
 

ご   挨   拶  

                                     森   淳 

  

 同窓生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。 

 今年の夏は梅雨が長引き、明けたと思った途端に

高温注意情報が連続で出され、体調管理に神経を使

う日々が続いています。 

 記録的短時間大雨情報とか、線状降水帯という用

語も頻繁に聞くようになり、日本中どこでも起きる

こと、次はこのあたりでもかと落ち着かない気分に

なります。 

 皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。被

害にあわれていないかと気になります。 

 

 毎年のことですが、会報秋の号の「ご挨拶」を書

く頃は、広島・長崎の日と敗戦の日が続きます。ど

なたもそうでしょうが、厳粛な気持ちを持って迎え

ることになります。 

 ６日、松井広島市長は、今日の世界の状況を前

に、「先輩が、決して戦争を起こさない理想の世界

を目指し、国際的な協調体制の構築を誓ったこと

を」思い起こそうと語り、「理想を目指し共に努力

するという寛容の心を持たねばなりません。」との

べ、それを「自らのものとして、たゆむことなく前

進していくことが重要となります。」と若者に訴え

ました。 

 ９日、田上長崎市長は、今日「核兵器をなくそう

と積み重ねてきた人類の努力の成果が次々に壊さ

れ、核兵器が使われる危険性が高まっています。」

と述べつつ、一方「小さな声の集まりである市民社

会の力はこれまでも世界を動かしてきました。」

「微力であっても、けっして無力ではないので

す。」と励まし、「地道に平和の文化を育てつづけ

ましょう。」と呼びかけました。 

 そして両市長とも、日本政府に対して「核兵器禁

止条約に署名・批准する」よう訴え、「戦争をしな

い」という決意をこめた憲法の理念を守るよう求め

ました。更に、そこでのリーダーシップを取るよう

に訴えました。 

 多大な犠牲によって敗戦を迎え、憲法を我が手に

できたのだと改めておもいます。 

 この一連の日々の中で、私は二つのことを思い出

していました。 

 一つは、広島の高校生が描く原爆の絵です。広島

市立基町高校の生徒が被爆体験者の話を聞きなが

ら、それをキャンパスに描いているのです。12年間

続く取り組みで、これまでに 137点もの絵が描かれ

たとのことです。 

 テレビでも幾度か紹介されました。ご存知の方も

多いと思います。 

 5〜6年前、駅の広場で展示していたのを、通りが

かりに見る機会があり、直視したくないが目を逸ら

すことをさせない絵の力を感じました。体験者の思

いと語りに対峙していく若い力を感じました。 

 今では、夏のこの時期になると、広島平和記念資

料館の「次世代と描く原爆の絵」というＨPを開い

て見るようになりました。体験者と生徒のコメン

ト、場面の説明を地図をたよりに深めるようにして

います。 

 今一つは、「焼き場に立つ少年」と題された写真

です。幼い弟（妹か？）をおぶいひもで背負い、荼

毘に付す順を待ち身じろぎもせず立つ少年の写真で

す。一度はご覧になったことがあると思います。 

 昨年、ローマ教会のフランシスコ法王が「戦争が

もたらすもの」というメッセージを添え、ポストカ

ードにして世界中で配るよう指示したことで有名に

なりました。 

 この写真はアメリカ軍のカメラマン、ジョセフ・

ロジャー・オダネル氏が敗戦直後の長崎で撮ったも

のです。母国アメリカの悲惨なしわざに打ちのめさ

れ、現像もせずトランクに入れたままだった 300枚

の内の一枚とのことです。 

 ご本人の記者会見の記事を読んだことがありま

す。思い出しつつ書いてみます。 

「少年がやってきて、焼き場のすみに立ち、じっ

と石炭の火の中に死体を入れていく作業を見てい

た。そのうち、係の者が近づきおぶいひもをとい

た、その時初めて背中の子どもが死んでいるのだと

判った。係の者が幼い子をもらい、火の中によこた

えた。ジューという音がした。しばらく炎を凝視し

ていた少年の噛みしめたくちびるから血がにじんで

いた。あまりに噛みしめていたので流れはしなかっ
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た。炎が落ち着いたのを見て、少年はきびすを返し

て立ち去っていった。」 

 

 個人の就職内定辞退率をリクルートが企業に売っ

ていたことが判明しました。過去の就職を希望する

学生の閲覧記録と入社した会社などの情報を AI に

分析させて、それをもとに、就活生の辞退率を計算

させていたのです。大企業 38社に 400〜500万円で

売っていたといいます。 

 全部で何人分のデータなのかとか、個々の企業へ

はそこからどう選んで販売していたのかなどは公表

していません。 

 ただ、内定辞退率はその企業の内定者全体のもの

では意味がなく、内定を出した学生一人一人の辞退

する可能性を測るものが利用価値のあるものです。 

 当然 100人に内定を出そうとしたら、100人分の

個人データ、「行動履歴から見たＡ大学の学生Ｂの

内定辞退率は５段階中３」というようなものの一覧

表が売られたのでしょう。 

 「同意を受けている」といいますが、利用規約の

記載が判りにくいものとなっています。例えば、そ

の中の「ユーザー（学生のこと）の承諾・申し込み

に基づく、本サービス利用企業・提携企業・団体な

どへの個人情報の提供」「本サービスおよび当社の

サービスにおいて受領した情報の加工・統計および

分析」に用いる、となっていますが、これが「個人

の内定辞退率の提供」を意味しているとは思えませ

ん。また「加工・統計および分析」には当然個人の

特定ができない処理がなされていると解すべきと思

います。 

 個人の特定される情報を売買することは人間の権

利侵害というべきです。まして、ユーザー（学生）

の利益に反するものを提供することが、許されるの

かという問題でもあります。就職に不利な個人情報

を多くの企業が共有することは、特定の労働者の働

く権利をうばい「生きていけない」状況をつくるこ

とになるのだと思います。この点に関しては、労働

基準法 22条 第４項で、「第三者とはかり労働者の

就業を妨げる」情報の交換（条文では通信）を禁じ

ています。 

 形式上の同意すら得ていない学生のものも 7983

人分あったといいます。「同意を得ていない例もあ

った。」と反省の弁を述べますが「同意を得ていれ

ばいい」という内容ではありません。 

 80万ユーザーの内、どれだけの学生のデータが売

買されたのでしょうか。 

 リクルートのような巨大情報企業が、こうしたこ

とを社会規範に反することと思いもせずに「もうか

ることなら何でもやる」という企業体質を持ってい

ることに人間の良心を潰していく危機を感じるので

す。 

 

 国の指導者同士の角突き合わせがあちこちで見ら

れ、相手を叩くことで支持を保つ、不安定な時代が

作られています。貧しさが忍び寄り将来が見通せな

い日々が続いています。しかし、社会は変わってい

くのが常です。よりマシな変化となるよう、思って

いることを口にして、元気に暮らしていこうではあ

りませんか。 

 

 

 

 

信州大学創立 70周年・松本高等学校開学 100周年記念イベント 
 

記念式典が開催されました 

6 月 1日信大 70年・松高 100年の記念行事のメイ

ンの催し「式典」が松本市民芸術館において開催さ

れました。卒業生・市民約 1100 名の参加でした。 

濱田学長は式辞で「今後共、教育・研究・社会貢

献に精進」と述べ、大学が 5つに分かれていること

は「様々な地域と連携する上で大きなメリット」と

「社会貢献も大学の重要な役割」と強調しました。 

 続いて、今日法学部特任教授池上彰氏に名誉博士

号を授与されました。 

池上氏と渡邉図書館長によるトークセションで

は、松高が松本市民に支えられつつも、松本の文化

を育てる役割を担ったこと、松高が信大へつながる

伝統などについて語られました。 

最後に記念して作成された「信州大学歌」が信大

交響楽団・信大混声合唱団の学生 140人によって披

露されました。 

また、２階ロビーでは、ビデオ・スライド上映 5

つ、展示 22ブースが並びました。理学部からは、

①ブロックで作られたアトラス測定器、②北杜夫さ

ん採集の昆虫標本、③松本平の成り立ちを動画など

で解説、の３つが出展されました。 

写真が入ります 

 

 

 

 

 

 

  

理学部同窓会は 6月 1日に総会を持ちました。その報告

を決定事項などともに別冊でお届けします。ご覧いただ

ければ幸いです。 

信州大学理学部同窓会 

信州大学学校歌のお披露目 
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記念碑除幕式が行われました 

式典前日(5 月 31日)に人文学部前庭に「記念碑」

が建てられ、その除幕式がおこなわれました。文理

学部と人文学部の有志による、信大 70年・松高 100

年を記念してのものです。石碑には、松高・文理・

人文と 35年間教壇に立たれた、国文学者東明雅先

生の句「安曇野は昏れて紫春炬燵」が刻まれていま

す。東先生は井原西鶴など日本近世文学を専門とさ

れ、俳句の普及にも力を注がれたとのことです。 

 

 

 

信大山岳会 70 年記念講演会が開催されました 

6 月 8日信大山岳会創立 70 年記念講演会が松本市

文化ホールで開かれました。信大山岳会と OBの学

士山岳会によるものです。ネパールの峰 4座初登攀

を成し遂げた過程その活動の意義と苦労、そして山

岳会の歩みなどが OB により次々に語られました。 

全国の社会人山岳会や大学山岳会の活動が活発と

はいえない中、信大山岳会の今日の活躍は群を抜い

ているとの報告もありました。 

また、信大学士山岳会は「信州大学山岳会館」を

大学に寄贈しました。6月 21日に、その竣工・贈呈

式がおこなわれ、武田副学長（物理）が大学を代表

して受け取られました。これは老朽化していた山岳

会部室に代わるもので、今後山岳会活動の拠点にな

ります。共通教育棟の裏に建てられました。 

 

信州大学創立 70周年式典にブースを出展しました 

鈴木怜央・高橋菜々（2016S 地球学） 

信州大学創立 70周年式典が 6月 1日に開催さ

れ、その際に地球学コースのブースを出展しまし

た。地球学ブースでは、私たちが学び・研究してい

る内容を紹介するために、松本盆地の成り立ちにつ

いての動画を作成し上映を行いました。また、学生

による野外調査の様子も動画にまとめ、私たちが普

段取り組んでいる野外調査について動画を通じて知

っていただきました。 

当日は動画の上映と共に 2名の学生による口頭発

表を行いました。また、ブースには野外調査で採集

してきた試料や標本を展示し、お客様に直接触れて

いただくことでより理解を深めていただきました。

私たちの住む松本盆地は地質学的な情報が多く、関

心を持っていただいている方がたくさんいらっしゃ

いました。また松本盆地には活断層が分布している

ことから、いつ地震が起こってもおかしくありませ

ん。このことも合わせて紹介し、減災に役立てるこ

とができたらと思います。 

 今回動画を作成するにあたり、実際に現地に訪れ

たり、試料の採取や解説をしたりするたくさんの作

業が必要でしたが、学生や先生といった多くの方に

協力していただき無事に動画を完成させることが出

来ました。慣れない作業で困難も多々ありましたが

当日ブースに来ていただいた方に満足していただけ

たと思います。私たちも改めて松本盆地についての

見識を深めることができ、良い経験となりました。 

 

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。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 

地球学ブースでの発表の様子 

（撮影：津金達郎・地質 24S） 
山岳会館の前にて 

前列左から 3番目が武田副学長 
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――――――――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ―――――――――――――― 

