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―――――――――― 理 学 部 同 窓 会 総 会 が 開 か れ ま し た ―――――――――― 

 
６月１日（土）松本市勤労者福祉センターにて、

同窓会総会が開かれました。開会にあたり、市野理

学部長からメッセージをいただきました。（別項掲

載）参加者は 50名弱でしたが、経過報告・会計報告

を受けて、大きく二つの点で意見が出ました。 

一つは、活動経費が値上がりする中、会費収入の

みでは賄えず、備蓄した基本金から毎年 100万円を

繰り入れていることを、どう考え、その改善をどう

するかでした。 

今一つは、同窓会活動に大学・学部がどう関わり

支えてくれているのかと、そのあり方についてでし

た。 

会の運営の収支については、活動の見直しと節約

すべき事をさらに精査することと、収入増をどう得

るのかという点にしぼられました。もっとも大きな

経費である会報の印刷費、郵送料が値上がり続ける

中で、どうすべきかが課題となります。 

一方、「支出を削ることはむずかしい」との観点

から、収入増をはかることについて「年会費制をと

ったらどうか」の意見もだされました。 

「大学・学部の支え」について、同窓会活動の活

発なところでは、学生の就職問題をはじめ、大学・

学部と同窓会が一つになってすすめ、同窓会活動に

実質的に関与している例の紹介と「社会に出てから

メリットのある同窓会」が望まれ、それも、大学・

学部との結びつきがなければうまくいかないとの指

摘がありました。 

また、３年に一回の総会を会計を含めて会員の参

加と総意を集めるために、毎年開催すべきではない

かという意見も出されました。 

当面の方針に「より健全な会計となるよう検討を

すすめます。」の項目を加え、すべての議案が承認

されました。 

同窓会役員会はいただいた意見をもとに、議論・

検討を深めてまいります。 

市野理学部長の総会へのメッセージ 

理学部長 市野隆雄 

理学部同窓会のみなさまには、常日頃から理学部

の教育研究にご支援をいただき、ありがとうござい

ます。また、本日は信州大学創立 70周年の式典へ出

席いただくご予定の方も多いかと思いますが、合わ

せて感謝申し上げます。 

 理学部の近況ですが、まず、みなさまご存じかと

思いますが、一昨年 11月末に数学科の高木啓行先生

がご病気のため急逝されました。まだ 55才の若さで

した。この機会にあらためて高木先生のご冥福をお

祈りしたいと思います。 

 明るいニュースとしては、理学部に、本年 4月付

けで 5名の新しい助教の先生方をお迎えすることが

できました。この 2年で 10名の先生方がご退職さ

れ、理学部も世代交代の時期をむかえています。ニ

ューフェースの先生方には、いずれ同窓会報の誌面

で自己紹介をしていただけると思います。 

 以上、理学部の近況について少し報告させていた

だきました。今後とも理学部同窓会のみなさまに

は、理学部の維持発展のため、いっそうのご支援、

ご指導を、よろしくお願いいたします。 
 市野学部長は当日開催の信大 70周年・松高 100周

年記念行事のためお忙しく太田学部長補佐に代読し

てもらいました。 

 

以下に総会にて承認されましたものを掲載します。 

 

経  過  報  告 

 

理学部同窓会は設立以来３７年目を迎えました。

学友・同窓生の交流の要の役割 を果たしてきまし

た。同窓会の前回総会から３年間の活動について報

告します。 

１）年２回、6月と 12月に定例役員会を持ち、実務

の打ち合わせ、諸行事の準備、学部支援の計画、

会報編集方針などについて議論してきました。ま

た、必要に応じて正副会長会議、担当者会議を持

ちました。 

前回総会で議論となりました、支部を作る件につ

いては、立ち上げ資金補助等を用意することとしま

したが、その申し出は今のところなく、今後の課題

です。 
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２）会報は、年２回発行を続けてきました。同窓生

