立中高の研修会において理科部会の研修を任さ

れ、助言を頂くコメンテーターを探し理学部化学コ

ース・太田哲先生に連絡をとったところ（私が大学 4

年生のときに同じ研究室の隣の席が院生だった太田

先輩でとてもお世話になりました）、理科教育の普

及にご尽力されている理学部化学コース・石川厚先

生をご紹介いただき新たな人脈を築くことができま

した。さらにその際、高校時代の太田先生が本校の

現学校長の授業を受けていたことをお聞きし、「縁」

の存在を確かに感じたものです。 

今後 AIや ICTが更なる発展を遂げるでしょう。し

かし、人と人の繋がりが豊かな人生には欠かせない

のは決して変わることはないでしょう。

 

 

大学史資料センターから資料収集への協力のお願い 

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。 

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。 

○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 

 

 

 

自然科学研究会 OB会は「大学史資料センター」に資料

を提供しました。 

1967年 5月教養部（当時）にて設立された、信州大

学自然研の会誌「自然が呼んでいる」17冊、各学部の

自然研会誌、分科会誌など（写真）、当初の 10余年間

の 59点と涸沢雪渓を紹介してくれた「山と渓谷 1982

年 8 月号」です。また、雪渓調査の資料をそろえてい

る最中です。近々センターに提供する予定です。 
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――――― 同 窓 会 だ よ り ――――― 

 

物理会総会のお知らせ 

日時：2019 年 4月 20 日（土）14：00～17：30 

会場：理学部第一講義室 

内容：記念講演会（無料） 14:00～15:00 

兼松 泰男氏（12Ｓ物性論研究室） 

大阪大学理学研究科基礎理学研究プロジェクト 

研究センター教授 

「どうやって物理学の研究者の道に入っていったの

か、学生と関わる中で、感じていること、考えて

いること」 

年次総会：15：10～15：45 

懇親会 ：16：00～17：30 

会費: 7000 円（当日お支払いください：学生無料） 

申し込み:（同窓生の方のみお申し込み下さい） 

① H.P（ http://www.supaa.com/）のオーダー

フォームから 

②ファックス（0263-37-2559） 

 

 
物理学コース第 9回就職セミナーが開かれました 

 2 月 8日（金）に 3人の卒業生の方からお話をして

もらいました。 

高橋一馬さん（2010 年入学） 

「就職活動--会社生活を経て感じている事」 

山口祐治さん（1987 年入学） 

「AIの職場より--私の技術遍歴」 

足助尚志さん（1982 年入学） 

「カード製造の中で学んだこと」 

40人以上の学生が参加し、熱心に聞き入りました。

お話のあとの講師とのディスカッションも熱心なも

のでした。 

 
 
第16回松本化学学士会総会報告 

 平成30年11月17日（土）松本キャンパスにて第16

回松本化学学士会総会・懇親会を開催しました。当

番幹事は11Sの皆様にご担当いただきました。総会の

部では、前回より継続審議となっていました「学生

支援基金」の取扱い規定案について諮り、了承され

ました。現在、会員の皆様へのご案内に向けて準備

を進めています。また、今回は例年行われている記

念講演会の代わりに談話会を行い、太田化学コース

長から「化学コースの現在について」と題して、2015

年度に行われた理学部改組の詳細や現行のカリキュ

ラムの説明、在学生の動向など、理学部理学科化学

コースの現状について報告がありました。次回も是

非多くの皆様がご参加くださいますようお願いしま

す。 

 

 

「東京同窓会」が２月９日開かれました 

今年も、東京のアルカディア市ヶ谷にて開かれ、

160名が集まり盛会でした。 

初めに恒例の同窓生による公演、講師は三輪哲也

氏（海洋研究開発機構 繊維 61年卒）で、「ここま

でわかった深海の謎」と題し、海洋生物、水産資源

から海底遺跡、鉱

物資源まで深海

の多様な分野の

話でした。氏はそ

の現状・関係と探

査方法・システム

まで縦横に語ら

れました。 

「大学の近況」を濱田学長から報告しました。冒

頭、創立 70周年記念行事（6月 1日）の概要説明。

続いて、幅広く分野を結ぶ、大学院博士課程「総合

医理工学」の趣旨、多様な「教育プログラム」の紹

介などがありました。全学で 11000人の学生（留学

生 400人弱）を擁し、今春に卒業生は 10万人を超す。

新入生は長野県 25％は変わりないが、関東からが増

加し 25％に迫っているなども伝えられました。パン

フレット「飛躍する信州大学」を発行され、そこに

詳しく載っているがと前置きされ、いくつかのトピッ

クスを話されました。 

懇親会は、参加者の出身学部を混ぜこぜにしたテー

ブル 14卓、乾杯の後、懇談・交流です。信州大学交

響楽団ミニコンサートは５曲披露されました。最後

は恒例「春寂寥」全員合唱。 
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寮生活の断片 
茂木 昭（28回文甲） 

夜のプール 

 夜、急に泳ぎたくなったのでプールへ行った。昼間、

人前で義足を外すのは気が引けるので、誰もいないグ

ラウンドの隅にあったプールへ行った。暗い空には宝

石を散りばめたように星が輝いていた。戦後の荒廃し

た設備の復旧に追われていた学校は、プールの整備に

までは手が回らず、防火水槽代わりで水は入れ替えら

れず、汚い水が抜かずに放置されていた。怪我をして

初めてのプールだったがどうやら泳げた。真夜中の高

原の冷気は夏とは言え、身震いする程であった。 
寮歌を歌いながら寮生たちが榎の木立を廻って外出

から帰ってきた。 
 プールから出て暫くすると蛙が鳴きだした。 
 
大林教授の野菜畑 

 戦時中はもとより戦後は、何百万の引揚者が帰国し、

食糧不足は著しく、日本中の家庭は日常的に飢餓状態

であった。闇物資の入手に狂乱しなければならなくな

り、配給食糧のみに頼った良心的な裁判官の餓死の

ニュースは国民に大きなショックを与えた。 
 食糧不足は学問の聖域である学園にも容赦なく襲い

かかった。社会の変化に素早く対応して家族を守る術

を身につけている人はともかく、世事に疎い教授達に

は家族を養うことは至難の業であったのだろう。 
 当時、グランドは正課だったサッカーに使われるこ

とが多かったが、いつの頃からか南寮の南側のグラン

ドの部分が耕され畑となっていた。陽当たりはよく野

菜類が青々と育っていた。幾人かの教授が作っていた

と思われるが、一番熱心だったのは、あの謹厳な大林

教授だった。小さな背に夕陽が当たって、影が長く引

くまで黙々と働いていられた大林教授の姿が今でも

甦ってくる。特に、古い、黒い外套を着て冬日の中で、

わき目も降らず畑仕事をしている姿に、私はミレーの

絵を重ねていた。 
 いつしか大林教授の畑は南寮の悪童連の寮雨の標的

となった。「大林教授の畑の肥料にするのだ」とその

畑に向って寮雨を集中させた。併し教授達の野菜畑か

ら寮生が野菜を引き抜いた話は聞かなかった。 
 

 

