
 

1 
 

 

集 い の 場 所 と し て の 大 学 

理学部長 吉田 孝紀 
 

 2020 年 4月より理学部長を拝命いたしました地球

学コースの吉田孝紀です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

今年の 4月は新型コロナウイルス感染症対策によ

る入学式やガイダンス等のほぼすべての行事の中止

に始まり、引き続くオンライン授業への全面的な移

行が急遽決定しました。 

対面での実験・実習は 5月半ばから実施されるよ

うになりましたが、4月は、普段であれば新入生で

あふれ活気に満ちている大学構内に、全く学生を入

れることができない極めて異常な状況でした。その

ような中で突然始まったオンラインでのガイダンス

や講義に教員も学生の皆さんも非常に苦労していた

はずです。 

教員の立場から申し上げれば、準備期間を設ける

ことができないうちに突如オンライン授業を開始

し、毎週の講義のための準備とフォローアップで疲

労困憊といった状況でした。それに加えて、感染防

止のために様々な対策が必要となり、施策会議とあ

わせて息つく暇も無いほどの状況でした。6月には

やや落ち着きを取り戻したものの、7月には再度、

感染警戒態勢が求められ、異常な状況は前期セメス

ターの最後まで継続しました。 

学生の皆さんはほとんどの講義をオンライン授業

として受講してきたはずです。また、5月半ば以降

には実験や実習で登校することが可能となりました

ので、ある程度は異常な状態も緩和されたかと思い

ます。 

しかし、最も厳しい状態を強いられたのは 1年生

の皆さんでしょう。私の担当する講義(地学概論 I)

では、4月当初から受講生から多数のメールが届き

ました。もちろん授業内容に関することですが、何

よりも課題が求める作図ができない(ワードやパワ

ーポイントでの簡単な作図を意図していました)、

色の塗り方がわからない、といったパソコンの使用

方法についての問い合わせが 8割近くを占めていま

した。これが示すことは、パソコンの使用方法を尋

ねることのできる友人や知人すら、傍らにはいない

という新入生の孤独な現実ではないでしょうか。こ

のような状況は改善されたのでしょうか。 

6月からは 1年生であっても一部の実験は対面で

実施されるようになりましたが、“3密を避ける”

との指針から学生のグループワークや共同作業にも

かなり慎重にならざるを得ませんでした。結果とし

て、学生同士のコミュニケーション不足は現在もま

だ解決されていないように思います。 

オンライン授業では学生個人が作業に集中しやす

い側面があります。また、タイミングさえ良けれ

ば、教員と 1週間のうちに何度もメールでやりとり

が可能であり、普段の講義とは違った頻繁なコミュ

ニケーションも可能です。その一方で浮かび上がっ

たのが、大学の「集いの場」としての機能の欠損で

す。これまで私たちは大学の「任務」や「役割」に

ついて様々な議論を行ってきました。学校教育法に

は、大学は「学術の中心として、広く知識を授ける

とともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道

徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす

る」と謳われていますが、当然のことながら、学生

が大学に通学し、教員や学生相互と対面することが

前提となっています。理学系の分野では優れた教科

書や論文が読み手の知的探求欲を満たして、理論的

な背景の理解や問題の解決が可能であり、書物を通

じて「深く専門の学芸」を学ぶことが可能なことも

あります。しかし、学生相互や教員とのコミュニケ

ーションの過程において、知識や技術が各人の記憶

や行動に定着し、新たな発想が生まれることも、私

たちは知っています。さらに自然科学を学ぶ際に

は、実験や実習による観察とそれに基づく推論が理

解に不可欠であることを、様々な局面において教え

伝えることがなされてきました。 

19世紀のイギリス人哲学者ジョン・スチュアー

ト・ミルという人は経済学や政治学において著名で

すが、彼はその著書の中で、科学教育の価値につい

て「証拠となるものを正しく判断できる能力の育

成」と述べています。私たちの五感や直感によって

得られる情報は極めて限られており、何かの判断を

迫られたときに、証拠となるものを確実に判断する

ことができません。そこで登場するのが「観察に基

づく推論」といった方法論であると述べています。  
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そう考えると、理学部で私たちが学生に修得して

もらいたい考え方は、彼の言う「観察に基づく推

論」といった方法論にきわめて近いことがわかりま

す。観察そのものは個人的な作業ですが、客観的か

つ多角的な見地を意識すれば、複数人による観察は

とても有効です。また推論は複数人のコミュニケー

ションによる貢献が大きい部分です。先ほど述べた

大学の「集いの場としての機能」は「コミュニケー

ションの場としての機能」と言い換えることも可能

でしょう。 

そのような背景を考えると、コロナ禍にある現在

の大学はこの機能をぎりぎり維持している状態と言

えます。 

ここまで書いて、私たちはこの「集いの場として

の機能」をやや軽視してきたということに気がつき

ました。個々人の思考や嗜好が尊重されるのは当然

ですが、大学の最も基本的な機能であるコミュニケ

ーション機能が衰退してしまっては、将来に向けて

大きな禍根を残すことになります。 

現在の大学は異常な状況にありますが、状況は

日々変化しています。私たちはこれまで蓄積してき

た大学の経験知を活かしながら、教員・職員・学生

らの相互のコミュニケーション機能を維持し、でき

れば強化することにチャレンジが求められていま

す。皆さんの一人一人がコミュニケーションの強化

を心がければ、よりよい解決法が見つかるのではな

いかと思っています。 

10月には大学生がキャンパスに戻ってきます。感

染症に対する安全を確保しながら、オンライン授業

の良さを活かしつつ対面授業を再開し、コミュニケ

ーションの幅を広げるよう、努力していきます。大

学の「集いの場」機能の維持と強化にご協力とご支

援を頂けますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

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。 

新型コロナウイルスの感染が都市部で急速に拡大

し、地方にも広がり続けています。無症状の人も多

く、しかも、症状が出る直前に感染させる力がある

というのですから、気を使わざるを得ません。 

今年の夏は、昨年よりも梅雨が長引き、遅い梅雨

明けとともに高温注意情報が出て、体調管理に神経

を使う日々が続いています。年々、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、被害規模も大きくなっているように感じ

ます。 

体調を崩して居られないか、お住まいは大丈夫

か、と気になります。 

暮らし向きが大変になられた時は、迷わず公的保

護・扶助・支援制度をお使いになられますように。 

 

