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大学で何を学ぶのか －「指示待ち」から「自主的学び」へ 
理学部長(2017～2019 年度)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。今後、新しい場でのみなさ

んの活躍に期待しています。 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございま

す。これから、美しい松本の地で、多様な人たち

との出会いを楽しんでください。 

 

さて、大学で学ぶことの意味について、スピー

ドスケートの小平奈緒さんとフィギュアスケート

のネイサン・チェンさんがインタビューに答えて

いたので紹介します。 

信州大学教育学部出身の小平さんは 2018 年の

ピョンチャンオリンピックで金メダルをとりまし

た。それは、「信州大学に進学したことが遠回り

になった」という意味で「遠回りの金メダル」と

評されました。なぜ実業団からの誘いを断り、信

州大学で競技を続ける道を選んだのですか、とい

う質問に彼女はこう答えています。 

「もちろん実業団はスケートに集中できて、魅

力的です。収入もあります。でも、そうした枠の

中では自分は成長できない、と思いました。何年

後かの自分を想像して、伸び続けられているのか

を考えました。スケート以外の人との出会いや経

験を通して、もっと人間としての幅を広げたいと

の思いもあった。世間の時間軸で見ると、遠回り

に見えるかもしれません。客観的に自分を見て

も、近道ではなかったと感じます」（2018 年 3月

30 日朝日新聞デジタル） 

 

ネイサン・チェンさんは、現在、米イェール大

学で寮生活をおくる 20歳で、将来は医学大学院

に入ることを目指しています。彼は、大学入学後

に出場したすべての大会で優勝しており、12 月の

フィギュアスケート・グランプリファイナルでも

オリンピック 2連覇の羽生結弦選手をおさえて優

勝しました。そのあとのインタビューから、少し

長いですが引用します。 

「イェール大学で勉強をしはじめてから、新し

い世界が開けました。世の中はスケートが全てで

はないという当たり前の現実を実感し、気持ちが

楽になった部分もあります。学生のおよそ 80％は

フィギュアスケートがどういうスポーツなのか全

く知らない。当然僕のことも知らないし、オリン

ピックを連覇したあのユヅのことすら知らない学

生も多い。 

世の中にはスケートよりももっと重要なことに

取り組んで、大変な苦労を日々している人も大勢

いるという現実を改めて実感したんです。自分も

もっと人間的に幅広く成長したい。そして将来的

には、広い意味で社会に貢献したいという気持ち

を持つようになりました。 

11 月に行われたフランス杯の 2週間後にあった

大学のテストは、何とかパスできました。今度も

また大きな試験があるのですが、まあなんとかな

るだろうと思ってます（笑）。子供の頃から僕は

勉強よりはトレーニングに多くの時間を費やして

きたので、大学の授業はスケートよりもはるかに

大変です。 

しかし、僕の同級生も大学のスポーツチームに

入っていたり、環境問題に取り組む団体に所属し

ていたり、結構みんな勉強以外の活動で忙しい。

みんな学業とそれ以外の活動とを両立させてい

る。僕だけがそれほど特別な立場にいる訳ではな

いので、頑張らなくてはと思います。」（2020 年

1 月 10 日文藝春秋 digital） 

小平さんもチェンさんも、「もっと人間として

の幅を広げたい（から大学へ入った）」と語って

います。「子供の頃から勉強よりはトレーニング

に多くの時間を費やしてきた」というチェンさん

は、「狭かった」自分から「より幅広い」自分へ

と大学に入ってから脱皮した、ということです

ね。 

 

いま信州大学理学部で学んでいる若い人たちの

中にも、「子供の頃から・・・に多くの時間を費

やしてきた」という人はいると思います。 

私が、家族で米国に滞在していた時、小学校の

先生が何かにつけて“If you’d like to do so,”と話

すのが印象的でした。学校では「あなたがそうし

たいのなら」という自主性が常に問われていたの

でした。ひるがえって日本の現状はどうでしょ

う。 

信州大学理学部同窓会
信  州  大  学  理  学  部  同  窓  会 
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最近、あるベテランの「家庭教師集団」の代表

が、「中学受験で難関校に入ったのに、入学後数

ヶ月でズルズルと成績が下がってしまう子」がい

ることについて、「塾や親からの指示にしたがっ

て勉強を進めてきた『いい子』にとって、中学で

は細かい指示がないため、何をすればいいかわか

らず途方に暮れる」ことが原因の一つだと述べて

います。（2020 年 1 月 24 日プレジデント・オン

ライン） 

この話は、「中学の話であって大学には無縁」

とは言い切れないと感じています。小中高生の時

代に、「・・・に多くの時間を費やしてきた」人

たち。それが“Because I’d like to do so,”であっ

たのなら問題はありません。しかし、それが誰か

（先生や親？）の指示に従ってのことだったのだ

としたら・・。 

 

大学で何を学ぶのか？ それは、そのような自

分から脱皮することだ思います。言い換えれば、

「指示待ち」から「自主的学び」へと自分が変わ

っていくことです。そのような学びを可能にする

ために、大学は昔から「自主的な学びの場」を提

供し続けています。その中心は、卒業研究であ

り、セミナー（あるいはゼミ）です。そこでは教

員は指示を与えるだけでなく、本人の自主的な学

びを支援します。 

一方、小平さんやチェンさんのように、より広

い世界の中で自分を捉え直すことも、大学で学ぶ

重要な意味です。大学は「自分を客観的に見つめ

直す場所」でもあるのです。 

 

私自身は学部時代（特に 1、2年生時）には、

あまり「お勉強」をしませんでした。それは、教

科書に書かれている内容を聞くだけの講義には興

味が持てなかったからです。もっぱら「山登りに

多くの時間を費やして」きました。しかし、自分

が面白いと思う「勉学」には熱心に取り組みまし

た。例えば、自分たちで選んだ学術書を読む「自

主ゼミ」を企画したり、塾講師として中学生を相

手に「仮説実験授業（生徒が実験の結果につい

て、いろいろな予想を立て、意見をたたかわせた

後、実験を行う授業）」をやったり、です。そし

てその後、卒業研究には全力を注ぎました。 

 

今、卒業研究が始まると「細かい指示がない」

ことに戸惑い、行き詰まってしまう学生がいま

す。現在の大学では、1、2年生の段階で、少しず

つ自主性が身についていくような教育を行うこと

が大事だと感じます。「答えがわかっていること

を教える授業」ではなく「答えがわからない問題

について学生といっしょに考える授業」を、「難

しい内容に挑戦させるだけの授業」ではなく、

「知らなかったことを知る喜びを共有する授業」

を、です。そんな学びの中から学生のみなさん一

人一人が「自主的な学び」を体得していくことを

願っています。 

 

理学部では 2019 年度に教員間で授業を相互参

観する試みを始めました。私が参観した授業の中

でも、上のような学生の自主性をはぐくむ取り組

みがあることをお伝えします。理学部での授業

は、社会人への「市民開放授業（聴講料が必要で

す）」、および 10月初旬のみ行われる「高校生

のための授業公開」により、学生以外の方にも参

加していただけます。同窓会会員のみなさまも、

ぜひどうぞ。 

最後になりましたが、同窓会会員のみなさま方

には、私が学部長職であった 3年間、さまざまな

ご支援をいただき、ありがとうございました。ど

うか今後とも理学部の維持発展に一層のご協力を

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、一方

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。 

はじめに、昨年実施しました信州大学創立 70 周

年・旧制松本高等学校 100 周年記念事業に関しまし

て、報告させていただきます。2019 年（令和元

年）6月 1日（土）に、まつもと市民芸術館におい

て、記念式典、市民公開講座、信州大学歌完成披露

コンサート（https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/med

ia/movie/2019/06/6170.html）を行いました。また、同

日ホテルブエナビスタにおいて記念祝賀会を開催し

ました。記念式典では、池上 彰氏に対する名誉博

士号の授与や「信州の高等教育黎明期」に関するト

ークセッション、信州大学ビジョン 2030 の発表も

行いました。その他に、信州大学歴史資料アーカイ

ブの映像制作をはじめ、各学部等の企画によるシン

ポジウム、講演会、ホームカミングデー等の記念行

事の開催、広報誌「信大 NOW」特別号の発行、周年

事業専用のホームページ開設、「信州大学歌」の制

定、信州大学同窓会連合会による松高・信大寮歌祭

の開催、信州大学見本市の開催、信州大学学士山岳
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会との連携事業等につきましても実施しました。記

念事業を実施することができましたのは、同窓会の

皆様をはじめ関係する皆様から、多大なご寄附を賜

りましたことによるものと、厚くお礼申し上げま

す。次代に向けて様々な取組を活性化したいと考え

ておりますので、引き続きご支援・ご協力を賜りま

すよう心よりお願い申し上げます。 

さて、昨年 2019 年を振り返って、皆様は何が心

に残っていますでしょうか。4月 30 日に平成の天

皇陛下が退位され、5月 1日に皇太子徳仁親王殿下

が第 126 代天皇に即位されたことは、それに伴う

「即位礼正殿の儀」や「祝賀御列の儀」など様々な

行事とともに心に残っております。元号も「平成」

から「令和」に改まり、昭和生まれの私にとって

は、3つめの元号となります。昭和 63年 6月に信

州大学に赴任してきましたので、平成の 30年は、

自分自身にとりましては、信州大学での 30年とい

えます。スポーツでは、ラグビー日本代表がラグビ

ー・ワールドカップ日本大会において予選リーグ 4

戦全勝で初の 8強入りを果たす快挙が強く印象に残

っております。スローガンに「ONE TEAM(ワンチー

ム)」を掲げ、一丸となって戦う姿には熱狂させら

れました。このスローガンは、「2019 ユーキャン

新語・流行語大賞」の年間大賞に選出されており、

多くの人の胸に響く言葉だったと思います。科学の

分野では、旭化成名誉フェローの吉野 彰氏が 2019

年のノーベル化学賞を受賞されたことは、非常に素

晴らしいことだと感じております。リチウムイオン

電池の開発による受賞ですが、現在我々の身近にあ

るスマートフォンやノートパソコンなど、多くのモ

ノに使用されている電池の開発ですので、専門でな

い方でも素晴らしい開発だと感じるのではないでし

ょうか。 

また、令和元年 10月 12 日に日本に上陸した台風

19 号は、関東地方、甲信地方、東北地方などに記

録的な大雨を降らせ、甚大な被害をもたらしまし

た。長野県内でも千曲川の決壊、越水等により甚大

な被害が出ており、その影響が未だに残っておりま

す。信州大学の教職員や学生の中にも被災された方

がおり、また、同窓会の関係者にも被災された方が

いると思います。心よりお見舞いを申し上げます。

台風の巨大化による災害発生は今後も起こりうると

予想され、どのような対策が現実的か考えていく必

要があると思います。長野県では、「ONE NAGANO」

を合言葉に、想いをひとつに、復興に取り組んでお

り、協力していきたいと考えております。 

一方、信州大学では、昨年 4月に「グローバル教

育推進センター」を「グローバル化推進センター」

に、「学務部国際交流課」を「国際部」に改組し、

グローバル人材の育成、国際学術交流など、グロー

バル化を目指した取組の強化を進めています。ま

た、地域特有の課題を客観的に分析解析する能力と

課題全体を見渡せる俯瞰力や他分野への応用力を備

え、他分野のメンバーとも協働して課題解決のため

の方策を提案できる「地域中核人材」の養成を目指

して、人文科学研究科、経済・社会政策科学研究

科、教育学研究科を統合再編し、総合人文社会科学

研究科を本年 4月に設置します。これにあわせて、

教職大学院も改組します。 

地域との連携に関しては、昨年 11月に、長野県

庁内に「信州大学・長野県連携室」を設置し、信州

大学特任教授を県の役職である高等教育連携推進役

として配置しました。今後、教育、産業、農業、政

策など、様々な面から組織対組織の連携を強化して

いきたいと考えております。また、長野県議会との

包括的連携協定も締結しました。議会と学生との意

見交換の場を設けることや条例づくりに大学の知見

を役立てる等、県議会を含めた県内自治体や各機関

とより一層連携を深め、地域社会・経済の発展に寄

与できるよう努めているところです。このように、

地域との様々な連携強化を促進してきた結果、日経

グローカル No.374（2019 年 10 月 21 日）に発表さ

れた地域貢献度ランキングで前々回調査以来の 1位

を獲得することができました。今後とも、地域と連

携しながら地域創生の一助となるよう活動していく

つもりです。 

ところで、東京オリンピックが開催される 2020

年は干支で言うと庚子（かのえ・ね）です。Web ペ

ージで「庚」の年の意味を調べると、「植物の生長

が止まって新たな形に変化しようとする状態」と記

されております。「子」は、十二支の最初で、「種

子の中に新しい生命がきざし始める状態」だそうで

す。ということで、「庚子」の年は、変化が生まれ

る状態、新たな生命がきざし始める状態なので、

「全く新しいことにチャレンジするのに適した年」

と言えそうです。 

信州大学理学部同窓会が新たなチャレンジを図

り、益々ご発展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、挨拶とさせていただき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大学の地域貢献度調査 2019 