記念祭 

思誠寮東寮の記念祭をやるべきか否かと、実施を当然

のことと思っていた寮生にとって、青天の霹靂ともい

うべき問題が持ち上がった。昭和二十二年、当時の総

務委員長大久保愛(28 文甲）以下二年生の委員は中寮

二階の広間に集まり激論が交わされた。記念祭は寮生

の生命であり、寮の伝統であり、学校の重要行事でも

あった。記念祭で寮劇が演じられ、寮歌が作られ歌い

継がれてきた伝統を否定するなど、誰も思ってもいな

かった。 
 ところが、「記念祭に何の意義があるのか」「記念

祭をやる必要がどこにあるのか」と真っ向から記念祭

実施に反対論を唱えたのは小山竹次君(28文乙)だった。

哲学的思索に優れた彼の論理に並みいる委員たちはた

じたじだった。 
しかし、記念祭は一般公開され、松本市民が多数押

しかけてくる。そして憧れのメッチェン達の笑い声が

廊下や部屋に聞けるのを期待する寮生は多かった。ま

た無い智慧を絞って、室内や廊下に世情を風刺する飾

り付けをし、奇抜さを競うのが伝統であり、その伝統

をゴンヅクで守るのが当然だと多くの寮生は信じてい

た。そうした多数の意見に支えられて、委員たちは悲

壮な決意で反対論に立ち向かった。 
そんな時、寮に盗難事件が発生した。数日前から、

新潟高校生と名乗る者が泊まっていたが、その新高生

が怪しいと、警察により調べられた結果女性であるこ

とが判明した。女人禁制の寮に女性が男装して数日間

泊まりこんでいたことになるが、同室していた寮生は

誰も女性だとは気付かなかったとは驚きであった。 
 こんなトラブルがあって委員たちにはとっては憂鬱

な日々が続いたが、記念祭実施となれば、寮劇の準備

や、盛り沢山の行事の準備にもかなりの時間が必要だ。

どうしても早急に結論を出さねばならないので、反対

論を強引に押し切って多数決で記念祭実施を決定した。

「つまり記念祭はお祭りと言うことだね」と小山君は

しぶしぶ引き下がった。 
 記念祭の当日、小山君は郷里に帰ってしまった。 
 
斎藤茂吉の手紙 

 寮務室の前に状差しがあった。多分アイウエオ順に

並んでいたと思う。学校が終って寮に帰ってくると皆

そこを覗いて部屋へ戻る。父茂吉から子息斎藤宗吉宛

松高同窓会の了解を得て、松高生の手記を 10回に渡り掲載してきました。今回で一旦連載を終えます。 

1919年設立以来 30年間の松高生の生活・青春の日、あの大戦下でのくらしと学びなど、貴重な体験を私達に伝

えてくれました。記録に残すことの意味と重要性を教えてくれました。また、同窓会のもつ役割と意義につい

ても教えていただいたと思います。 

提供して頂きました、松高同窓会誌、クラス会誌など 50点以上の冊子類は理学部同窓会の資料として、大切に

収蔵してまいります。改めて、松高同窓会と執筆された多くの松高生に心より感謝申し上げます。 
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のハガキがそこに入っていることがある。併しそのハ

ガキが本人に渡ることはなかったと言われていた。茂

吉のはがきを見つけた寮生は口頭で文面を宗吉に伝え

るだけだった。高校生にとって茂吉は神様のような存

在であり、大事にしまいこんでしまったのだろう。 
松本高校同窓会会誌２号 （2009.3.31）より転載 

 

 

語り継ぐべき遺産二つ      

小林 澈郎（28回理甲 2） 
わが松高を含め三十余の旧制高等学校（以下〝旧制

高校〟と略す）が制度上潰されて半世紀余、〝旧制高

校〟の名前も死語と化したようです。 
私は松高三年間の生活が、学業の狭い枠を超えて如

何に比類なき教養、人間形成の場であったかを、自ら

の貧しい経験に拠ってお話したいと思います。 
〝旧制高校〟生徒像は三十余校おのがじし独自の特

質があり、その現われ方もさまざまですが、本質的に

共通するものがあります。曰く、⑴バンカラ・弊衣破

帽・放歌高吟デカンショ型（以下⑴型）、⑵学校の勉

強は不熱心、難解な本を読んで議論を楽しみ、好きな

勉強に没頭する知的なスノブ型（以下⑵型）。 
世間に流布しているのは⑴型のみのように思われま

す。⑵型が厳然と存在し、両者が見事に一体となって

人間形成がなされた点にこそ〝旧制高校〟教育の真髄

が存したのであります。 
幸いにも私は思誠寮西寮に入りましたので、洛陽の

紙価を高からしめたかの『どくとるマンボウ青春記』

に現われる有名人の驥尾に付して、⑴型生活をたっぷ

り味わうことが出来ました。 
入寮早々の説教ストームに始まり、終戦の翌年とい

う食うや食わずの毎日ながら、若いエネルギーを寮歌

を歌い、デカンショを踊って発散させていました。 
その一方で、二年生をリーダーとする読書会や、毎

夜どこかの部屋で延々と飽くことなく続く真剣な駄弁

り、学校の勉強などはどこ吹く風と、超然として好き

な勉強や読書に専念する幾人かの存在に強烈な刺戟を

受けました。まさに⑵型の典型であり、⑴型を伝える

時、不離の存在として落としてはならないのです。 
⑵型は、専門分野のすぐれた学識と、生徒一人一人

の人間とその才能を的確に見抜く力を持った

Menschenkenner とも言うべきよき師と、寮やクラス

内外によき友を与えられて生まれたエートスでありま

す。これこそ〝旧制高校〟にしか存在し得なかったも

のだと思います。 
ここでは何故か私は変った友人や上級生とつき合う

ことになりました。学校の数学や物理など無視して、

大学で習うレヴェルの数学や物理の本を英語やドイツ

語で読んでいるのです。一般相対論を Riemann 幾何

学ではなく「絶対微分学」で定式化しようという男や、

『解析概論』のフーリエ積分に出てくる定理の証明は

厳密さをかくからこう訂正すべきだ、などと言う連中

には恐れ入りました。上級生には整数論の本格的な論

文を書いていた人さえいたのです。⑵型の典型たるこ

の「知的虚栄心」の饗宴に引きずり込まれてしまいま

した。 
これは大変と松崎先生の所へ駆け込んだところ、「こ

れでも丁寧に読んでごらん」と差出されたのは、英国

製『解析概論』とも言うべき G.H.Hardy :『A Course 
of Pure Mathematics』でした。学校の勉強は外国語

だけにして Hardy を夢中で読み、とうとう変った連

中と Springer の黄表紙数学叢書を何冊読めるだろう

などと呆れた会話をするまでになってしまいました。

中学同級生の男が、出版されたばかりの『ヒルベルト

空間論』を問題まで解きながら読んでいたり、『解析

的整数論』が面白いなどと言っているのも驚きでした。

もっとも、大学へ入ってみると一高や武蔵から来た連

中のスノブぶりは私どもを超えていて、ヤレヤレまた

やり直しかと長嘆息したことでした。 
ともあれ、松高時代こんな知的スノッバー連中を、

先生方は実にうまくコントロールして下さったのは有

難いことでした。上手に褒めたり、挑発したりしつつ、

時に厳しく抑え、真物への道を正しく示して「学問す

る」とはどういうことかを解らせてくださいました。 
最初に申しました⑴型と⑵型の共存ということは、

⑴型のあの一見常軌を逸したかの如きエネルギーの発

散は、形を変えれば⑵型の知的エネルギーと化して現

われるのです。松高生いや〝旧制高校〟生は誰でも⑴

型と⑵型の間を自由に往ったり来たりすることができ

たのです。これは、その往き来を経験した私の正直な

思いであります。何としても、この⑴型と⑵型二つの

遺産を、〝旧制高校〟のエートスから生まれた不即不

離にして一体のものとして語り継いでいきましょう。 
松本高校同窓会会誌２号 （2009.3.31）より転載 

 
 