日本のコロナ対策は「生ぬるい」と批判されてい

ましたが、第一波については被害を小さく抑えるこ

とが出来ました。これについて、政府要人が「民度

が違う」といい、首相も「世界で最も卓越した模

範」とまで発言しました。しかし、東アジアの国々

ではどこも感染を低く抑えている事実に、発言の根

拠を失っています。 

実際、7月 31日の段階ですが、100万人当たりの

死亡者は日本の 7.95 人に対して、韓国 5.9 人、中

国 3.24 人ですし、タイは 0.8人、ミャンマー0.11

人です。感染者も死亡者も、日本も含めて東アジア

は、欧米に比べ比較にならないくらい少ないのです

が、日本は東アジアの中でみれば、中位以下です。 

アジアで、なぜ少ないのかは未だ分かっていませ

んが、BCGの接種で免疫が強化されるとか、血液を

固まりにくくさせるワーファリン感受性（アジア人

にはよく効くそうです。）の違い、血圧の調整に関

わるタンパク質の遺伝子のわずかな違いが関係して

いるなどの研究報告が出されています。東アジアの

人々は今回のウイルスに近いウイルスと長い付き合

いがあったことで、遺伝子の中に対抗するものが組

み込まれてきたということも言えるのではないかと

思います。 

低く抑えられたのは、「真面目で清潔好きの日本

人」もあるでしょうが、それだけではないと言わね

ばなりません。日本だけでなく、低く抑えられた国

のトップが、科学的根拠もなく「自画自賛」するの

を見ますが、国内向けのご都合主義と思います。悲

惨な状況の中で頑張っている国々の人々を、思いや

ることのできないことを自白したのと同じです。ま

た、こういう発言が国家主義と短絡的に結びつく例

はよく見られます。 

７月に入って、第二波といえる感染拡大が進んで

います。この時期を上手にやり過ごしたとしても、

秋から冬にかけて次の波がやってくることは確実と

思われます。変質したウイルスがやってきて、状況

が悪化することも考えられます。「真面目さのおか

げ」「皆ががんばった」ということで済ませている

と、対応が後手に廻ることになります。いじめが始

まり、最後は犯人さがしになりかねません。どの民

族もですが、日本は社会不安のなかで見通しを持て
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ない時、集団的暴行・虐殺を起こした歴史をもって

います。 

重症者が増えた時、医療機器が不足してトリアー

ジを迫られることも考えられます。医療、福祉など

命と暮らしを守る体制をもっともっと強化しておか

ねばなりません。通常時から過重労働になっている

医療従事者の疲弊を放置しておくこともできませ

ん。困難な中、貧しい人たちにしわ寄せが集中しま

す。きちんと食べて体力を落とさないことが感染予

防の基本です。世界は核競争をやめ、軍事費を大幅

に削減して感染対策・生活防衛に用いることを願い

ます。被爆国であり、九条を持つ日本はその先頭に

立ってほしいと思います。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大で、３月はじめか

ら６月まで学校が休校になりました。あまりに突然

のことで、混乱は避けられませんでした。授業時間

数にして 150時間前後の不足が生まれ、夏休みを減

らして時間数を確保することになっています。都市

部で本当に短い夏休みになったところもある一方、

それほど減らさなくてもいい地方もあります。 

あまりに急なことで、学校も家庭も準備する間も

なく、小さな子どもに留守番させなければならなく

なった家庭も少なくありません。在宅勤務になって

仕事をする親と、外に出られない子どもの勉強で、

親子共に疲れ切ってしまう状況も伝えられました。 

そうした中で、改めて学校とは何かが見直されて

いるように思います。学校は勉強する所には違いあ

りませんが、子ども同士で学び・遊び・喜びあう

場、教科外の行事や部活で学び・楽しみあうことを

保証する場であることがよく判ったことです。学校

が始まって子どもたちのアンケートで「友達と会い

たかった」がどこでもトップだったといいます。ま

た、親の感想では規律正しい生活と健康維持での学

校の役割が判ったことと、安心・安全の場というこ

とも再確認できたといいます。 

次のコロナの波が来て、再び休校措置を取らざる

得ない場面もありうるでしょうし、本当に収まるま

でに数年かかることも予想しながら、学校の持つ機

能を考えていくことが迫られています。オンライン

を使うにしても、それだけで学校教育が成立するわ

けではありません。 

少人数学級にして、対策も十分して長い休校措置

はとらず、学校を開いていくことが最も現実的と言

えます。時間数が不足することも考え、教える中身

と教え方を大胆に組み替えていかねばなりません。

時期がずれると、教材を変えないといけないことも

あります。中断するたびに再開の場面を描きなが

ら、柔軟に作り変え自宅学習の課題とオンラインで

することを決めていかねばなりません。それは大変

なことですが、目の前の子どもたちにあった、詰め

込みでなく理解させる「たのしい学校、わかる授

業」という長年の「学校教育の課題」への回答でも

あると思います。 

 

コロナ感染拡大という困難を前に、自国主義で事

を決しようとする動きが目に付きます。富裕国が、

コロナワクチンを独り占めしようとしています。

「研究費を出したから」とか、「高く買うから」と

言うのです。国境を超えて再感染が起き、地球上全

体で抑え込まないとならない問題なのにです。富裕

国は貧しい国から集めたものを土台にして富を築い

たのではないかと思います。科学・学問の成果は全

人類の宝という理想を、この機会に実践出来ること

を強く願います。 

 

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。 

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

同窓会へのカンパのお礼とお願い 

 
今春(35号)同窓会予算の逼迫を訴えさせて頂き、

カンパのお願いをしました。同封の2019年度決算報

告収入の同窓会費(寄付金・入会金)の項目のように

多くの同窓生から沢山のご寄付をいただきました。 

お陰さまで基本金からの繰り入れをすることなく活

動が出来ました。心より御礼申し上げます。ありが

とうございました。 

 2020年度はコロナウイルスの関係で、教育活動で

の新しい方法の必要性も考えられ、それへの補助な

どもあり得ることと考えています。さらに節約をし

てまいりますが、皆さんからの温かいご援助もお願

い申し上げるものです。別項「困窮する学生・院生

への生活支援の取り組みについてご理解・ご協力の

お願い」もご覧ください。 

理学部同窓会  

2020寮歌祭中止のお知らせ 

 
「2020年松高・信大寮歌祭」は中止します。 

10月17日に延期して

開催予定の「松高・信

大寮歌祭」はコロナウ

イルス感染拡大の状況

をふまえ、残念ながら

中止することといたし

ました。 

 来年の寮歌祭につきましては、改めてご報告・ご

連絡を差し上げることといたします。 

 そう遠くない日に、元気に集まり皆さんで高らか

に歌い上げるのを楽しみにしています。 

 コロナ感染防止と熱中症防止に十分務められ、ご

自愛ください。 

2020年松高・信大寮歌祭実行委員会 
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新型コロナウイルス感染症に関する報告とお願い 