からの投稿、先生からの寄稿、在校生の報告も増

えました。学部の「広報情報室から」も定例化し

ています。 

かねてから、新入生へは学部からの入学書類送付

に際し、会報を同封してきました。３年前から、在

校生の父母への学部からの書類送付にも同封するこ

とができました。 

会報は「信大・理学部の今」をお伝えすることを

柱の一つにしていますが、それは同時に父母の皆さ

んに「我が子の大学生活」の一端をお伝えするもの

になっていると考えます。 

松高・文理・理学をつなぐ記事を心がけてきまし

た。この間、10回にわたり松高生の手記をお届け

することが出来ました。 

昨年（2018年）4月から郵便料金が値上がりし、

また、紙の値上げもあり、会報発行費用が増えてい

ます。 

３）「自然誌科学館（科学の祭典）」では「同窓会

の部屋」で古本市を開催してきました。今年で９

回目です。９年間で７０名を超える方から約 5000

冊送っていただき、約 4000冊を学生・院生の皆さ

んにお届けしました。 

卒業生・修了生への記念品、退職者への記念品も

継続して贈っています。 

学部への補助・支援を続けています。「自然誌科

学館」運営補助は第一回から続けています。自然誌

科学館は今年は 20回目です。理学部 HP改良の補

助、学生調査・研究補助、キャリアデザイン講座

（今秋４回目）の補助をしてきました。 

４）会の運営を支える財政は入会金に依っていま

す。会報印刷・発送、卒業・修了記念品、学部補

助、事務・運営費にあてています。 

ここ３年間、積立金から年平均 100万円を補填し

ています。 

５）卒業生約 9000人のうち 5000人あまりを名簿に

登録し、会報を届けています。クラスにより、

100％から 20〜30％まで差があります。転居などで

新たに住所不明となる方が毎年 150名ほどになり

ます。一方、この 3年間で約 200名以上の方の

「住所変更」について、御本人あるいは友人を介

して連絡を頂きました。 

「住所変更の連絡」を頂けるようにすることは課

題の一つです。 

前回総会でご提案のあった、ご夫婦へは一部にす

ることは、約 30組の方からご連絡をいただき、そ

のようにさせていただきました。 

６）同窓会連合会が発足して 13年、理学部同窓会は

設立から、その役割を果たしてきました。年２回

役員会を持ち交流を深めてきました。10同窓会の

互いの理解も進んできました。 

校友会は設立から６年目です。対外的取り組みや

学部を超えた取り組みが進んできました。 

松高同窓会の「松高寮歌祭」を引き継いだ「松

高・信大寮歌祭」を連合会、信州大学と共にその運

営に加わってきました。今年で４回目になります。 

東京同窓会は例年２月初旬に開かれています。全

信大の集いとして盛会ですが、理学部の参加者は必

ずしも多くはありません。関東の同窓生の参加を働

きかけていきます。 

７）理学部同窓会と各科・コース同窓会は互いに協

力・支援し会う関係です。それぞれが自立し、よ

りよい関係になるよう努力をしてきました。各

科・コース同窓会では、それぞれに科の行事、実

習への補助、就職ガイダンスなどの取り組みを続

けています。理学部同窓会の学部・学生研究等の

支援と相まって、先生方、学生を励ますものとな

っています。 

８）大学法人化から 15年、評価・点検と予算削減・

傾斜配分が一層進んでいます。 

研究費・教育経費もきりつめられ、教職員の削減

も行われてきました。大学に求められている業務は

増え、余裕のないことになっています。教育・研究

という大学の役割は教職員の皆さんの「努力」で守

られているといえます。 

同窓会・同窓生の役割はますます重要になると考

えます。一人ひとりが大学に目を向け、実情を知

り、こころを寄せることが望まれると考えます。 

 

 

決 算 報 告 概 要 

 

理学部同窓会の 2016-2018年の 3年間の会費収入

は 1529万円（平均 510万円）でした。各学科への振

り分け分 478万円（平均 159万円）を除くと、理学

部同窓会としての収入は 1051万円です。 

 一方、支出は学科振り分け分を除くと 1456万円

（平均 498万円）で 400万円足りないため、基本金

から繰り入れをしました。 

 2016（平成 28）年度の前総会時、特集号（別冊）

発行と 50周年記念事業・周年誌発行の一部負担（総

会費内の 100万円）のため繰入額が多くなっていま

す。 

 会報関係では 2016（平成 28）年度の特集号での支

出増（約 100万円）、2018（平成 30）年度では印刷
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用紙値上がり、郵送料金の 32％値上げにより約 50万

円増となっています。 

 記念品費は 175万円で 11.7%（前回 15%）、学部補

助等は 2016年の 50周年分担分を入れて 410万円

27.4%（前回 29%）でした。 

運営費（総会、会議、通信交通費等）は 195万円

（13%）でした（前回５％）。 

 

収支の概要は次のようです（単位万円） 

収 入 

 2016年 2017年 2018年 3年計 

入会金(会費) 533 492 504 1529 

基本金からの繰り入れ 200 100 100 400 

収入 計 733 592 604 1929 

支 出 

 2016年 2017年 2018年 3年計 

会報発行 印刷 219 100 126 445 

     発送 69 66 96 231 

記念品費等 56 56 63 175 

学部補助等 170 120 120 410 

運営関係 90 51 54 195 

小 計 604 393 459 1456 

各科への振り分け 155 161 162 478 

総 計 759 554 621 1934 

 

 

当 面 の 方 針 

 

 次の４点を基本として活動していきます。 

１ 同窓生の友情の要の役割を強め、交流を働きかけま

す。 

２ 学部との連携を計り、学生の皆さんの教育研究に資

する取り組みをすすめます。 

３ 連合会・校友会の一員としての役割をはたします。

信大のまとまりに努めます。 

４ 科・コース同窓会と連携を深め、同窓生の皆さんと

共に理学部の発展の一助となるよう努めます。 

 

 具体的には次のようです。 

１ 卒業生・修了生への記念品贈呈を継続していきま

す。 

２「自然誌科学館（科学の祭典）」等、学部の行

事・取り組みへの支援をします。 

３「キャリアデザイン講座」を継続して支援します 

４ 学生・院生の調査・研究、並びに教育条件の支援

をすすめます。 

５ 大学・理学部の広報活動等に協力します。 

６ 新入生の入会を強く働きかけます。 

７ より健全な会計となるように検討をすすめます。 

８ 会員の動向の把握に努め、会員の交流の促進と支

援をします。 

９ 会報の充実につとめます。会員参加を計ります。 

10 連合会・校友会の活動に、理学部同窓生の意向の

反映を働きかけます。 

11 役員の世代交代をはかります。 

12 2022年をめどに、次回総会を開催します。 

 