航空機技術者になり損ねて 

井口 義久（30回理 3） 

 「起きてすぐ支度しろ」。時は昭和 20年 1月 30日

の夜中、総領の小生以下妹二人弟一人更に八ヶ月の末

妹計五人は突如起こされ身支度。母は隣家に一切の家

財道具、荷物の処分と、台北市、学校等への届出を依

頼。31日の未明、父は DC-13型の航空機関土として

コックピットに乗り込み、台北松山飛行場より博多雁

ノ巣飛行場へ向け、客席幻名略満席で出発。途中沖縄

での給油は危険なため、鹿児島南端経由―燃料が翼か

ら洩れ出す程の満タン状態―で無事着陸。小一の弟は

台北生まれで、雪の降り積もった飛行場を見て砂糖が

一杯だと叫んだ。父は皆を博多に降ろすと、そのまま

北京へ向け出発した。フィリピンが陥ち、次は台湾か



 21 

沖縄かと米軍の進攻が予想され、昭和 19年 10月の台

湾沖航空戦で制空権をとられると毎日のように定期便

の空襲を受け、昭和 20年になると強制疎開の指令が

でていた。父は大東亜戦争勃発前に大日本航空側より

軍属として海軍輸送機隊に所属し、開戦後海南島やシ

ンガポールに駐屯して、内地外地問を参謀や暗号文書

を運んでいた。時に高松宮殿下も乗られた。シンガポー

ルでは、「神風」の塚越賢爾機関士が A26長距離第 2

号機で昭和 17年 7月 7日ベルリンへ連絡飛行に向か

う前夜、スシ屋で送別の宴を設け当日見送ったが消息

を絶ち、後に雷雲にやられたのかと云っていた。昭和

19年の末シンガポールでの宴席で、陸軍の参謀が大言

壮語したので腹に据えかね「お前なんかみたいな馬鹿

参謀がいるから戦争に負けるんだ」と大喧嘩となり、

軍及び会社の指令により中華航空公司北京に転勤と

なった。大正 14年(1925)7月朝日新聞訪欧大飛行を初

風東風のリーダーとして見事成功させた安辺浩総裁が

迎え入れてくれたのであった。小生は台北よりの引揚

者ということになろう。 

 父井口義慶は、明治 37年信州東筑摩郡生坂村生ま

れ。小学校卒業後上京、苦学して昭和 2年日本飛行学

校を卒業し、操縦士の資格をとるも、東京では乗る飛

行機もなく関西へ行き、遂に航空機関士に転身する。

日本航空輸送㈱に入社して台北勤務(昭和 13年)。小

生は小学校を鹿児島、大阪、台北と転校する。台北行

きは船、鹿児島へは飛行機と二往復した。 

台北の入口基隆(キールン)港に着くと、途端に数百の

人力車がすさまじい勢いで寄ってくるのにびっくり。

台北市幹線道路が三線で市内電車がなく、東西南北に

煉瓦造りの城門があり、総督府が中央に厳然として建

ち、植民地にきたと思った。物売りには、小一の小生

より小さな子供がてん足の祖母の通訳をする。ラジオ

では日本語放送をする。国民学校となり大東亜戦争と

なり、関東軍が台湾経由でフィリピンに向かう途中バ

シー海峡で敵潜の攻撃を受け沈没した報を聞き、内地

問との往来や郵便物が遮断されるようになると、戦場

が内地より近いだけに臨戦態勢を早くとることになる。

野球よりも手摺弾の遠投、船の沈没を想定して国民学

校五・六年生は 10メートルよりの高飛び込み、一時

間の立ち泳ぎ。昭和 19年春台北一中に入学すると毎

週土曜日の午後は全員 10キロマラソンのタイムレー

ス。夏至のときは北回帰線が台湾の中部を通るので影

は殆どなくなり、舗装の上にじっと立っていると運動

靴がくっついてしまう位の暑さ、その炎天下を水を口

にせず完走させられるのである。台北一中は、英国イー

トンスクールに範をとり明治 31年(1898)3月の創立。

小生は必期生として入学したが、現在も残る煉瓦造り

の華麗にして荘重な建物である。音楽の大西先生は、

茶色の背広と茶色の靴で、ハニホヘトなんかで歌える

かドレミファだと教えてくれた硬骨漢で、今でも立派

だったと思う。戦後尋ねて、平成 13年に 56年ぶりに

級友と再会する。 

 前述したように、母の故郷であり小学校の級友のい

る鹿児島県加世田市(現南さつま市)に帰り、県立川辺

中学校に転入学。しばしのんびりしていたら、昭和 20

年 4月 1日米軍が沖縄本島に上陸。特攻機が近くの知

覧、万世両飛行場より出撃し六百六十名が亡くなる。

我々中学下級生は、本土決戦に備えて、山の上より杉

の丸太を担いで山腹をくり抜いて横壕を掘り、食糧、

弾薬を運び込む。やがて中学二年の夏で敗戦。虚脱状

態の中、軍関係の学校より帰ってくる者も多く、進駐

軍が闇歩するようになる。昭和 21年 4月、父は残留

日本人航空技術者総責任者として国民政府に引継ぎを

し、天津より佐世保入港後鹿児島で家族七名が全員揃

うことになった。 

 父は佐世保入港時米軍の命令で航空乗務の資格証を

とり上げられ、今尚返してくれない。父は失業し、鹿

児島に職はなく、昭和 21年 8月信州東筑摩郡生坂村

に再婚した母の婚家に我々家族は身を寄せた。小生の

中学は転校に際し、松本中学は引揚者が満杯のため三

年を一年下げて二年にしたらと云われた。とんでもな

いと松本市立中学校(昭和 18年創立)に転入学する。

田中長男校長は松高第一回理甲卒業者で、東大等を出

られた立派な先生を多数揃えられた。野球は強くて同

級生に早稲田大新人王の小森光生がいた。旧制高校は

愈々最後の受験生となるので、担任の先生より父兄会

で父が薦められ、四年で必死に勉強して何とか松高に

合格した。一年先輩には、松本市中時代に物理を教え

ていただいた竹内先生の長男の薙さんが第 29回理 3

にいて、その前の四名の先輩を入れても市中出身は合

計六名であった。 

父は、飛行機乗りは俺一代、米国は日本の民間航空

を潰したが、必ず復活する。その時は航空機を造る方

をやれ。大学の航空科を潰したが、基礎理論の似てい

る造船科に進んで将来転身したらどうか、東大か横浜

はどうかと引揚げ後アドバイスしてくれていた。松高

では食糧事情悪く、塩尻より通学できる小生等は寮に

入れて貰えず、寮歌もロクロク覚えず、ドイツ語を小

栗さんに絞られている中に一年で修了となった。一浪

して横浜国大造船科に入学。航空産業も復活せず、造

船界も疑獄ありで不況、静岡県の金指造船所に入社し

た。後に上柳昭治兄(26理乙 5 )や北杜夫兄(27理乙 

6 )「どくとるマンボウ航海記』で有名(?)となった水

産庁の漁業調査船照洋丸(昭和 31年春竣工)の建造に

少し関わり、ビキニ水爆実験後の鮪資源の調査と、松

高との縁が出来たと思っている。 

 名門松本中学に一年下がって転入する勧めに妥協せ

ず、松本市立中学に入り、熱心な先生に出会ったり、

一年間でも松高生活を送り得て、良き先生先輩同僚に

恵まれた幸運を恩わざるを得ない。航空機技術者には
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なり損ねた息子ではあったが、松高との因縁を作って

くれた父。その父義廣は平成 11月年 95歳の天寿を全

うして逝った。戦前は民間航空界に、戦中は国家に身

を捧げた生き証人ともいえる 

父と、その父に導かれた息子の、思えば二人三脚の

人生航路であった。 

松本高校同窓会会報 109号 （2007.3.31）より転載 

 

 

中国との出会い、そして戦後の日本 

川野 玲次郎(30回理３) 