信州大学長 濱田 州博  

 
信州大学理学部同窓会に関係する皆様には、日頃

よりご支援、ご協力を賜り、心よりお礼申し上げま

す。 

さて、今回の会報では、新型コロナウイルス感染

症に関する信州大学の対応等をご報告申し上げま

す。COVID-19と命名されたこの感染症は、世界中に

拡散し、日本でも緊急事態宣言等、様々な対策がと

られてきました。信州大学でも、新型コロナウイル

ス感染症対策本部を設置し、政府や長野県の方針を

考慮しながら対応策を講じてきました。 

3月 21日～24日に卒業生・修了生全員を地区毎

に一堂に集めて行う予定だった卒業式は、学生の代

表者とごく少数の教職員のみが出席し、卒業証書・

学位記を手渡す簡易な式に切り替えました。告辞に

つきましては、信州大学 Webページに動画と文章を

掲載し、発信しました。もちろん最も感染リスクが

高いとされる会食を伴う謝恩会は早い段階で中止と

しました。4月 4日に松本市総合体育館で行う予定

だった入学式は中止し、令和 2年度信州大学入学者

等に対する学長メッセージを文章にて Web ページで

発信しました。前期の授業については、開始を遅ら

せた後、Web講義形式で開始しました。緊急事態宣

言が解除された 6月からようやく三密を避けた形で

実験や実習等を始めております。後期の授業に関し

ても大人数の授業は Web講義にし、一部三密になら

ない少人数の授業のみ対面とする予定です。ただ、

松本キャンパスの場合には、全学の 1年生、人文学

部、経法学部、医学部、理学部の 2年生以上の学生

が総勢で 5,000名以上おり、学生食堂一つとっても

密にならない工夫が必要です。対面授業を行う曜日

をそれぞれの学部で仕分けるなど十分に検討したい

と考えております。 

 

一方、コロナ禍は、学生の経済状況に大きな影響

を及ぼしています。学生からは、「アルバイト収入

がないのが不安でしかない」、「バイトの収入が減

った人たちだけでなく、バイトがそもそもできない

人たちのことについても何かしら考えてほしい」な

ど多くの声が上がっています。本年度から開始され

た高等教育の修学支援新制度（所謂高等教育の無償

化と言われている制度）では、世帯の所得金額に応

じて授業料の全額免除、3分の 2免除、3分の 1免

除が行われていますが、この制度ではこれまで免除

を受けられていたもう少し所得金額が多い家庭が受

けられなくなりました。そのため、信州大学では、

独自予算による授業料免除も行っています。今回の

コロナ禍による家計の急変に対しても授業料免除で

対応しています。また、国の学生に対する給付支援

としては、特別定額給付金（10万円）の他、アルバ

イト収入の大幅な減少により修学の継続が困難な学

生に対して「学びの継続」のための『学生支援緊急

給付金』（10または 20万円）が行われたところで

す。これでも十分でない学生のために、信州大学独

自の支援策として知の森基金内の「経済支援型奨学

基金」を活用した「新型コロナウイルス緊急学生経

済支援」（3万円×延べ 1,000名）を行います。 

知の森基金では、すでに 300件近いご寄付をいた

だいており、ご寄付いただいた皆様からは、「母校

の学生が勉学に励むことができるよう、経済的な支

援の一助となれば幸いです」、「全ての学生のかた

が、学ぶ機会を保障されますことを願っています」

など心温まるお言葉を頂戴しております。感謝の念

に堪えません。同窓会の皆様には、学生がよい学び

の時を持てるように『知の森基金へのご寄付』をよ

ろしくお願い申し上げます（https://www.shinshu-

u.ac.jp/research/donation/covide19.html）。 

また、地元住民や地元企業の皆様からは、お米の

ご寄付もいただいており、今更ながら地元の皆様に

支えられている信州大学であると強く感じておりま

す。改めて地域とともに歩む大学でありたいと思っ

ております。 

 

ところで、4月から 5月にかけて社会の動きを止

めることで感染者数が減少しておりましたが、県を

またいだ移動などが再開されて以降、感染者数は再

び急激な増加に転じております。新型コロナウイル

ス感染症の脅威のもと、大学もそのあり方が問われ

ております。インターネットによる教育（サイバー

空間）を十分に活用しながらも、フィジカル空間に

おける教育を組み合わせて、ハイブリッドな形式の

教育を実施していきたいと考えております。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の脅威がある

中、いつになく雨の多い梅雨となり、各地で甚大な

被害が出ております（令和 2年 7月豪雨と名付けら

れております）。長野県でも、特別警報が出された

日もあり、土砂災害等が発生しました。昨年 10月

に日本に上陸した台風 19号がもたらした甚大な被

害の記憶が覚めやらぬ中、コロナ禍での再びの被害

に心配は募るばかりです。感染症、豪雨、地震な

ど、脅威ばかりですが、様々な面で明るい日差しが

差し込むのを待ちたいと思います。 

末筆ながら、信州大学理学部同窓会に関係する皆

様のご健勝をご祈念申し上げますとともに、学生に

対するご支援を心よりお願い申し上げます。 
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コロナ禍における学生状況から学費を考える 

FREE信大代表 馬場 律（2018S 数学） 

 
○FREE 信大の活動の概要 

私は FREE信大という学生団体で活動を行ってい

ます。FREE とは、高等教育における学費・奨学金に

ついて問題意識を持つ学生が集まっている学生団体

で、高い学費に悩まされている学生の実態を世間に

伝えたり、情勢に応じて国会・省庁などへの要請行

動をしたりすることで、最終的に高等教育の無償化

や、奨学金制度の拡充などを達成できるように活発

に活動を行っています。はじめは東京の学生が始め

たものですが、徐々に活動が広がって現在では全国

の様々な大学で支部を持ち活動しています。 

FREE信大としては、去年の 7月に学生の生活実態

などを知るためのアンケートを集めたり（379人回

答）、去年の 11月に、これまで大学による授業料

免除を受けていた学生の一部が減免額を後退されて

しまう「高等教育無償化法」が施行されたことに対

しての請願署名を集めたり（589筆）するなどして

きました。 

 

○コロナ禍における活動 

今回のコロナ禍で、これまでバイトをして生計を

立てていた学生や親からの支援を受けずにやってき

た学生など苦しい思いをしてきた学生はもちろんの

こと、そうでない学生に対しても大きな経済的ダメ

ージを与えました。私たちはそのような学生の声を

国政の場に届けるために、また学生のための支援策

を実行させるために 

・新型コロナウイルスに関する学生生活の影響を調

べるアンケートを行う 

・アンケートの結果を受け、大学側に要請する 

という 2つの行動を行いました。これらについて報

告させていただきたいと思います。 

 