 

今年度は、 理学部に多くの新しい先生が赴任しま

した。トルシン・イゴール先生 (数学)、川出 健太郎

先生 (物理)、二村 竜祐先生 (化学)、山田 昌樹先

生 (地球)、小笠原 慎治先生 (生物)、笠原 里恵先

生 (諏訪臨湖) の 6名です。近年の国立大学の財政

状況から、先生の数が増えることは有り得ないので、

新しい先生が来たということは、昨年度までにそれ以

上の先生が退職されていたということで、同窓生のみ

なさんにとってはまた知っている先生がいなくなり、

寂しいことかもしれません。 

しかしながら、この中で二村先生と小笠原先生はこ

の理学部の出身であり、信州大学理学部で新しい研究

者が育ち、教員として戻ってきたということで、これ

は素晴しいことだと思います。 

また、前回の同窓会報でホームページの紹介させて

いただいた「山地水環境教育センター」ですが、今年

度から諏訪臨湖実験所、乗鞍ステーション、上高地ス

テーション、木崎湖ステーションの 4 つの施設全て

が理学部の所属になり,「湖沼高地教育研究センター」

として新たなスタートを切ることになりました。ホー

ムページは、とりあえず「山地水環境教育センター」

のものを最低限修正したものしかありませんが、近日

中に専用のものを作成する予定です。公開の際には、

この場で紹介させていただきます。 

 

〇 国際交流 

今年度前半の国際交流事業としては、I-KUSTARS 

参加とさくらサイエンスによるブラジルの学生の訪

問の二つがあります。 

I-KUSTARS というのは、タイのバンコクにある国

立大学カセサート大学で毎年開催されている学生の

ための研究発表会で、International Kasetsart 

University Science and Technology Annual 

Research Symposium の略です。International と

ついているように、インドや東南アジアの国々から

学生を招待して、研究発表会を行なっているもので

す。 

カセサート大学とは、これまでも学生を派遣した

り訪問を受けたりと、様々な形で交流を行なってき

ましたが、その一環として、今回は信州大学の学生

に I-KUSTARS での研究発表に機会をいただきまし

たので、数学 3名、物理 2名、化学 4名、生物 2

名、物循 2名の計 13名の大学院生を教員 2名で引

率し、5月 28日から 6月 2日の日程でタイを訪問し

ました。 

13名の内、5名

の学生が口頭発

表、残り 8名の学

生はポスター発表

を行ないました。 

発表はもちろん

全て英語でした

が、口頭発表を行

なった学生は、や

はり英語での質問

への対応に苦戦し

ていました。英語

力を付けることの

必要性を身にしみ

て感じたようです。ポスター発表は、315 件の発表

がある大規模なもので、しかも海外からの参加者

は、冷房のない場所を割り当てられてしまいまし

た。5月のバンコクは、最も暑い乾季が終ったもの

の雨季に入って湿度が高く、冷房の無いところには

誰も来たがらなかったのですが、信州大学から参加

した学生達は、そんな中でも積極的に他の学生に話

し掛けて議論を行なっていました。 

I-KUSTARS 以外にも、カセサート大学の学生さん

との交流の機会を設けていただいたり、広いカセサ

ート大学のキャンパスを巡るツアー企画していただ

いたりと、カセサート大学にはお世話になりまし

た。 

大学の外では、アユタヤの寺院やバンコク市内の

寺院を訪問したり、タイの食べ物を味わったりと、

タイの文化に触れる機会を持ち、参加した学生にと

ってよい刺激になったようです。 

7月 8日には、JST (科学技術振興機構) のさくら

サイエンスプランによるブラジルの大学生、大学院

生による訪問を受けました。これは、信州大学のグ

ローバル化推進センターが JST に応募して実現し

たもので、ブラジルの 5つの大学から 12名の学生

と 3名の引率教員を招き「医理工学融合研究体験プ

ログラム」として、7月 8日から 12日の日程で、信

州大学の理系学部を紹介する企画でした。 
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初日の午前中が理学部への訪問で、理学部国際交

流室メンバーを中心に、理学部の教員や学生でいく

つかの研究室の研究内容を紹介しました。その後、

I-KUSTARS

に参加した

学生を中心

に、交流会

が開催さ

れ、さまざ

まな話題で

盛り上りま

した。 

今年度は、この他にトルシン先生を中心にロシア

のウラジオストック大学に学生を派遣することも計

画しています。 

 

〇 N・E・X・Tシーディング 

信州大学では、昨年度から「N・E・X・Tシーディ

ング支援経費」として、信州大学の将来の柱となる

事業を発掘するためのアイデアを募集し、支援して

います。今年度のテーマは、「AI、ビッグデータ、

IoT」でしたが、理学部から応募した「トポロジー

によるビッグデータの解析手法の開発とその普及」

も、工学部、全学教育機構と共に採択されました。 

理学部では、近年データ解析の分野で急速に存在

感を増している「トポロジカルデータ解析」という

手法を信州大学内に普及させることを目的に、講演

会、セミナー、集中講義等を行なう計画を立てまし

た。トポロジーは数学の一分野ですが、その手法が

データ解析に応用できることが発見され、トポロジ

カルデータ解析という新たな技術が開発されまし

た。理学部の中で実験や観測により日々多くのデー

タが蓄積されていますが、その解析に応用できない

か、というのが動機の一つです。 

第 1回目として、8月 6日に富士通研究所 (株) 

の AI研究所梅田裕平研究員を講師に招き、

「Topological Data Analysisの AI適用に向けた取

り組み」という題目で講演会を行ないました。理学

部内外から学生も含め多くの参加者があり、講演後

も数多くの質問出て活発な議論が行なわれました。 

 

〇 オープンキャンパス 

今年度のオープンキャンパスは、7月 13 日に開催

されました。今年度は生徒 400名、保護者 349名の

計 749名の参加者があり、昨年度と比較して大幅な

参加者増となりました。アンケートにも好意的な意

見が多く、参加された方には満足していただけたよ

うです。 

その後、理学部のホームページのアクセス状況を

解析した結果、ホームページによるオープンキャン

パスの広報が有効だったことが分かりました。来年

度以降も、より一層理学部のホームページを改善し

ていこうと考えています。 

 

〇 青少年のための科学の祭典 2019松本大会 

毎年、信州大学自然誌科学館「自然の○○○」と

して、理学部で科学に親しむイベントを行なってい

ますが、数年に 1度「青少年のための科学の祭典」

として規模を大きく開催する年があります。今年が

その年でした。昨年度までは、8月の土曜日と日曜

日の連続する 2日間の開催だったのですが、今年度

は働き方改革のために、7月 20日の 1日だけの開催

としました。1日だけの開催にもかかわらず多くの

方に参加いただきました。 

 

〇 平成 31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) 

昨年度も紹介させていただきましたが、今年度が

事業の最終年度となります。昨年度 3月から今年度

前半にかけては、以下のイベントが行なわれまし

た。 

 野外学習会: 7月 21日に安曇野市自然体験交流

センター「せせらぎ」にて開催されました。「水

辺の生き物観察・学習会」と題し、安曇野の湧水

の中でくらす水生生物の観察を行ないました。ま

た、夕方からはヘイケボタルの観察と灯火に集ま

る昆虫たちの観察会を行ないました。 

 

 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。 

• 2019年度の第 1回は、池田町公民館にて 6月

22日に「北アルプスの絶景は地震のおかげ！？

－地震災害に備えるためのヒントさがし－」と

いう話題で開催されました。一般の方 33名に

ご参加いただきました。 

• 第 2回は、松本市中町蔵シック館にて 6月 29

日に「ウナギを美味しく食べ続けるために～ウ

ナギから考える生物多様性～」という話題で開

催されました。一般の方や大学生、15名にご参

加いただきました。 

• 第 3回は、7月 27日に MIDORI長野 3階のりん

ごのひろばにて「ちょっと気になる？長野盆地

の断層と地震活動」という話題で開催されまし

た。 

• 第 4回は、7月 29日に信州大学理学部にて

「"2011.3.11"に起こったこと」を話題に開催

されました。 
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このような定期的なイベントの他に、3月 24日に

「信州自然共生プチアゴラ 2019」を松本市信毎メデ

ィアガーデンにて開催しました。高校生、大学生を

含む約 70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

申し込みください。 
       TEL：0263-37-2433, FAX：0263-37-2438 

       Mail: science@shinshu-u.ac.jp 

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

「青少年のための科学の祭典」2019 松本大会 開催のご報告 

 

実行委員長 國頭 恭（物質循環学） 

 7 月 20日（土）に「青少年のための科学の祭典」

2019松本大会を理学部で開催しました。理学部では

例年、自然科学館のイベントを独自に行っており、

昨年は「自然のきらめき」と題して開催しました。

本年は、理学部が 5年ごとに担当する「青少年のた

めの科学の祭典」であり、信州大学理学部だけでな

く、他学部や他大学、また中学校・高校のクラブや

市民グループなどから約 70の出展をいただきまし

た。昨年までは二日間で開催していましたが、今年

は一日だけで、日程も 8月から 7月に変更したた

め、来場者数が減るのではないかといった心配もあ

ったのですが、蓋を開けてみれば約 1700 名もの方

にご来場いただきました。 

 光るスライム作りには長蛇の列ができ、またイカ

の体の観察や、カメムシの解剖、コピー機の仕組み

を体験するといったブースなど、子供たちの好奇心

を引きつける企画が多くありました。時折小雨が降

り中断はあったものの、屋外での企画も無事に実施

できました。中庭では、多くの子供たちがシャボン

玉を作り、歓声をあげていました。今回のイベント

をきっかけに、参加した子供たちに、理科や科学、

算数を楽しくて身近なものに感じてもらい、もっと

興味をもってもらえれば幸いです。学校ではなかな

かできない科学を体験するいい機会になったのでは

ないでしょうか。 

 

 公開特別講演会では、信州大学理学部名誉教授の

原山 智先生に「地質探偵ハラヤマとさぐる北アル

プス誕生の秘密」という演題でご講演をいただきま

した。不動に見える山が、実はダイナミックに動い

ていることを説明され、とても新鮮でした。 

 最後になりましたが、本イベントの開催にあたっ

ては、理学部同窓会から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、引

き続いてのご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

学生実行委員長 田村 遼（2017S地球学） 

昨年開催された、信州自然誌科学館 2018「自然の

きらめき」では、学生実行委員として参加させてい

ただき、そこでの経験を活かし、より良い祭典を運

営していこうと思い、今回の科学の祭典では学生実

行委員長をさせていただきました。 

今回の祭典は例年よりも多くの方がご来場され、

実行委員としての 1日の仕事も大変やりがいのある

ものとなりました。普段は比較的穏やかな理学部棟

が、子どもたちと親御さん、教えている学生さん、

皆さんの楽しそうな声で溢れた活気に満ちた場所と

なっていて、この祭典の成功を感じました。 

私は自然科学館ツアーのお手伝いもさせていただ

きました。ツアーに参加されたお子さんが、普段は

目にできない剥製や化石に触れ、楽しそうに学んで

いる姿が昔の私と重なり、気づけば聞かれていない

様々なことを教えている自分がいました。科学に興

味を持ってくれる子どもたちのおかげで、私も研究

者の気分が少し味わえ、非常に楽しませてもらいま

した。 

最後に、拙い私に学生実行委員長を任せていただ

き、たくさんのご支援をいただいた学務の上条様、

先生方、学生実行委員の皆様に心から御礼を申し上

げます。 
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――――――――――――― 学 問 へ の い ざ な い ―――――――――――――― 