東支那海ははじめての船旅。船酔いに悩まされた夜

が明けてデッキに出ると海の色が濁っている。揚子江

(長江)の河口に入り遥かに遠く陸地らしいものを見た

のが、中国との出会いであった。 
昭和11年の春、父の仕事の関係で家族と上海に渡っ

た。小学一年の終りの頃である。記憶も少し曖昧であ

るが、千愛里と云う住宅街の家に落ち着いた。それま

での日本の家と違った洋館、３階まであり、その大き

さに目を丸くしたものであった。当時上海は治安が悪

く通学もグループで隊列を組んで前後に護衛の警官が

ついていた。しかし家のすぐ近くに日本海軍の上海陸

戦隊の本部があり、特に問題もなくはじめての海外生

活にも次第に慣れていった。 
しかし昭和 12 年７月７日の盧溝橋事件で情勢は急

に悪化し、日本人居留民の家族は急遽非難することに

なった。８月の中頃の夜半会社からの車で上海埠頭へ、

船に乗船して朝黄浦江に日本海軍の軽巡洋船が数隻停

泊しているのを見て、いよいよ日中戦争かなと思った。

乗船した船が３万トン近いフランスの客船とあって、

折からの台風で大揺れはしたが無事翌朝神戸港に着い

た。その時通った瀬戸内海を見て日本は美しい国だと

実感した。 
栃木県の母の実家に約 10 ヶ月間世話になり、村の

小学校に通った。その時所謂帰国子女のような違和感

はあったが、先生や級友も親切でいじめ等は全く無く

のんびりした日本の田舎の生活を楽しんだ。 
上海から父が迎えに来て久し振りに戻ると、町は日

本の陸軍が占領し治安は良くなっていた。お陰で上海

郊外や、蘇州や南宋の都のあった美しい町杭州等を訪

れる事が出来た。又この頃上海で観たアメリカの映画、

ディズニーの白雪姫はカラー映画で、日本の白黒或い

は無声映画に比べて子供心にも米国との差を感じた。 
昭和 15 日年夏大連に移り小学校６年に編入された

が、学校のレベルは上海のほうが高かったようである。

翌年４月大連一中に入学、小学校からの内申書が良

かったのかいきなり一年一組の級長となる。しかし、

担任の先生に漢文を教わったが国粋主義者で中国人の

生徒がいるのに中国人を侮辱する発言が多く、これに

反発して漢文は殆ど勉強しなかった。そのお陰で一学

期の漢文は落第点で級長はあっさりクビになった。大

連一中は元来リベラルな校風であったが、この為当局

ににらまれ教師の入れ換えが行われ、中にはどうかと

思われる先生もいたようである。 
まともな授業は二学年位までで、太平洋戦争の激化

と共に勤労動員と軍事教練が中心となったのは内地と

同じであろう。勤労動員では満鉄の鉄道工場で働いた

が、機関車の修理部門にいた時入庫して来たのが特急

あじあ号の機関車のパシナ。憧れのＳＬの試運転に乗

せて貰い少しではあったが運転技術を教わった。 
今年は満鉄設立から百年で、たまたま新聞で「満鉄

百年鉄道員の悔しさ」と題する記事を読んだ。かつて

満鉄で働いた中国人(81 歳)の話として、満鉄の機関士

となり当時日本人職員との関係も良く中国人でも機関

士として尊重される雰囲気があった。しかし太平洋戦

争の激化と共に 43 年頃から変わって、日本人は中国

人を殴るようになり、差別は残酷だった等と当時の悔

しさを語った記事である。中には親切な日本人もいた

が現在でも日本嫌いの中国人が多いのは理解できる。 
昭和 20 年中学４年で繰り上げ卒業、内申で旅順高

校に合格したが、たまたま体調を崩して面接で不合格、

翌年出直すと云うことになったが終戦ですべて無に

なった。しかしこれが幸いしたのか、ソ連の参戦に対

し北満に動員される事からは免れる事となった。友人

の何人かは行方不明のままである。 
終戦と共に状況は大きく変わり、中国軍そしてソ連

軍が入り大きな騒ぎもあったが、ソ連の正規軍が入り

治安も少し良くなった。この時の変化で今でも憶えて

いるのは日本人による大連労働組合の設立。ソ連に迎

合してか、戦争中の事は忘れ日本人同士の責任のなす

り合い。父も戦争協力者として人民裁判にかけられた

が、その時一番心配して面倒を見てくれたのが父が世

話した中国人達であった。 
また北満の方から何とか逃げて来た人達の話等を聞

いて、当時の日本の指導者達の無責任さに腹を立てた

が今でも憤りを感じる。 
戦後日本人は殆んど失業し、物を売っての生活であっ

たが、遊んでいるとにらまれるとの事で父の紹介で東

洋製缶の工場で働く事になった。工場の電気管理の手

伝いで、電源のヒューズが無いので銅線で接続したり

配線を間違えてモーターを逆に廻したりでへまばかり

したが、一応電気技師となった。お陰で帰国する時ソ

連の監督官の面接で残されそうになったが、通訳のロ

シア人の女性が未だ学生だからとの説明でＯＫが出た

ようである。 
当時日本からの情報は全く無く、ラジオを改造して

短波放送をキャッチしたがまともな放送は殆ど入らな

かった。しかし何とか引揚げがはじまり、昭和 22 年

３月我家も最終に近いグループで大連港から戦時形の

貨物船で出港した。船内で前述の大連労働組合幹部に
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対する暴力事件や、それに反対するグループとの対立

等若干のトラブルもあったが、佐世保に到着し無事日

本の土を踏む事が出来た。 
佐世保から母の実家の栃木県までの引揚列車は、学

生援護会の学生達のお陰で確保出来た車両で、比較的

楽な二泊三日の列車の旅であった。しかし通過する町

は未だ戦災の跡が残り、特に駅で眼にした進駐軍専用

の列車を見て日本の敗戦を改めて実感した。 
来年 2007 年は引き揚げて 60 周年に当たる。今年九

段会館でその行事が行われた。人により体験は異なる

が、共通しているのはあの戦争そして戦後の憶い出で

あろう。小生の場合小中学校時代の殆どを中国で過ご

し、又引揚げ後大学時代に進駐軍相手のアルバイトで

米軍との接触も多く、更に仕事で北米欧州に出掛ける

事が多かった。それもあってか日本の最近の歴史を国

の外から観て考える事が多い気がする。特に訪れる機

会の多いドイツと日本の戦後について、多くの人が指

摘しているが、二・三小生の体験を記してみたい。 
仕事で世話になったドイツの友人がミュンヘンの郊

外に住んでいる事もあって、毎年のように家内と欧州

に出掛けている。今年は三度目になるが、エルベ川に

面した美しい町ドレスデンを訪問した。戦争中連合軍

の無差別爆撃で徹底的に破壊された町も完全に修復し、

町のシンボルである聖母教会も内部まで復元した。そ

の大きなドームの上の金の十字架は爆撃した英軍の関

係者の寄付だとの事である。次に訪れたベルリンでは、

残った壁を使ってのナチスのゲシュタポ(秘密国家警察)
についての展示。これは「テロルの地勢」財団が中心

になって活動している市民運動の一つである。又何人

かのドイツの知人から、戦争中ナチスに引きずられた

反省等を聞かされた。前述の友人が日本を訪れた時広

島の原爆ドームを案内したが、かなりショックを受け

た様子で何故もっと早く戦争を止めなかったのかと聞

かれた。確かに半年早く戦争を止めれば東京大空襲、

原爆又ソ連の参戦も無かったが、果たして今の平和日

本が出来たか。ただ日本とドイツの違いは、戦後戦争

指導者に対しての政府の対応であろう。 
最近のニュースで高校で必修の世界史を教えなかっ

たのが問題になったが、世界史も大切だが日本の近代

史を日本の若い世代に教えるべきで、小学校の英語教

育等よりも国際人を育てるのに重要なのではないかと

思う。 
尊敬する先輩で亡くなられた鈴木義一さんは、あが

た美術会でもお世話になったが、上記の問題で色々と

話し合ったのが思い出される。 
松本高校同窓会会報 109号 （2007.3.31）より転載 

 

 

鄭さんからの手紙 

堀川  勉(26回理甲３) 

最近の台湾では、台湾の戦後状況を記録する運動が

あり、それに沿って鄭渓北さん(1944 年理甲 3 入学)
からお手紙をいただいた。ご本人の了承を得ましたの

でお送りします。ここには、同胞の誇りと社会主義運

動のために、一身を投げうって、苛烈な青春を送って

しまった男がいます。それがかつてのわたしたち松高

の友人であったとは、わたしは想像もしませんでした。

以下は鄭さんからの手紙です。 
 

緑島監獄における生活と闘争 

鄭 渓北(26回理甲３) 