[アンケートの結果について] 

5月 6日時点での信州大学内でのアンケート結果 

※2020 年 4 月 9 日～5 月 6日回答数 43 

google フォームにて回収 

・オンライン授業で経済的負担が増える学生→

27.9％  

・コロナでバイトによる収入がなくなった学生→

29.3％、減った学生→43.9％ 合わせて 73.2% 

（バイトの収入を何に使いますか？（複数回答）

では、生活費→80％、学費→12.5％） 

・コロナで親の収入が減る／無くなるなど、家計に

悪影響があった学生→62.8% 

・休学を考えている学生→2 人、退学を考える学生

→1 人 
 

休学や退学を考える人がアンケートに答えていただ

いた 43人の中で 3人もいるという事実です。ま

た、バイトの収入を生活費や学費に充てているとい

う学生は本当に多いのですが（このこと自体が大問

題なのですが）、そのアルバイトの収入がなくなっ

てしまう人、減ってしまう人がかなり出てきてい

る、という状態になっていました。 

以上のようなアンケートの結果を受けて、他大学

では独自の学生支援策を行っていることもふまえつ

つ、要請を行いました。 

[要請について] 

5月 20日に大学に要請を行いました。要請項目は以

下です。 

1 学生支援のため、全学生一律に今年度納付金（入

学準備金・授業料）を半額にする。 

2 経済的に影響があった学生に、大学独自の 10 万

円の緊急支援金を給付する。 

3 オンライン環境の整備を支援する。オンライン環

境やその通信の強弱によって成績に影響が出ない

ように配慮する。 例）ルーターの無期限貸し出

し。ルーターの導入によりかかった費用・電気代

などの補填。 通信容量を無制限に変更したとき

に生じる費用に対する補填。課題や小テスト提

出、試験の際に、通信障害が起こる場合に柔軟に

対応する。 

4 授業料の納入期限を今年度末までに延長する。 

5 上記の達成のため、信州大学として国に対して大

学の予算を増やすよう要求する。 

3については、学部によっては学部棟に wi-fiルー

ムを設置していただくなど、要請以降に対応をして

いただいています。 

 

○今後の展望 

 今回、コロナ禍で学生を含めたくさんの人が経済

的影響を受けました。ですが、「大学をやめよう

か」というところまで考えるなど本当に苦しんでい

る人というのは、コロナ禍以前から高い学費に苦し

んでバイトをたくさんしていて、バイトができなく

なって収入がなくなったなど、苦しいところに追い

打ちをかけられた形が多かったです。結局の所、

元々の学費が高すぎることが問題の根本にあると私

たちは考えています。今後はコロナ禍でのリアルタ

イムでの要望を国・大学に届けることと、そもそも

の学費を下げるためのアクションも大切だと思いま

す。理学部同窓生の皆さんには、学費の金額に疑問

を感じて、私たちの集めた学生の声を知っていただ

きたいです。そうして、真に平等な教育を作ってい

けたらと思います。

「FREE」という学生の集まりが全国的にあり、ニュースにも出てきます。信大でも活躍され、コロナ拡大による学生の

状況を大学に伝える役割もしています。学生の声・大学などへの要望と目指すものについてレポートして頂きました。 
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新型コロナウイルス感染症に対する理学部の対応 

 

理学部では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

い、様々な感染症予防対策を実施してきました。 

4月当初は信州大学新型コロナ感染症対策本部の

指針に沿って、理学部棟への立ち入り制限を行い、

全面的なオンライン講義の開始などを行ったため、

学生の授業や研究活動に大きな制限を加えざるを得

ませんでした。5月中旬からは、オンライン講義の

継続と共に対面での「3密」を避けながら棟内での

実験・実習等を開始することとしました。また、8

月上旬にはさらなる厳重な感染症対策を施した上

で、多数の科目において登校による試験を実施しま

した。 

 

この過程の中で整備した対策について紹介しま

す。 

1） 学生証読み取り

装置を玄関に設

置し、理学部棟内

に滞在している学

生を把握していま

す。 
 
 

2） 手指消毒のための

薬剤を玄関に設置

し、入棟者に利用

を求めています。 
 
 
 

3） エレベーターの利

用は一人に限るよ

う掲示を行ってい

ます。 
 
 
 
 

4） 理学部棟内に wi-
fi を利用できる部

屋を設け、自宅で

のインターネット

環境が整わない学

生や大学内でイン

ターネットを利用

したい学生に向け

て 9:00～18:20 ま

で解放していま

す。十分な換気を

行い、身体的距離

を十分に確保し、使用前には薬剤を用いて自分で

机等の消毒をするよう指示しています。また、手

指消毒のための薬剤を教室に備え付けています。 
 

5） 持ち運びのできる手指

消毒・環境消毒のため

の薬剤を南北支援室に

備え付け、実験・実習

等の際に教員・学生に

貸し出しています。 
6） 学生が各種手続きで利用する学務係のカウンター

や南北支援室のカウンターにはビニールシートを

設置し、飛沫による感染防止を図っています。 
 

7） トイレには便座消毒用の薬剤を設置しています。 
8） 実験・実習等では、換気を必ず行い、学生はマス

クを必ず着用し、身体的距離を十分に確保してい

ます。また、複

数の実験室を

利用できる際

には、受講者

を分散させ、

着席の際の距

離を確保でき

るよう工夫し

ています。 
9） 研究室での

研究や研究

指導を受け

る際であっ

ても、建物内

ではマスク

を常時着用

することと

しています。 
今後も安全に講義、実験・実習等を実施するため

に、考え得る限りの対策を行って参ります。 

信州大学理学部  
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―――――――――――――  学 問 へ の い ざ な い ―――――――――――――― 

 