 

実解析学の授業について 

筒井 容平（数学） 

私は、解析学の中でも実解析学と偏微分方程式を

専門としております。実解析学については、

「kakeya 予想」と呼ばれる予想に関連する問題に

興味を持っています。偏微分方程式については、流

体の方程式である「Navier-Stokes 方程式」などを

中心に考えています。 

2019年度で、信州大学に赴任しまして 5年目を迎

えまして、本年度より、初めて「実解析学」の授業

を担当しています。信州大学理学部数学科では、前

期と後期にそれぞれ講義と演習が設定されていま

す。初めて行う授業なので、授業ノート作りと演習

問題作りにだいぶ時間を取られています。理想は早

く準備を終わらせ、自身の研究に時間を使いたいの

ですが、初めてなこともあり、手間取っています。 

名前だけからすると私の専門と同じですが内容

は、特に解析学では必須の「Lebesgue 積分」とな

ります。「～積分」と呼ばれるものは実はいくつか

あり、高校や大学 1,2 年で習うものは、「Riemann 

積分」です。 

「Riemann 積分」とは、(1 次元では)有界閉区間

の有界な函数に対する積分の理論です。一方

「Lebesgue 積分」は、より多くの集合と、より多

くの函数を取り扱える積分の理論ではありますが、

具体的な計算には適さない定義となっています。

「Lebesgue 積分」がその威力を発揮するのは「極

限操作」、つまり「極限と積分の交換」です。ここ

の扱いに慣れるまでには時間がかかりますが、呼吸

するように扱えるようになることが理想です。これ

ら 2 つの積分は、全く別の概念というわけではな

く、通常我々が扱う函数は良い性質を持っており、

そのような函数に対してこの 2つの積分は一致しま

す。現代の解析学の様々な分野では、多くの場合

「Lebesgue 積分」のことを単に「積分」といい、

解析学を専攻しようとするとこの授業の理解は必要

不可欠となります。 

しかし、「実解析学」の授業は「つまらない」な

どという理由で不人気であると、他大学の友人・先

生方から聞くことが多いです。信州大学も例にもれ

ずそのような状況で、教える側の責任を痛感してい

ます。しかし逆に考えますと、この部分の改善が大

学院進学の増加につながると期待しています。 

大学卒業の進路として学生の何割かは中学・高校

の教員を目指しますが、そのような学生にはぜひ大

学院に進学し学部よりもより深く長く数学と接し、

より高い位置からの数学をそれぞれの学校で教えて

ほしいと思います。 

そのためにも、まずは「実解析学」の授業の充実

に力を入れたいと思っております。 

 

 

化学コース「新入生ゼミナール」について 

飯山 拓(化学)  

信州大学では現在、大学入学直後の 1年生前期に

必修授業として、学科、コースごとに「新入生ゼミ

ナール」を行っています。この授業は各コースでの

基礎的な内容を学ぶための「指針」を示すことを目

的としています。学生の多くが一人暮らしを開始し

大学という新しい環境に戸惑う中で、コース全員が

集まり、作業やイベントを通じて友人を作り、確か

な「居場所」を作ろうという意図もあります。 

半期の授業の前半では、研究倫理の講習や授業選

択のためのガイダンス、生活上の注意、留学の勧

め、図書館の利用法など、大学全体で共通の講義が

行われます。本稿では、授業の後半(5月下旬～7

月)にかけて行いました化学コース独自の内容につ

いてご紹介します。 

 

＜学外研修～宮淵浄化センター見学＞ 

同窓会からの支援を受け、1回分の授業を学外施

設の見学に充てています。今年度は市内にある宮淵

浄化センターに出かけました。宮淵浄化センターは

松本市内の下水道水の処理を行う数カ所の施設のう

ちの一つで、活性炭による脱臭、微生物を利用した

浄化槽、さらにはバイオマス発酵で生成したメタン

ガスの利用等についてご紹介いただきました。学生

が学修に取り組む中で、大学の授業で学ぶ内容が、

実際の社会や将来の仕事に結びついていくという実

感は希薄であるように思います。 

今回の見学で

は、普段利用し

ながらあまり意

識してこなかっ

た水処理に関し

て、大学生の視

点から捉える良

い機会になった

ものと思いま

す。同窓会の支

援は、往復のチ

ャーターバスや

学生の昼食に活

用させていただ

きました。 

 

＜探求グループワーク＞ 

 昨年度までは「研究室見学」を行っていました

が、大学 1年生の知識と、大学 4年生から行う卒業

研究の内容に開きがあることもあり、「見る」とい

う受け身な方法では十分に 1年生のモチベーション

を引き出せないと考え、今年度は「探求グループワ

ーク」を試みました。これは学生を 2～3名のグル

ープに分け、それぞれに教員が 1名ついて、教員の

武川センター長の説明を聞く化学コース 1 年生 
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研究に関連したより一般的なテーマを提示し、それ

について学んでもらうというものです。4回にわた

ってテーマ決め、文献調査、実験、プレゼンテーシ

ョン資料作成等にあたってもらい、授業の最後に発

表会にて成果を披露してもらいました。テーマは

「クロスカップリング反応とその応用」、「水の色

は何色？」、「原子の発光スペクトルを探求せ

よ」、「スーパーキャパシタの蓄電原理と作り方」

など多岐にわたり、発表会では全員に 1人 1回以上

の質問を課したこともあり活発な質疑応答が行われ

ました。 

理学部の学習では、授業を「聞く」だけの受け身

な態度ではなく、物事の本質を「知りたい」とい

う、能動的な学びの姿勢が非常に重要であると思い

ます。この授業が、学生が化学関連のできるだけ多

くのことに興味を持ち、自ら学んでいってくれるき

っかけとなってくれることを切に願っています。 

 

 

 

地球学コースの今 

山田 桂（地球学） 

 2015 年度の理学部改組に伴い、それまでの理学部

地質科学科は理学部理学科地球学コースになりまし

た。この理学部同窓会報の場をお借りして、現在の

地球学コースの様子をお伝えします。  

地球学コースは、堆積物、化石、地質構造などを

研究する地層科学分野と、火山、鉱物、岩石などを

研究する地球物質科学分野があります。それぞれ 5

名と 3名の教員がおり、全学教育機構（昔の共通教

育、教養）の大塚勉先生も地球学コースの教育など

に関わっています。この数年間で退職された教員が

多く代わりに若い教員が入ってきました。2019年 7

月末現在、地球学コースの教員 8名のうち、30代が

3名、40代が 3名という非常に若い年齢構成で、地

球学コースの教育を担っています。 

1 学年の学生定員は 29名で、AO入試、前期・後

期入試を経て入学してきます。AO入試では野外での

実地試験を行い、地学に興味がありやる気のある学

生を受け入れています。受験生の中には、小さい頃

から巡検に出かけたり、自分のハンマーやクリノメ

ーターを持参する人もおり、入学前の素晴らしいキ

ャリアに教員一同いつも驚かされます。入学後も同

級生らを引っ張っていく学生が多く、私たちも AO

入試合格者に期待をしています。前期日程の 2次試

験では面接を行い、すべての受験生と顔を合わせて

話をする機会を設けています。面接では理科 4科目

（物理・化学・生物・地学）から 1科目を事前に選

択しこの内容に関する質問も行われます。今の高等

学校では、興味を持っていても地学を学べるチャン

スが少なく、高校で地学を学んだ入学者は 1〜2割

程度しかいません。 

 カリキュラムで特徴的なことは、野外実習の豊富

さです。これは以前から行われてきたことでした。

1年生は常念岳登山がありグループを作って全員で

登ります。2年生は土日の数回を使って愛知県や伊

那、焼岳などの地層観察に日帰りで行く「野外実習

1」、毎週金曜日の半日以上を使って大学周辺の山

で地質調査の方法を学ぶ「地質調査法実習」などが

あります。3年生は信州から遠く離れた場所で 1週

間程度をかけて地層を見て回る「野外巡検 2（いわ

ゆる大巡検）」と、長野県南部に 1週間以上宿泊

し、決められた範囲の地質調査をグループで行って

報告書を作成する「地質調査法実習」がメインのイ

ベントです。今年度の大巡検の行き先は北海道でし

た。最終日には札幌でジンギスカンを食べ、みんな

楽しんだようです。同窓会からは毎年この大巡検費

用に補助を頂き、学生たちの経済的負担を軽減でき

ています。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

学生たちは全体的に真面目でチームワークも良

く、先輩が後輩の面倒を見る点は昔からの地球学コ

ースの良さではないでしょうか。最近では、鉱物や

化石の産地を調べて学生たちだけで採取に行った

り、県内のリレーマラソンに地球学コースで出場し

良い成績を残したこともありました。行動が社会的

に厳しく評価される現在、昔とは違った形で学生生

活を楽しんでいるようです。 

 昔の地質科学科を知る方々は、現在の地球学コー

スをどのように感じられるでしょうか？ぜひ感想を

伺いたいものです。 

 

 
 
理学部理学科物質循環学コースの紹介： 

遠足と野外調査実習 I 〜乗鞍・上高地〜 

村越 直美（物質循環学） 

 物質循環コースの１年生対象の「新入生ゼミナー

ル遠足」および「野外調査実習 I」が7月13〜15日

に乗鞍・上高地で行われた。今年は昼間雨に見舞わ

れること無く、初日に１年生のうちほとんどが初め

ての3000m峰乗鞍登山をし、夕方から残りの２日間

かけて３食自炊しながらの野外実習を行った。 

 この野外実習は物質循環学科（当時）の１期生

（95S）から、遠足は３期生（98S）から毎年開講さ

れてきている。もともと、遠足は県外者が多い１年

生同士および教員との親睦と長野県の自然を知るこ

とを目的におもに乗鞍・上高地で前期中に、また、

野外実習 I は１年生にとってこれから始まる自然

相手の調査・研究の基礎を身につける場として志

賀・草津地域で夏休み期間中に、それぞれが独立に

行われてきた。どちらの場所にも信州大学が持って

いる研究あるいは教育宿泊施設があり、それらを利

用できた。しかしこの２年間は、草津白根山の活動

活発化によって志賀―草津道路の通行規制が行われ

ているため、暫定的に遠足と野外実習を連続させ

て、７月に乗鞍・上高地で行っている。 

 １年生はまず野外活動ための最低限の装備を調え

なければなければいけない。トレッキングシューズ
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から帽子、ザックや雨具まで、一式を買いそろえる