日本経済新聞社が国公私立全国 755 大学（回答 548 大

学 ）を対象に 2018 年度の調査を行った「大学の地域貢

献度調査 2019」が 2019 年 10 月発表され、信州大学は総

合 1 位に評価されました。 

 調査のカテゴリーは 5 つ。地域貢献推進のための「組

織・制度」、公開講座や地域イベント、学生の地元就

職、社会人学びなおしプログラム等の「学生・住民」、

自治体や企業との共同研究、大学発ベンチャー数などの

「企業・行政」、留学生や外国人教員数、留学生の国内

就職等をみる「グローカル」に、ポスドク対策や女性教

職員のワークライフバランスなど、事業所としての地域

貢献をみる「働く場としての大学」が新設となり、38 項

目の設問で構成された調査となっています。 

 （信州大学 HP より抜粋） 
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会 長 あ い さ つ 
                                     森   淳 

 
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

のだったに違いないと思います。 

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。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。 

地球への負荷をめぐり人類にとって分岐点が迫っ

ているといわれています。論理的に考え見つめるこ

とを大事にし、よりよい選択と克服の道を歩み、皆

が幸せになれる社会をめざそうではありませんか。 

ゼミ・クラスやサークルの友人は、互いに支え合

う大切な仲間となります。ぜひ、今後も友情を深め

ていくようにして下さい。 

幸せな人生を送られることを望んでいます。 

 

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」の三つの「ガ

ク」の街と言われています。 

「学問」について言えば「学び」についての市民

の意識が高いことが挙げられますが、それと共に信

州大学の学問・研究の充実と市民への還元が、それ

を支えています。「学問の街」への大学の役割の中

に、学生諸君の「学びの姿勢」も入っています。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って

います。 

自然豊かな地での自然科学の学びは、特別な豊か

さをもたらすものと思いますし、市民の「学び」に

ついての深い理解は、皆さんの「学び」をより深い

ものにすると思います。 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。 

 

各国が参加する「気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)」は三つの特別報告とそれに基づく検討の結

果、産業革命前に比べて気温上昇を 1.5℃に抑える

ことに合意しました。 

「1.5℃の地球温暖化特別報告」は『すでに 1℃

上昇している。予想より加速しているので、このま

まではこの 10年で 1.5℃まで上昇し、極端な高

温、豪雨、干ばつが増える』と警告しています。こ

の報告は 40 カ国 91人の科学者によるもので、2018

年秋に出されました。続いて、昨年(2019)の夏「土

地」「海」に関する二つの報告が出されました。そ

れは『土壌劣化、水不足で農業は打撃をうけ、食料

供給が不安定となることや、南極の氷床の溶けが早

くなっていて海面上昇が加速、永久凍土の溶けも始

まっていて、このままではメタンガスが大量に放出

される』としています。 

地球の平均気温は長い間、きわめて安定した状態

が続いて恵まれた中で人間は暮らしてくることがで

きたといえます。しかし、200 年で 1℃上昇したと

のことですが、ここ近年の上昇を見ると 2℃への上

昇はそれほど先のことではないように思えます。 

多くの科学者は、温室効果をもたらす CO2がその

原因と指摘しています。ほかにメタン、一酸化二窒

素、フロンなどがあるとされていますが、量的には

CO2が最大です。メタンの温室効果は相当大きいと

のことで、この二つを減らすことが、世界の大きな

目標になっています。 

異常気象の原因のすべてが直接温暖化とはなりま

せんが、複雑なメカニズムの中に気温上昇が絡んで

いると思います。 

日本でも猛暑日(35℃以上)は気象庁の全国 13地

点の平均値で、2018 年には 7日を超えています。

久留米市では 44 日もあったといいます。冬の寒さ

も全体としてゆるんでいます。オーストラリア、ア

マゾン流域の森林火災、世界各地の海面上昇(高

潮)、砂漠の拡大や、日本での強力な台風、集中豪

雨を考えるとき、気象変動は地球全体の温暖化に原

因を求めざるを得ません。 

国際社会は、上昇を 1.5℃に抑えるため、温室効

果ガスの排出を 2050 年に実質０にすることを求め

ています。今年１月の段階で「実質０」にすること

を目標にした国は 67 カ国ありますが、その排出量

は全体の 15％でしかありません。さらに、実現の

ための政策を持っている国は７カ国で、その排出量

は２％です。 

2016 年の統計ですが、世界の総排出量は 323 億

トンで、中国 28％、アメリカ 15％と続き、日本は

3.5％で五位です。一方、一人あたりで見ると、ア

メリカ 14.9ｔ、韓国 11.5ｔ、ロシア 10.0ｔ、日本

9.0ｔで、日本人は４番目に多く出していることに

なります。世界の人口は 77 億人(2019 年)で 2050

年には 97億人と予想されています。仮に排出量を

半分にしようとすると、一人あたり 2ｔ程度までに

減じなければならないことになります。そのために

は思いきった転換で、温室効果ガスの排出を減らす

こと、森林の管理・農業の育成で吸収量を増やすこ

とでしょう。また、海・山・水・土の管理で、余分

なガスを自然発生させないで、自然が CO2を取り込

む力を失わないように、どれだけ出来るかにかかっ

ているといえます。 

こうして考えてくると、グレタ・トゥンベリさん

の「私たちは大量絶滅の始まりにいるのです。それ

なのにあなた方が話すことはお金のことや永遠に続

く経済成長というおとぎ話ばかり。30年以上にわ

たり科学が示す事実は明解だった。あなた方はその

事実から目を背け続け、何の手立ても見えていな

い。」という、大人に向けた、世界のリーダーに投
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げた激しい言葉がよく判るのです。そして、それに

呼応して世界中で 700 万人もの若者が動き出しまし

た。今や気候変動問題は若者が主人公となっていま

す。若者の「科学的知見に立て」という訴え、「そ

のための犠牲は甘受する」という決意を、正面から

受け止めなければなりません。 

日本をはじめ排出量の多い国々は、生産から消費

までを見直し実質０にむけた、政策と行動手順・方

法を具体的に示すことが求められています。日本は

化石賞を二度も続けてもらうことになった、石炭火

力発電をやめ、排出量の多いものを大胆に切り替え

ることが必要です。地球に負荷を与える野放図な開

発をやめること、また、積みあげれば相当量となる

ものを明らかにして、国民に協力を求めることだと

思います。 

文科省は現行の大学入試「センター試験」に代え

て「新テスト」を計画していましたが、英語の外部

検定試験利用と、国語・数学に記述式をいれること

の二つについて、当面導入を断念しました。この二

つが新テストの目玉であっただけに狙いそのものが

なくなったといえます。 

本来、新しい制度を導入するには、総括が行われ

てしかるべきですが、センター試験について十分検

討された形跡は伝えられていません。とにかく入試

を変えれば教育内容も変えられると「変える」こと

を先行させたように思えます。新しい「収入源」に

なると、受験産業が強引に押し込んだという感がし

ます。 

これまで、センター試験の出題は「指導要領」

(それの是非は別にして)を相当厳格に守ってきまし

た。それは、高校で学んだことで試験を受けること

を保証してきました。しかし、外部の検定試験はそ

の範囲を守っているわけではありません。文科省は

法的拘束力まで持ち出して高校に厳しく守ることを

要求してきた「指導要領」を、自ら放棄したという

ことでしょうか。 

記述式の導入については、二回の試行テストが行

われ、それを受けて、数学は記述の部分のない、た

だ一行の式を書かせるものになりました。国語の記

述部分は入試の合否に反映させないよう大学に求め

るなど、導入の意味のないものに変わってきていま

した。 

もともと記述式は、文章にまとめたり、解に至る

までの経過を書かせるもので、その全体を見て採点

をするものと思います。そして、入試での採点は一

問毎に複数の採点者が全て目を通し、細部の配点や

記述内容の違いについても、相互に検討しあい神経

を使って行うものです。その作業こそが同一テスト

内での平等を確保しているのです。 

新テストで全国 60万人の答案用紙を見るとなる

と(一問だけですが)、仮に採点者一組で 3000 枚見

るとして、200 組(2教科なら 400 組)の採点者が全

国各地で採点することになります。たとえ短文や式

一つにしても、別解が生じた時、判定をし、連絡を

し、再点検をするとなれば、とても短期間で済むと

は思えません。 

予想される解答例は用意されますが、例示以外の

解が出た時、それが正しいかどうかの判定が出来る

採点者ばかりとは限りません。「誤答」とされたま

まという可能性も否定できません。 

大量の答案を短時間で採点することを考えると

き、記号による穴埋めはやむを得ないことです。現

行のセンター試験は穴埋め方式としては、とても良

くできていると思います。範囲のある中で、穴埋め

という条件なのですから、新作問題を作り続けるこ

とは、とても難しいことです。過去問と同じような

ものになることはあり得ることです。それでいいと

思っています。 

入試での記述式は国立大学のほぼすべて(82 大学

中 81大学)で導入されています。科目は異なるもの

の、それを必要とする大学・学部・学科で導入され

ています。記述式をもっと充実させることが大事と

いうなら、それぞれの大学で必要性を検討し採用で

きるようにしてほしいと思います。それは、同一試

験の範囲で平等が確保されますし、大学教員が、引

き受ける学生の力を知り計る重要なものだからで

す。そして、大学教員が採点するからこそ、新しい

学生の指導・講義に生かすことが出来るものとなる

と考えるのです。 

しかし、一方で大学の教員・職員が減らされ、作

問・採点をはじめ入試業務が重荷になっている実態

があります。その改善を図り、学生の入口から出口

まで手厚い教育が出来るように願わずにはいられま

せん。 

私は信州大学の数学の入試問題(数学科卒で他教

科の問題の評価はできませんが)で良問を続けて作

成していることに敬意を持っています。どの科・コ

ースもですが、そうした努力は並大抵ではありませ

ん。その蓄積は大学にとって、大きな財産だと考え

ます。 

全国統一的に行う入試は、これまでのセンター試

験の総括を大学・高校の現場の意見、教育の専門家

の見解を踏まえて行うことを求めたいと思います。

改善・改良の方向は、あいまいな未来の想定や短絡

的な思いつきでなく、18才までに身に付けるべき

基礎・基本と、子どもたちの成長・学習に則したも

のとして、考え抜いてほしいと思います。 

世界は貧富の差が拡大し、物事を力で決しようと

する動きが目に付きます。しかし、武力を押しとど

め、話し合いを諦めないで平和と平等を求める多く

の人々が努力を続けています。私たちは、そういう

人々と励まされ励ます関係を大事にしたいと思いま

す。また、それを意識しつつ歩みたいと思います。 

同窓会は会員の皆さんと共に互いに励まし合える

ものとなるよう、さらに努力してまいります。
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―――――――― 先 生 方 か ら の 学 問 へ の い ざ な い ――――――――― 
 