西区第 51 監房 

「いわし缶］の「いわし］詰め 

1951 年 3 月、ぼくは青島東路の西監に収容されて

いた。突然西監全体が騒がしくなった。大規模な部屋

変えがあるらしい。ぼくは西監の最も外側の 51 号房

に移った。通常この部屋には百人程度詰め込まれるの

だが、今回は五十人ぐらいであった。もし百人なら「い

わし缶」の「いわし」詰めで寝ることになる。皆さん

は「いわし」詰めの経験は、おありかどうか？これは

政治犯にお灸をすえ、二度と戻ってくる気持ちになら

ないための手段とされている。ぼくは逮捕されてから

三日目に保密局の看守房へ回された。ここは以前日本

軍の看守房で、独立後国民党特務に接収され、「アカ］

専用の看守房になった。国民党特務は「アカ］逮捕が

巧妙で、三坪の部屋に 15 人も入れるので、全看守房

で二百人となり、西本願寺も接収され看守房にされて

いる。看守房では拷問が行なわれ証拠が無理矢理作成

された。三坪の部屋に 15 人が寝るのは、順番に寝る

ほかなかった。 
ぼくが「いわし」詰めにさせられた二度目は、軍法

処の看守房であった。ここは未決犯収容部屋であって、

大きい部屋を、分割して 24 個の小さい檻（12 尺×６

尺）にしてある。檻は鉄条入りの丸太で作られ、隅に

高さ 80 センチの出入口がある。一檻に 20 人も詰込ま

れるから、全体で五百人近い。看守房は全部で四つあ

るから、合計二千人ぐらい収容されていて、全国では

数万人ではないだろうか。聞くところによると、刑務

所が不足し、強盗や殺人犯でも早期に釈放されるが、

「アカ」は絶対に釈放されない。これは「アカ」が彼

らの政権を転覆するのではないかと、恐れられている

からだ。実際は「アカ」が彼らの政権を転覆すること

はできない、国民党自身の内部矛盾が彼らを瓦解させ

ている。20 人も詰込まれた檻のなかで、夜になると上

から毛布を吊し、交替で紐で引っ張って動かし、扇子

として風を送る。しかしこの扇子はあおげばあおぐほ

ど熱くなり、夜中に最も熱くなる。昼間の運動時間に
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見る仲間の顔は皆真っ青だ。こんな環境では死刑にな

らなくても、数ケ月で死ぬにちがいない。 
 

四粒のズルファミン錠 

未決囚が喧嘩をすることは往々にしてある。彼らは

機嫌が悪い。しかしここでは「アカ」がよく人の世話

をする。ぼくも彼らの助けで今日まで生きてきたと云っ

ても誇張ではない。ぼくはもともと頑健ではなく保密

局で赤痢にかかった。軍法処に送られてきたときは、

骨皮筋右衛門になっていて、自分でももう駄目だと思っ

ていた。軍法処の牢房に送られると、誰か知らないが、

四粒のズルファミンを渡してくれた人がいた。保密局

からの未決囚は赤痢にかかっているものばかりで、特

にぼくが痩せこけているのを見たのであろう。ぼくは

この四粒のズルファミンを見たとき、涙に濡れながら

「このまま倒れてはならない、元気を回復して獄中の

同志の世話をしなければならない」と思った。そのた

めには、ぼくの過去からのプチブル的生活態度を改め、

大衆に奉仕するよう努めることにした。その後ぼくの

病気は多くの同志の世話で回復してきたが、薬をくれ

た彼が銃殺されたことを後で聞かされた。あまりの

ショックで悲しみの涙を抑えることはできなかった。

しかし彼は四粒のズルファミンをぼくにくれたとき、

自分は銃殺されることをすでに知っていたから、それ

をぼくに渡したのだろう。ぼくは彼の行為から大衆に

服務する精神を学んだ。 
 

六張梨の墓場 

囚人を拷問する手段は多い。からし入りの水を鼻か

ら注入する、逆さ吊りをする、電流を通すなど残忍な

やりかたがあるが、そのうちでもトラの腰掛けは特務

のよく使う酷刑で、苦痛に耐えきれず喋ってしまう。

そうして生涯の不具者になるか、馬場町に引き出され、

銃声一発だ。その遺体は六張梨の墓場に埋葬されるが

墓碑はない。 
 

獄中で出会った旧友 

話は 51 監房に戻る。ぼくがここに入ったときは、

混雑していて、農民、工人、軍人、外省人、本省人、

客家人、福老人、などすべての族群が揃っているといっ

てもよいほどだった。皆は知人を求めて話し始めた。

彼らの話から苗粟の客家農民、麻豆の福老農民がいる

ことを聞き分けられた。彼らの関心事は次の面会日の

前に別の所へ移されて、家人が面会できなくなること

であった。 
ぼくも多くの人のなかから旧友の姜文藍を見付けた。

彼とは 1946 年第一次大陸大学升学の同級生であった

が、蔡端口、謝伝祖のことは言わないことにした。ぼ

くは彼ら二人と地下組織の細胞分子になっていたが、

情況が厳しくなって細胞は解散した。蔡は台南に帰り、

謝は廈門に戻り学業を続け、ぼくは台北にいた。時局

は悪化し蔡が現れ「もし逮捕されたら、地下組織への

紹介者を、台湾にはいない同郷の尤寛仁にせよ」との

こと。ぼくが逮捕されたあと、ぼくの紹介者を同郷の

尤寛仁にした件で、尤君の家族は大変な目にあった。

何の証拠もなかったが、尤君の家族には非常に申し訳

ないことをしたと思う。 
ぼくの家も徹底的に捜索され、母以外の家の者は軍

恐怖症になり、ぼくが十年の刑期を終えて戻った時で

も、その恐怖感から逃れることができなかった。十年

の獄中生活でぼくは生きてゆく機能をすっかり失って

いた。過去の友人だけでなく、家人でさえも、ぼくを

助けるどころか、近寄ることさえ恐れていた。ぼくと

姜文藍、蔡端口、謝伝祖の四人は皆廈門大学第一期派

遣留学生だ。しかし全派遣留学生百人のうち、台湾に

戻り地下組織に参加したのは、復旦大学の劉口堂君と

ぼくたちの僅か四人だけであった。なぜぼくたちが地

下組織に参加したのか、それを簡単に述べることにし

たい。 
姜文藍とぼくは廈門大学にいたころは、息苦しく不

愉快で、学業に対して興趣が湧かなかった。彼はかつ

て日本統治時代良い学校の学生であった。大学が不愉

快であったのは、当時の社会情況と深い関係がある。

中国では内戦状態で社会生活は不穏で、人々は不安な

気持ちで毎日を送っていた。ぼくたちも社会や国家の

動向に、深い関心を抱かないわけにいかなかった。今

の動乱状態の中国を、正しい方向で安定させることの

できる政党や勢力があれば、ぼくたちも喜んで参加し

て働きたかった。そのとき中国共産党がぼくたちの前

に現れ、ぼくたちの心を掴んだのだ。内戦の帰趨はま

だ不明であったが、中国共産党の掌握地区では物資は

欠乏しているが、配分は公平で汚職がなく、社会は活

力に満ちているのだ。その社会こそぼくたちが望んで

いる社会であり、ぼくたちが一生を送りたい世界だ。

当時の中国共産党は、中国人民を引っ張って、日本帝

国主義を打破し、同時に封建的な国民党政権による統

治から、全国を解放しようとしていた。僅か一年余の

期間で、ぼくは問題点の中枢を探りだしたと思った。

それは中国共産党の地下組織に参加して、台湾を解放

することであると。 
 
「付記」 鄭さんの文章は、台湾問題、日本敗戦後、日本から

想像していた台湾、獄中で出会った先生、中国封建社会はなぜ

長く続いたのか？、緑島監獄へ送られる、よう君と語り合う、

初めて出会った大陸の同胞、緑島監房への死の行進、奴隷労働

の懲罰、精神虐待の講義、時局変化に対する欲求―獄中の人

の心理、「一人一事運動」、の如く続く。 
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卒業研究、修士・博士論文題目 

 