にはスポンサーである保護者の支援が必要だし、学

割制度を準備し学生が買うときにはいろいろアドバ

イスもしてくれているICIスポーツ松本店勤務の物

循ＯＢがいる。コー

スとしてとても感謝

している。 

 準備として新入生

ゼミナールの授業時

間を使って見学地点

や観察対象の下調べ

をして資料集を学生

が作成する(図１)。

担任教員の指導のも

とでテーマ別に分担

して調べて執筆する

のだが、このプロセ

スを経て各人が興味

を抱き、現地に行く

ことを楽しみに思う

ようになる。また山での装備・持ち物の準備や大人

数の食事の支度などをすることで、段取り力や行動

力を養う。一人暮らしや自炊を始めて間もない彼ら

にとっては結構な課題ではある。自分で判断して決

断、あるいは仲間や先輩・教員らと相談しながら進

めていことで、成長し世界が広がっていくことを期

待している。 

 実習は１クラス約30人を２つの班に分け、各班は

2泊3日の日程のうち１泊は乗鞍ステーション、もう

１泊は上高地ステーションに泊まって、中日（なか

び）に班が入れ替わってそれぞれの班が両地域での

実習を行う(図2、3)。入学してまだ数ヶ月というの

に、すでに２つの班の間でキャラクターが違ってい

るのは面白い。実習始めにはまずコンパスを頼りに

地図を“読む”。これは常に現在地を把握すること

によって自分の身を守り、報告書に正確な地点情報

を記載するためである。実習中には現地での観察や

簡単な機器測定を行い、それらの結果や教員の解説

をもとに自然の成り立ちについて考察することを学

ぶ。事実に基づいた論理的思考が求められるし、教

員の問に答えてそれをみんなの前でプレゼンするに

は相応の国語力が必要で、だれもが四苦八苦する。

しかしこれが卒論まで続く道なのだ。これをスター

トとしてレベルアップしていってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 古本市を開き学生へ図書のリレーを行いました ―――――――――――― 

 

今年も「科学の祭典」（7月 20日）に合わせ「古

本市」をひらき、学生・院生の皆さんに本をお譲り

する機会を持ちました。昨年秋から 11名の同窓生

と 5 名の先生から 500冊を超える貴重な書籍をお寄

せいただきました。心より感謝申し上げます。 

今年も開店前から学生さんが立ち寄りたのしそう

に選んでいました。毎年訪れてくれる院生も何人か

いて、終日客足が絶えません。「先輩たちは本当に

良く勉強している」と感動して声を掛けてくれるこ

ともあり、うれしい気持ちになります。「先輩のみ

なさんによろしく伝えて」「来年も楽しみにしてい

ます。」との伝言ももらいました。 

若いひとの本ばなれが言われていますが、会場に

来てくれる学生さんからは、そんな風潮を吹き飛ば

す熱を感じました。 

 

 ――― 本 を お 譲 り 下 さ い ――― 
来年にむけて、お手元にある書籍で「譲ってもいい」と

思われるものがありましたらぜひお送りください。誠に恐

れ入りますが送料はご負担ください。 

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 
  

図3 上高地実習．岳沢と梓川を背景に 図2  乗鞍実習．牛溜池の復活した 

チョウセンゴヨウマツの木の前にて 

図1 新入生ゼミナールで作成 

 された案内書。全86ページ 
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――――――――――――― 着 任 教 員 の ご 挨 拶 ―――――――――――――― 

 

新任挨拶 

川出 健太郎（物理学） 

2019年４月に信州大学に赴任しました「川出 健

太郎（かわで けんたろう）」です。 

着任の３日前に誕生した次男を含む家族４人で、

（寒そうな）長野県の中でも特に寒いといわれる松

本の冬に怯えながらも、山々に囲まれた松本の自然

環境豊かな中での生活を楽しみにしています。 

自身の研究分野は、加速器を用いた高エネルギー

素粒子物理学実験です。 

素粒子というのは、モノ（物質）を構成する素

（もと）になり、それ以上細かく分解することがで

きない最小の単位の粒子のことです。「素粒子の標

準理論」によると、モノはクォークとレプトンで構

成され、その間に働く力はゲージボソンが媒介し、

素粒子はヒッグスボソンと相互作用することで質量

を獲得します。素粒子の性質を理解し、素粒子を支

配する根本的な物理法則を解明するのが我々の研究

目的です。物理学は、理論的な研究と実験的な研究

が対をなしますが、私はその中で「実験」という研

究アプローチをとっています。 

ここでは、最先端の実験の研究では何をしている

かを簡単に紹介したいと思います。 

まず加速器という装置で既存の粒子にエネルギー

を与え、高エネルギーで粒子同士を衝突させること

で新しい粒子を生成します。ここで我々が研究で使

う LHC加速器は周長 27㎞にもなる世界最大の巨大

な装置です。また LHC加速器で生成した粒子を捉え

て記録するのにも大掛かりな検出装置が必要になり

ます。 

私を含め信州大学高エネルギー研究室が参加する

アトラス実験は、世界中から 3000人の研究者が集

い、総力で研究に励んでいます。実験を行うシーズ

ンは、測定器を 24時間体制で稼働し、何か起きて

も対応できるように交代でシフトをとります。 

私は 2014年から５年間現地ジュネーブに滞在

し、日本グループが開発したミュー粒子検出器の運

転を担ってきました。現地での大変な仕事の一例で

は、予期せぬ事態に備えた電話番というシフトがあ

り、私も当番の夜中に電話で呼び出されては、せっ

せと装置の不具合を直したりしていました。こうや

って苦労の末で得られたデータを使うことでようや

く物理の研究を行うことができます。私は物理の研

究としては、素粒子の一つであるトップクォークに

着目した研究を専門に行っています。 

トップクォークは異常に重く、単一の素粒子であ

りながら金の原子核と同等の質量を持つとても不思

議な存在です。なぜこれほど重いのかはわかってお

らず、素粒子の質量獲得機構において何らかの特別

な役割を担った粒子と考えられており、私は、トッ

プクォークの生成や性質を精密に測ることで何か

我々の予想を超える現象を発見したいと考えていま

す。同時にトップクォークは重いため、もし我々の

知らない粒子が存在した場合にその崩壊生成粒子に

なるので、トップクォークの信号を精度よく再構成

する手法の研究も行っています。 

またこれからは意欲的な学生に恵まれた信州大に

来たことを活かして、トップクォークのみならず多

彩な物理の研究を展開し、信州大学の先生方や学生

の方々と研究や勉学に励んでいきたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

 

 

 

ご挨拶 

二村 竜祐（化学） 

本年度４月から信州大学理学部化学コースの助教

に着任いたしました、二村竜祐と申します。新任の

挨拶といたしまして、初めに自己紹介させていただ

きます。私は 2003年度に信州大学理学部化学科に

入学いたしまして、博士取得までの９年間を松本キ

ャンパスで過ごしました。また、博士取得後から昨

年度までの間は、信州大学の長野キャンパスに居ら

れます金子克美特別特任教授の下でポスドクとして

６年間、そして特任助教として１年間研究をして参

りました。つまり、18歳で大学の門をたたいてから

この方、私の所属はずっと信州大学ということにな

ります。ですので、勝手ながら信州大学にご縁を感

じており、今後ますます信州大学が良い大学になり

ますよう、微力ながら教育や研究にお力になれれば

と思っております。 

今年度からは７年ぶりに松本キャンパスに戻って

きたことになります。学生時代を過ごした松本キャ

ンパスに教員として戻って来たことに、若干の違和

感と大きな喜びを感じながら新生活を始めておりま

す。機会があれば、学生生活を過ごした思誠寮にも

訪れて寮生たちと腹を割って話をしたいものです。 

私の研究テーマは、一言で言いますと『ナノ空間

科学』になります。カーボンナノチューブなどの多

孔性材料が有しているナノ細孔中に閉じ込められた

分子集団は、通常の状態（バルク）とは大きく異な

った振る舞いをします。それらについて X線散乱測

定を用いて研究を行っています。私たちの最近の研

究成果では、室温溶融塩であるイオン液体をナノ空

間に閉じ込めることで非常に興味深いことがわかっ

てきました。細孔壁がカーボンで形成されたナノ空

間ではイオン液体のクーロン力による規則構造が崩

れるのです。このことはナノ空間の壁であるカーボ

ンの有している高い電気伝導性に由来し、カーボン

細孔壁が吸着したイオンによって反対電荷に帯電す

ることで、同じ電荷のイオン（陽イオン-陽イオン

及び陰イオン-陰イオン）間の反発力が弱められる

ためであると考えられます。 
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私のこれからの研究として、ナノ空間を有してい

る「多孔性材料」とそのナノ空間に「吸着した分子

集団」が合わさることで初めて生じる「新たな機

能」を、応用分野へとつなげる

ことを目指しています。 簡単

ではありますがこれにて、新任

のあいさつとさせていただきま

す。最後に私のような若輩者に

スペースをくださいました信州

大学同窓会関係者の方々に厚く

御礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

 

 

 

着任の挨拶 

山田 昌樹（地球学） 

2019年４月１日より、理学部理学科地球学コース

に助教（テニュア・トラック）として着任しました

山田昌樹と申します。岡山県出身で、学部から博士

号取得まで筑波大学で過ごしました。その後、東京

大学地震研究所で２年間特任研究員をしておりまし

た。 

専門分野は、堆積学および自然災害科学です。こ

れまでは、津波や洪水によって形成されるイベント

堆積物の形成プロセスや堆積学的特徴を理解するた

め、2011年東北地方太平洋沖地震津波や 2015 年鬼

怒川氾濫（茨城県常総市）などを対象に、イベント

直後の緊急調査を実施してきました。また、歴史記

録には残っていない時代の古地震・古津波履歴を解

明するための古津波堆積物調査を南海トラフや日向

灘、別府湾などの沿岸地域で行ってきました。他に

も、コンピュータを用いた津波数値シミュレーショ

ンや堆積物の情報から津波の水理量を復元する逆解

析などにも取り組んでいます。 

今後は、これまでの津波・洪水堆積物研究に加え

て、長野県だからできるフィールドワークや研究に

も挑戦したいと考えています。また、来年度以降

は、講義や学生指導が本格的に始まりますので、地

球科学の楽しさ、

奥深さを学生に伝

えられるよう努力

していく所存で

す。これまでに指

導教員などから教

えていただいたこ

とを信州大学の学

生に還元し、学生

が将来の目標に向

かってステップア

ップできるよう、

微力ながら貢献し

ていきたいと考え

ています。 

 

 

――――――――――――――― 理学部への寄附のお願い ――――――――――――――― 

 
卒業生・保護者の皆さまには、平素より理学部にご

理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、近年の国立大学を取り巻く環境は厳しく、特

に本学部をはじめとする基礎研究を主とした学部で

は、運営費交付金の削減により教育・研究活動が圧迫

される状況が続いています。 

そうした中にあって、本学部ではこれまで 60 年余

にわたり理学の素養をもとに社会の様々な分野で活躍

する人材の育成に努めてきました。 

今後もこのような人材育成の使命を果たすため、こ

こに皆さまにご支援をお願いする次第です。理学部へ

のご寄附は、学生の実験・実習の充実、学生の海外派

遣支援などに有効に活用させていただきます。 

皆さまにおかれましては、寄附の趣旨をご理解の上

ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

【目   的】 理学部の教育助成（理学部学生の実験・

実習の充実、海外派遣の支援など） 

 

【受付期間】随時受付いたします。 

 

【申込方法】信州大学「寄附のお申し込み」のページ

をご覧ください。 

・ウェブまたは申込書による申し込みから約 2週間

で振込依頼書がお手元に届きますので、お近くの

金融機関にて寄附金の納入をお願いいたします。 

・ウェブ、申込書いずれの場合でも「寄附受入先」

は「理学部」をご指定ください。 

【税法上の優遇措置】 

信州大学「ご寄附について」のページをご覧くださ

い。具体的な概要は以下の通りです。 

・所得税の減税： 寄附金の額（当該年分の総所得

金額の 40％を限度とする。）から 2,000円を除い

た額を所得から控除することができます。 

・住民税の軽減： 寄附金の額（当該年分の総所得

金額の 30％を限度とする。）から 2,000円を除い

た額に 4％（都道府県民税）・6％（市区町村税）

を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除され

ます。（長野県及び長野県内市町村） 

 