環境科学を学ぶ最適な場所  

榊原 厚一（物質循環学） 
物質循環学コースのホームページを見ると、コー

スの英語表記は「Environmental Science」となっ

ています。直訳すれば、環境科学。「物質循環学」

とは違うのではないかと思われるかもしれません

が、まさに当コースを言い表している表現だと思い

ます。物質循環学コースにおける教員の専門は大

気・水文・地質という地球科学・自然地理学から森

林学・生態学・環境化学という非常に幅広い分野を

網羅しており、環境科学を構成する学問を一括とし

て学ぶことができる特徴があります。 

授業に関しても、座学だけでなく、実際にフィー

ルドで見て・触れて・不思議を発見しそこから学ぶ

という多くの野外巡検をカリキュラムへ組み込んで

います。私一人でさえも、一年間で上高地・乗鞍

岳・信濃川・松本湧水群において巡検を実施します

ので、コース全体では数えることが大変なほどの数

を実施していることになります。現場を見ずして環

境は語れない、とよく言われますが、まさにその通

りだと思います。巡検の多さもまた、当コースの特

色の一つであることは間違いありません。 

私が実施している野外巡検を一つ紹介します。ア

ドバンス実習（学部生対象）、集水域システム論

（大学院生対象）の授業において、毎年、真冬の上

高地へ出かけています。山岳域の上高地は、冬季に

なると気温は氷点下 20度を下回り、積雪は 1∼2m 以

上となり非常に厳しい環境となります。暖房ありの

避難先（信州大学上高地ステーション）の確保等、

十分な安全対策をした後、スノーシューを履き、巡

検に出かけます。私の専門は地下水学ですから、巡

検では湧水を巡ります。湧水点に到達すると、毎年

学生から「気温は氷点下 20 度を下回るのになぜ湧

き水は凍らないのですか？」と質問がでます。湧水

の水温を測るように伝え、測定してもらうと、学生

は驚き不思議な顔をして「えっ、水温+6 度もあるの

ですけど．．．」と率直な感想がもれることがしば

しばあります。 

まさに、「なぜ？」「想定していたことと違う」

という率直な感想こそが、科学の始まりだと思いま

す。この疑問に答えようとする過程で、「湧き水は

どこから流れてく

るのか？」「湧き

水の起源は何

か？」「地温の時

空間分布はどのよ

うになっているの

か？」という新た

な疑問が生じるこ

とに学生が気づき

ます。 

上記はほんの一例ですが、野外巡検は自ら問題を

発見し、それを解決するための方策を見出す力を育

てる最良の機会となっています。このように、環境

科学を学ぶことにより、問題発見力・問題解決力が

備わる人材育成を行う場所としてあり続けていきた

いと考えています。 

 

 

非圧縮性 Navier-Stokes 方程式の研究 

谷内 靖（数学科） 
私は非線形偏微分方程式を研究しています。 

特に、非圧縮性流体の運動を記述する非圧縮性

Navier-Stokes 方程式や Euler 方程式等を研究して

います。 

ここで非圧縮性流体とは、水や油のように縮まな

い流体のことです。空気などの縮む流体は圧縮性流

体と呼ばれます。なお、大気の運動は大きなスケー

ルで考えると縮まない流体とみなせますので、非圧

縮性 Navier-Stokes 方程式で記述できます。 

適当な領域に満たされている流体に対し、非圧縮

性 Navier-Stokes 方程式は、各時刻 t>0 と領域の各

点 x=(x1,x2,x3)における流体の速度ベクトル u(x,t)

と圧力 p(x,t)を未知関数とする連立の非線形偏微分

方程式です。外力 f(x,t)と時刻 t=0 での各点の速度

ベクトル a(x)（初期条件）を与えたとき、非圧縮性

Navier-Stokes 方程式の解（u,p）を求めることが問

題となります。滑らかで２乗可積分な初期速度場

a(x)をあたえたとき、時間大域的な滑らかな解が存

在するかどうかは、現在に至るまで未解決な問題と

して残されています。 

この問題は、いわゆるミレニアム懸賞問題であ

り、アメリカのクレイ研究所から 100 万ドルの懸賞

金がつけられた有名な数学の７つの未解問題の一つ

です。 

この問題は難しすぎて私には手が出せませんが、

その周辺の問題を研究しております。 

 

例えば、最近は、非有界領域上の非圧縮性

Navier-Stokes 方程式の定常問題（時間によらない

解）や時間周期解の一意性を研究しています。小さ

な外力 fを与えたとき、小さな定常解や時間周期解

が存在することはわかっておりますが、その解が一

意的かどうかは、まだ部分的にしか解決できていま

せん。非有界領域においては、小さな解は一つだけ

であることはわかっていますが、その小さな解とは

別の大きな解が存在するかもしれません。 

私は、適当な条件のもとで、そのような大きな解

は存在しないことを示しました。大した結果ではあ

りませんが、これは私の数少ないお気に入りの結果

の一つです。 

現在は、ここで仮定した適当な条件をできる限り

緩めることを目指しております。 
厳冬期の上高地にて湧き水を探し歩く 
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―――――――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――――――――――― 

 
例年、年度後半の「広報情報室から」では、多くの学生の表彰を報告させていただいていますが、今年度は「広報情報室か

ら」を書き始めて以来、私の記憶では、最も多くの学生が表彰されています。教員は卒業生の表彰と合せて、後半にまとめま

したので是非ご覧下さい。 

 

〇 国際交流 

 前回予告したウラジオストクへの学生の派遣につ

いてですが、トルシン先生のお骨折りにより実現す

ることとなりました。当初、極東連邦大学(Far 

East Federal University)への派遣で交渉してきた

のですが、最終的にウラジオストク州立経済大学

(Vladivostok State University of Economics and 

Service)で、学生の交流を行なうこととなりまし

た。極東連邦大学の見学も行なう予定です。 

理学部からは、数学、物理、化学、生物の 4分野

から学生 11 名(学部生 2、修士課程 8、博士課程 1)

を 2月 16 日〜20 日の日程で派遣し、ウラジオスト

クの学生と合同研究発表会と交流会を行なう予定で

す。また帰国後には、「インターナショナル茶屋」

で報告会を行なう予定です。次回の「広報情報室か

ら」で、詳しい様子をお知らせします。 

 

〇 N・E・X・Tシーディング 

理学部から「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」というテーマで信州大学

の「N・E・X・T シーディング支援経費」に応募し、

採択されたことは前回お知らせした通りです。この

事業は、講演会やセミナー等による「トポロジカル

データ解析」というデータ解析の手法の信州大学内

での普及を目的としたものです。 

前回は第 1回のみお知らせしましたが、第 2回以

降これまで開催された講演会やセミナー、そしてこ

れから開催予定のものは以下の通りです。(敬称略) 

 N・E・X・T + 水と光講演会 

日時: 10 月 16 日(水)16:30〜18:00 

講師: 平岡 裕章 

 (京都大学高等研究院高等研究センター) 

題目: トポロジカルデータ解析とその応用  

 N・E・X・T + 水と光講演会 

日時: 11 月 1日(金)10:00〜11:30(講演)、 

13:00〜14:30(講演)、15:00〜16:30(演習) 

講師: エスカラ・エマーソン 

 (理化学研究所 革新知能統合研究センター) 

題目: TDA「Mapper」入門：データの「形」を見

よう 

 N・E・X・T + 水と光+トポロジーセミナー 

日時: 1 月 24 日 

(金)16:30〜18:00 

講師: 濱田 直希 

((株)富士通研究所) 

題目: 多目的最適化に 

現れるトポロジー 

 

 集中講義 

期間: 2 月 4 日〜7日 

講師: 大林 一平 

 (理化学研究所 革新知能統合研究センター) 

授業名: 数学特別講義 I  

 N・E・X・T + 水と光 + トポロジーセミナー 

期間: 3 月 24 日〜26 日(詳細未定) 

講師: Vidit Nanda (オックスフォード大学) 

     Kelly Spendlove (オックスフォード大学) 

 

これらの講演会では、数多くの応用が紹介され、

とても興味深い講演を聞くことができました。医学

部、全学教育機構、経法学部からの参加者もあり、

少しは信州大学内でのトポロジカルデータ解析の普

及に貢献できたのではないかと思っています。 

なお、本事業で支援した総合理工学系研究科(修

士課程)2年の白玉敬大さんが、第 9回スポーツデー

タ解析コンペティションで優秀賞を受賞しました。 

 

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) 

前回お知らせしたように、今年度が事業の最終年

度となります。今年度後半で開催された(される予

定の)イベントは以下の通りです。 

 第 2回野外学習会: 10 月 20 日(日)に「松本市の

化石採取と地層観察会」と題して、松本市四賀に

て開催されました。講師は、信州大学理学部の山

田 桂教授でした。 

 第 3回野外学習会: 11 月 3 日(日)に長野市善光

寺・長野高校周辺にて、活断層ウォークとして開

催されました。案内は、長野高校の学生さんに行

なっていただきました。 

この後、3月 15 日に大学生・高校生・一般市民・

外国人学生がともに自然との共生について議論する

場として、信州自然共生サミットが開催されます。

ここ何年か学生の交流でお世話になっているタイ王

国カセサート大学の学生にも講演をしていただきま

す。また、3月 7 日 8 日に、第 4回野外学習会（上

高地乗鞍のトレッキング）、3月 16 日には、第 5回

野外学習会（長野市の歴史的被災地を訪問するバス

ツアー）が開催されます。 

 

〇 高大連携事業 

今年度後半では、以下のような高大連携事業が行

なわれました。 

 第 1回「科学オリンピアン養成講座」が、9月 7

日(土)に物理「運動方程式を（数値的に！）解い



 

8 
 

てみよう」をテーマに信州大学理学部で開催され

ました。 

 第 3回「科学オリンピアン養成講座」が、10 月 5

日(土)に信州大学理学部で開催されました。テー

マは、物理「微分・積分を使って力学の問題を解

いてみよう」、物理「送電」、生物「生体を構成

する物質」でした。 

 第 4回「科学オリンピアン養成講座」が、11 月

30 日(土)に信州大学理

学部で開催されまし

た。テーマは、地球学

「室内での岩石・薄片

観察と野外での地層観

察」でした。 

 第 9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～」が信州

大学理学部で開催されました。これは、長野県教

育委員会、信州大学理学部が協力して取り組んで

いる高大連携事業「信州サイエンスキャンプ」事

業の一つです。 

今年度の総合優勝は長野 A チームに輝き、2位

は松本秀峰 Aチーム、3位は長野 Bチームとなり

ました。優勝した長野 Aチームは、3月に開催さ

れる「科学の甲子園」全国大会への出場権が与え

られました。また、1～3位のチームには、賞状が

贈られました。 

 

なお、3月 8日には、信州サイエンスミーティン

グが開催される予定です。高校生による研究発表

(口頭発表とポスター発表)が行なわれる予定です

が、ポスター発表は、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

プおよび理学部教員により採点され、優秀な発表は

信州大学理学部から表彰される予定です。 

 