ハイブリッド火山学者をめざして 

齋藤 武士（地球学） 

 
信州大学の周りには 10の活火山があります。活

火山とは約 1万年以内に噴火したことのある火山の

ことであり、ということは中には約 1万年前に噴火

してからここ 1万年近く噴火していない火山もあれ

ば、現在頻繁に噴火を繰り返す火山もあります。浅

間山のように頻繁に噴火をする火山は、研究者も注

目して、様々な観測や研究が行なわれています。し

かし八ヶ岳の横岳火山のように最近噴火をしておら

ず、噴気や地震活動も低調な火山は、あまり研究さ

れていません。しかし一見すると穏やかで火山活動

が低調に見える火山が、明瞭な前兆現象を伴わずに

突発的に噴火することは、御嶽山 2014年噴火や草

津本白根山 2018 年噴火のように、決して珍しいこ

とではありません。加えて、浅間山などの活発な火

山はそもそも火口周辺に立ち入ることができないの

に対し、穏やかな火山は多くの観光客や登山客が訪

れる観光地となっており、噴火した際に大きな被害

が生じる危険性があります。火山活動の推移を予測

することは火山学の最重要課題です。 

私は、信州大学の周囲に位置する、現在活発に噴

火していない（静穏期の）火山に注目して研究を行

なっています。噴火をしていない火山は、次の噴火

への準備期にあります。その準備過程を調べること

で、山体内部でのマグマ上昇や熱水系の発達過程を

理解し、静穏期の火山がどのように活発化し、噴火

がトリガーされるのかを解き明かしたいと考えてい

ます。そのためにマグマ由来の物質の中で最も拡散

速度の速い、火山ガスに注目しています。焼岳火山

は 1963 年噴火以降約 60年近く噴火していません

が、山頂からは活発な噴気を放出しており、火山ガ

スの研究に打って付けの火山です。2013 年から焼岳

火山の噴気の研究に取り組み、焼岳の噴気が静穏期

の活火山の噴気の特徴を有する一方で、マグマ由来

の成分にも富んでいて、次の噴火へ向けて着々と準

備を整えていることを明らかにしました。最近は地

磁気観測を併用することで、山体浅部の熱水活動を

より高解像度でモニターしようとしています。 

このような地球物理学的、地球化学的研究は、現

在の山体内部を把握することには有効ですが、過去

に何が起きたのかを知ることはできません。火山の

過去の歴史を明らかにすることで、次の噴火はどの

ような噴火となりやすいのか、予測を立てることが

可能になります。そのためには過去の噴火で放出さ

れた噴出物の地質学的、岩石学的研究が必要です。

八ヶ岳の横岳火山は、最近の活動が低調なため、地

質学的研究も含めてあまり研究が進んでいません。

私たちは最近、古地磁気学的手法を用いて横岳火山

の最後の 2回の溶岩流噴火がそれぞれ約 3400 年

前、約 600年前であったことを明らかにしました。

これは、それまで考えられていた年代よりとても若

い数値であり、横岳が比較的最近まで噴火活動を起

こしていた可能性が明らかになりました。 

火山のみならず、研究ではその目的に応じて適切

な手法を選択し、適応することが重要です。私は火

山を、研究の目的に応じて多様な手法を用いて研究

しています。さながらハイブリッドカーならぬ、ハ

イブリッド火山学者といったところでしょうか。こ

れからも信大の学生さんと共に、様々な研究手法を

駆使して火山の多様な現象に迫りたいと思っていま

す。 

 

 

 

LHC によるトップクォークの研究 

川出 健太郎（物理学） 

 
「宇宙は何でできているのか？」という誰もが一

度は抱くであろう根本的な疑問を深く考える学問が

素粒子物理学です。素粒子とは、モノ（物質）を構

成する最も基本的な要素のことです。私はその中で

も加速器を用いた高エネルギー素粒子物理学実験を

専門に研究しています。スイス・ジュネーブ郊外の

CERN研究所に設置された LHCでは史上最大の加速器

を用いた最先端の素粒子物理学実験の研究を行って

おり、従来の常識を超える新しい物理現象の発見を

目指し世界中の研究者が一丸となって研究に取り組

んでいます。 

今回は私の専門である「トップクォーク」の研究

の最新の話題に触れたいと思います。トップクォー

クは標準粒子に含まれる粒子で、1994年にアメリ

カ・フェルミ研究所で発見された第三世代と呼ばれ

るクォークの仲間です。単独の素粒子でありながら

金の原子核ほどの質量も持つ不思議な素粒子であ

り、素粒子が質量を獲得する機構や新物理現象との

密接な関係が期待されています。トップクォークが

興味深い理由の一つに、「生成過程・崩壊・性質そ

のもの」すべてにおいて新物理事象に感度があるこ

とがあります。LHC実験が総力を挙げて探索してい

る新物理の兆候は 2020年現在なにも見えていませ

ん。いろんな可能性がありますが、私はトップクォ

ークのような既知の粒子を精密に調べて、標準模型

からの逸脱を探すアプローチで新物理の研究をして

おります。例えば新粒子が存在すれば、トップクォ

ークの運動学変数分布に影響があると予想していま

す。様々な測定が行われ、理論精度を上回る精度で

の測定も出始めています。その中で、トップクォー

ク対のスピン相関を調べる研究が近年行われまし

た。トップクォーク対のスピンの相関が標準模型の

高次計算で予想されるよりも誤差を加味しても有意
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に大きいという結果が出ました。結論はまだ出てい

ませんが、理論計算の理解がまだまだ完ぺきではな

く、実験をもとにもっと深く追求していく必要があ

ると考えています。一方で、トップクォークの質量

などの基本的な測定の結果の改善にも目を見張るも

のがあります。特に質量測定では、これまでの測定

と矛盾する結果が出ているわけではありませんが、

単独の測定だけでも従来のワールドアベレージを超

える精度での測定ができるようになっています。こ

のような精度での解析を様々な測定に応用すること

で、標準理論をより正しく理解することができ、そ

のわずかな綻びを発見できる可能性が高まると期待

して私も研究に励んでおります。 

2012年のヒッグス粒子発見からすでに 8年もの

月日が流れましたが、LHC実験は手を緩めることな

く研究を続けております。残念ながら現在までの新

物理のニュースはありませんが、まだ LHC実験はこ

の先 20年近く続きますので、今後も注目していた

だきたいと思います。 

 

 

 