【お問い合わせ先】 

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 

信州大学理学部  

別府湾の沿岸湿地における津波堆積

物ボーリング掘削調査の様子 

国際学会で訪れた

オーストラリアの

ケアンズにて 
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―――――――――――― 退 職 さ れ た 先 生 か ら ――――――――――――

本当のところ知りたいだろう？ 

牧野 州明（地球学） 

平成の浅い時に信州大学に職を得て平成最終年に

退職すると、すぐに令和と呼ばれるようになった。

つごう 27年信州大学で過ごし、数え切れない様々

な学生と出会うことができ、positiveだけでなく

negativeであることでもそれが一番の宝である。こ

の間の変わりようは、パソコンでは MS-DOS、win3.1

から Win10へ。大学や学生気質は、元号は平成でも

昭和のオーラの延長であったが、2000年を境に昭和

から平成のオーラへとターンした。遅れること約 5

年で自分自身も平成化した。併走して学科の名称

も、地質>地質科学>地球と変遷する。 

取り巻く状況は大きく変貌するのに、私につきま

とう大巡検の悪夢だけは一貫し不動であった。印象

深過ぎる。私は持っていた。自他ともに認めてい

る。悪運を。大巡検の勝率は 1/5の 2割で、4連敗

で最後に一回だけ平穏に巡検引率を平穏にすること

を許していただいた。最初の大巡検で、室戸岬の中

岡慎太郎像によじ登る学生を見たとき見放されてい

る気がした。〆は、捜索願を胸に警察に出向いたこ

とである。 

自身の研究題材も、次第に変わっていったがフィ

ールド好きはそのままである。私自身定まったフィ

ールドを持たないので、野外調査はしない風評があ

るが、実は卒論や修論で学生の未知の野外フィール

ドに出かけるのは最も楽しみにしていた。進論で学

生と歩くのは大好物である。というのは、野外調査

は思いもよらぬ情報や定説の矛盾を与えてくれるか

ら。苫小牧、奥奥八九郎、二戸、神津島、和田峠坑

道、男女倉･･･など多くのフィールドに、夜行便で

よく出かけた。2004 年浅間の噴火物の分析を期に研

究領域が大きく広がり、内容も多岐にわたるように

なった。それ以前は、角閃石や雲母の構造を、X線

で調べることが主な仕事があったが、火山ガラスや

長石の組織解析に手を広げた。きっかけは、学生の

趣味と興味（好奇心ともいう）に引きずられて。火

山ガラスと長石は 2007、2008年にそれぞれ始動。

それ以前の研究の状態と同じようにやはり経費・機

器不足に苦しみ、外部に出向いて測定することが

度々である。加えて、長石は、広範で世界的研究が

半端なく莫大にあり（1900年代後半に国家予算並み

の投資？）精神的に滅入る対象である。一方、研究

が浅く希薄なのが火山ガラスで気軽である。いずれ

にしろ対象を追い込むには身の回りの装置では機能

と性能が追いつかない。これは着任以来の慢性病で

ある。ところが 2009 年に機器センターに FE-SEMが

突然導入され一気に好転した。性能もさることなが

ら、mmから nmまで同じ物質の同一場所をシームレ

スに解析できて多面的で豊かな情報を与えてくれ

る。卒論から世界に届く画期的なメソッドともいえ

る。 

これまでの激莫大な研究の成果でほとんど詰みの

状態の長石研究であったが、FE-SEM に従うと温度

（冷却）条件の異なる鉱物部位が 1粒子のなかに混

在する結果となり、学生曰く”これって、おかしく

ないですか？" 従来研究の重石が外れて霧が晴れ

た瞬間である。一方、競合他社がほとんどない火山

ガラスは順調に進展。ある時、火山ガラスの中に散

在する球状粒子をなんだろーと薄片持ってきて、一

目みて”スフェルライト！おしまい“と答えても、

ぐつぐつ…"なんだかなぁ"と立ち去ろうとしないの

で、ピンゾロの丁のように丁半の基準で答えれば納

得してもらえるだろ、伸長方向の+-を判定すると、

それはスフェルライトとは真逆の+で心は蒼白、の

ち FE-SEMによると、球状粒子は組成の異なる液相

分離ガラスなることが判明する。あの時の卒論で、

この修論で FE-SEMや現有 EDSがあれば、と思うこ

とは今でも多々ある。上の経験は望む事象とできる

事柄がタイミングよく合致して、誰も知らない世界

に踏み込むことができて、研究の冥利に尽きる。学

生と（これまでの解釈はさておいて）“本当のとこ

ろ知りたいだろう？”の一点を暗黙に了解し進んで

きたたまものであろう。

 

 

 

―――――――――――――― 学 生 か ら の 報 告 ――――――――――――――― 

 

大学生になって 

白濱 峻輔（2019S物理学） 

４月から大学生となり、授業や生活など多くのこ

とが今までとはがらりと変わりました。 

たくさんの変化の中でも私の思う一番の変化は、

一人暮らしを始めたことです。一人暮らしをすると

色々な大変なことが出てきます。今まではほとんど

やってもらっていた洗濯やご飯を作ることなどすべ

てを自分でやらなくてはなりません。私の場合は朝

ちゃんと起きることが一番大変です。また、お金の

管理も気をつけなくてはなりません。ついついお金

を使いすぎてしまうと食費などのお金が足りなくな

ってしまう可能性もあります。そのため、最近はも

のを買うときは本当に必要かをよく考えるようにな

り、より安く抑えられるように考え、さらには電気

の使いすぎなどにも気を使うようになりました。 

人暮らしは大変ですが、いいこともたくさんあり

ます。一つ挙げると帰る時間が自由ということで
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す。今までは、夕飯の時間や終電の時間を気にしな

くてはなりませんでした。しかし今はそれらのこと

を気にせず、夜遅くまで学校で勉強するのもあり、

友達の家に朝まで行くのもありです。また、一人暮

らしをしている人が多いので、友達の家に遊びに行

ったり、逆に来てもらったりするのも一人暮らしの

醍醐味と言えると思います。 

一人暮らしをして楽しいこと、大変なこと、色々

なことがありますが、最近一番思うことは親への感

謝です。いま自分が一人暮らしをできているのはお

金の面など少なからず親が援助してくれているから

です。定期的に体調や困ったことなどないかを心配

してくれるのも大きな心の支えになっています。ま

た、一人暮らしをしてみて初めて気付くことも多い

です。今までは当たり前にやってもらっていた洗濯

やご飯などの大変さを知り、改めて感謝の気持ちで

いっぱいです。そんな親の期待を裏切らないために

もっと頑張ろうと思います。 

学生になっていきなり色々なことが大きく変化し

たので戸惑うこともありましたが、親の支えや友

達、先輩の助けなどによって少しずつ今の生活に慣

れていくことができています。これからも親への感

謝を忘れず、今いる友達を大切に、困ったときはお

互いに助け合いながらよりよい学生生活を送れるよ

うにしていきたいと思います。 

 

 

 

これまでを振り返って… 

重森 壮太（2015S数学） 

私は現在、４月より大学院に進学し研究に勤しむ

傍ら、非常勤ですが念願の教師として教壇に立たせ

ていただいています。大学に入学したのが４年前で

しょうか。時がたつのは早いものだと実感していま

す。 

実は私は、高校時代から数学があまり得意ではあ

りませんでした。そんな私がなぜ理学部数学科に進

学したのか。それは、高校の教員を目指すと決めた

ときに、数学の採用人数と理科の採用人数を比較し

た結果、数学の採用人数の方が多い傾向にあったた

めです。このような消極的な理由で、しかも高校数

学のスキルに自信があるわけでもないのに、よく数

学科への進学を目指したなと思います。さらに、入

学してからもサークルの練習にほぼ毎日行っていた

こともあり、当然ですが１年生の頃から数学にはと

ても苦しみました。試験前には友人を頼り、夜通し

勉強したこともありました。 

ただ、そのような中でも、少しずつですが次第に

数学の面白さに気付くことができるようになりまし

た。特に、代数分野の群について学んだときの衝撃

は今でも鮮明に覚えています。そのときから群につ

いての興味が湧いたこともあり、卒業研究では古典

群について扱いました。セミナーを行うことはとて

も難しく悪戦苦闘の連続でした。しかしその中でセ

ミナーをどうにか形にすることができたのは、先生

や先輩方・同期の仲間たちの力のおかげです。 

最後になりますが、大学４年間で私を成長させて

くれた先生方、大学での友人や先輩・後輩、そして

大学生活を応援してくれていた家族のみんな、本当

にありがとうございました！！ 

 

 

 

信州大学理学部化学コースの入学にあたって 

張 麒冉（2015S化学） 

 私は理学部化学コース金研究室に所属する張麒冉

（チャン チーラン）と申します。平成 29年４月に

３年次編入生として信州大学理学部化学コースに入

学し、この春より分析化学講座で電気分析化学に関

する卒業研究を行っております。 

 実は、約 25年前に私の母は信州大学理学部に留

学し、理学部化学科有機化学の藤森先生のご指導の

下で修士課程を卒業しました。そのため、私は子供

の頃に松本市に２年ほど過ごしました。今でも覚え

ているのが、藤森先生の研究室で見ました交通信号

反応と呼ばれる実験です。藤森先生はある液体をか

き混ぜるだけで、黄色い水溶液がぱあっと赤くな

り、強くかき混ぜると今度は緑色になるのです。こ

の不思議な化学反応を、三色に光の色が入れ替わる

信号機に見立て、本当に楽しませていただきまし

た。これは、私が化学に興味をもつきっかけになっ

たかもしれません。 

 中国に帰ってから、高校卒業して中国吉林省長春

市にある吉林大学の化学学院に進学できました。２

年生の時に一度日本に留学して、異文化や異なる価

値観に触れ、多様な考え方を受け入れたいという思

いが強くなって、母にも勧められて、幼少期で過ご

した松本市、母の母校である信州大学に留学するこ

とを決心致しました。そして、2016 年度の三年次編

入試験に合格し、私はこうして無理と言われた夢を

叶えました。 

 入学後、母と同じように日本の法律と文化に興味

をもっていましたので、日本国憲法を履修しまし

た。日本国民主憲政制度の良さを日常生活中で感じ

ており、また、唐、宋の時代の文化は日本文化に吸

収され大事にされたことも大変感心しています。生

きた日本語を学べ、また日本文化を体験でき、信州

大学への留学はよかったと思っています。卒論研究

では、透析排液中の尿酸のモニタリングのための電

気化学センサーの開発という研究テーマが与えられ

て、実試料中に含まれているアスコルビン酸の妨害

を受けることがなく、尿酸を選択的に検出できるよ

う研究に取り組んでいます。医療現場に常に新しい

分析化学的手法が求められ、自分の研究成果は医療

診断に貢献していることで、いつの間にか研究の本

当の楽しさに気付かされるようになりました。母が

化学を専門にして勉強しましたが、結局化学とは全

く関係のない仕事をしており、今でも悔しい思いが
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あるようです。私は母の分を含めて２倍の力を入れ