〇 学生教員等の表彰 

毎年、年度後半には多くの学生の研究が表彰され

ています。今回は、教員や卒業生等の表彰も合せて

お知らせします。詳しい内容については、理学部ホ

ームページの「お知らせ」をご覧下さい。 

 河川財団による研究助成「河川基金」に採択さ

れ、平成 30 年度末に研究報告書が提出された 91

件の研究の中から、研究当時に理学系博士課程に

在籍していた竹中將起さん（現在は学振 PDとし

て基礎生物学研究所に所属）の研究が優秀成果研

究（7件）に選定され、8月 6日に東京大学・伊

藤国際学術研究センターで開催された「河川基金

研究成果発表会」において表彰されました。 

 2019 年度日本地球化学会年会(9 月 17～19 日、東

京大学本郷キャンパス)において、総合医理工学

研究科(博士課程)2年の浦井暖史さんが学生優秀

発表賞(ポスター発表)を受賞しました。 

 第 38回分析化学中部夏期セミナー(9 月 2 日～3

日、インテック大山研修センター、富山市）にお

いて、総合理工学研究科(修士課程)1 年の坂巻麻

理子さんと、深山敦史さんが、優秀ポスター発表

賞を受賞しました。 

 AsiaFlux2019 20th anniversary workshop(9 月
29 日～10 月 5日、飛騨・世界生活文化センタ

ー、岐阜県高山市）において、総合理工学研究科

(修士課程)1 年の田岡作さんが、学生ポスター発

表賞を受賞しました。 

 日本山の科学会 2019 年秋季研究大会(10 月 26 日

～27 日、専修大学、川崎市）において、総合医理

工学系研究科(博士課程)2 年の岡本聖矢さんが、

最優秀発表賞を受賞しました。 

 日本磁気科学会第 14 回年会(11 月 11 日〜13 日、

アオーレ長岡)において、尾関寿美男特任教授

（名誉教授）が第 9回日本磁気科学会功労賞を受

賞しました。 

 2019 年日本生態学会中部地区大会(11 月 16 日、

名城大学)において、総合医理工学研究科総合理

工学専攻(博士課程)1 年の田路翼さんが、優秀ポ

スター発表賞を受賞しました。 

 第 50回記念根研究集会(11 月 23 日～24 日、名古

屋大学)において、総合理工学研究科理学専攻(修

士課程)1年の暁麻衣子さんが、優秀発表賞を受賞

しました。 

 第 25回日本環境毒性学会研究発表会(9月 25 日、

国立環境研究所、つくば市)において、総合医理

工学研究科(博士課程)1年の小田悠介さんが、ポ

スター発表賞を受賞しました。 

 日本陸水学会甲信越支部会第 45 回研究発表会(11

月 30 日～12 月 1 日、RAKO 華乃井ホテル、諏訪

市)において、総合理工学研究科(修士課程)1年の

市川雄貴さんが、ポスター賞を受賞しました。 

 日本陸水学会第 84回金沢大会(9 月 27 日～30

日、金沢大学)おいて、総合理工学研究科(修士課

程)1年の北澤太朗さんが優秀口頭発表賞(未来開

拓枠)を、市川雄貴さんと古郡千紘さんが優秀ポ

スター賞(未来開拓枠)を、それぞれ受賞しまし

た。 

 日本動物学会中部支部大会金沢大会(12 月 7日～8

日、金沢市文化ホール、金沢大学)において、総

合理工学系研究科(修士課程)2年の河内理子さん

が、優秀発表賞を受賞しました。 

 第 33回日本吸着学会研究発表会(11 月 14 日〜15

日、名古屋大学)において、理学科化学コースの

二村竜祐助教が奨励賞を受賞しました。 

 第 51回種生物学シンポジウム(コテージ・ヒム

カ、宮崎市)において、総合医理工学研究科(博士

課程)1 年の田路翼さんが、優秀ポスター発表賞を

受賞しました。 

 山岳科学学術集会(12 月 14 日〜15 日、筑波大学)

において、理学専攻の複数の大学院生が以下の通

り最優秀・優秀発表賞を受賞しました。 

 口頭発表部門最優秀発表賞:総合理工学系研究

科(修士課程)2年上木岳さん 
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 口頭発表部門優秀発表賞:総合理工学系研究科

(修士課程)2 年長谷川慎平さん 

 ポスター発表部門最優秀発表賞:総合理工学系

研究科(修士課程)1年富澤亮太さん 

 ポスター発表部門優秀発表賞:総合医理工学系

研究科(博士課程)2年岡本聖矢さん 

 N・E・X・T シーディングのところにも書きました

が、第 9 回スポーツデータ解析コンペティション

(12 月 21 日〜22 日、統計数理研究所、立川市)に

おいて、総合理工学系研究科(修士課程)2 年の白

玉敬大さんが、ポスター部門優秀賞を受賞しまし

た。 

 

 

 

信州大学理学部では、学術的・学習会をいろいろ

開いています。教室セミナーやサイエンスカフェ、

野外学習会です。教室だけでなく街中の会場や自然

の中が教室になります。理学部のホームページの表

紙左下の「NEWS」に告知されます。 

https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/ 

 

例えば、今予定されているものは次のものです。 

〇地学団体研究会セミナー(チバニアンに関する講演) 

日時：6月 14 日(日)予定  

会場：信毎メディアガーデン(松本市) 

講師：信州大学教育学部 准教授 竹下欣宏 

（理学部卒業生） 

もう一つは、通常の講義を聴講するものです。卒

業生の皆様も、懐かしい先生の名講義をもう一度受

講し、あるいは最新の科学研究に触れる機会を通し

て、皆さんのお役に立てていただければと思いま

す。理学部では 2020 年前期は 57 の講義が募集予定

です。是非この機会に、学生と一緒にキャンパス・

ライフをお楽しみください。 

詳細は下記 URL の募集案内をご覧ください。 

信州大学市民開放授業 
http://www.shinshu-u.ac.jp/general/extension-courses/ 

 

 

 

 

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

 

あっという間の４年間 

松下 凌大（2016S 物理コース） 

私はこの春卒業するのですが、その“実感”とい

うものが全然湧いてきません。 

入学してからの４年間はあっという間に過ぎ去り

ました。最初は右も左もわからず、何もかもが不安

でした。しかし、徐々に環境に慣れていき、友人も

増え、物理が楽しくなりました。友人達となにげな

い会話をしたり、物理について話し合ったりするの

はとても楽しい時間でした。どんな時でも、物理の

議論につきあってくれる友人や先生方ばかりで本当

に恵まれた環境でした。 

４年間お世話になった先生方、友人達には感謝を

しきれません。私にとって、皆さんと過ごした時間

はかけがえの無いものになりました。物理学コース

の人々は皆いい人であり、沢山の友人ができまし

た。卒業によって大多数の友人達と離ればなれにな

ってしまい寂しくなりますが、それぞれの場所で活

躍し、またどこかで会えることを楽しみにしていま

す。 

 

私はこのような文章を書くのがとても苦手なので、

“当たり障りのないこと”を書いておきました。こ

こにはあまり書きませんが、６階のラウンジで何度

も開催された飲み会はとても楽しかったです。また

他の研究室にも関わらず、飲み会に快く参加させて

いただいた先生方には感謝しています。 

AGU Fall Meeting を振り返って 

堀 瑞季（2016S 物質循環学コース） 

物質循環学コース榊原研究室に所属する 4 年の堀

瑞季と申します。私は、2019 年 12 月 8日から 13日

にかけて、アメリカ合衆国、サンフランシスコにて

開催された米国地球物理学連合（American Geophysical 

Union [AGU] Fall Meeting）に参加してきました。AGU 

Fall Meeting は、毎年 12 月上旬から中旬に開催さ

れる地球物理学分野に関する国際学会であり、参加

者は毎年約 100 カ国から 2万人を上回り、世界最大

規模の学会となっています。学会では、気象学、水

文学、雪氷学、地震学、惑星科学など、幅広い学問

を扱っており、その規模は非常に大きく、様々なセ

ッションに分けられた口頭発表のほかに、一日に約

3500 件にも及ぶポスター発表、各種イベントが 5日

間にわたり実施されます。 

私にとって初めての学会発表が AGU Fall Meeting

での発表となり、正直、右も左も分からず、準備か

ら発表に至るまで不安や緊張でいっぱいでした。し

かしながら、サンフランシスコで過ごした約一週

間、本当にたくさんの良い刺激を受け、大きく成長

できたことを強く感じます。私自身の発表として

は、水文観測および水質・水同位体比等の環境トレ

ーサーを用いた諏訪湖流域における地下水の涵養過

程の解明をテーマにポスター発表を行いました。発

表通じて、これまで自分では気づかなかった点や新

たな見解をご指摘いただき、多くのことを学び、自

分の研究に対する理解を深めることができました。

また、世界各地の研究者による最新の研究発表、質
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疑応答を直接聞くことができ、今後研究を続けてい

くための、より一層の動機付けを得ることにつなが

りました。同時に、またいつかこのような機会をい

ただいた時は、今回よりもさらに大きな成果が得ら

れるよう、英語でのコミュニケーション力の向上も

今後の課題にしたいと強く感じました。 

この度は、ご支援をいただいた理学部はじめ、指

導教員である榊原先生、学会発表に至るまでに関わ

っていただいた全ての皆様に、学部 4年にも関わら

ずこのような素晴らしい経験ができたこと、心より

感謝申し上げます。私は、信州大学の大学院に進学

し、水文学の研究を続けていきます。研究を進めて

いくなかで、試料の採取や分析またデータ解析など

が思うようにいかず、研究室で頭を抱えるような苦

しい経験をすることもあるかもしれませんが、この

学会で得た経験を活かし、これからも研究、勉学に

励み、様々なことに挑戦していきたいと思います。 

 

 

一般的学部二年生の雑記   

吉田 匠（2018S 生物学コース） 

今回、同窓会報に原稿を書かせていただくことに

なりました吉田匠と申します。別に面白いことも何

も書けないので、生暖かい目で見ていただけると幸

いです。 

さて、自分に原稿の指名が来て「書くべきこと」

として考えられるものは、自分の好きな某 2.5 次元

アイドルコンテンツ、もしくは生物学コース所属ら

しく生物関連のことだと思う。前者について書きた

い気持ちは山々だが、限られた文字数で表すには厳

しいものがあるので今回は後者について書いてい

く。 

自分の場合、生物学コースに入学するにあたって

「俺が○○の秘密を解明してやる！」などの確固た

る意志をもって入ってきたわけではない。昆虫とか

が何となく好きで、「まあ生物系の学部へ行くか」

という具合に、まあ現代の一般的大学生（個人的偏

見）にみられそうな志望動機である（自分で書いて

いて、こんな奴に原稿を書かせていいのか？ とい

う疑問は拭えない）。 

このような学生であるが、昆虫が「何となく」好

きというのは確かである。何となくというのは、自

分が何故に昆虫が好きなのかがはっきりとは分から

ないからだ。これを書くにあたって適当な理由でも

付けておこうかとも考えたが、思いつかなかった。

残念。この何となく好きな昆虫であるが、自分は鞘

翅目の、特に、水中にいるような昆虫が好きだ。信

州大学松本キャンパスの周りには素晴らしい（当社

比）水生甲虫が多く観られる。そのため、空いた時

間を使ってたびたび大学周辺の水辺へと出かけてい

る。池に行けば、自分の地元である東京都では絶滅

したことになっているゲンゴロウが普通にみられ、

山間部に流れる沢に行けばハバビロドロムシ、ツブ

スジドロムシ、ムナミゾマルヒメツヤドロムシなど

のカッコいい連中も観られる。彼らを観るたび、大

学選びは間違っていなかったのだなと思わされる。 

このように大学周辺でもある程度までの水生甲虫

は観られるが、そのうちに松本では観ることのでき

ないものを観たくなるのは、世の真理と言っても過

言ではない。そのため、自分のなけなしのバイト代

やら、ちょうど今年度に申請・採択された長野県科

研振興会の助成金を使い（自分は「アドバンスゼ

ミ」科目を履修し、学部 1年後期から東城研究室に

お世話になっ

ていて、研究

活動にも取り

組んでい

る）、たびた

び松本を離れ

ては、水生甲

虫類をつまん

でいる（しか

し、昆虫の発

生時期が講義

と被るのは考えようである）。 

2019 年にも様々な地域へ出かけたが、特に印象に

残っているのは、東城先生に採取許可を取っていた

だいて出かけた吐噶喇列島であろうか。この旅行で

の目的は、原記載以降の記録が皆無であったトカラ

ツヤドロムシ（ウエノツヤドロムシの亜種）を採取

することであった。結果からいうと、特にドラマ性

（死ぬほどやって最後に 1匹とか）もなく、いとも

普通に採れてしま

った。「誰も行こ

うとしなかっただ

けで、現地では普

通」のパターンだ

った。また、他の

島で記録の無いヒ

メドロムシ科甲虫

2種を採ったのも

非常に嬉しかった

（未公表）。とま

あ、誰の得にもな

らない「自分語

り」はこれぐらい

にしたいと思う。 

最後に真面目なことで終わろうと思う。自分も来

年度は学部 3年（になる予定）である。後期には研

究室配属もあり、研究を始めるにしても「何となく

この生き物が好きだから」みたいなのはまずい気が

する。生き物との関わり方を含め、色々なことを考

えながら過ごしていきたい。

  

写真 1：裏山の沢にいるかっこいい 

ツブスジドロムシ 

写真 2：魚も捕れます 

（左が筆者、右は友情出演の寺森）
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―――――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――――― 

 

食道癌の寛解(完治)への記録 
清水 豊(1S 数学) 

癌闘病が友人知人でも多いこの頃です。私の場合

は奇跡的(？)に治ったので、その体験を時系列ごと

に３区分して、記述します。何かの参考にしていた

だければ幸いです。 

＜経過１(2008 年 5月～2008 年 8 月)＞ 

①2008 年 5 月人間ドック受診、医師の結果面談にて

「食道に影があり精密検査の必要有」との指示。 

②6月紹介状とレントゲンフィルムを持って東京医

大病院へ、精密検査を実施。(該当の部位を取得) 