 

理 学 部 同 窓 会 役 員 

 

新しい役員は次の通りです。 

会 長 森  淳 （数１S） 

副会長  

宮田 勝昭（数８S）   武田 三男（物４S） 

田村 祐二（化８S）   石川 厚 （化 14S） 

太田 哲 （化 22S）  大塚 勉 （地 10S） 

藤山 静雄（生特）    山本 雅道（生８S） 

可知 偉行（数文理 11回） 

理 事 

学外理事 

伊東 和広（数 22S）  三澤 進（物文理 16回） 

中野 博文（化 18S）  富樫 均（地 13S） 

菅野 修（生 11S）   （物循後日補充） 

学内理事 

栗林 勝彦（数 17S）   志水 久（物 92SA） 

高橋 史樹（化 01S）   高橋 康（地 92S） 

小笠原 慎治（物 98S 生物所属） 

朴 虎東（生 88SA物循所属） 

白肌 真由美（循 95S） 

幹 事 

数学 竹田 宏（数 20S）  向井 真弓（数 24S） 

縣 史樹（数 01S） 

物理 松本 成司（物 20S） 

化学 宮沢 武矩（化文理 10回） 

小山 智史（化 16S）小山 博子（化 16S） 

二村 竜祐（化 03S） 

地質 加藤 有沙（地 08S） 

生物 上田 昇平（生 98S）澤本 良宏（生 14S） 

物循 （後日補充） 

会計監査 

市原 一模（化 20S）大崎 順平（生 2010SA） 

名誉会長 

理学部長 市野 隆雄 

顧  問 

学科・コース長 ６名 
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平成30年度予算 平成30年度決算

△ 普通貯金総額　　　　郵便局普通貯金　　　　　3,901,620 円
△ 　　　　　　　　　 八十二銀行普通貯金　　　　　　 185,523 円
▼ 信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　  176,449 円

平成31(2019)年度新入生　　 30,000 円×167 名分

(入学者 210名 の 79.5 % に相当)
（振り込み手数料を含む）

15,000 7,392 ▼ 貯金利息

0 1,000,000 ▼ ゆうちょ銀行定額貯金：基本金より経常費への移動あり

9,257,792 10,302,464 △

平成30年度予算 平成30年度決算

△ 振込み手数料： 10,000 円　→  4,320 円

△ 連絡用切手代　等： 60,000 円　→　67,516 円

▼
送料代金：730,000 円　→　959,008 円
(会報32号：494,960 円、会報33号：464,048 円)

▼ 会長の出張旅費： 300,000 円　→　322,500 円 

△ 会長以外の交通費・駐車料金　等：　50,000 円　→　13,810 円

消耗品費 10,000 1,440 △ 封筒　等　

人件費 50,000 0 △ 同窓会会員名簿の整理作業→0円、会報編集作業→会議費編集委員会費へ

渉外費 10,000 0 △
事務連絡費 20,000 0 △ 平成23 (2011) 年度より毎年　→　平成29 (2017) 年度末に渡す

雑費 10,000 0 △

事務費小計 1,250,000 1,368,594 ▼
総会費 0 0 － 本年度開催せず　→　令和元 (2019) 年度6月1日松本市勤労者福祉センターにて開催予定

理事会費 145,000 103,996 △
理事会旅費支給：45,000 円→1,000円×(13人＋24人＋8人)＝45,000円
懇親会：100,000円　→ 58,000 円　お茶代等：996 円

委員会費 50,000 49,000 △ 35,000 円＋14,000 円

雑費 10,000 0 △

会議費小計 205,000 152,996 △
▼ 同窓会報第32号及び会計報告書印刷費用（税込)：450,000 円 →　520,020 円

△ 角２封筒代・封筒宛名印刷費用(税込)：130,000 円 → 118,800 円

▼ 同窓会報第33号印刷費用(税込)：350,000 円 → 502,740 円

△ はがき及び角２封筒代・封筒宛名印刷費用(税込)：130,000 円 → 122,200 円

▼ 卒業記念品費：336,000 円(210名) → 1,600 円 × 240 名＝ 384,000 円

△ 修了記念品費：128,000 円(80名) → 1,600 円× 80 名＝ 128,000 円

退官・退職記念品費 150,000 118,800 △ 退官・退職：30,000円×5名＝150,000 円 → 23,760円×5名 ＝ 118,800 円

理学部50周年記念品費 0 0 －
－ 平成30 (2018) 年度自然誌科学館への助成：700,000 円　→　700,000 円

－ キャリア教育への助成：400,000 円　→　400,000　円

－ 「インターナショナル茶屋」への助成：100,000 円 → 100,000 円

理学部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ費用 0 0 －
「信州で学ぶ」冊子印刷費 0 0 －
松高寮歌祭賛助金 50,000 0 △ 平成29 (2017) 年度