て化学を勉強して、将来に化学に関わる研究職に就

けるように努力しています。 

 

 

 

2019年度 大巡検報告 

山下 研成（2017S 地球学） 

2019年度大巡検の隊長を務めました山下研成と申

します。今回の大巡検は 5泊 6日の日程で、北海道

で巡検しました。初日に、石山緑地での支笏カルデ

ラの軽石流堆

積物や洞爺カ

ルデラ、災害

遺構を見た

後、昭和新山

を登りまし

た。２日目

は、厚真町で

津波堆積物、

元神部層の礫

岩層、幌満でカンラン岩を観察しました(写真１)。 

３日目は、襟裳岬で礫岩層、庶野でトーナル岩と片

麻岩を観察し、津波堆積物をジオスライサーで引き

抜き、観察しました(写真２)。４日目に、池田層の

堆積物で浅海システムを観察し、そして足寄博物館

にて足寄動物群について学びました。５日目に幌加

内オフィオライトや神居古潭での変成岩にて観察・

採取をしました。そして最終日に、三笠博物館にて

三笠創人石狩層群について学びました。最終日に、

三笠層にて化石採取をし、幾春別層の観察や夕張石

炭博物館にて石炭について知ることができました。 

 今回の大巡検でも、けが人も病人もでず、無事に

大巡検を終えることができました。北海道でしか見

る事が出来な

いものや、石

炭の 24尺層

や昭和新山の

頂上付近な

ど、普段個人

ではいけない

ところへ赴く

ことができ、

とても興味深

かったです。 

 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お礼申し上げます。今

回の大巡検で得られた貴重な経験を、今後の研究な

どに役立てるよう精進してまいります。また，これ

からも大巡検にご支援をいただけましたら幸いで

す。この度の支援、誠にありがとうございました。

進化の科学に魅せられて 

西村 悠（2016S 生物学） 

私の研究室では、カタツムリ・モノアラガイなど

の有肺類を対象とし、生態・行動・遺伝など色々な

視点から生きものがどのように進化するのかを探っ

ています。私は学部３年の夏にこの研究室を選び、

キセルガイという陸生の巻貝やタケノコモノアラガ

イという淡水生の巻貝を対象として、遺伝システム

と進化メカニズムの研究を始めて一年になります。 

 高校時代には、実は進化にはまるで興味がありま

せんでした。というのも、進化にかかわる生物の授

業には実験がなく、教科書の奇妙な言葉の説明を聞

くだけだったからです。どこか遠いところの物語を

聞いているだけのようで、身近に感じることはあり

ませんでした。大学生になってからも進化に関わる

研究をしようとは夢にも思いませんでした。 

 ところが、専門科目の授業をいろいろと受けるう

ちに、私の興味は一変しました。生物それぞれの緻

密な構造はあまりに美しく機能しています。どうし

てそうなっているのか。生き物に対する好奇心がし

だいに「なぜ」を考える興味へと変化したのだと、

ふりかえってみて思います。多種多様な生物のどれ

も固有の進化（歴史）の産物です。生物に特有の生

命を扱うかぎり、その進化をふまえなければ、構造

や機能の意味を理解することができない、人類の歴

史の何百倍、何千倍もの時間をかけて進化したすべ

ての生物が目の前でリアルタイムで進化している。

こうした進化の視点に立って生き物をみると、いろ

んな疑問が生まれ、ワクワクし、自分で研究してみ

たいと思うようになりました。 

 とはいえ研究室では、学校生活を通じて初めて

の、大変な事の多さに困り果てました。生き物を相

手にするのであたりまえですが、手を抜くと取り返

しのつかない惨事に至り、何か月、何年もかかる準

備を一からやり直します。地道な実験にいざ意気込

んだものの、生き物はこちらの都合に合わせてくれ

ません。指導のもと、仮説を立て、実験を行い、想

定外の結果をもとに仮説を立て直す、誰も知らない

答を探す試行錯誤はうまくいかないのが普通である

ことを、日々学んでいます。その中で、進化の基本

メカニズムをもとに自分で考えた仮説を支持できそ

うな、小さな発見ができたときの嬉しさは、たまら

なく大きいです。これが研究なんですね。 

私は、信州大学の大学院に進学し、生物進化の研

究を続けます。つらい

ことも沢山待ち構えて

いると思いますが、勉

強・研鑽に励み、いつ

か世界を驚かす発見を

できたらと夢を見てい

ます。  

写真１：幌満のカンラン岩露頭の観察風景 

写真２：ジオスライサーによるサンプル採集 
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―――――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――――― 

 

農家民宿をしています 

宮田 勝昭（8S数学） 

 昭和 48年に数学科

に入学、８Ｓは 35人

定員のところ 24人の

入学でした。教わった

先生方も全員退官され

てしまいました。私も

卒業後長野県内の高校

で教鞭を執り、再任用

期間を経てこの３月をもって退職しました。現在、

米作と直売所に出荷する野菜作り、そして農家民宿

をしながら暮らしています。 

 民宿は修学旅行（主に東京都、千葉県、大阪府，

兵庫県、広島県の中学・高校生）とインバウンド

（主に中国の小中学生）が中心で、受け入れを一般

には広げていません。送迎の関係で一回の受け入れ

人数は４～５人、来る月、時間そして天候によって

体験メニューを用意するのに苦労します。午前中に

来るときの定番はそば打ち体験（そば粉は自家製で

す）、二八そば 500㌘を二回うち、昼食は野外で投

汁（とおじ）そばと天ぷらパーティー、自分で打っ

たそばはうどんのように太くても味は格別です。午

後の体験はまず畑の案内、我が家の畑は 30種以上

の作物があります。１つずつ名前を聞きますがまず

答えられません（子供たちに大根やレタスなど野菜

の花を見せるために収穫せず残しておきます）。続

いて米作の一年の流れを説明、トラクターやコンバ

インに乗せる（エンジンはかけません）と喜びま

す。北アルプスから流れてくるせぎの水に手を入れ

させます。１分入れていられるか競争しますが我慢

できない子もいます。農作業体験、５・６月は、野

菜用の肥料まき、畝たて、マルチ敷き、苗の定植、

苗箱洗い、草取りなど、まだ収穫物が無くちょっと

かわいそう。７月以降はブルーベリーや野菜の収穫

が加わり農家の幸せを伝えることができます。時間

があれば薪割り、節のない玉木を割ってもらいます

が、最初は要領を得ず斧があたりません。意気揚々

と挑んでもなかなか割れるものではありません。 

「夕飯作りは手伝わせてください」と学校からい

われます。天ぷらと生姜焼きを子供たちに作っても

らい配膳をしてもらいます。各家庭での生活が一目

でわかります。男女問わず手伝いをしている子は要

を得ています。「お母さんが包丁を持っちゃダメっ

て言うの」と言った子がいました。子育て中の皆さ

ん、子供には小さいときから手伝いをさせてほしい

と思います。 

 今年は日本の中学高校９校、中国の小中学校３校

を受け入れる予定でいます。毎回どんな子たちに会

えるかワクワクドキドキです。自分の子供がしてほ

しいことをしてあげたい。「精一杯楽しませてあげ

ようね」来る前の妻との会話です。「次は家族、恋

人と『ただいま』って帰っておいで」子供たちと別

れるときの会話です。「今頃家に着いてどんな話を

しているだろうね」帰った日の夜の妻との会話で

す。 

 

 

「信大理学部 60代ＯＢ 恒例登山」 
中島 重雄（5S化学） 

昨年 2018年 8月 23日信濃毎日新聞「夏山スケッ

チ」欄に「信大理学部 60代ＯＢ 恒例登山」の見

出しで写真付の記事が掲載されました。涸沢ヒュッ

テのテラスで８日夕食後、服部さん（5S）、北野さ

ん（7S）、湯本さん（12S）と歓談していた際に若

い記者の取材に出会い、卒業後 45年ほど続く分析

化学研究室中村俊夫先生（現名誉教授）案内の山行

が記事として採り上げられました。ここ数十年は涸

沢をベースに穂高連峰を目指し帰途坂巻温泉に寄

り、松本で宴会のみ参加者と合流し再会を楽しむ日

程が恒例化しています。 

この山行に初参加したのは 1975 年夏と記憶して

います。七倉→三俣蓮華→雲ノ平→富山のコース。

清流に泳ぐ岩魚を見つけ高山植物咲く楽園のような

広々とした雲ノ平を通り晴天を背景に野口五郎岳、

水晶岳などを望む感動の風景でした。二度となかな

か来られないコースと言う先生の言葉が脳裏に残っ

ています。標高日本２位の南アルプス北岳もご一緒

しました。 

確か３年生のとき京大から優秀な先生が分析に赴

任されるとの噂があって、成績がふるわないにもか

かわらず、翌年人気でホットな伊豆津研究室を希望

し入りました。伊豆津先生には結婚披露宴の仲人を

お願いしお世話になりました。中村先生には卒業実

験の指導を受け年齢的にも距離が近く感じ、コンパ

後当時浅間にあった新婚の先生宅を訪問する悪戯を

したこともありました。勿論、美しい奥様にもご主

人にも拝顔は叶いませんでした。その時の不良学生

は酒井、小山、斉藤、私。夜遅くまで実験し良く遊

んだ分析研でした。 

私は、北杜夫の作品を愛読するうちに憧れの信州

大学理学部に入学を決めた一人です。東京下町生ま

れ、最寄り駅は錦糸町。今は 2012年押上に建設さ

れた東京スカイツリーを近くに望む地となりまし

た。もともと商工業住宅密集地。小中学校の校庭は

コンクリートという土地柄で育ちました。緑の少な

い地元が嫌いという理由ではないのですが、心のポ

テンシャルエネルギーは北アルプス、美ヶ原の自然

に囲まれた松本で学ぶ夢に向かいました。退職し２

年経ちますが、いまだに理学部に籍を置けてハッピ

ーだったと思っています。 

社会人になって勤務先のトップ加藤貞夫理事長が

偶然にも旧制松本高等学校卒でした。宴席で「春寂

寥」を歌うと喜ばれましたが、出世には関係ありま

15



せんでした。ただ、繊維の検査機関のため信大繊維

学部卒のメーカなどの方々に懇意にしていただきま

した。信大卒のアドバンテイジかも知れません。職

場は、微生物による抗菌試験、有害染料の定量分

析、天然繊維のＤＮＡ鑑定など分析と関係する分野

もあるのですが、学才と縁が薄く理学部学生のエン

トリーはなく採用にはいたりませんでした。繊維学

部から採用し、今も何人か元気に働いていると思い

ます。 

今年も山行案内のメールが届きました。８月７日

午前 7：30松本駅に集合します。 

 

追伸 

2019 年山行は例年より一泊少なく、８月７日松本

駅に集合し９時上高地を出発し 13時横尾に到着しま

した。遥か彼方の槍ヶ岳を見ようと槍見河原まで片

道１時間ほどの散策をしましたが、雨に降られお預け

でした。当日は横尾山荘に宿泊。夕食時には食堂で

湯本さんと隣り合わせの席に座ったフランス人カップ

ルと話しに盛り上がりました。美しい女性でした。 

今年は、股関節に違和感を覚えると言いながら快

調なテンポで歩く元ワンゲル部の北野さん。数々のウ

ルトラマラソンを踏破する余裕ありありの湯本さん。

ゆっくり歩く私の３名が山行組でした。美しい景色、

うぐいすの歌声などを体いっぱい楽しみました。 

翌日夕刻、駅前居酒屋に中村先生、服部さん、山

行組が集まり宴を開催しました。その場で主催者の

中村先生がここ３年間山行に不参加が続く謎が明か

されました。個人情報に係わる内容なので記述しま

せん。また来年湯本さんが○○するとか。これも個

人情報のため伏せ字とします。次々と重大発表があ

りました。信濃毎

日新聞の記者が居

合わせなくて幸い

でした。サプライ

ズに美味しい山賊

焼き美味い地酒「澤

の花」「大信州」が

添加され、今年も

飲み過ぎました。 

柴田先生を悼む 

尾曽 清博(12S 生物学) 