③７月 4日検査結果として、「悪性の食道癌」を告

知される。直ぐに治療開始の指示があり、入院予

約をした。 

④７月 14日(病床の空き待ち)から入院した。イン

フォームドコンセントに基づいて次の病状説明を

受けた。 

㋐ 食道癌・リンパ節への移転有、ステージ４a(5

年生存率 15％)の判定。 

㋑ 当面、抗がん剤治療を行う。CDDP を１回７月

16 日、5FU を 2クール(１クールは 5日間投

与)7月 17 日からと 2週間後の 8月 7日からの

予定。 

㋒ その後の様子をみて、除去手術を検討する。 

⑤㋐㋑を終了し、8月 19 日一旦退院した。 

⑥8月 25 日 CT 検査・内視鏡検査などを行う。その

結果、除去手術をすることとなった。 

＜経過１の時期の私の考察＞ 

①仕事を退任直前のドック受診。60 歳。 

②自覚症状が全くなく、突然の癌宣告に驚き。(食

道癌の特徴であり手遅れが多くなる原因とも) 

③遺伝家系などから想定外ではなかったが、宣告さ

れるとショックはあり。 

④医者の指示に従うしかなく、「俎板の鯉」状況で

ある。 

⑤「一般の生活が可能な時期」と「治療の時期」が

交互に繰り返すと聞き、前者の時期を最大限追及

すべく、後者の時期はその為のものと考えるよう

にした。 

⑥抗がん剤投与後は、口内炎が酷く、食べられない

ことや体調不良、髪の脱毛などがあった。 

 

＜経過２(2008 年 9月～2008 年 10 月)＞ 

①次の入院前に、自分の血を採取。300 ㏄を 2回。

手術時に自分への輸血用とのこと。 

②9月 2 日入院。予定手術内容の説明を受ける。 

・全食道(約 24ｃｍ)の摘出、全身麻酔で８時間程

度の予定。 

・見つかっている癌は胃の近くにあるが、食道の

周りはリンパ節やリンパ球が多く今後他の臓器

に移転しやすい、今もステージ 4なので、今後

のために全部取ることが望ましい。その為臍の

上縦に 20㎝・右脇の下横に 10㎝・首喉の下 5

㎝の 3カ所を開腹し、食道除去後、胃を引き上

げて喉に繋ぐ、とのこと。 

・5通もの同意書に署名。(輸血治療同意書、血奬

分画製剤使用同意書、中心静脈ライン挿入説明

書、静脈血栓塞栓症・リスク、予防・身体拘束

同意書) 

③手術後のために呼吸機能の強化訓練を繰り返し

た。 

④9月 8日手術(8:15～15:45) 

 9 月 9・10 日は ICU 室。9月 11 から 14 日は入院

病棟の処理室にて 24H の監視下。 

⑤15 日から、一般病棟、全身管だらけから徐々に少

しずつ外していった。 

8 日から 22 日まで、口からは一切何も取れず、胃

に直結する管よりの補給のみ。 

⑥23 日より、飲み込む訓練を開始、ゼリー状から少

しずつ。30 日より口からの食事を開始、5分粥 7

分 10 分と順次改善した。 

⑦10 月 11 日に退院した。 

＜経過２の時期の私の考察＞ 

①手術前の誓約書は、病院側に都合よく記述されて

おり、患者側との対等平等のものとは思えず、不

満な感じではあったが、このような状況下では、

署名せざるを得ない。 

②体全体拘束用の着衣や、手指の自由を奪うミット

型手袋など、人権侵害だと憤りを感じたが、医者

・看護師の懸命さや仕事の大変さを考えると納め

ざるをえなかった。自分の体が緊急時には、心の

余裕もなくなるものであることを痛感した。 

③口からの水・食物が一切ない状況が 15 日間もあ

った、胃への液体だけの投入で生きていけること

を確認した。 

④食べるという行為は、入れる・噛む・運ぶなど、

いろいろなからだの機能が複雑に機能して可能に

していることを改めて実感した。ベロや弁など再

開までにはかなりの訓練が必要になった。水を飲

むこともなかなか難しくゼリー状のもの、柔らか

いものと徐々に回復した。 

⑤体重は、病気前 72 ㎏が退院時は 59 ㎏となり、随

分軽くなった。 

 

＜経過３(2008 年 10 月～2020 年 2月)＞ 

①2008 年 10 月より、定期的に検査(ＣＴ・内視鏡・

血液)を繰り返し、その間隔も 1か月 2 か月 3か

月とだんだん長くなり、7年間続いた。 

②2015 年 11 月、寛解(完治)との宣言をうけた。も

し今後癌を発病しても再発ではなく、あらたな癌

となると説明をうけた。カウントの仕方だそうで

す。 

③定期的な検査が必要なことから、自宅近くの病院

宛てに紹介状を出してもらい、今は 3 か月毎に定



 

12 
 

期チェックをし、異常なしの状況がつづいてい

る。 

＜経過３の時期の私の考察＞ 

①髪の毛について、一時は脱毛が多く 2008 年 10

月には一旦坊主頭にしたが、その後は順調に元

に回復し、今は全く普通である、細くなり白く

なりしているが、これは普通の歳のせいでしょ

う。 

②食事については、ゆっくり時間をかけてという

状況、老人には丁度いいかも。食事直後には横

になれない。逆流を起こすので。 

③声については、声帯系が戻らないため、大きな

声は出せない。しかし退院時よりは徐々に回復

し、今は日常会話には支障はない、少し遠い人

には届かないが。 

④それ以外はまったく日常生活に支障はない。毎

週の乗馬や・月数回の能狂言の鑑賞・ハイキン

グ・旅など元気に生活している。 

⑤体重も 65 ㎏と回復している。 

 

【まとめ】 

今は 72 歳です、15％の生存率を乗り越えている

ことに、喜びと驚きを感じています。良い医師と病

院、家族や友人の支えなど厚く感謝しています。再

生させて頂いた命を大切にと思う日々です。中高大

の同窓会も毎年あり、その都度数名の死去が報告さ

れます。そんな歳ですので今を大事にと日々思いま

す。 

 

 

マラソンのこと 

垣見 新一郎（2S地質学科） 

名古屋で 19 歳まで過ごした私が、静岡県に移り

住んで 50年近くになります。12 年前定年退職する

際、子供が独り立ちして遠くに住む今、妻と二人き

りでどう生活したら良いだろうかと考えました。自

由になる時間だけはたっぷりとあったので、健康第

一を考え体づくりが頭に浮かびました。そこで、ま

ず歩くことから始めてみました。 

目標は体重を一定に保つことでした。ところがい

っこうに成果がでませんでした。散歩の途中に出会

った人に聞いてみると、速く歩くことを勧めてくだ

さいました。一汗かくくらいのスピードで運動しな

いと、体重は減らないということのようです。さっ

そく実行してみましたが、体がうまく動きませんで

した。手足を前後上下に大きく振ってチャレンジを

しました。道路に映る自分の影を見てがっくり。体

が大きく揺れ、何とも不格好な歩き方でした。それ

でも、雨の日を除いて毎日歩き続けていくうちに、

変化が見られました。最初のころは、30 分で 2.5㎞

ほどしか歩けなかったものが、1年後には 3.5 ㎞ま

で距離を伸ばし、1時間近く歩いてもあまり疲れが

残らないようになりました。同時に、何か今までと

は質の違った運動をしているような感覚となり、は

っと思って自分の影を見ると、なめらかに移動して

いました。若い時と違って筋力がないことが幸いし

て、スピードを上げるためにはきれいなフォームに

なるよう、自然と体が反応したのではないか思いま

す。 

気分良く、調子にのって近くの大井川河川敷にあ

る、マラソン専用コースに進出しました。散歩・自

転車に乗る人、ランナーなど毎日多くの人が利用し

ていました。この中で私の歩き方を見て、マラソン

大会に出てみたらどうかと声をかけてきた人がいま

した。 

歩き始めて 3年目の冬、2011 年 2 月 63 歳にして

森町ロードレースという大会の 10㎞部門に初出場

しました。制限時間はありませんが、1時間 20分く

らいで歩く条件で大会事務局に問い合わせてみる

と、諒解をいただきました。出場者は約 700 名でし

た。私は先頭でスタートしましたが、数分でビリに

なりました。沿道からは数多くの人々が応援して下

さり‘最初から歩いてはダメだ！’という声がかか

ります。事情を話すと今度は‘最後まで走るな

よ！’です。それでも折り返しまでに 2名、ゴール

までにさらに 2名のランナーを追い抜きました。走

っている人を歩いて抜くのは、なかなかの快感でし

た。記録は 1時間 19 分 49 秒でした。 

その後も 5年ばかり、ランナーに混じってただ一

人歩いていくつかの大会に出場しましたが、ひとつ

気がかりなことがありました。ある大会だけ、先頭

でスタートする私の前からいつのまにかランナーの

姿が消え、いつもビリになりました。この大会は他

に比べてレベルが高いのです。私のためにバイクで

最後尾を付いて来て下さる人に、すまない気持ちと

なり、このためだけ最初の 2㎞ほどを走る練習をし

ました。 

これがきっかけとなり、3年前からはランナーに

変身し年間 6つの大会に出場しています。マラソン

大会は、10 代から 80 代くらいまでの老若男女が集

まり、交流を深めることが出来ます。最後に最近の

大会記録を書きます。10㎞、54 分 06 秒（自己新記

録）、70歳以上男子の部 55 人中 19位。男子総合

593 人中 269 位。 
<追記>昨日(2 月 2 日)第 49 回森町ロードレース 10 ㎞に出場

しました。53 分 09 秒で自己新記録でした。昨年 3 月

の藤枝マラソンより 6 大会連続で自己新記録です。 

 

――― 本 を お 譲 り 下 さ い ――― 
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 
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―――――― 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 17回松本化学学士会総会報告 

 

2019 年 10 月 26 日（土）松本キャンパスにて第

17 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 12S の皆様にご担当いただきました。総

会の部では、活動・会計報告、活動・予算案の審議

のほか、8月に行われた松本化学学士会学生支援金

運営委員会において寄付金の具体的な募集要項につ

いて検討された旨の報告がありました。別途会員の

皆様宛に同支援金のご案内をお送りする予定ですの

で、ご協力よろしくお願いします。次回第 18 回総

会は 13S 卒業生の当番幹事で本年秋を予定していま

す。 

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。 

 

 

 

東京同窓会が開かれました 

2 月 8日（土）東京のアルカディア市ヶ谷にて東

京同窓会がひらかれ、140 人を超す同窓生があつま

りました。会は「松本から辺境の地へ『山と人と本

と』」と題して神長 幹雄さん（「山と渓谷」元編

集長 人文 50年卒）のお話か

ら始まりました。よく知られて

いる 10 人の岳人の足跡を辿り

つつ、それぞれの自然への向き

合い方の違いと生き方をエピソ

ードを交えて語られました。 

 

濱田学長から「信州大学の未来を考える」と題し

ての、沢山の資料をもとに現状報告と次のステップ

についての話をいただきました。 

 

懇親会では、濱田学長の「大学歌」のお披露目を

兼ねた独唱からスタート、和気あいあいの 2時間で

した。 

恒例の信大交響

楽団の演奏は女性

カルテットで、懐

かしいメロディを

奏でてくれまし

た。 

第 12回信大東京同窓会に参加して 

穴田 幸雄（7S 数学科） 

 