卒 業 研 究 

数理･自然情報科学科、数学科 

花木ゼミ 

太田 七海, 楠 雄太, 松井 一陽, 宮本 瑶子: 有限群の指標理論 

花木ゼミ（自主ゼミ） 

金井 彩夏, 白倉 菜生, 百瀬 晴海, 森 美優: 組合せ論 

沼田ゼミ 

重森 壮太: 古典群の表現論と組合せ論 

武智 慎: 有限体上における方程式について 

村上 淳哉: 𝔰𝔰𝔩𝔩(2,ℂ)の表現 

和田ゼミ 

上田 雅敏： 半単純リー代数 

玉木ゼミ 

宇都宮 千澄, 横山 采佳: 正多面体と半正多面体について 

田中 頌悟: モデル圏について 

栗林ゼミ 

桑澤 優作： 束とロケール 

五味ゼミ 

安馬 優輝： 多様体の de Rham コホモロジー 

境ゼミ 

辻 瞭太郎, 水谷 啓佑： 位相空間の特異ホモロジーと CW 複体

のホモロジーについて 

境ゼミ(自主ゼミ) 

小倉 大史： 結び目理論 

筒井ゼミ 

塚崎 貴文： Sobolev の埋め込み定理とその応用 

乙部ゼミ 

深瀬 瑛生： ベイズ計算統計学  

謝ゼミ 

大高 伸一: 確率変数列の収束の関係性 

佐々木ゼミ 

宇佐美 京介： 第二量子化作用素と Bogoliubov 変換について 

 

 

物理科学科、理学科 物理学コース 

 

素粒子・宇宙物理学分野 

古畑 将太郎: ウンルー温度の導出 

伊原 宏之: ゲージ理論の発展 

松永 峻： ネーターの定理による対称性とその保存量 

荒井 智貴: 量子もつれとエントロピー 

飯塚 涼太: 標準宇宙模型 

小境 隆弘: ブラックホール解の導出 

松島 千草: 相対性理論と時間の遅れ 

八幡 健太郎: 経路積分量子化 

山川 拓人: 量子計算とイジング模型について 

木原 渉: GMDN を用いた惑星間空間擾乱における銀河宇宙線の

2 次異方性の解析 

高 柚季乃: GMDNを用いた大規模フレアに伴うLoss Cone前兆現象

の観測 

中村 圭汰: 南北異方性(GG)と太陽活動の相関関係 

美濃部 大介: フレア発生位置とプロトンフラックス変動の関係性 

清原 雅司: 時間変動を示す銀河間ガスの起源を探る 

LEE INSEOB: 遠方宇宙での微細構造定数の変動を探るための望遠鏡

の考察 

白井 良輔: ILC に向けたシンチレータの形状と光量一様性の評価 

高田 郁也: 高輝度LHC-ATLAS 実験に向けたパターンマッチング

アルゴリズムを用いた近傍入射粒子の分別法の開発 

玉谷 志成: タイルシンチレータの位置によるエネルギー測定値の変

化 

藤森 由樹: LHC-ATLAS実験Run4に向けた長寿命粒子探索のため

のミューオントリガーの開発 

今井 兼平: ILC に向けたシンチレーション検出器の両側読み出しの

研究  

 

物性物理学分野 

伊藤 楓馬: 2 次元イジング模型の相転移とシミュレーション 

北村 遼平: トポロジカル絶縁体と Z2トポロジカルナンバー 

種口 翔太: 1 次元 Ising 模型を用いたレプリカ交換モンテカルロ法と

その評価 

古谷 優樹: トポロジカル絶縁体を理解するためのバルク・エッジ対応 

吉田 峻輔: トポロジカル絶縁体とスピンホール効果 

飯野 皓大: FeGe1-xSixの磁性 

岩月 康太: Ni2Mn1.48-xCoxSn0.52の磁性 

黒野 真也: Mn1-xNixCoGe の磁性と磁気冷凍への応用 

丹治 恵悟: 単結晶Ce2Co3Ge5の育成と物性 

鳥居 信: Fe1-xMn1+xGe1-yGayの磁性 

星出 雄太: La(Fe0.88SixAl0.12-x)13の磁性 

谷口 建人: 円偏光フィルター機能を有するハイパーレンズの研究 

飛鳥 樹喜: テラヘルツ波領域における周波数変調のための半導体

メタマテリアル導波路の提案 

長谷部 翔: GaAs 導波路構造の時間変化によるテラヘルツ波の周波

数変調 

森 雅弘: メタマテリアルを用いたテラヘルツ光吸収素子の開発 

 

 

化学科、理学科 化学コース 

 

深山 敦史： シャープペンシル芯を電極として用いるポーラログラフィ

ー 

柳 仙妹： ポーラログラフィー用液状炭素電極のノズルの検討 

坂巻 麻理子：流動炭素粉末電極を用いる混合溶媒中の塩化物イオン

の実ポテンシャル測定 

平成30年度の卒業研究、修士・博士論文等について発表者名と論題名を載せます。各学科および研究科からご提供いただきました。

若い学生の研究内容がわかると思います。なお、卒業式・学位記授与式は3月21日です。紙面の都合上全角仮名を半角にしてある論

題もあります。 
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岸 啓太郎： ヒトデ由来カルサイトを用いたブルシャイト−カルサイトハ

イブリッドの作製 

白川 晋太郎：ブルシャイト−カルサイトハイブリッドのフッ化物イオン除

去特性の評価 

正樂 春菜： 吸着測定による鋼材の評価 

利根川 翔一：微小空間中における極性分子ジメチルスルホキシドの分

子間構造の解明 

石原 裕規： 疎水性分子の導入によるカーボンナノ細孔の空間特性

制御 

阿部 幹弥： チオフェン縮環型トリプタンスリン類縁体の合成と物性 

石野 さくら： アズレン縮環BODIPY の合成研究 

鈴木 紅音： アズレン環を有する新規トリプタンスリン類縁体の合成研

究 

今井 勇勝： 尿素の非酵素型電気化学センサーの開発に関する研究 

木下 耕一： CdTe 量子ドットを用いるデュアル酵素システムによるグ

ルコースの蛍光検出 

NGUYEN DUC QUANG：2-(2-ピリジル)ベンゾチアゾリン蛍光プローブ

によるポリフェノール化合物の自動酸化反応の検討 

林 佑弥： 2 つの 2-フェニル-1,3-ジチオリウム骨格を有するシクロ

ファン型酸化還元応答性ホストの合成研究 

山中 竣介： 2,2'-ビピリジン骨格を有する拡張TTF 誘導体の酸化還

元反応とそのジカチオンの錯形成挙動 

吉田 啓吾： アンモナイトの殻構造と干渉色 

塚口 俊介： 塩素同位体比の分析における Cs2Cl+イオンの利用 

保延 悠太： Li 同位体比測定法の改良 

勇 敬太： Li 同位体濃縮液分割の確証 

島崎 晃希： Li 同位体濃縮液の 2 段階溶離の実験条件 

竹内 睦： 新規アズレノ[2,1-b]キノロンおよびキノリン誘導体の合成

研究 

小野 誠： ピレンに連結した 1-アズレニルテトラシアノブタジエン誘

導体の合成と置換基効果の検討 

片山 達彦： ペーパークロマトグラフィーと組み合わせた電気化学発

光によるメチルエフェドリン検出法の基礎検討 

田中 竜太郎：無接点電極を用いるルミノール/過酸化水素系の電気化

学発光挙動の解析 

森 智哉： 磁場中炭素化した石炭ピッチ薄膜の電気伝導性 

中村 秀輝： 黒鉛化環境の構築と黒鉛化初期過程の検討 

佐藤 尚哉： NIPA ゲルの体積相転移を利用したピレン発光の波長変

化 

根本 ほのか：一次元鎖状錯体[NiII(pz)2]nの結晶構造と磁性 

関口 達也： ジエチルケトンを出発原料に用いた新たなテトラアザマ

クロサイクルニッケル錯体の合成 

小澤 圭司： ビス N,N-ジエチルエチレンジアミン銅(II)錯体とテレフタ

ラートからなる金属有機構造体の合成 

 