慶弔費 50,000 0 △
雑費 50,000 20,000 △ 銀嶺祭への賛助金

事業費小計 3,024,000 3,114,560 △

4,479,000 4,636,150 ▼

1,620,000 1,620,000 －
平成30 (2018) 年度入学生分：162名分／210名

数理・自然情報科学科：46名・物理科学科：26名・化学科：30名

地質科学科：23名・生物科学科：21名・物質循環学科：16名

70,000 70,000 － 平成18 (2006) 年度より毎年

6,169,000 6,326,150 ▼
300,000 0 △

0 0 － 基本金への繰入金なし

普通貯金　郵便局普通貯金　　　　 3,901,620 円 → 3,657,945 円

　　　　　　　八十二銀行普通貯金　　 185,523 円 →   192,398 円

信州大学事務局及び会計担当者の所持金　176,449 円→125,971 円

9,257,792 10,302,464 △

3,000,000
5,000,000

8,000,000

令和元 (2019) 年　5月１日

帳簿、通帳、領収書など関係書類を確認した結果、

適正に処理されていましたので、ここに報告します。

信州大学理学部同窓会　会計監査　　　　市 原　一 模　　　　　　 大 崎　順 平   

2016，2017年度については既にお届けしてあります。
【収入の部】

項　　　目 備　　　考

平成29 (2017) 年度より繰越金 4,263,592 4,263,592

同窓会費（寄付金・入会金） 200,000 42,330 ▼ 51回生（卒業生）までの同窓生・編入生、古本市の収益を含む

同窓会入会金 4,779,200 4,989,150 △

その他
基本金

収入合計

【支出の部】

項　　　目 備　　　考

事
務
費

通信費 800,000 1,030,844

交通費 350,000 336,310

会
議
費

事
業
費

会報印刷費 1,060,000

2,788,792

1,263,760

卒業・修了記念品費 464,000 512,000

公開講座等補助費 1,200,000 1,200,000

郵便局定額貯金を平成30 (2018) 年度、100万円経常費へ移動

八十二銀行定期貯金

各科同窓会への振り分け金

信州大学同窓会連合会納付金
支出合計

予備費
基本金への繰り入れ金

令和元 (2019) 年度への繰越金

基本金総額 貯金利息については普通貯金の口座へ振り込み

《 会 計 監 査 報 告 》

3,976,314 △

支出合計

【基　本　金】

平成30 (2018) 年度まで

《平成30(2018)年度   決 算 報 告（経常費）》

経常支出小計
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平成30年度予算 令和元年度予算

▼ 普通貯金総額　　　　郵便局普通貯金　　　　 3,901,620 円→3,657,945 円

△ 　　　　　　　　　  八十二銀行普通貯金　　　　　 185,523 円→　192,398 円

▼ 信州大学事務局及び会計担当者の所持金　　 176,449 円→　125,971 円

200,000 200,000 － 52回生（卒業生）までの同窓生・新入生を含む…寄付として

令和2 (2020) 年度新入生　　 30,000円×160名分

(入学生定員205名の78％に相当)

（振り込み手数料を含む）

15,000 10,000 － 貯金利息など

0 0 －

9,257,792 8,965,514 ▼

平成30年度予算 令和元年度予算

－ 振込み手数料　　　　　　　　　　　　　　 10,000 円

▼ 連絡用切手代等　　　　　　　　 　　　　 60,000 円　→　70,000 円

▼ 同送会報第34号・35号送料代金　　730,000 円　→　1,050,000 円　

▼ 会長の信州大学同窓会関係の出張旅費 等　　300,000円　→　320,000 円 

△ 会長以外の役員の旅費　等　　　　　　　　　　　　 50,000 円　→　30,000円

消耗品費 10,000 10,000 －
人件費 50,000 50,000 － 名簿整理作業　などのための事務経費

渉外費 10,000 10,000 －
事務連絡費 20,000 40,000 ▼ 平成23 (2011) 年度より毎年経常、令和元 (2019) 年度及び令和2 (2020) 年度の2年度分

雑費 10,000 10,000 －

事務費小計 1,250,000 1,600,000 ▼

総会費 0 100,000 ▼ 令和元 （2019） 年度6月1日（土）に予定：松本市勤労者福祉センター

理事会費 145,000 105,000 △ 理事会旅費支給　1,000円×15名×３回＋懇親会　60,000 円

委員会費 50,000 50,000 － 編集委員会　等

雑費 10,000 10,000 －

会議費小計 205,000 265,000 ▼

▼ 会報34号印刷費（発送費用は通信費へ）　　450,000 円 → 500,000 円

▼ 会報35号印刷費（発送費用は通信費へ）　　350,000 円 → 500,000 円

－ 封筒宛名印刷費　　110,000 円×2回＝220,000 円

－ 卒業記念品費　　　　1,600 円 × 210 名 ＝ 336,000 円

－ 修了記念品費（記念品変更予定）：1,600 円 × 80 名 ＝ 128,000 円

退官・退職記念品費 150,000 50,000 △ 退官・退職　2名分×25,000 円

△ 「自然誌科学館」は令和元 (2019) 年度「科学の祭典」で補助なし

－ 「インターナショナル茶屋」への補助：　100,000 円

－ キャリア教育への補助：　400,000 円

理学部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ費用 0 0 － 令和元 (2019) 年度更新の予定なし