昨年 11 回同窓会に初めて参加しましたが、今年

も開催の次第を同窓の友人から聞かされ、事務局殿

に連絡を取り参加しました。昨年は初めての参加で

したから、その規模の立派さに驚き、こんなにも多

くの信大同窓の士が集う会が東京にあったことにも

っと早く気付くべきだったと悔しく（？）思った次

第です。とは云え、この歳になり現役で仕事を持ち

ながらでも、少し時間に余裕が出来てきた最近にな

ってから、特に昔の若かりし頃の時代を懐かしむ様

になり、同窓会の案内を貰ったりすると参加できる

ようになったものかと思います。 

毎回、各界で活躍されている同窓の講師による講

演会がプログラムに組み込まれ、大変興味深いお話

を聞かせて頂けるのも楽しみです。同窓会というも

のは、その後の人生を様々な分野で生きてきた人た

ちがそれぞれの思いを開陳する場としてあるからこ

そ、興味深く意味深い時間を共有する場になるのだ

と思います。特に信大同窓会は信州大学という一種

特別な自然環境と歴史背景にあって、社会に出る前

に教養やそれぞれの専門分野の学びを得た場とし

て、同窓生にとってはそこで過ごした時間は掛け替

えのない尊い記憶を呼び戻してくれる機会だと思い

ます。 

それから、信州大学オーケストラのサークル活動

に参加し五年間の在学期間の内三年をオーケストラ

で過ごし、残り二年で殆どの単位を取って卒業した

私には、信大オーケストラのメンバーが参加して、

生演奏を聞かせてもらえるのも、大変な喜びです。

オーケストラに捧げた青春とまではいかないもの

の、その濃密な時間の思い出は、その後の自分の人

生に大きく影響したことは確かで、それを呼び覚ま

してくれる時間がとても芳しく嬉しく感じます。今

もそうでしょうが、たこ足大学であるが故にサーク

ル活動は、各学部の所在地を順繰りに回って練習す

るのが習慣で、そのことが学部間の人的交流に大き

く貢献しているものかと思われ、このことが信大の

特別な文化形成に大きく役立っているものとおもい

ます。 

今回の講演をして頂いた神長先生の著書「未完の

巡礼」に重ね合わせて云えば、誰しも青春期に過ご

した信大で抱いた夢や将来への希望は、その多くが

実現できなかったとしても、こうした機会に鮮やか

に蘇ってくる自身の「未完の巡礼」になるのではな

いかと思われた次第です。 

改めて同窓会の会長および幹事の皆様、信大の営

業マンの様な濱田学長およびご参加の先生方、それ

からオーケストラのメンバーの皆さんに感謝致しま

す。 
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生物同窓会 熊野ツアー記 

～神倉、楯ヶ崎、鬼が城、他～ 
安原 克彦（17S 生物） 

 
「こんなに歩かせる企画で大丈夫だろうか？」 

藤山先生の年齢は？脚を怪我していた先輩もいる。 

「でも、車から降りてすぐのところだけの熊野な

んか、つまらない。」と、2019 年 11 月 2 日から 2

泊 3 日の日程で生物同窓会熊野ツアーが始まりまし

た。参加者は藤山先生や第 1期生から僕の同級生ま

での 9名です。 

当初の懸念は、結論から言うと全くの杞憂でし

た。最高齢者は夜中の散歩一人で行く余力がありま

した。せめて誰かに一言かけてから行って欲しかっ

たですね。「先生がいない！」「捜索隊が必要

だ！」と騒ぎになっていたのですよ。 

 

皆さんの住む都会からだと熊野は広くそして遠い

のです。だから今回の熊野ツアーは比較的名古屋に

近い三重県南部の海側の熊野をチョイスしました。

そしてここは自然度の高い場所でもあります。 

 

11 月 2 日快晴、東京など各地から約 6時間の旅を

経て、第一陣が和歌山県新宮駅に到着してきまし

た。最初の目的地は 500 段以上の石段の先にある神

倉神社です。ここは神様が降りてくる場所と言われ

ています。石段は見上げるような急登から始まりま

す。ここを案内したとき、ほぼ全員の「えっ」とい

うリアクションがいつも楽しみです。石段の先には

神様が降りてくる目印となったゴトビキ岩という巨

岩があり新宮の町から太平洋が一望できるスポット

です。 

 

宿泊は三重県御浜町のおろし庵という自炊できる

宿を一棟借り切りました。ここは風伝おろしという

現象で有名です。秋から冬にかけて風伝峠から雲が

山肌の沿って流れ落ちてくる現象です。3日の朝に

は運よく後続組を含めて 9名全員で観察できまし

た。私も初めて見ました。 

この日のメインは楯ヶ崎です。ここは伊勢の神と

熊野の神の境界といわれる場所で、山道を徒歩で片

道 1 時間近くかかります。でも、ここの千畳敷と比

べると車でいける白浜の千畳敷はまるで箱庭です。

視界を真一文字に断ち切る水平線、眼下の磯に打ち

付ける大波という風景を堪能しつつも、あるものは

湧水の溜まったマイクロコスモスにルーペを取り出

し、あるものは何かを採集するという何十年か前の

既視感が甦ってきました。 

帰りの山道でオオキンカメムシという大型の派手

なカメムシが一匹見つかりました。「これは割と珍

しいですよ。」と藤山先生の講義を聞きつつ、周り

の木を見ると、大集団でいました。葉の裏に十数匹

があちらにも、こちらにも。ここで観察者の興奮度

が一気に上がり撮影会が始まりました。先行した人

との距離は開くし、スケジュール管理の役としては

気が気ではありません。でもまあ、これが生物同窓

会ツアーでしょう。案の定、心配した人が引き返し

てきました。ご苦労様です。 

 

その後、鬼が城という磯沿いの小道をずーと歩け

る景勝地に行きました。ここは昔、鬼と呼ばれた海

賊の基地だった土地のようです。熊野には熊野水軍

と呼ばれた海賊たちが浦々にいたようです。 

その夜も地元のスーパーで食材を調達し宴会で

す。商業捕鯨を再開した太地町でとれたニタリクジ

ラも賞味しました。でも、深夜の出来事は永遠の秘

密ですね。昔の研究室の既視感です。そして皆さん

元気でした。よく歩いていただきました。 

最終日、電車までの時間を使って太地町に行きま

した。いつも通りの静かな港に小さな捕鯨船が停泊

していました。 

 
このエリアには那智大社や那智の滝があります。

その南には本州最南端の潮岬があります。私の住ん

でいる内陸部の熊野もあります。温泉もいっぱいあ

ります。山のこと、川のこと、海のこと、この地の

抱える多くの課題のこと、まだまだ、話したいこと

や聞いてみたいことがいっぱいあります。 

今回熊野ツアーにご参加いただいた皆さん、あり

がとうございました。また来てください。そして、

この文章を読んで興味を持っていただいた方、ぜひ

お越しください。個人でもグループでも、コーディ

ネイトしますよ。希望者がいればツアーも企画しま

す。気楽に連絡してください。 

熊野本宮 安原克彦  
katsuhiko.yasuhara@gmail.com  

学生サークルからのイベントお知らせ 

～お時間ありましたらお出かけください～ 

 

＜信州大学交響楽団＞ 

◇信大交響楽団 第１０５回 定期演奏会 

5 月 17 日（日）長野公演 ホクト文化ホール 

5 月 23 日（土）松本公演 松本キッセイ文化ホール 

 曲目：オッフェンバック「天国と地獄」序曲 

 アッテルベリ 交響曲４番、ドボルザーク交響曲８番 

◇信大交響楽団 OBOG 会演奏会 

 2020 年 5 月 4 日（月）13：00〜16：00（終演予定） 

 松本音楽文化ホール（ザ・ハーモニーホール） 

 曲目：サン・サーンス 交響曲３番「オルガン付き」 
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「会計問題検討会」の設置について 

 

理学部同窓会の財政に関して、その改善のため

「会計問題検討会」を設け、会の運営・取り組みも

見直しつつ「改善策」を検討することにしました。 

ここ数年来、同窓会の財政に年 100 万ほどの不足

を生じさせながら運営を続けてきました。その大き

な部分は会報印刷代・郵便料金の値上げによるもの

で、同窓会設立時とその後の 15 年間ほどの間に積

み立てた「基本金」から繰り入れてきました。 

2016、2019 年の総会で報告し、いくつかのご提案

とともに対応を求めるご意見もいただいています。

そこで、会を立ち上げ検討することとし、次の方々

に委員をお願いすることとしました。科・コースか

らそれぞれお一人ずつと会計担当の７名です。ま

た、太田さんに同窓会と学部の両方を視野に相談役

としてご苦労いただくこととしました。 

なお、第一回目の会合を 2月 14 日(金)にもちま

した。 

数学  宮田 勝昭 さん   8S 

物理  松本 成司 さん  20S 

化学  高橋 史樹 さん 2001S 

地質  高橋 康  さん  92S 

生物  小笠原 慎治 さん 98S 

物循  朴  虎東 さん  88SA 

会計担当 伊東 和広 さん 22S 数学 

相談役 太田 哲  さん  22S 化学 

 

十分ご検討いただき、その結果は次回総会にて皆

さまにお計りする予定です。また、会報にて状況を

お伝えしていきます。検討の中で出されたもので、

出来ることについては順次進めてまいりたいと考え

ます。 

当面、学部への教育助成を減額することと、運営

費用の一層の節約で不足分を少しでも圧縮するよう

努めてまいります。 

理学部同窓会 

第一回会計問題検討会報告 

宮田 勝昭 

会長からの委嘱を受け、左段委員が集まり 1回目

の検討会を開きました。最年長及び学外委員という

ことで宮田がまとめ役に決まりました。 

まず、森会長から改めて、会費収入 504 万円に対

して支出合計 621 万円、不足分を基本金から 100 万

円繰り入れている。このまま続けると基本金が 6・7

年で底をついてしまう。支出を抑えるために、会長

旅費削減(松本在住役員で代われるものは代わる)、

学部への研究費補助の減について申し入れをしたこ

と。しかし、これだけでは僅かな延命措置にしかな

らないことなどの現状説明がありました。 

会長の説明を受け、委員からざっくばらんに考え

を出してもらいました。収支バランスの取れた健全

会計を目指すこと。同窓会として大学への教育援助

は大事な使命であること。大学・学生に目に見える

リターンをしたいこと。卒業記念品の質は下げたく

ないこと。会報発行回数を 1回にしてもよいのでは

ないか、等々。 

今後、12月の役員会に検討会としての原々案が提

出できるように、次回までにそれぞれがしっかり考

えを持ち寄ることと約束し閉会としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０２０年 寮歌祭開催のお知らせ 
 

今年の「松高・信大寮歌祭」は 2020 年 6 月 6 日

（土）に開催いたします。 

外観はそのままに耐震工事を終えた、なつかしい松

高講堂(あがたの森文化

会館)にての開催です。 

松高同窓会が長年開

催してこられました

「松高寮歌祭」を 2016

年から受け継ぎ、全信

大と市民の会として成

長してきました。 

是非、お仲間の皆さんにお声を掛けていただき、 

お誘いあわせてご参加下さい。 

日時：2020 年 6 月 6 日(土) 12:00-15:30 

場所：あがたの森文化会館講堂ホール 

会費：4,000 円（学生無料） 

  会費払い込み完了を持って参加とします。 

  5 月 15 日までにお振込みください。 

振込先：ゆうちょ銀行 

00510-5-103525 信州大学同窓会連合会 

通信欄に学部と入学年または卒業年をお書き 

ください。 

 

理学部同窓会へのカンパのお願い 

 

同窓生の皆さまにはこの実情をご理解戴き、カン

パをお願い申し上げたいと考えます。是非よろしく

お願いします。 

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。皆さまのご寄附をお待ちしてい

ます。 

同封の振込用紙(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。 

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 
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大学史資料センターから資料収集への協力のお願い 

 
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、2017 年 4月 1 日から「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・保存を進めておりま

す。 

昨年 6月には記念式典も挙行され、また、全学の

卒業生、教職員、その他の皆様にご協力いただき、

センター設置以来の３年間で 3000 点を超える資料

が集まりました。引き続き、信州大学の歴史に関す

る文書、写真、記念品などの資料の提供について、

ご協力、お力添えをお願い申し上げます。お手持ち

の資料をご提供いただけます方は、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 

○ご提供いただいた資料の活用について 

「信州大学創立 70周年（旧制松本高等学校 100

周年）記念事業」の一環として、2019 年 12 月から

企画展「信州大学誕生」を開催してまいりました。

さらに、100 年史編纂の資料として、また自校史教

育の教材として、学生の教育にも活用する方法を検

討したいと考えております。 

ご提供いただきました資料は、適切に整理・保存

を行ってまいりますので、よろしくお願いします。 

 

○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 

 
※信州大学 大学史資料センターのホームページ 

（下記 URL）もご覧ください。 
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/archives/