2019年５月 29日、信州大学理学部生物学科高地

生物学教室で教鞭を執っておられた柴田治先生がご

逝去された。葬儀は家族葬であった。そのため、別

日程で「柴田先生を偲ぶ会」が計画された。 

７月 27日南神城の駅近く、貞麟寺で柴田治先生

をお送りする会 樹木葬(納骨式)が行われた。この

日は学生時代を思い出し南神城まで電車で行こうと

思っていたが仕事の都合で叶わなかった。雨の中、

車で南神城へ向かった。 

神城は修士課程の 2年間で行った「ザゼンソウの

熱生産」の調査地である。この地は積雪が多く雪解

けとともに多くの植物が花開く。ザゼンソウは開花

時に発熱し雪を溶かす。その熱生産の実態が研究テ

ーマだった。柴田治先生には卒研と修論の 3年間お

世話になった。その後も転職するとき、また別の機

会に奥様と共にお二人に御足労願った。 

神城へは何回も足を運んでいる。教養部の時に理

学部の先輩たちが春の妖精の花開く時期の神城へ、

花見と野草を食べる会を計画してくれたのが訪れた

初回だった。そこには、一面の色鮮やかなカタク

リ、湧水池のミズバショウ、群生するニリンソウ、

キクザキイチゲ、チゴユリが一斉に花開いていた。

そこに柴田治先生のお姿もあった。柴田先生はこの

白馬神城の地を愛しよく通われたと聞く。この花多

き地を永遠の魂の眠る場所として選ばれたのはいか

にも花を愛した柴田治先生らしく思われた。 

柴田先生は黙してあまり語らなかった。学生はア

ランドロンと呼んでいた。指示は紙で来ることが多

かった。そこには論文名と出典が書かれている。そ

れを自分で探し読み、自分の研究に反映させよとい

うことだった。卒研発表が終わった後、ザゼンソウ

の話が直接あった。やってみるかと問われたのでや

らせてくださいと答えた。1年目に発熱と開花ステ

ージとの関係がわかり、2年目には生理学的解析に

進んだ。手法は組織化学染色であった。柴田先生が

医学部の解剖学教室にいた時の手法である。これも

直接指示された。南神城の地に立ち、40年前の記憶

が蘇ってきた。ここは柴田先生と歩いた地であっ

た。 

雨の中、式が始まるまで間があり控室に寄った。

そこには沖野外輝夫先生・林秀剛先生・藤山静雄先

生ら、生物学科が立ち上がったころの先生方や 1期

生から懐かしい顔が見られ話が弾んだ。参加者は 38

人であった。 

式の時間になり外へ出ると、今まで降っていた雨

が急に止んだ。どなたか柴田先生が雨を止めてくれ

たと言っていた。境内には多くの桜の木が植えられ

ており、そのもとにいくつかの墓標が点在してい

た。その一つに柴田治先生の名前が刻まれていた。 

式は松本バプテスト協会の田所牧師により行われ

た。進行はこの会の主宰者である林裕美子氏が行っ

2018年夏山行風景（北野利彦さん提供） 

2019年夏宴会 
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た。参加者挨拶は信州大学繊維学部応用生物科学科

平林公男教授より頂いた。 

その後、奥様の御友人石川 Saskiaさんの奏でる

フルートの伴奏で讃美歌を歌う中、奥様と林裕美子

氏の手でチシマザクラの元に納骨された。柴田先生

が樹木葬として選ばれた木はチシマザクラであっ

た。 

春、沖縄のカンヒザクラから始まる桜前線は本州

をソメイヨシノで北上し、北海道ではエゾヤマザク

ラに代わり最後に道北道東でチシマザクラに代わ

る。チシマザクラは桜前線の最後を飾る樹種であ

る。また、チシマザクラは、先生の生涯のフィール

ドであった亜高山帯から高山帯に生育するタカネザ

クラの変種でもある。柴田先生がチシマザクラの根

元を永遠の魂の居場所として選ばれたのは先生の生

き方を示したものであろう。 

納骨の後、先生を偲び、一同で肩を組み一つの輪

になり、松校寮歌「春寂寥」を浅井聡司氏の口上で

歌った。生物学科の飲み会の締めは、教官と学生が

肩を組み歌うのが常だった。 

大学では植物学を専攻した。人並みに勉強したつ

もりであったが、柴田先生の植物系統分類学は数回

追試を受けた。教養部の時に植物の分類と生態のゼ

ミに属していた。多分その時の生半可な知識を書き

散らかしたに違いない。最終的に指摘されたのは、

多細胞化への過程の記述の欠如だった。学問には段

階があり、基本をしっかり押さえることの重要性を

指摘していただいた。歌を歌いながら、そんな記憶

が蘇っていた。最後にそれぞれが献花して式を終え

た。 

先生はご自分が眠る場所として南神城を選ばれた

だけでなく、多くの人に訪れる機会を残してくださ

った。すぐ近くには親見湿原もあり非常に多くの植

物に囲まれた場所である。私も柴田先生を偲びここ

に立ち寄る機会が増えるだろう。ここの自然に触

れ、自分を見直すことで生物を学ぶ者の基本に立ち

返れるに違いない。(合掌)

 

 

―――――― 学科・各地域の同窓会・学生サークルからのイベントのお知らせ ―――――― 
 
第 15 回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会開催 

 

第 15回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会

を、2018年 11月 10 日(土)に新宿のライオン会館

「安具楽亭」で開催致しました。総勢 9名の出席で

行われました。 

本年は 15時半からの高木直美（理学部１回卒）

支部長の開会挨拶に始まる総会に引き続き、16時半

からの懇親会と同窓会が和やかに開催されました。

懐かしい話や近況の情報交換など、多彩な話題に盛

り上がりました。今回はその懇親会中の写真を掲示

します。文理時代の先輩諸氏も元気いっぱい、まだ

まだ若さとバイタリティーを感じさせ、我々後輩は

多くのパワーを頂戴しました。 

約二時間大いに飲み、多種の話題に花を咲かせ一

旦散会しました

が、話の尽きな

い殆どの面々は

継続して二次会

へと流れ、大盛

況のうちに無事

終了致しまし

た。 

本会の開催は従来の規約にて原則として 11月の

第二週の土曜日開催となっています。ただし、15回

の総会にて 11月は行事が多数あり日程が重なるこ

とから、全員承認の上 10月土曜日開催となりまし

た。関東にお住まいの同窓会メンバーで昨年欠席さ

れた方々は是非次回はご参加下さい。2019年同窓会

は最低でも 20名以上の会員の皆さんの出席を目標

にしたいと事務局では考えております。詳細は次回

（第 16回）同窓会ご案内にてご報告申し上げたい

と予定しております。 

なお、同窓会開催案内と同時に発行している会誌

も昨年で第８号となりました。多くの会員の皆様方

の記事投稿を目指しております。走り書きの文章で

も結構ですので、是非事務局へご送付ください。ま

た、昨年(2018年)は会費振込の年であり（会費は２

年間有効：２年間で 1,000円）、大勢の会員の方々

に会費納入をして頂きました。この場をお借りし、

謹んで御礼申し上げます。会費納入率は、文理学部

や理学部初期卒業の高齢会員が高く、同窓会出席者

もこれに伴い多い状況となっておりますので、是非

若い世代にもっと参加して頂き、同窓会を更に盛り

上げて行きたいと考えております。若い世代の同窓

生の皆さん、是非ご協力下さい。 

これからも広い世代の会員諸氏のご賛同を得なが

ら、将来的には大学の化学講座へ直接貢献するとと

もに、社会貢献活動を活発に展開する同窓会組織を

目指して参ります。 

松本化学学士会関東支部事務局長 

 中川二郎(理学部 13回卒)  
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生物同窓会総会のご案内 

 

生物同窓会の総会は、卒業生のみなさんに学生時

代を思い出していただきたく銀嶺祭の開催にあわせ

て開催するようにしています。 

昨年度の総会は平成 30年 10月 27日に理学部棟

内で開催し、事業報告、会計報告、事業計画等につ

いて議事を進めました。また、総会終了後には平成

29 年度修士課程を修了した谷野宏樹さんに「汎世界

的に広域分布するフタバカゲロウ類の遺伝構造とそ

の特殊な発生システム」をテーマとして講演を行っ

ていただきました。 

最後は松本駅前に移動して二次会で話が弾むこと

となりました。 

今年も銀嶺祭中の 11 月３日（日）に理学部棟で

開催予定で準備を進めております。 

例年、開催通知ハガキをお送りしておりますが、

今年からはメールによる連絡にも取り組んでいく予

定にしています。また、ホ

ームページ、フェイスブッ

クでもお知らせしますが、

QR コードを掲載しましたの

で情報確認以外にも、卒業

生からの投稿をお待ちして

います。

東京同窓会のお知らせ 

 

例年行われています東京同窓会が次回は次のよう

に行われる予定です。ぜひご参加ください。 

 

東京同窓会  

日時：2020 年 2月 8日（土） 

場所：市ヶ谷 ホテルアルカディア東京 

電話：03−3261−9921  

くわしくは、大学 HPにてご確認を。 

（年末には掲載されます） 

 

 

 

 

――――――――――――――――― 寮歌祭が開かれました ―――――――――――――――― 

 

2019 松高・信大寮歌祭が 6 月 29 日松本市勤労者

福祉センターで開催されました。松高生・信大生・市

民など 150名の参加で寮歌・学生歌など 37曲をつぎ

つぎに高唱しました。信大生は文理をはじめ全学部か

ら参加があり、中原寮（農）、妻科寮（教）、修己寮

（繊）、若里寮（工）の寮歌も歌われました。また、

他校からの参加もあり、それぞれの寮歌を披露してく

れました。 

信大交響楽団・混声合唱団有志による演奏にあわ

せ、「叡智みなぎる」「春寂寥」「松高校歌」を合唱、

また「信州大学歌」の紹介もありました。 

会の始まりに濱田学長、締めには山沢前学長のあい

さつがありました。 

あがたの森の松高講堂が耐震工事中で、はじめての

会場でしたが、広く明るい会場で、のびやかな寮歌祭

でした。 

信大 70年・松高 100年記念行事の一つとして、楽

譜付き「信大・松高 学生歌・寮歌集」が作成され参

加者に配られました。約 100 曲信大学生歌・各寮歌

をはじめ思誠寮寮歌が収められていました。 

来年は 2020 年 5月 23日、あがたの森松高講堂に

て開かれる予定です。 
  

信州大学交響楽団・混声合唱団からのお知らせ 
 
信州大学交響楽団定期演奏会 

マーラー     交響曲第一番 巨人 

チャイコフスキー バレエ組曲 眠れる森の美女 

  長野市芸術館   2019.10.20 

  松本市民芸術館  2019.11.29 

 