「信州で学ぶ」冊子印刷費 0 0 － 令和元 (2019) 年度改訂版印刷の予定なし

松高寮歌祭賛助金 50,000 0 △
慶弔費 50,000 50,000 －
雑費 50,000 50,000 －

事業費小計 3,024,000 2,334,000 ▼

4,479,000 4,199,000 ▼

令和2 (2020) 年度入学生各学科及びコースへ　　10,000 円 × 160 名分

数学科 、理学科：物理学ｺｰｽ ・化学ｺｰｽ

地球学ｺｰｽ ・生物学ｺｰｽ ・物質循環学ｺｰｽ

70,000 70,000 － 平成18 (2006) 年度より毎年70,000円納付

6,169,000 5,869,000 ▼

300,000 300,000 －
0 0 － 基本金への繰入金なし

2,788,792 2,796,514 △ 約 310万円が繰り越される予定

9,257,792 8,965,514 ▼

3,000,000
5,000,000

8,000,000

【収入の部】

項　　　目 備　　　考

平成30年度より繰越金 4,263,592 3,976,314

寄付金

同窓会入会金 4,779,200 4,779,200 －

その他
基本金よりの移行

収入合計

【支出の部】

項　　　目 備　　　考

事
務
費

通信費 800,000 1,130,000

交通費

1,220,000

卒業・修了記念品費 464,000 464,000

350,000 350,000

会
議
費

基本金総額 貯金利息については普通貯金の口座へ振り込み

－

信州大学同窓会連合会納付金
支出合計

予備費
基本金への繰り入れ金

各科同窓会への振り分け金

令和元 (2019) 年度まで
郵便局定額貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）
八十二銀行定期貯金（普通貯金と合わせて１千万円まで）

令和2 (2020) 年度への繰越金

公開講座等補助費 1,200,000 500,000

1,620,000 1,600,000

事
業
費

《令和元(2019)年度   予　算　案（経常費）》

経常支出小計

支出合計

【基　本　金】

会報印刷費 1,060,000
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総会の出席ハガキをお寄せいただきました。そこにお書きいただいた近況を掲載します。（敬称略） 
 

 

・・・・・・・・・・・ 数 学 ・・・・・・・・・・・ 

 

井上 和行  数学科 元教員 

退職後、８年経ちましたが、今も元気に過ごしています。

地域の世話役と大学の非常勤講師と結構忙しい毎日です。 

児玉 敏夫  文理 2回数学 

もう 87才になったので歩くのが不自由になってきていま

すが、記念式典に参加させていただきたく出席します。 

守矢 武久  文理 7回数学 

集中心がすっかり無くなり、毎日の生活に筋が通りませ

ん。会員皆様の一層のご努力をご祈念いたします。 

小林 博省  文理９回数学 

囲碁と登山と旅行を楽しんでいます。A I 時代の入口に立

ってめまいがしています。 

窪田 綏   文理 16回数学 

久しぶりに私達の学び舎の県の森を訪ねるのを心待ちにし

ております。 

岡野 信也  数学科１S 

高崎保護区保護司会の保護司をしています。 

櫻井 彰仁  数学科１S 

事務局の皆さま、ご苦労さまです。毎日、特にやることも

なく、ボーッとしているのでチコちゃんに叱られそうで

す。 

清水 豊   数学科１S 

今回欠席ですみません。元気でいますので、次の機会には

参加したいと考えています。71才になり年寄りです。 

鈴木 久雄  数学科２S 

昨年の９月、道路を横断中に車にはねられて、肋骨、骨

盤、背骨にひびが入り、脳挫傷を起こして、４ヶ月半入院

しました。初めの二ヶ月は車椅子でしたが、後半は歩ける

ようになりました。今は元の生活に戻る訓練中です。 

佐藤 清一  数学科３S 

イージス・アショア（ミサイル基地）を秋田市に配備する

ことに反対する市民運動に取り組んでいます。 

宮坂 隆   数学科３S 

係・役員の皆様、ご苦労さまです。横田ゼミ（YSTM）で数

学の勉強を続けています。 

大崎 真一  数学科５S 

のんびりくらしています。 

松田 茂樹  数学科５S 

昨年退職し、自由な隠居生活になりました。 

稲葉 誠   数学科８S 

５年前定年、以来年金生活の日々です。長年続けている山

登りを中心に身体を動かしています。また、大学時代の自

然研の取りまとめ役として、年一回の OB 会を行っていま

す。 

神田 正俊  数学科８S 

信州は遠きに在りて思うなり。ご盛会をおいのりもうしあ

げます。 

高津 文宏  数学科８S 

退職後、再任用で中学校で半日数学を教えています。 

宮田 勝昭  数学科８S 

数学科の副会長をしています。 

安達 史郎  数学科 10S 

卒業後すぐに京都共栄学園中学校・高等学校に就職して、

38年間数学教師をし、２年前に退職。その後同校で、再

雇用となり数学非常勤講師。 

上野 哲男  数学科 10S 

定年退職後無職

 