 

――――――――――――――― 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記： 

 今年の冬は雪が少なく暖かい日が続き、先日は穂高で

20℃もあったとのこと。びっくりです。今回の編集会議

は和気あいあい思いのほかスムーズでした。原稿をお書

きいただいた皆さんのおかげです。新型コロナウィルス

が身近にいるような何となく不安な感じが迫ってます。

互いに気を付けましょう。（も） 
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卒  業  研  究

数 学 科（数理科学コース・自然情報学コース） 

花木ゼミ 

木下 寛子、白田翔、宮嶋竜也、村松大雅: 有限置換群論 

沼田ゼミ 

櫻井 康介:R-加群の性質 

富永 達元:二次ガウス和の値 

深谷 祐介:グラフの数え上げ 

山内 唯子:有限鏡映群の分類について 

和田ゼミ 

伊藤 育磨、伊藤 理人、坂部 志帆: sl2 -加群 

玉木ゼミ 

兼松 塁、高橋 佑輔: 格子について 

高橋 佑季:折り紙の幾何学 

栗林ゼミ 

留場 幸穂:微分形式と de Rham の定理 

新井田 一真: 開被覆上のチェインから特異チェインへの

擬同型写像 

柴崎 雄大:Salg と Mfd の圏としての同値性について 

境ゼミ 

加納 早貴、西崎 吉保: Morse 関数によるハンドル分割 

筒井ゼミ 

下村 貴彦:擬微分作用素の基礎 

中山ゼミ 

田口 一秋:人工知能 -- アルファ碁の分析と精査 

乙部ゼミ 

織茂 大地:数理ファイナンスの数学理論 

坪井 祐希:判別分析について 

細田 幸隆:1パラメータモデルに対するベイズ統計学と計

算機シミュレーション 

乙部ゼミ(自主ゼミ) 

輿 紗織 :理ファイナンスの数学理論 

謝ゼミ 

坂本 岳 :大数の法則についての研究 

関 清佳 :確率論基礎およびその応用 

謝ゼミ(自主ゼミ) 

徳田 大輝:条件付き期待値についての研究 

藤井 直輝:Hahn-Jordan分解およびその応用 

佐々木ゼミ 

井村 航太:Ising 模型と相関不等式 

 

理 学 科（物理学コース） 
素粒子・宇宙物理学分野 

安部 草太: 機械学習を用いたトップクォークの新たな運

動学的再構成手法の開発 

岩田 崚平: 新型MPPCの立ち上がり時間の性能比較 

佐藤 祐也: MPPCの時間分解能の測定 

下島 将太郎:画像認識を用いたtop quarkジェットとQCDジェ

ットの識別 

西添 亜模: ファイバーを用いたシンチレーション光測定

能力の検証 

An Joohyun: ILC電磁カロリメータに向けた新型

MPPC(S14160 series)の性能評価及び現行の

MPPC(S12571 series)との比較 

桝田 俊作: ストリップシンチレータの端面上での光量位

置依存性 

 

浅野 駿太: GMDNを用いたCIRによる惑星間空間擾乱の重ね

合わせ解析 

村本 桜: ミューオン検出器のデータの気温補正方法の

検証 

森塚 章惠: 太陽極大期と極小期におけるSSC発生時の宇宙

線密度変動の研究 

吉岡 宗哉: Raspberry Piを用いた静止ミューオン平均寿命

測定装置の製作 

杉森 加奈子:宇宙加速膨張の直接検出に必要な観測性能 

浅野 良太: インフレーション 

大澤 遼: ブラックホール終末問題 

白川 真: ブラックホールについて 

立花 建: Hawking放射 

古市 亜門: くりこみ理論～有効理論としての場の量子論～ 

前澤 快知: 宇宙とダークマター 

松下 凌大: 場の量子論での摂動計算について 

武井 宏樹: インフレーション理論 

 

物性物理学分野 

中野 真之介:絶縁体-金属相転移を示す二酸化バナジウムを

用いたメタマテリアルによるテラヘルツ波の

周波数変調 

永瀬 慎太郎:導波路の時間的構造変化を用いた周波数変換

における透過率·反射率の導出 

橋本 菜々子:Hf1− xTixFe2の磁性 

谷澤 君平: YFe11Ti1-xCoxの磁性 

安藤 叡史: 時間反転対称性とトポロジカル絶縁体 

齋藤 正樹: 線型応答理論とベリー位相による整数量子ホ

ール効果の理解 

坂本 和佳乃:ベリー位相とベリー曲率の構造について 

清水 恵太郎:トポロジカル絶縁体の境界における伝導性 

薮本 宙: 整数量子Hall効果とトポロジカル絶縁体 

大沢 明瑠: van der Waals流体の気液相転移と臨界現象 

町田 祐一: レプリカ対称性を考慮したスピングラスの平

均場理論 

大江 梨伽子:臨界指数 

 

理 学 科（化学コース） 

清水 美流: ジオポリマーで造粒したLTAゼオライトに関す

るリチウムイオン交換 

市川 ちえり:塩素同位体比測定のためのりん酸イオン除去

法 

片桐 健孝: 塩化ナトリウムの水和による塩素同位体効果 

河又 悠真: メソ孔性カーボンの水吸着機構の解明 

永田 楓: 吸着速度の精密測定による水蒸気吸着機構の

解明 

松田 優花: 細孔への物質添加による吸着スイッチング系

の構築 

奥村 莉奈: カーボンナノチューブ細孔内のイオン液体構

造の解明 

新井 優太: 無接点電極を用いるルテニウム錯体/トリプロ

ピルアミン系の電気化学発光挙動の解析 

松田 和真: 局所麻酔薬リドカインを鋳型分子とした分子

インプリントポリマーの合成と評価 

南 将司: 電極を用いる2-diisopropylaminoethanethiol

を共反応物とした電気化学発光挙動の解析 

平成31年度（令和元年度）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。各コースおよび各専攻か

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。 
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城島 一暁: アズレン環を骨格に持つBODIPY類の合成研究 

鈴木 健太: 奇数員環を導入した湾曲ナノグラフェンの合

成研究 

中澤 悠平: アズレン縮環トリプタンスリン類縁体の合成

と物性 

砂川 泉月: パラジウム黒ペーストを用いた新規水素電極 

酒井 彩知: KCl塩橋およびイオン液体塩橋からの塩の漏出

速度 

関矢 拓明: ヒトデ由来の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フッ化物イオン除

去材の作成  

磯部 和樹: ヒトデ骨片由来ブルシャイト-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 

平塚 智大: 振動パルス磁場による金属の発熱とその応用

の可能性 

佐土原 晟斗:黒鉛化環境の構築と磁場が黒鉛化に与える影

響 

森 丞太郎: フェニル基を有するかさ高いマクロサイクル

の合成とその配位子を用いたコバルト錯体合

成の試み 

西山 文貴: テトラアザマクロサイクルMn（Ⅲ）錯体の合成

とそれを用いた4, 4ʹ-ジピリジルとのMOF合成の

試み 

吉田 慎一郎:1,8位にフェナジニル基を有する9,10-ビス

(1,3-ジチオール-2-イリデン)-9,10-ジヒドロ

アントラセン誘導体の合成と性質 

小林 映月: ゲスト認識部位にフッ素原子を導入した酸化

還元応答性分子ピンセットの合成研究 

金 史倻: ジヒドロベンゾジチオシン環が縮環した2,2'- 

ビス(6-メチル-1,4-ジチアフルベン-6-イル)- 

3,3'-ビチエニル誘導体の合成と性質 

西尾 育真: 非水溶媒中におけるセレン化カドミウム量子

ドット修飾電極の電気化学発光挙動 

依田 佑司: 尿素の非酵素型電気化学センサーの開発に関

する研究 

ZHANG QIRAN:マルチパルスボルタンメトリーによる透析廃液

中尿酸の定量 

山崎 あかり:ベンゾ[a]アズレン誘導体の合成と光学特性 

有賀 雪乃: トリフルオロメチル基を有するアズレノピリ

ミドンおよびピリミジン誘導体の合成、性質お

よび反応性 

 

理 学 科（地球学コース） 

立山 裕也: 佐賀県加部島玄武岩中の超苦鉄質捕獲岩の産

状～北部九州の上部マントルの構造～ 

渋谷 桂一: 焼岳山頂付近における地磁気観測および定点

観測の展望 

羽田野天誠: 焼岳, 黒谷火口の変化と噴気ガス測定から推測

されるマグマ熱水系システム 

山岸 弘治: 紀伊半島中央部・香肌地域における三波川帯の

地質構造 

野部 勇貴: 紀伊半島中央部の三波川帯– 秩父帯を横断し

た温度構造解析 

砂金 優介: 伊那盆地北部木曽山脈山麓部断層破砕領域の

地質構造 

依田 光洋: 長野盆地および上田盆地間の千曲川狭窄部の

地質と大規模地すべり 

川名 俊: 糸魚川－静岡構造線中部区間および南部区間

境界部の地質 

柴田 真道: 長野県諏訪郡富士見町における糸魚川-静岡構

造線周辺の地質 

板垣 綾香: 松本盆地北東部の大峰丘陵南部における地形

および地質 

松島 竜平: 長野県飯田市竜東地域の地質構造 

青柳 朋希: 四万十帯白亜系増富層群高登谷山層の地質, 地

質構造, および砕屑性ジルコンU− Pb年代 

小池 晟: 長野市南部及び中野市西部における洪水堆積

物と環境変遷―岩相と化学分析による検討― 

羽根田 恵: 長野盆地南部と北部における氾濫原堆積物の

特徴 岩相と珪藻化石分析の検討 

鈴木 怜央: 福島県南相馬市小高区沿岸部におけるエスチ

ュアリー埋積堆積物中の津波堆積物 

氣仙 拓: 震探解釈に基づくニュージーランド沖・カンタ

ベリー海盆の更新統陸棚斜面におけるドリフ

ト堆積物形成過程  

木下 璃久: 長野県中条地域における住良木背斜周辺の上

部中新統から鮮新統の堆積環境 

齋藤 輝尚: 長野県北部日影向斜南部における新第三系の

堆積環境 

近藤 広大: 長野県北部高府向斜西翼における小川層及び

柵層の堆積環境 

中村 彰男: 新潟県北蒲原地域における鮮新統鍬江層の古

環境 

尾島 優織: 津軽海峡付近における前期更新世の貝形虫化

石群集 

釼持 龍司: 台湾南部の貝形虫化石群集を用いた第四紀の

古環境復元 

柳澤 知采: 過去1500年間の堆積記録に基づく中海におけ

る古環境変遷 

大和 謙太: 貝形虫の脱皮にともなう殻形態変化と脱皮を

引き起こす要因 

小俣 彩: 青森県五所川原地域の海成段丘に分布する古

土壌 

高橋 菜々: 三笠‐大夕張地域の白亜系蝦夷層群の粘土鉱

物組み合わせ 

池田 勇人: ネパールArung Khola Binai Khola地域に分布

するSiwalik 層群の砂岩 

小松 拓巳: 南三陸町歌津地域における南部北上帯古生界

・中生界の砂岩組成 

 