信州大学混声合唱団定期演奏会 

 松本市音楽文化ホール 2019.11.9 

 長野ホクト文化ホール 2019.11.16 

 

詳細は各団体 HPをご覧ください。 

うたう、うたう 全員合唱 
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松高最後の卒業生 〜永遠の最若輩〜 の感想 

住谷 春也（松高 29回文乙） 

 

 松高 100周年・信大 70周年記念寮歌祭に出た。

これは旧制松本高校最後の卒業生である私にとって

も画期のイベントであった。 

 1947 年、旧制高校がなくなるというので、５年で

卒業の前橋中学を４年で切り上げて手近な隣県の松

本高校へ駆け込んだときは、そう深い考えがあった

わけではなく、白線帽に黒マント、足駄ばきで寮歌

を口ずさむ夏休みの従兄の姿に憧れたからに過ぎな

かったのだが。シュトルム・ウント・ドラング

（独：Sturm und Drang 疾風怒濤）の寮生活を１

年半体験した。わが高校生活はその１年半だけだっ

たと言ってもよさそうだ。やがて自分の内面は、い

わゆる「高校生活の青春」からすっかり離れた自分

勝手なものとなり、残りの１年半の旧制の断末魔に

特別な感慨はなかった。 

 卒業後 20年近く経ったころ、松高同窓会が出来

たから入れ、と誘ってくれたのは詩人の赤間太郎先

輩、本名義徳さんだった。「新制大学とは関係ねえ

んだ」という。「あとがないからさっぱりしていい

だろう」と。松高同窓会は戦中戦後のカオスの時期

に壊滅していた。前橋中学の同窓で山形高校へ行っ

た男によれば、そこの「ふすま同窓会」は山高の会

だが新制の文理学部を受け入れて今に続いていると

言う。どんな議論の末かは知らないが、松高同窓会

の再出発では信州大学を切り離した。だから私は、

５年ごとの記念祭や、後には毎年の寮歌祭に参加す

ると、まわりはすべて先輩ばかりで、何十年経って

も後輩は出ない。次第に松高生活を懐かしむ様にな

ったのは、永遠の最若輩の快さからと言うと、理解

しにくい人もいるかもしれない。 

 蛭川幸茂『落伍教師』の刊行は松高同窓会の再発

足に合わせるかのように翌年の 1967 年だった。何

かの暗合か。松高が消滅したとき、ほとんどの教官

は信州大学を始めとする新制に移るが、今やレジェ

ンドとなった「蛭公」だけは「松本高校がなくなっ

ては、俺の生きる場所はない」と、新制大学への移

籍をすべて拒否した。田舎の小学校で代用教員とな

った。同窓会の先輩たちの「新制とわれわれは別」

という矜持（倨傲とも取れる）は落伍教師の心意気

に通じるものであったろうと、今にして最若輩は想

像する。 

 半世紀が過ぎた。生き残りも少なくなった同窓会

は 2015 年、「活動停止」を決めた。そのとき、信

大同窓会連合会が、寮歌祭を続けよう、と申し出

た。森淳さんが、「永久に続けるとは約束できない

けれど、百周年まではやりましょう」と言われる。

寮歌を歌うのもこの年限り、との心づもりで碓氷峠

をはるばる越えてきたのだが、「あと数年のことな

ら」と思い直して、2016年に始まる松高・信大寮歌

祭に皆勤した次第である 

 そうして今年 2019 年６月 29日、松高 100周年・

信大 70周年記念寮歌祭に来て、旧制松高の全人教

育の理念を信州大学が引き継ぐ旨の山沢前学長のお

話に感銘を受けた。2013年から信大入学式に「春寂

寥」を採り入れると聞いた時はまだ「俺たちの寮歌

と違うな」と複雑な感懐があったのだけれど。 

 日本人の価値観はこの 70年で経済最優先に塗り

替えられた。大学も社会の注文に応じる専門家養成

の実業学校にならざるを得まい。こういう時代なれ

ばこそ信大が掲げる全人教育の理念は貴重だ。旧学

制が保証していた・・・・３年ないし表裏６年間の

モラトリアム・・・・を大学１年で引き受けること

は至難の業ではあろうが、日本でそれへ挑戦できる

風土があるのは松高を持った「教育県」信州だけか

も知れぬ。 

 信大オーケストラの出演は圧巻であった。これを

万年最若輩は心安らかに消えてよいとの送別行進曲

と聴いていた。 
付記 『ふすま同窓会』は旧制山形高校、新制山形大学文理学部・

人文学部・理学部の卒業生による同窓会。旧制山形高校の校

章が、ナデシコ科の多年草で小さな可憐な花をつける高山植

物、チョウカイフスマ（鳥海衾）をデザインしたものによ

る。 
 

 

 

同窓会のトキメキは成長の糧 

関口 哲生(英人)（松高 29回理１） 

 

1 教養教育ルーツを尋ね松高・信大寮歌祭へ 

私は中学４年で松高入学、３年後卒業の歳は信大

１年修了に相当する。東京大学工学部応用化学３年

卒業後、ずっと関西で合繊研究と服装心理学・地球

環境を教育研究してきた。寮歌「春深ければ」の季

節 6月 29日松高思誠寮友ルーマニア文学住谷春也

の新刊訳『方形の円』を手に、松高百年・信大七十

年寮歌祭に向かった。

だがＪＲ中央西線工事

火災不通、東海道・北

陸新幹線を乗り継ぎ東

京回り、長野から松本

も特急不通、各停で終

宴に辿り着いて森淳会

長との写真に入った筆

者(左)。数学の森淳会

松高生のお二人からご寄稿いただきました。お二人は遠路、2019年寮歌祭に参加されました。その折の感

想と参加された想いをお書きになっておられます。なお、松高 29回は、1947（昭和 22）年入学、1950（昭

和 25）年 3月卒業です。お二人に感謝申し上げます。 
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長の正確な司会と松高同窓会事務の六川由美子さん

の心が躍る案内文による世代間交流貢献は素晴らし

い。 

 関西から松本へは東海道から名古屋で中央西線特

急しなのに乗り換えて行く。突然火災運休と言わ

れ、東京行き新幹線に戻り乗り車掌と時刻表交渉し

た。特急あずさが近いが昼は１時間に 1本。新宿 12

時発には乗換時間が 4分。それは無理、13時発だと

15:30松本着。北陸新幹線は東京駅から出る本数も

少し多い。長野から松本へも特急運休、各停で

15:20松本着、10分早いほうを選んだ。祭のあとネ

ット検索したら新横浜で横浜線快速に乗り換え八王

子であずさを捉え 14:30松本着、寮歌「遠征」に間

に合った。車掌案内不足を恨み、自力探索できるス

マホ持ちたいと思う。「遠征」唱和を逃したが終宴

に間に合い、作詞者国文学の上條彰次先輩の子息正

彦さんと待ち合わせ先輩入院の病院に行けた。 

 

2 寮歌「遠征」作詞の上條彰次先輩と共に 

教授定年した神戸海星女子学院に上條先輩のお勤

めだった神戸松蔭女子学院が近かった縁で便りした

ら上條さんは同窓会室へ会いに来てくれ、手を差し

出し握り締められ、以来交信を重ね仲良くなった。

仲間とお宅へ行き美酒を酌み交わしたいと書いたら

直ぐ返事「懇親トリンケンのこと(trinken松高飲み

会愛称)、私は最近弱くなりましたが、六川さんと

神永さんは愛酒家です。根津さんはビール二、三杯

組でしょうか･･･」とよく知っている。「松本へ来

たら一緒に蕎麦でも食べよう」と言う上條さんの言

葉を覚えていた住谷が加わりお宅訪問したいと便り

した今春、入院との知らせを静岡の子息から受け見

舞いとなった。夫人を亡くされ一人暮らしの苦と、

定年後、松本に帰って暮らす楽とに心を寄せ問いか

けたのが第一信だった。上條さんの応答は常に早く

的確。 
それに相手を重んじる配慮、介護保険も利用しま

しょうと勧めたら「貴堂の高齢対策見事です」と褒

められ「ヘルパーも勧められていますが検討中で

す」と言う 93歳。ハガキは裏表一杯手書き 600字

完結する力。当日は子息に案内され花篭を持った神

永由起子さん同行で病床の先輩と手を取り合い再会

と脳梗塞リハビリの進歩を喜んだ。 

 
3 出身校野沢北の日輪祭「第九」第４楽章全校演奏へ 

松高・信大寮歌祭が６月末になったので私の出身

校、野沢中学＝現野沢北高校の日輪祭と呼ぶ文化祭

と日が続き、30日音楽班合唱と吹奏楽班合奏を参観

できた。同窓後輩の二人、薬学嬢と声楽嬢と一緒

に、先ず薬学嬢の案内でイタリア料理店

Crescent(三日月の意で満月に向けだんだん大きく

なる音楽用語 crescendoの語源)で会食後母校へ行

った。吹奏楽はリズム活発、音楽班の合唱は気持ち

が伝わってきた中で感極まり涙した女子がいた。先

輩声楽嬢は閉演後その子をハグ、何があっても本番

ステージでは泣かない！と激励した。いい光景。 

翌 7月 1日、全クラス合唱コンクールとベートー

ベン第九交響曲第 4楽章全校生徒合唱・合奏を家族

と共に聴いた。吹奏楽演奏で指揮も４人の独唱も生

徒、ドイツ語で神と人間愛を Deine Zauber binden 

wieder, was die Mode streng geteilt,alle 

Menshen werden Bruder,wo dein sanfter Flugel 

weilt.(世が分け隔てたものを、あなたの魔力で再

び結び合わせ、あなたの優しい翼の下すべての人は

兄弟になる)と歌う。生徒も先生も家族も口ずさむ

ようになるという。音楽の原博道先生が音楽班、吹

奏楽班、生徒会の順に話して実現してから 30余年

毎年続いている。聴いた私も自分の第九、昨年末の

Ｎ響、なじみの大阪フィルの第九が脳内を駆け巡

る。 

 

4 フィナーレ：信大オケと合唱と共に 

松高は、古く小さく少人数、今は熟年の青春がい

い。信大は新しく大きく多人数、専門性が高く若

い。オーケストラもある。オケ伴で寮歌と校歌を歌

える。寮歌祭前に内面的な弦楽四重奏があった由。

オケ有志と話すのは楽しい。信大が発展、理学部が

松高理科に連続している同窓と思うと嬉しい。信大

オケと合唱はその象徴と思う。 
 

 

付記 文中、「根津さん」は元松高同窓会長、松高在校中音楽部の星

といわれた。「神永さん」は上條さんの松高級友のご家族、日

本語教師。 

 

 

 

2019年 6月 29日寮歌祭で「春寂寥」と校歌伴奏の信大オケと合唱

 

編集後記 

今年の酷暑、卒業生の皆様におかれましては、い

かがお過ごしになりましたでしょうか。暑中お見舞

い申し上げます。朝夕涼しい松本でも昼間は気温 35

度を超す毎日です。さて、お盆明けの本日、編集担

当全員の奮闘努力の甲斐あって、頂戴しました原稿

を同窓会報の形にできました。20ページの会報 34

号と別冊をお届けします。お楽しみ戴ければ幸いで

す。今年は残暑も厳しいと聞いています。お健やか

に。（い） 
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