 

地質科学科、理学科 地球学コース 

 

水野 樹： 浅間火山噴出物の岩石組織から見るマグマの挙動 

高橋 龍平： 領家変成岩中のリューコゾームの成因について 

村田 彦馬： ラブラドライトの累帯するイリデッセンス 

高山 裕司： 長野県安曇野市中房温泉の温泉水と珪華の分析 

米山 安澄： Esquel 隕石中のかんらん石の Fe の存在状態とその成因 

水村 裕紀： 長野県伊那市黒川地域における西南日本外帯の地質構

造および温度構造 

田中 渉： 赤石山地北部に分布する三波川変成岩類の地質と地質

構造 

吉川 晃平： 諏訪湖北方に分布する横河川変成岩の地質と砕屑性ジ

ルコン U–Pb 年代 

吉田 祥眞： 赤石山地南部における四万十帯白亜系白根層群の地質，

砕屑性ジルコン U–Pb 年代，および変形構造解析 

西脇 彩人： 長野県岩倉山付近の地質と地すべりに伴うノンテクトニッ

ク断層 

田上 綾香： 松本市南東部中山丘陵における断層破砕帯の小構造と

運動 

大塚 英人： 諏訪湖北部砥沢地域の地質構造 

久須美 晨夫：新潟県新津丘陵における前期更新世の貝形虫化石群集 

山口 滉介： 貝形虫化石の群集解析を用いた完新世における北極海

チュクチ陸棚浅海域の古環境変動 

林 勇斗： 沖縄東方における内湾堆積物流出の可能性 

中山 浩嗣： 中海における現生貝形虫1殻ごとのδ18Oと底層塩分の

関係 

榎本 雄一： 中海における貝形虫殻の酸素・炭素同位体比による降水

量復元と災害史との比較 

佐志 啓未： 震探解釈とコア解析に基づく北海道日高沖堆積盆地に

おける海底地すべりの堆積過程 

町田 順一： エスチュアリー埋積堆積物中の津波堆積物：福島県南相

馬市小高区井田川地区における完新統ボーリングコア 

永田 智大： 長野県長野市篠ノ井塩崎の長谷鶴前遺跡群における環

境変遷について 

小杉 壮汰： 長野県中部野間背斜東翼における中新統青木層・小川

層の堆積システム 

菊池 駿太： 北部フォッサマグナ内村地域における中期中新世水中

火山活動の復元 

 

 

生物科学科、理学科 生物学コース 

 

中西 幸人: 乗鞍岳の高木限界における死亡率の解析 

今沢 大生: 大腸菌によるゼニゴケのディリジェント様タンパクの生合

成 

石川 智章: 陸上植物の進化に伴うアントシアン輸送能の変化 

石本 夏海: オドリコソウの花サイズの分布について考察する 

市川 拓也: モツゴ雄の体色と社会的地位 

井上 恵輔: 中部山岳域の池沼における水生昆虫相と池沼環境の関

係 

植松 唯: 緯度傾度にそったシロイヌナズナ集団における光合成速

度および成長の温度応答性 

小川 恵里奈: 苗立枯病菌Pythium sylvaticum の病原性の評価 

長田 知大: T 細胞、NK 細胞における EB ウイルスゲノム発現の検討 

河村 祥雲: ゼニゴケ (Marchantia polymorpha L.) のディリジェント様

タンパク質をコードする遺伝子 Mapoly0117s0060 の機

能解析 

北沢 友梨奈: タケノコモノアラガイにおける殻色二型の維持機構 

佐藤 孝昭: シナイモツゴ地域集団間における遺伝的多様性の比較 

島田 隆人: 森林限界におけるハイマツの光合成の日変化と季節変

化に対する気象の影響 

高原 諒: ゼニゴケ( Marchantia polymorpha L. )の Dirigent-like タン
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パク質をコードする遺伝子Mapoly0078s0058 の機能解析 

田路 泰志: ハビタット再生にともなうヒゲナガカワトビケラ個体群動態 

―日本初大ダム撤去における事例研究― 

富澤 亮太: トビイロカゲロウ類の生物地理学的研究 

中村 夏菜: 非侵襲的手法を用いた乗鞍高原におけるクビワコウモリ

の遺伝的研究 

廣瀬 航洋: ウツボグサにおける花形態の標高・地域間変異は遺伝的

分化を伴うか？ 

水野 りん: ３種のナラタケ属菌Armillaria cepistipes, Armillaria sp.(N

ag.E),Armillaria mellea の培養的性質と子実体形成条件 

峯村 航 ゼニゴケの dirigent-like 遺伝子Mapoly0006s0217 の機能

解析 

百瀬 優介: ゼニゴケ(Marchantia polymorpha L.)のデリジェント様タン

パク質をコードする遺伝子である Mapoly0135s0042 の機

能解析 

吉田 正樹: 広域分布する翅退化昆虫マダラカマドウマ類の分子系統

地理学的研究 

吉村 和貴: ムラサキにおけるシコニン生合成に関与する

Cytochrome P450 の探索 

伊藤 沙樹: 遺伝子解析から試みるカミコウチヤナギの起源推定 

 

 

物質循環学科、理学科 物質循環学コース 

 

伏見 雄貴： 木崎湖心の水温および溶存酸素濃度の変遷 

高橋 明伸： 西日本における過去27 年間の積雪変動 

暁麻 衣子： 針葉樹４種を対象とした樹木細根滲出物と細根特性の関

係 

渥美 皓介： シラビソ実生の樹齢変化から探る生存戦略―葉・幹枝・

主根・側根における形態と重量配分― 

新井 聡一郎：霧ヶ峰におけるスキー場が持つ植生保全の役割 

市川 雄貴： 諏訪湖におけるリンの湖内循環に関する研究 

伊藤 諒： 諏訪湖の漁獲量の変遷－1932 年～2016 年－ 

河原田 麻結：アカマツ林における陸域生態系モデルを用いた水蒸気

および CO₂交換のシミュレーション 

北澤 太朗： 堆積物中のアオコ毒素Microcystin の動態と分析 

小畠 実和冷：温帯混交林における樹木細根の解剖構造および縮合タ

ンニンの多樹種比較 

小山 紗莉： 上高地における冷気湖形成の熱収支解析 

佐藤 丈塁： 水生植物による多環芳香族炭化水素類の代謝と抱合化

に関する研究 

田岡 作： 諏訪湖における拡散およびバブルによるメタン放出の制

御要因 

高見 伊織： 諏訪湖における生態系代謝に関する研究 

知識 あかり： 窒素添加による森林土壌中のリン利用性と酵素活性、微

生物バイオマスへの影響 

中城 由佳里：下水処理排水が付着藻類の栄養塩比と一次生産に及ぼ

す影響 

中野 航： 諏訪湖におけるメタン動態のシミュレーション 

行木 結希乃：強窒素制限土壌における窒素獲得酵素生産の誘導 

西沢 聖也： 土壌有機物の無機化によるイオウ供給がアリルサルファ

ターゼ生産に与える影響 

西村 若菜： 諏訪湖における溶存メタン濃度の日変化・季節変化 

古郡 千紘： 諏訪湖における水草分布と底質の性状 

前田 達樹： 中部山岳域の積雪中における化学成分の空間分布 

武藤 悠吏： 田沢湖に生息するウグイの窒素安定同位体比を用いた

食性解析 

渡邉 直人： 熱帯雨林における土壌動物の細根分解への寄与内生菌

根種双子葉類、内政菌根種単子葉類、外生菌根種を用

いた分解実験 

新井 沙友里：時間スケールごとにみた諏訪湖における熱収支 

 

 

 

 

総 合 理 工 学 研 究 科 

修 士 論 文 題 目 
 

理学専攻 数学分野 

 