安藤 和夫  数学科 11S 

高校の教員を退職し、今は中学校の非常勤講師として勤め

ています。 

川角 卓   数学科 14S 

今年２月に長年勤めた会社を定年退職し、今は悠々自適な

生活をしています。 

西室 直哉  数学科 17S 

H31．3月末の山梨県立高校人事異動により、中央高校定

時制教頭より、甲府東高校全日制教頭に異動しました。な

お、甲府東高校校長は、数学科 14S古屋武人先生です。現

在、長女、長男、妻との 4 人家族でのんびりと自然ゆたか

な山梨県笛吹に住んでいます。 

竹田 宏   数学科 20S 

いよいよ、２回目の教員免許更新の年になりました。 

西沢 英也  数学科 23S 

東京で、数学とは縁のない仕事（会社員）をしています。 

あの時のなかまとは、今となっては全く疎遠になってしま

い、みんなどうしているんだろうと思っています。 

古川 貴浩  数学科 92S 

札幌へ転勤し、２年が過ぎました。松本とはまた違う寒さ

がありますが、とても住みやすい街です。日常を過ごして

いると松本と大学が思い出されます。今年は松本マラソン

に参加予定です。 

丸山 貴久  数理自然情報 98S 

ご連絡ありがとうございます。阿部 孝順先生のご指導を

受け、早いもので 20年近く経ちました。現在は県内公立

学校で教師を努めています。ご盛会をお祈り申し上げま

す。 

 

・・・・・・・・・・・ 物 理 ・・・・・・・・・・・ 

 

辻村 瑛   物理学科 元教員 

お陰様で三食おいしくいただいています。94才になり家

の中でゆっくり二足歩行をしております。皆様のご活躍

を・・・。 

竹村 一司  文理２回物理 

昨年は（身近）｛二乗｝などで ”山歩き、テニス” から

遠のきました。今年は何とか復活させたい。 

飯田 敬一郎 物理学科１S 

当日はパートの仕事の為、参加できません。理学部ならび

に信大、そして長野県の発展に向かってお互いに頑張って

いきましょう。 

行方 正一  物理学科１S 

小農と地域社会との交流で元気にしています。高齢化で地

域社会をになう人がすくなし。 

中田 典昭  物理学科２S 

出席できませんが、同窓会の盛況を祈ります。 

岡田 菊夫  物理学科２S 

71才になります。入院中につき失礼します。皆さまのご

健康をお祈りします。 

飯沼 和男  物理学科３S 

県立高校教員 36年、私立高校長９年（内県私立中学高校

協会長 3年）を昨年に退職し、一年の充電期間を持ち、H 

3年 4月から京大私学経営アカデミーで学び、自分の課題

にとりくみます。 

菅原 錦市  物理学科７S 

好きな本を読んで毎日を過ごしています。  
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菊池 進   物理学科８S 

あと１年で２度目の定年(65才)ですが、茨城県のつくば

秀美高校の物理教師として残り、非常勤を続けます。少林

寺拳法は七段、茨城龍ケ崎道院長と県連副理事長をしてい

ます。 

春日 一夫  物理学科９S 

退職し、非常勤講師をしています。 

佐藤 具子  物理学科 10S 

同窓会総会のご案内をありがとうございました。新しい職

場での働きが始まりました。同窓会に集われる皆様方がよ

りよい交わりをもてますよう、祈ります。兼松氏の公演が

お聴きできないのは、残念です。 

林  伸圭  物理学科 12S 

退職して、再任用して勤めています。 

谷井 仁   物理学科 13S 

福島県小野町に単身赴任しています。 

大西 武彦  物理学科 22S 

お世話になります。欠席申し訳ありません。現在、茨城県

立龍ケ崎第一高等学校にて物理の教員をしています。ご盛

会を祈念しております。 

 

・・・・・・・・・・・ 化 学 ・・・・・・・・・・・ 

 