――――――――――――― 退 官 さ れ た 先 生 か ら ―――――――――――――

出 会 い 

高田 啓介（生物） 

 
 昨年の末、武漢で原因不明の肺炎が大流行してい

ると耳にした。武漢ロックダウン、あれよあれよと

いう間に世界中に感染が広がった。各国は事実上国

境を封鎖した。国境だけではない。日本国内でも県

をまたいでの移動は自粛。様々な自粛、自粛で初期

対応には一応成功（？）したようにも見えた。Go 

to キャンペーンも始まり、私もおっかなびっくりで

はあるが、どこか温泉でも出かけたいなと思ってい

た。その矢先、再び感染者が急増し、東京をはじめ

各地で感染者数が最多を記録し続けている。旅が好

きな私にとって、対策をとれば近場の美術館と温泉

くらいは許されるのではと思う。一方で、万が一感

染でもしたら家族どころか芋づる式に友人、知人、

尋ねた先の知らない人までが洗い出され保健所の監

視下に置かれることになる。たかが年寄りのわがま

までみんなに迷惑が・・・。 

 中学に入った頃から生まれ育った場所から出たく

てたまらなかった。生まれ育った場所がきらいなわ

けでもなく、家族、友人といるのが嫌なわけでもな

かった。大学、大学院、就職と転居した。転居のた

びに、旅に出る時と同じように知らない土地、知人

友人のいないことへの不安が沸き起こった。しか

し、それにも増して、しがらみから離れられること

への開放感や、これまで知らなかった土地や新たな

出会いへ対するワクワク感の方が勝っていた。これ

は旅に出る時の気持ちに似ている。 

 この拙文を読んでくださっている方は、信州大学

理学部の生物学科、生物科学科あるいは理学科生物

コースの卒業生や関係者の方々だと思う。私の知る

限り、皆さん方の多くは長野県以外の出身者であろ

う。年によって多少の増減はあるものの、首都圏、

中京圏、関西圏の出身者がほぼ 25％ずつを占めてい

た。残りの 25％は長野県も含む北海道から沖縄まで

日本全国から集まっていた。松本に来る時に、皆さ

んは大学入学時に私が感じたと同じように、しがら

みから離れ、知らない土地や新たな出会いへのワク

ワク感を感じたと思う。 

 知らない土地や新たな出会いも、暮らしていくう

ちに次第に慣れ、その新鮮さは失われていく。唐と

の戦に朝鮮へ出撃する軍船を見送る万葉集の歌が詠

まれた街での生活も、石川さゆりの演歌を聞きなが

ら暗い雪の海峡を連絡船で渡った街での生活も、こ

こ松本での生活も時が経つうちに当たり前の日常に

なっていった。 

 退職後、やっと時間に余裕ができた。旅といって

もこれまでのように知らない土地や新たな出会いへ

のワクワク感はあるにはあるが、思い出と土地が結

びつくことも多くなった。人生の黄昏にたどり着い

たセンチメンタルジャーニーと言われそうだが、そ

西門のそばにあった生物の旧温室、標本林と圃場。温室の向こ

うには軽食のヤナギ屋が見える。ヤナギ屋はセブンイレブン、

ローソンを経て現在はヤマザキデイリーストアになっている。 
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んなことは決してない。『知らない土地や新たな出

会いへのワクワク感』の旅に加えて、これまの人生

で培われたさまざまな『出会いをたどる』旅という

これまでに経験してこなかった旅も楽しめるように

なったのだ。 

 と余裕をぶっこいてたのもつかの間、コロナウイ

ルスの第二波がブレイク。それに加えて、日本人男

性の健康寿命の平均は 72.14歳ということにも気づ

いた。あれあれ？ 後 X年しか残されていないじゃ

ないか。どうする？どうする？ 前門の虎、後門の

狼とはこのことか。子供のように（な？）悩みは尽

きない。 

 

 

 

退職しました 

山本 雅道（８Ｓ 生物） 

 
 昨年 3月末日を持ちまして、信州大学を退職しま

した。 

 思い起こせば、1979年 4月に教養部に就職し、

1995年理学部生物学科、2000年山地水センター、

2015年物質循環学科と信州大学内で配置換えを経験

してきました。 

 教養部では医学部の実習を担当し、夜中の 12時

ころまで実習していたことを思い出します。そのこ

ろの学生が県内の病院で活躍しており、たまに会う

こともあります。生物学科時代は主に生態分野の実

習を行っていました。私が卒研を行った臨湖実験所

が、山地水環境教育センターに改組した時には、所

属替えを願い移る事がで

きました。その後、理学

部に戻り残りの 5年間を

過ごしました。理学部で

は、何人かの学生・院生

の卒研・修論などを見さ

せてもらいました。しか

し、実際には面倒を見てもらったのだろうと思って

います。 

 さて、1983年に理学部同窓会の副会長となり現在

も続けています。なぜ小生のような者が同窓会の設

立に関わったかと言うと、当時理学部周辺には卒業

生が居らず、可知、永井、宇和先生から呼ばれたか

らでした。森会長とは昔行われていた生協祭で教養

部（共通センター）のプール北のプレハブ小屋で行

われたマージャン大会で対戦したことがあったこと

を思い出しました。大学時代は諏訪の臨湖実験所に

主にいましたのであまり知り合いがいなかったのに

不思議なことです。 

 その後、教養部と理学部をはじめ他学部にも、理

学部の卒業生が教員となり赴任しています。理学部

教員では栗林さん（数学）、石川さん（化学）をは

じめ多くの方がいらっしゃいますし、事務系にもあ

ちこちではたらいておられます。この方々が中心と

なり、今後の同窓会をもり立てていくことをおねが

いします。 

 設立時には会報を 3回まで発行しましたが、諸般

の事情により中断してしまいました。その後 2002

年から会報発行を再開することとなり、年 2回発行

を現在も続けています。再開会報は最初、会長のリ

ーダーシップで作られ、小生がワープロ打ちと文章

の加除訂正をしてきました。（会長の文章は手書き

で、筆が滑ることがままありました。）当初、不慣

れなこともあり誤字脱字やページそろえのミスなど

が多々見られます。会長にぼやきながら、金曜日の

夕方から日曜の遅くまで、目一杯の作業も普通のこ

とでした。最近は編集作業者も増えスムーズな編集

ができるようになり、ブラックから卒業しつつあり

ます。若い人たちの貢献が大きく、勇気づけられて

います。 

 現在は、理学部の授業（リモート・メールで行っ

ています）と、実家で米作り（おいしいと評判の松

川米）を行っております。 

 同窓生の今後の健闘を祈って筆をおきます。 
 

 

大学史資料センター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。 

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 

  

定期調査を行っていた木崎湖施設 
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――――――――――――――  学 生 か ら の 報 告 ――――――――――――――― 

 

大学４年間を振り返って 

徳田 大輝（2016S 数学） 

 
私は大学４年間を信州大学で過ごし、たくさんの

学びを得ました。10 代後半から 20代前半にかけて

の４年間は自分の人生について考えを深めていく４

年間だったと思います。自分はどういう価値観を持

って今後生きていきたいのか。本を読んでみたり、

働いてみたり、遊んだり。大学生活の中で得た経験

の一つ一つがそれを考えるきっかけになりました。

しかしその中で一番、自分の価値観に影響を与えた

ものは何かといえば、それはたくさんの人との出会

いではないでしょうか。大学内には本当にいろいろ

な価値観を持った人がいます。その人たちは自分と

は全く違う視点から物事を捉えているわけです。そ

の人たちと話をして一緒に行動し、また考えさせら

れます。人との出会いは自分にとって大きな衝撃で

あり、それこそが大学４年間で得た最も大切なこと

だったと思います。成功したときも失敗したときも

それを共有する仲間がいてくれれば私は成長できま

す。人との関わりの中で人生を見つけていく。それ

を実感した４年間でした。 

 