理 学 科（生物学コース） 

石川 丈翔: 外来植物エゾノギシギシの生活史と防御物質 

岩穴 智彬: 日本の森林の純一次生産量に対する気象要因

と森林構造の相対的な重要性 

岩崎 拓実: ゼニゴケのディリジェント様タンパク質をコ

ードする遺伝子Mapoly0135s0042の機能解析 

植村 文恵: 周北極地域におけるマメ科 Oxytropis 属の系

統解析 

榎 智美: 長野県内におけるツキノワグマ大量捕殺によ

るボトルネック効果の検証 

櫻井 浩介: タイメダカOryzias minutillus 胚に対する雄

性ステロイドホルモン投与の初期性分化過程

に与える影響 

清水 光太朗:ミヤマクワガタ（昆虫綱・鞘翅目）に関する分

子系統地理学研究 

関口 功記: メダカ Hd-rRⅡ系統と HNI 系統に見られる加齢

による繁殖能力と再生能力の変化 

関口 直人: 八ヶ岳のオオシラビソに発生したさび病菌の

解剖学的観察と生活環の解明 

武田 航: アリ絶対共生アブラムシの共生相手となるア

リの条件とは 

龍野 紘明: 近交系メダカの行動に見られる個体差と系統

差 

中村 果緒里:黒姫・妙高山地におけるナラタケ属菌

Armillaria spp.の分布と発生生態 
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成宮 崇人: ムラサキの Short-chain dehydrogenase/ 

reductase LeSDR1 の発現と酵素特性 

西村 悠: タケノコモノアラガイにおける赤殻変異の遺

伝システムの解明 

野澤 隆宏: ミナミメダカ（Oryzias latipes）およびキタ

ノメダカ（Oryzias sakaizumii）の雄二次性徴

「大歯」の出現と種差 

林 幹二: ヤマホタルブクロの花サイズ変異に対する送

粉者の選好性 

平澤 紬: アスナロ・ヒノキアスナロ天狗巣病菌 

Blastospora betulaeの生活環の解明 

福桝 友一朗:同寄主内での種内競争がナガカメネジレバネ

の生活史に与える影響 

藤田 志織: 性差をめぐる進化・文化論争の実態と課題 

堀川 夏生: 北方林における死亡率に対する乾燥と被圧年

数の影響 

松下 紋子: ゼニゴケのriccionidin A生合成経路に関与す

る酵素の特性評価および遺伝子の探索 

宮澤 藍: ヒマラヤの植生に対する放牧と地形的要因の

影響 

山本 巧: ゼニゴケのriccionidin A蓄積機構の解明 

伊野 薫: ゼニゴケのディリジェントタンパクをコード

する遺伝子Mapoly0117s0060の機能解析 

原島 弘典: ゼニゴケのディリジェントタンパクをコード

する遺伝子Mapoly0078s0058の機能解析 

米田 耕太郎:八重山諸島・台湾に棲息するミナミカワトンボ

属2種の集団遺伝構造解析 

 

理 学 科（物質循環学コース） 

石井 友彬: 施肥管理とリン獲得酵素の特性との関係 

石田 美津希:長野県上田市周辺に分布する上田泥流堆積物

の堆積プロセス 

市川 桂菜: 水田における微生物の酵素生産と水稲の養分

取り込みの経時変化 

大塚 美侑: 上高地・大正池における雪面アルベド低下の要

因 

奥田 千遥: Microcystin 分解菌Y2株の担体化によるアオコ

毒素分解機構の最適化 

笠原 佑香: 諏訪湖の混合に対する運動量輸送と水温成層

の影響 

川上 恭平: Microcystis aeruginosaの青色化現象の解析 

木下 翼: 上高地降水における窒素量の時間変化とその

要因の解明 

清澤 翔太: 土壌の窒素欠乏時に生産される窒素獲得酵素

の特性 

後藤 田葵: 炭素・窒素添加による土壌中の微生物バイオマ

スリンの経時変化 

佐藤 大祐: 高瀬川の河畔植生とその立地環境 

佐藤 椋: 渦相関法を用いた山脈稜線上ハイマツ生態系

におけるフラックス観測 

田村 梓: カラマツ林におけるシュートと細根の動態と

色変化の関係の解明 

長幡 嘉健: 上高地湧水における環境トレーサーの時間変

化要因の解明 

藤本 稜真: 長野県飯綱高原のカラマツ林における土壌呼

吸速度の構成要素の寄与と環境応答性 

古屋 由: 土壌酵素の温度変化への応答 

堀 瑞季: 諏訪湖流域における広域地下水流動系の解明 

眞壁 涼: 2016年の夏季に諏訪湖で発生した魚類大量死

の原因究明 

松村 健太郎:土壌酵素の化学量論で植物の養分利用性は評

価できるのか 

水嶋 彩恵: 水質・水同位体比トレーサーを用いた田沢湖湖

水の起源と水循環過程の解明 

吉久 詩音: 微生物バイオマスは植物養分取り込みの指標

として使えるのか？ 

和田 凌弥: 女鳥羽川における台風19号の洪水による植生

変化 

 

 

 

大  学  院   

 

修 士 課 程（総合理工学研究科） 

 
理学専攻 数学分野 

佐川 良夫: 非可換アソシエーションスキームの整数環上

の隣接代数について 

中島 周也: ２次元のストークス流の複素関数論的解析と

その応用 

赤岡 裕一: コーシー分布に対する複素数値モーメントを

用いたパラメータ推定 

井上 暖土: 強磁性イジング模型の無限体積極限と相転移 

について 

齊藤 矩久: 非線形 Schrödinger 方程式の解の性質 

渋谷 圭  : Diffeologyに現れる2つの接空間の関係性 

白玉 敬大: A型quiverの表現とその応用 

CHO BYUNGIL:Strongly regular graph の distance partition 

による考察 

西脇 行浩: 2階放物型偏微分方程式の解の正則性について 

山本 涼介: Sparse domination of Fourier integral 

operators 

横沢 友亮: 加群のスペクトラ圏と戸田の積 

 

理学専攻 理科学分野（物理学ユニット） 

青木 俊輔: Mn5Si3型Mn5-xFexSi3およびMn5-xFexGe2.4Ga0.6の磁

性 

石田 大: MCMC法を用いたAGNアウトフローの変動起源の

解析 

石濱 大樹: 細分化された鉛ガラスを吸収層に用いる電磁

カロリメータのキャリブレーション法の開発 

大西 太郎: クロックワーク機構に基づくリクラシオン模

型について 

金田 尚彦: テンソルネットワークを用いた笠・高柳公式の

導出 

熊岡 卓哉: LHC-ATLAS実験Run-3におけるNSW検出器を用い

た後段ミューオントリガーの開発および性能

評価 

小平 英治: 沼地予想とその周辺について 

塩澤 卓海: Snを含むホイスラー合金のメスバウアー効果

測定 

田中 翔梧: メスバウアー効果測定を用いたNi-Mn-Sn系ホ

イスラー合金の磁性及びマルテンサイト変態

の研究 

増子 望都: LHC-ATLAS実験Run-3に向けた後段ミューオン

トリガーにおけるMicromegas検出器を用いた

飛跡再構成の研究 
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水上 和: 二酸化バナジウムを用いたメタマテリアルに

よる周波数変調に関する研究 

矢口 達志: 単結晶R2TGe6 (R:希土類, T:遷移金属)とCe3Al11

の磁性 

山辺 祥聖: 半導体光検出器MPPCとガス電子増幅器GEMを用

いたコンプトンカメラの研究 

米原 直哉: 希土類元素Ce, Euを含む3元系化合物の単結晶

育成と物性測定 

 

理学専攻 理科学分野（化学ユニット） 

岩下 浩章: X線散乱測定によるカーボン細孔内の水素結合

構造の解明 

赤沼 春菜: ビス(1,3-ベンゾジチオール)型酸化還元系を

組み込んだ大環状クラウンエーテルの合成お

よび第二級アンモニウムカチオンとの錯形成

挙動 

飯田 七海: 環化付加反応による新規π電子拡張型アズレ

ン誘導体の合成と性質に関する研究 

石井 誠一郎:イオン液体Emim[EtSO4]導入によるSBA-15の細

孔特性および吸着特性制御 

糸島 和真: 炭素・シリカ多孔体へのマイクロ波照射による

吸着分子の脱着挙動 

久保 圭: コロイド物質内における蛍光分子の拡散と機

能性 

等々力 深雪:超音波法を用いた金ナノ微粒子の合成と環境

分析化学への展開に向けた基礎検討 

中澤 朝之: 分子インプリントポリマーと組み合わせた電

気化学発光によるリドカインの選択検出 

中山 雅之: テルル化カドミウム量子ドットの共反応物型

電気化学発光反応に関する研究 

三浦 孝太: 縮環アズレン類の新規合成法の開発と反応性

および性質に関する研究 

吉田 善信: りんモリブデン酸アンモニウムの造粒及びセ

シウム回収剤への検討 

吉村 まな美:流動炭素粉末電極を用いるボルタ電位差測定 

渡邉 久実: 架橋鎖に複素環を有するTTFシクロファン型ホ

ストの合成と性質 

 

理学専攻 理科学分野（地球学ユニット） 

新田 寛野: 八ヶ岳，横岳火山過去4,000年間の火山活動

:multi-datingによる溶岩の年代推定と火山噴

出物の層序 

吉田 巧: 岩石組織解析および化学組成分析による新潟

焼山火山第3期・第4期の噴火プロセス 

滝口 大智: 松本盆地に分布する梓川水系低位段丘・丸田面

を構成する堆積物の起源 

山下 祐磨: 香川県豊島・小豆島に分布する土庄層群および

讃岐層群の堆積環境  

内山しおり: Environmental changes of the estuary system 

caused by  tsunami events, examples from the 

Idagawa lowland in Minamisoma City, 

Fukushima Prefecture, Northeast Japan 

中島 悠介: 異なる環境におけるカキ化石層の堆積過程−

長野県鮮新統柵層および北海道更新統長流枝

内層の例−  

渡邊 和輝: 北部フォッサマグナ長野県東信地域の地質構

造 

 

理学専攻 理科学分野（生物学ユニット） 

夏目 聡: ゼニゴケのディリジェント様タンパク遺伝子

Mapoly0006s0217の機能解析 

上木 岳: ブナ林棲クワガタムシ科 Dorcus 属2種（Dorcus 
montivagus, Dorcus rubrofemoratus）の分子

系統地理学的研究 

大嶋 克海: 森林攪乱によって林床草本群集の構造と機能

は変化するのか？:外来種と在来種の３年間の

比較 

尾崎 貴久: 高山帯砂礫地に特異的に生育するコマクサの

分子系統地理学的研究 

押切 春佳: シコニン・アルカニン類縁体を生成するムラサ

キのアシル基転移酵素の機能解析 

加藤 禎基: 乗鞍岳におけるムラサキツメクサおよびシロ

ツメクサの垂直分布に送粉者がおよぼす影響 

河内 理子: フロリダマミズヨコエビ（甲殻綱, 端脚目）の

比較発生学的研究: 二叉型付属肢・擬顎形成 

鈴木 里奈: モミ属２種が異なる標高で優占するのはなぜ

か？:成長と個体維持能力から見た更新特性の

種間差 

武田 宗一郎:亜高山帯針葉樹林における標高傾度にそった

土壌呼吸速度の日・季節変化に対する地温と土

壌含水率の影響 

田中 聖: ゼニゴケのディリジェント様タンパクをコー

ドする遺伝子の解析 

中川 雄太: 巻貝専食ヘビの捕食行動に関する進化生態学

的研究 

長谷川 慎平:マメ科高山植物イワオウギおよび共生根粒菌

の系統地理学的解析 

山崎 遥: カワネズミにおける高精度SSRマーカー開発と

糞を用いた分子系統地理学的研究: 

ミトコンドリアDNA cyt b領域および核DNA SSR

領域の遺伝構造の比較 

 

理学専攻 理科学分野（物質循環学ユニット） 

上原 元樹: 乗鞍岳の山岳気象に及ぼす積雪の影響 

桂川 司: 中部山岳地域における降水安定同位体比の変

動要因 

古平 信濃: 光触媒 TiO₂ による藍藻と毒素 Microcystin

の同時制御方法の最適化 

岡本 瑞輝: 乗鞍岳の異なる標高における細根呼吸速度と

形態特性の応答 

鈴木 拓海: アカマツ林からの蒸散量の日内から十年スケ

ールにおける変動要因 

谷川 夏子: 可視-近赤外分光法を用いた樹木根系の特性の

評価 

土屋 俊雄: 諏訪湖産水草ヒシTrapa japonicaのポリフェノ

ールの生産と藍藻制御可能性の検証 

矢原 ひかり:乗鞍岳の高木限界に生育する樹木4種の細根の

水および炭素利用様式 

YANG SHI: 日本産糸状藍藻 Cuspidothrix issatschenkoi 
を用いた神経毒 Anatoxin-a生産特性の解明 

 

 

博 士 課 程（総合工学系研究科） 

 
システム開発工学専攻 数理情報システム学部門 

泉 真之介: Composition operators and homomorphisms on 

Lipschitz algebras(和訳: Lipschitz環上の合

成作用素と準同型写像について) 

 

山岳地域環境科学専攻 大気・水・生物環境科学部門 

西村 基志: 中部山岳地域における雪面熱収支 