橋本 暉一  文理１回化学 

体調悪く歩行困難です。このため同窓会は欠席しますが、

当日ご参会の皆様にはよろしくお伝えください。 

杉浦 美代子 文理５回化学 

年に数回国内外の旅行に出かけ、先日もイスラエルに行

き、異文化に触れ感激でした。健康で生活できる事に感謝

の日々です。 

安藤 賀朗  文理６回化学 

最近の大学生活の様子など同窓会報を楽しんで読んでいま

す。33号の理学部長市野隆雄先生の「ご挨拶に代えて」

も面白く読みました。 

鶴見 文子  文理 11回化学 

80の大台も目前ですが、お陰様で体の不具合もなく、登

山、陸上競技を続けております。同級生たちを思いながら

今さらこの老いた顔をさげて会うのはさすがちょっと。 

小口 哲二  文理 13回化学 

この１年間は自治会の役員を熱心にやっていて、620世帯

と近隣自治会や中学校（避難所運営委員）ほかいろいろな

付き合いで多忙でした。 

小澤 延之  文理 13回化学 

卒業後 54年経過して、学生時代がなつかしいです。年金

生活で健康に留意して、地元の老人会の役員、家庭菜園、

月１回の好きなゴルフ等をして楽しみくいのない生活にこ

ころがけています。同窓会の発展をお祈り申しあげます。 

平石 きみ子 文理 14回化学 

よる年波に勝てず、何事もスローになって来ました。外出

も疎遠になりました。 

傍らから信大の元気な姿を見ています。 

岡崎 幸司  化学科１S 

去る３月２日に父が 103歳で、永眠しました。年をとり体

を動かすことも大変ですが、がんばってスポーツジムで水

泳とスタジオでもエアロなどに頑張っています。 

神戸 正夫  化学科１S 

古希を過ぎましたが、学生時代からのスキーは続けていま

す。２月２８日志賀高原スキーの帰路に松本に寄り、県公

園の信大文理学部建物を訪ねて、なつかしいヒマラヤ杉や

校舎を見ました。宜しくお願いします。

渡部 幸子  化学科１S 

専門学校退職後、社会人の就職支援職業教育にたずさわっ

て居りましたが、平成３０年１２月をもってその職を退き

ました。（後継者を育て終わったので） 

宗像 園野  化学科１S 

春が近づくこの３月の季節、毎年信州の春がなつかしく思

い出されます。主人が亡くなって３年余りたち一人暮らし

で気楽な様ですが、何かと疲れる事も多々あり、脳と身体

の体操をして、ストレスを追い払っています。 

那須 民江  化学科２S 

ご苦労様です。大学を退職しても、まだ忙しい日々です。

ほとんどボランティアですが。 

安藤 功   化学科２S 

2019年 3月 福岡大学を定年退職。 

角髙 憲治  化学科５S 

「信州大学歌」作詞の岡部剛機様が、私の住む生駒市の方

だと知り、少し驚きました。 

渡辺 拓夫  化学科６S 

昨年４月から年金生活が始まり、現在は孫の保育をしてい

ます。 

渡辺 一雄  化学科７S 

定年退職後、講師として働いています。２年前に右足首を

開放骨折してしまいました。いまだに痛みが治まらず、往

生しています。いつか完治して好きなスキーができる日を

信じて生きています。 

楜澤 晴樹  化学科７S 

佐久市教育長 ６年目を迎えます。 

中村 秀人  化学科９S 

辺野古で抗議活動に参加してきました。 

菊地 滝太郎 化学科 11S 

再任用２年目で働いています。 

竹内 永夫  化学科 13S 

3月 31日で定年退職しました。 

阿部 卓巳  化学科 16S 

足助高等学校で教員として頑張っています。（物化研 横

井研に所属してました。） 

小山 智史  化学科 16S 

昨年 12月に諏訪湖近くに家を新築しました。単身赴任

（静岡県）生活は継続中。 

池田 信彦  化学科 16S 

孫も４人に増え、にぎやかです。 

大道 修司  化学科 16S 

還暦がだいぶ近くなってきましたが、元気にやっていま

す。参加できず残念です。 

中島 禎浩  化学科 17S 

祝・創立 70周年。 

小川 さえ子 化学科 18S 

仕事をやめ、家で静かにしています。 

冨安 岳人  化学科 90S 

第 12回日本ミックスダブルスカーリング選手権（3月開

催）に出場し、ベスト８の結果でした。カーリングをやっ

てみたい人を募集中です。（冨安さんの連絡先は化学科同

窓会にお尋ね下さい。） 

太田 将信  化学科 92S 

理学部総会には時間が間に合いませんが、信大 70年イベ

ントには参加します。 

北爪 夏寿  化学科 2008S 

平成 30年に子供が産まれました。 

岡 みのり  化学科 2011S 

信州大学を卒業後、地元関西の大学院へ進学しました。す

っかり関西弁に戻りました。冬の寒さは松本市ほど厳しく

なくて穏やかです。 ※ ネットでの出欠確認ができるよ

うになりませんか。 
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倉澤 勝仁  大学院工学研究科（化学）H10入学 

山梨県の高校の教員になり 19年が経ちました。今年は教

員免許の更新の年ですが、信州大学での免許更新の受講を

考えています。私は学部の出身は徳島大学ですが、両大学

ともに創立 70 周年なので、今年は特別な年だと思ってい

ます。 

信州大学の今後の益々のご発展を祈念いたします。 

 

・・・・・・・・・・・ 地 質 ・・・・・・・・・・・ 

 