 

 

４年間の思い出 

留場 幸穂（2016S 数学） 

 
私が数学を学んで過ごした４年間は充実したもの

だったと思います。そう思えるのも数学の面白さを

教えてくださった先生方、励まし合いながら共に勉

強をしてくれた友人たち、そして私が不自由なく生

活し勉強に打ち込めるよう支えてくれた両親がいて

くれたからこそだと実感しています。特に試験期間

は図書館やラウンジで夜遅くまで友人と勉強した

り、先生方に直接方針を教えて頂いたり、良い環境

で勉強できたことを有難く思います。また、２年生

の頃からアドバンスゼミでセミナーもさせて頂き、

数学の勉強のみならずセミナーのやり方もご指導い

ただけました。その経験のおかげで卒業研究のセミ

ナーがより一層充実したものになったと感じます。

現在は大学院に進学し、研究のために勉強に励んで

います。４年間で学んだことを忘れずこれからも努

力し続けたいと思います。お世話になった皆様、４

年間本当にありがとうございました。 

４年間の思い出 

加納 早貴（2016S 数学） 

 
４年間の大学生活を振り返ってみると、周りの人

と環境に恵まれた充実したものだったと思います。

入学した当初は授業の受け方がわからず、講義の内

容が理解できないことが多々ありました。大学生活

に不安を感じていましたが、新しくできた友達とと

もに勉強し、教えあうことで多くのことを学ぶこと

ができました。図書館にこもってぎりぎりまで試験

勉強をしたことは、今となってはいい思い出です。

私は３年生の後期でアドバンス科目を履修し、４年

生から本格的なセミナーを経験しました。一冊の本

を読み進めていく中で、自分の勉強不足や考えを論

理的に説明することの難しさを改めて感じました。

丁寧に指導してくださる先生方と、質問をすると自

分のことのように真剣に考えてくれる友人たちに支

えられながら研究を続けることができました。 

この度優秀賞をいただけたのは、熱心に指導して

くださった先生方、研究室の先輩方や友人たち、家

族のおかげです。本当にありがとうございました。

これからは大学院でより一層研究に励んでいきたい

と思います。 

 

 

 

信大生になって 

加藤 理一（2020S 物理） 

 
令和二年度のセンター試験、二次試験を超えて入

学した信州大学。二次試験の時、きっと冬の寒さで

開いていなかった木々の蕾が満開になった美しいキ

ャンパスで入学式を行い、山間ののんびりとした雰

囲気の中で行われる授業を想像して、とてもワクワ

クして待っていました。ただ今年度は、新型コロナ

ウイルスで入学式がなくなり、授業もオンラインに

なってしまいキャンパスに訪れることはめったにな

く、同学部の同級生の顔もあまり分からないままで

した。 

初めての出来事でオンラインの授業ということが

決まり、教職員と生徒の両者が慣れない形でのスタ

ートを始めた授業での情報伝達というものにとても

神経を使いました。私は正直にいいますとオンライ

ンという形が苦手です。理由は３つありまして、

（1）とてつもなく疲れること、（2）はオンライン

上でいろいろなところから、また突然に情報が入っ

てき収拾が付きにくいこと、（3）雰囲気が読み取

れないことです。4月 5月の授業やその通知に関し

ては ACSUのシステムの理解不足や授業時間のタイ
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ミングに慣れないことも多くとても神経を使ってパ

ソコンの前で待ち構えていたことを思い出します。 

私にとってとても痛手だったのは授業の雰囲気が

読み取りづらいことでした。私が思うに授業では先

生が教えてくれることに対してどう自分なりに正し

く解釈をして練り上げるかというものであると思い

ます。その練り上げにおいてなぜ先生はこの部分が

重要なんだといったのだろう？やなぜこの部分を強

調したのだろう？何を一番メインに伝えたがってる

んだろう？ということをオンライン授業形式のもの

で読み取ることに苦戦をしました。 

そんなこんなで前期期間を過ごしてみて、私とし

てはいままでにない新しい生活に若干の戸惑いがあ

りましたが、今の新型コロナウイルスが落ち着いて

いきキャンパス内で授業を受けられるようになった

ときにまた新しい戸惑いをもらうことになるだろう

と思ったので戸惑うことは考えずに、やってみて、

試してみて、とできる範囲で自分のペースで進めて

いこうと思いました。来年を迎えてどうなっている

かの予想はできませんが、キャンパス内での授業が

始まるというのなら、新入生以上に新鮮な期待感を

もって望めたらいいなと思います。 

 

 

 

「目標」 

小口 光太郎（2020S 物理） 

 
いま、私に求められているのは何だろうか。 

 数ヶ月前まで受験生だった。自分がどこの大学に

行くのか分からず、何度も「もうやめたい」と思っ

ていた。だが、大学に入ればサークル活動などで新

しい友達ができ、高校よりも縛りがきつくないの

で、新しくできた友達と旅行をすることや、自分が

勉強したい分野を高校よりも詳しく学ぶことができ

るのだろうと思うと、少しは受験勉強のやる気が出

たのだった。そして、４ヶ月前、期待を胸に信州大

学へ入学した。しかし、新型ウイルスの影響で、入

学式は中止、サークル活動もスタートせず、授業の

ほとんどがオンラインとなってしまった。思い描い

ていた大学生活とはほど遠いものとなってしまい、

衝撃を受けるとともに、出口のないトンネルの中に

いるような気持ちになった。さらに、大学から出さ

れる課題はどれも難しく、提出するのがやっとだっ

た。また、高校物理では、微分方程式を使わなかっ

たが、大学物理では当たり前のように使用している

ことにも驚いた。 

 私の短所の一つに“気持ちの切り替えが遅い”と

いうことがある。大学に入学してからこの短所が露

呈していると感じる。大学生活が思ったように進ま

ず、やるせない気持ちになり、だらだらと生活をし

ていて、また、オンライン授業という新しい形態の

授業にも慣れることができず集中できていなかっ

た。さらに、高校物理と大学物理の差に苦戦し、お

世辞にも真面目とは言えない学生生活を送ってい

た。そんなある日、初めて大学の友達と一緒に課題

をやったときに、その友達は私が解けず悩んでいた

物理の問題をすらすら解いていた。その姿を見て、

自分とその人との違いに気がつき、焦燥感に駆られ

た。それと同時に、友達は気持ちの切り替えをしっ

かりとして、新しい授業スタイルや高校物理と大学

物理の差にもきちんと対応しているのに、私は、こ

の数ヶ月だらだらと気持ちの切り替えができずに何

をしていたのだと、いらだちを覚えた。 

 私は、この新型ウイルスにより様々なことに対し

て我慢を強いられている期間を、気持ちの切り替え

ができないという自分の短所を見つめ直し、改善す

ることのできるチャンスだと考える。 

私に求められていることは、大学生というほぼ社

会人のような立場にある学生として、勉強の面はも

ちろんだが、今後社会に出て必要とされるであろう

ことを学び、人として大きく成長することが求めら

れているのではないかと思う。 

この大学４年間をどの人よりも学びの多い学生生

活にできるようにしていきたい。 

 