大塚 浩平： 非輪状モデルの方法とその応用 

荒井 和也： 正規直交 wavelet による Lebesgue 空間の特徴づけ 

出野 冬起： 確率遅延微分方程式の解の平衡状態への収束の速さ 

牛山 裕暁： アソシエーションスキームの整数環上の隣接代数 

岡村 美緑： 仮想絡み目図式の atom と村杉型不等式 

越川 将大： 確率遅延微分方程式の解の平衡状態への収束の速さ 

須田 将史： Navier-Stokes 方程式の解の性質について 

髙木 裕平： Eilenberg-MacLane 空間を用いた Bockstein の補題の

証明について 

仲本 圭佑： Bogoliubov 変換とその応用について 

野田 欣孝： ロケール理論とトポス 

前田 健二： 次元の小さい基本 cellular 代数の分類 

宮澤 巧： 有限モノイドの冪等元による表現論 

矢澤 明喜子：完全グラフのキルヒホッフ多項式のヘシアンとその応用 

栁澤 恭兵： 有限グラフから生起する配置の被覆について 

 

 

理学専攻 理科学分野（物理学ユニット） 

 

内田 悟: 南極昭和基地における中性子計での宇宙線観測実験 

上條 裕樹: 異方的超伝導のための電流密度汎関数理論 

髙井 健太: 熱処理された二酸化ルテニウムナノシートのテラヘルツ

応答 

谷口 智洋: マルチスケール金属開口配列からのテラヘルツ波発生 

西村 滉祐: 量子カオスとしての Sachdev-Ye-Kitaev 模型とブラックホ

ール 

日比 宏明: LHC-ATLAS 実験アップグレードに向けたレベル 1 エン

ドキャップミューオントリガーアルゴリズムの開発 

本間 優一: 導波路伝搬モード分散の時間空間変化を用いた電磁波

の周波数・波数変換 

松岡 英仁: AdS/CFT 対応におけるバルク再構成の量子誤り訂正に

よる理解とそのモデル 

水尾 千紘: 超高速光励起を用いた導波モードの変化による時間領

域テラヘルツ波周波数変換 

山本 敏禎: 高強度テラヘルツ波によるアンテナギャップの構造変化 

吉村 祐哉: ILDのための高増幅率MPPCを搭載したシンチレータ電

磁カロリメータプロトタイプの性能評価 
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理学専攻 理科学分野（化学ユニット） 

 

明山 裕保： 海底堆積物の塩素同位体分別 

飯出 雅史： 磁場中炭素化した石炭ピッチの賦活方法の確立および

金属錯体添加効果 

岡田 拓也： 液状炭素電極を用いる微分パルスポーラログラフィー 

清水 亮： ドカインを共反応物としたトリス(2,2'-ビピリジル)ルテニウ

ム(II)錯体系の電気化学発光挙動における超音波照射の

影響 

菅沼 福仁： バイポーラ電極を用いる電気化学発光センシングデバイ

スの構築に関する研究 

杉山 周平： アズレンの置換基導入困難部位における直接的官能基

化法の開発 

髙垣 勝： 環化付加反応によるアズレン置換含窒素複素環および

ペンタフルベン誘導体の合成研究 

瀧口 眞央： 高圧で安定化される磁気処理水の構造と物性 

谷口 由美香： クラウンエーテル環が縮環したテトラチアフルバレン誘

導体の合成および塩基性アミノ酸誘導体との錯形成挙動 

長嶋 恵里佳： 金電極を用いるマルチパルスアンペロメトリーによる糖

類および内毒素エンドトキシンの電気化学検出 

細田 健介： テトラアザマクロサイクル金属錯体（金属＝Ni, Cu）とテレ

フタラートからなる金属有機構造体の合成と結晶構造お

よび色調の温度変化 

森角 祐馬： ルミノールの電気化学発光を利用した食品中の抗酸化

能評価法の開発 

山本 直人： 金ナノ粒子の凝集効果を利用したネライストキシン系農

薬成分の高感度比色分析 

 

 

理学専攻 理科学分野（地球学ユニット） 

 

杉本 大志： 赤石山地中央部における秩父付加体の地質と地質構造 

丹下 輝道： 種子島に分布する四万十帯熊毛層群の地質と地質時代 

中 裕： 新潟県南魚沼市魚沼丘陵東部における岩之沢層の古生

物学的研究 

本間 和樹： 岐阜県東濃地方に分布する土岐砂礫層の供給源の検討 

山内 高広： ネパール西部カルナリ川に分布するシワリク層群に記録

されたヒマラヤ山脈の削剥史 

増田 麻子： 中央ネパール，カリガンダキ川支流の河川堆積物にお

ける鉱物組み合わせ 

小野塚 寧々：IODP354 次航海で得られたベンガルファン深海砂の重

鉱物組成 

竹内 久恵： 阿蘇東部に分布する Aso-4 火砕流堆積物の垂直・水平

変化 

鈴木 雅史： ナノラメラの組成と形成過程について 

杉浦 康太： クリプトパーサイトのシラー組成と形成過程について 

澤村 俊： 焼岳火山の噴気と火山湖の化学・同位体組成 

日色 知也： 長野県筑摩山地中部の地質構造 

 

 

理学専攻 理科学分野（生物学ユニット） 

 

北原 瑛斗: シナイモツゴの MHC 遺伝子の多様性喪失はクリノストマ

ム感染の増加を引き起こすのか 

小池 花苗： 山岳河川源流棲「翅退化」昆虫トワダカワゲラ類の分子系

統地理・繁殖生態学的研究 

田路 翼： サラシナショウマの 3 送粉型における繁殖様式の分化－

異なる送粉者環境との関連の検討 

前薗 翔： カタツムリに対する誘引活性は Y 字管でバイオアッセイ

できるか 

三村 詩織： 広域および局所分布を示すモツゴ属魚類２種にみられ

た遊泳能力の違い 

 

 

理学専攻 理科学分野（物質循環学ユニット） 

 

小林 大曙： モデルを用いた諏訪湖の熱環境の再現及び気候変化に

対する応答評価 

齋藤 利仁： 炭素・窒素添加が土壌中のホスファターゼ活性と微生物

バイオマスリンに与える影響 

清水 啓紀： 乗鞍岳の源流域における降雨および融雪出水時の化学

物質の挙動 

横内 雅大： 諏訪湖における植物プランクトン種組成に対する栄養塩

組成の影響 

 

 

 

 

総 合 工 学 系 研 究 科 
博 士 論 文 題 目 

 

新海 健一郎：On matrix Toda brackets in the Baues-Wirsching 

cohomology （Baues-Wirsching コホモロジーにおける行

列型戸田の積について） 

江川 信： マルハナバチ媒植物における花サイズおよび種多様性

の標高に伴う変化 ～マルハナバチ種構成の標高間変

異との関係～ 

葉田野 希： 日本列島における新第三紀中新世・鮮新世の古風化条

件：古土壌相，化学風化度，粘土鉱物を指標値として 

仲尾 光平： On some properties of solutions to partial differential 

equations for an incompressible fluid （非圧縮性流体に関

する偏微分方程式の解の性質について） 

竹中 將起： 日本列島形成史と強く関連した日本固有ガガンボカゲロ

ウ科昆虫における進化生物学的研究 

藤田 一輝： 土壌中の養分利用性と微生物化学量論との関係 

 

編集後記 
会報の編集会議に初めて参加し、原稿の量に辟易しながら全てに目を通

しました。今まで拾い読みしかしなかったことを申し訳なく思います。 

さて、今年の松本の地は暖かく、雪かきをするほどの積雪がありません。

我が家の庭の福寿草も昨年に比べて10日ほど早く咲きました。シジュウカラ

のさえずりも早い気がします。信州の春本番も間近か。 

過日、インバウンドで中国深圳の小学生と引率の先生が5人我が家に民泊

しました。日本語が全く通じず、スマホのボイストラで翻訳しながらの会話で

す。相手の気持ちを知ろうとすれば言葉の壁は苦になりません。事前には

一人っ子でわがままに育てられているから、何もできないと聞いていました

が、素直でまったく日本の子供たちと同じです。人と人との間には国境はな

いことを改めて感じました。学生時代に外国旅行をすれば違った人生観を

持てたと少し後悔する日々です。（み） 
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