秋山 雅彦  地質科学科 元教員 

定年退職して 20年にもなります。同窓会誌はいつも懐か

しく拝見しています。残念ながら総会には出席できませ

ん。盛会を祈っています。 

森 義直   文理３回地質 

何とか元気ですが、目がひどく悪くなり苦労しています。 

酒井 助太郎 文理 16回地質 

1.2 ha の水田を耕作しています。でも、年齢的・体力的

にもう限界かな？一応出席にしておきますが、市民公開講

座にもいきたいともおもっています。 

深沢 孝二  地質学科１S 

同窓会報を拝読し、信州大学の皆さんが頑張っている様子

が伝わり、感謝しています。義務教育に関わっていたこと

もあり、地方国立大学が置かれている厳しい状況は他人事

ではない気がしています。同窓会の益々の活躍を期待しま

す。 

小川 邦夫  地質学科２S 

地質に関わるコンサル企業にアルバイターとして通ってい

ます。若い人たちと日々接するのはなによりのボケ防止サ

プリメント !!今しばらく続けていと思っています。 

加藤 芳郎  地質学科３S 

卒業から半世紀ちかくになります。専門資格をいかして、

今も現役で若手の指導に頑張っています。 

吉野 博厚  地質学科４S 

会社は退職しましたが、石油学会の移動大学講師を続けて

います。 

田辺 芳宏  地質学科６S 

健在です。 

林田 守生  地質学科７S 

はずせない用がすでに入っていまして申し訳ありません。 

松本に行くことができなくて残念です。また、お誘い下さ

い。 

舩山 満也  地質学科７S 

時々、仕事で名古屋へ、ほとんど、のんびりと読書三昧の

日常を送っています。 

竹中 敏浩  地質学科 10S 

兵庫県立の高等学校長を勤めたのち、現在は兵庫県立人と

自然の博物館に勤務しています。 

川澄 隆明  地質学科 11S 

寮歌祭に参加します。理学部同窓会の森淳会長には、「会

のとりまとめ」や「寮歌祭の連絡」など感謝しておりま

す。 

水野 真理子 地質学科 92S 

一般財団法人地球温暖化防止 LSE技術アカデミア認定「環

境情報伝道士」として、地球環境悪化の現状と行動するこ

との大切さを広く伝える活動を 10年間続けております。

信州大学で学べたお陰です。ありがとうございます !! 

美濃村 奈津子 地質学科 93S 

子どもが小学生になり、少しだけ自分の時間が持てるよう

になりました。 

村松 真行  地質科学科 2001S 

NSES静岡事業所にて,施設の操業・保全を実施。 

大林 由明  地質科学科 2004S 

大阪の建設コンサルタント会社から、宮崎県庁に勤務する

ことになりました。 

本合 弘樹  地質科学科 2011S 

建設コンサルタントでセメント・コンクリートの業務・研

究をしています。 

高山 裕司  地質科学科 2015S 

就職が決まり、安曇野市内で働くこととなりました。 

 

・・・・・・・・・・・ 生 物 ・・・・・・・・・・・ 

 

小野里 担  生物科学科 元教員 

幸い健康に恵まれ、現在も研究を続けています。材料は魚

類から甲殻類に変わりましたが、大学時代の染色体セット

操作研究を継続させています。 

木下 哲雄  文理１回 生物 

70周年おめでとうございます。米寿を過ぎ卒寿目前です

が元気でおります。３年前から老人ホームに入所した家内

の介護をしながら、３階の窓下から広がる田、松本平とそ

の向こうの山並みを眺めていやされ、信大創設の頃、生物

教室、山岳部の活動を時々思い出しています。 

大塚 こずえ 生物学科 10S 

元気です。 

板倉 康則  生物学科 10S 

定年まで残り１年となります。肩の荷をおろすのが楽しみ

です。一昨年には母校を訪ねました。変わらぬ校舎に思い

出が蘇りました。 

渡辺 雄二  生物学科 10S 

けいはんなにて CO2 貯留に関わる研究に勤しんでいま

す。 

星野 克明  生物学科 21S 

３月９日に高田先生の退職記念会に参加するため、松本に

行きました。約２５年振りです。同級生にも会いました。 

斎藤 直人  生物学科 22S 

遠方に居りますが、ご案内を頂き、大変うれしく思ってお

ります。 

鈴木 悠子（旧姓加藤）生物科学科 2000S 

二年前に次男を出産（昨年から職場復帰しています。）子

育て中です。 

岩坪 糸保（旧姓水玉）生物科学科 2000S 

実は数年前に結婚し、昨年息子が産まれました。在学中は

たくさんの方にお世話になりました、ありがとうございま

した。 

嶋田 美幸（旧姓井上）生物科学科 2006S 

理学部（今はなき花里研）の修士課程を卒業し、結婚、2

人の子を出産し、ただいま 2人目の産休中です。同窓会誌

なつかしく読ませていただきました。育休復帰し、中学教

員として、大学・研究生活の素晴らしさを子どもたちにつ

なげていきたいです。また松本・諏訪に遊びに行きます！ 

松田 浩和  生物科学科 2010S 

現在屋久島で自然ガイドをしています。 

太田 和希  生物科学科 2015S 

大阪大学大学院生命機能研究科に入学（H30年度）指導教

員の東京大学への栄転により、H31年度より外部指導委託

の形で東京大学へ通学予定。 

 

・・・・・・・・・・・ 物 循 ・・・・・・・・・・・ 

 

戸田 任重  物質循環学科 元教員 

日中は  ○  作りで汗をかき、夕方温泉、夜は晩酌で、極

めて健全な生活をしております。 

尾茂田 眞榮 物質循環学科 2011S 

沖縄で再び学生に戻っています。ご盛会を祈っています。 
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