 

 

前期授業を振り返って 

堀内 結翔（2018S 化学） 

 
今年度前期、新型コロナウイルスの感染拡大を受

け、教授や職員の方々、そして学生にとっても波乱

の半期であったと思う。この期間を経て、自分は化

学という学問に対して真摯に向き合えたように感じ

る。 

オンライン講義が始まった５月当初、この手段は

人によって評価が分かれるものであり、自分はあく

まで学びを途切れさせないための延命処置だと考え

ていた。この形式での講義はこれまでと比べて理解

度の差が生じやすいものであり、個人のモチベーシ

ョンを保つのには難しい一面を持っていたと思う。

しかし、時間が経つにつれ、自分から学ぼうとする

姿勢や意欲を試されているのではないかと次第に感

じるようになっていた。 

周りには普段とは違う形式に疲弊し、ペンを動か

す手を止める人も多かった。しかし、あらゆる学問

に対して真摯な姿勢でいる人は、どんな状況でも学

びを継続するであろう。自分は化学に対してそうで

ありたかった。 

だから、例年とは違った状況にある今こそ、自分

はより一層勉学に励もうと心に決めた。具体的に例

を挙げると、有機化学実験の講義は特に力を入れて

学んだと思う。紙の上で電子の動きを眺めていた今

までとは異なり、目的となる化合物を自分の手によ

って合成し、評価する。一般的に行われる実験であ
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ろうが、今まで知識として持っていた Wittig反応

や Friedel-Crafts反応を行えたことは、自分にと

っては大きな感動であった。この感動に突き動かさ

れながら、精一杯に得られた結果の考察を調べた。

確かに知っていたはずの反応なのに、新しい知識が

どんどん入ってくる。今までなんとなく扱ってきた

反応ひとつひとつがこんなに奥深いものだと思って

おらず、感動を多く得られた期間であった。 

この半期を俯瞰すると、化学に対して真摯に向き

合うことで、それを学ぶ楽しさを再確認できたよう

に思える。今後も「新しいことを知りたい」という

気持ちを忘れずに勉学に励みたいと強く思う。 

 
付記： 実験・実習授業については 6 月から感染防止策

を講じた上で大学内（実験室）での実施が可能となりま

した。受講生をいくつかのグループに分けることなどし

て人数を減らして行いました。 

 

 

 

コロナ影響下での学会参加 

市川 桂菜（2020SS 物質循環学） 

 
総合理工学研究科 物質循環学ユニットに在籍し

ております、市川桂菜と申します。 

私は卒業研究のころから、研究室の OBである長

野県庁農業試験場の方と、共同研究をさせて頂いて

います。水田圃場の土壌中の微生物が生産する酵素

の活性を測定することで、土壌中の栄養状態を推定

する研究です。土壌中の栄養状態は、通常、炭素・

窒素・リンといった元素を直接測定することで推定

されていますが、この研究では、微生物の酵素を用

いる方法で測定することによっても土壌の栄養状態

が分かるかどうかを、検証しています。卒業研究の

段階で、酵素活性によって土壌の栄養状態が分かる

可能性があるということが解明されました。 

私はこの研究の結果を、今年の６月、web 上で開

催された、日本土壌微生物学会にて発表しました。

そこで、大会運営委員長賞をいただくことができま

した。これは、共同研究をさせてくださった長野県

庁の農業試験場の方々、指導教員の先生、研究室の

先輩や、支えてくれた友人、家族等、多くの人々の

おかげだと思っています。特に、指導教員の國頭先

生には大変お世話になりました。 

学会は、新型コロナウイルスの感染が広がる中、

web上で開催されました。スライド等の発表データ

を web上にアップし、関係者のみが閲覧できる URL

内で、自由に閲覧する形で行われました。また、

zoomによって「オンライン情報交換会」が開催さ

れ、そこで他の発表者の方と画面上でお会いするこ

とができ（集合写真まで撮りました）、自分自身の

研究内容を発表するとともに、他の方の発表も聞く

ことができました。コロナウイルスの影響下で、特

殊な形式での学会開催でしたが、私にとって、とて

も貴重な経験となりました。 

8月になった今でも、コロナウイルスの猛威は続

いています。その中でも、感染対策に万全を期しな

がら、研究を続けています。大学の前期の講義はオ

ンラインでの受講になり、私も家にいながら学習す

ることに慣れてきました。大学の狭い実験室で実験

を行う際は、必ず換気をすること、少人数で行うこ

と、実験の前後に手指を消毒すること等を、徹底し

て行っています。新しい生活様式の中では、今まで

とは色々なことが変化してくると思います。その中

でも、自分にできることを精一杯やっていきたいと

思っています。

 

 

本の寄贈のお礼とお願い 
新型コロナウイルスにより、今年は夏の「自然誌科学館」が中止となりました。例年、「同窓会の部

屋」で開いています「古本市」も開催出来ませんでした。昨秋から今春にかけ、何人もの同窓生・先生

から本の寄贈を戴きました。本当にありがとうございます。お送りいただいた書籍は、来年の「古本

市」に持ち越しとなりますが、ご了解ください。 

また、学生・院生に読ませたい本で、手放してもいい書籍がお手

元にありますれば、ぜひ、お送りください。お待ちしています。 
送り先 〒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 

誠に申し訳ありませんが、送料をご負担ください。 

写真：実験圃場で育つイネ 
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―――――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――――― 

 

現状をチャンスと捉えて！ 

粂田 宏明（2003S 化学） 

 
2009年化学科（修士課程）卒業の粂田宏明と申し

ます。2003 年に信州大学理学部化学科に入学し、修

士課程までの 6年間を松本キャンパスで過ごしまし

た。その後、就職も長野県の企業に入社し、気が付

けば長野県にきて 17 年になりました。あと数年で

実家の千葉で過ごした年数を逆転し、完全に長野県

民になるのかなと感じているところです。 

 最近の大きな出来事といえば、ありきたりな話に

なってしまいますが、covid-19の影響による生活と

労働スタイルの変化です。現在、自分は開発部門に

所属し、新規材料の開発に取り組んでいます。仕事

の特性上、計画を立て実験を行い、データーの確認

と考察、その結果を踏まえ次のやることを決めると

いう PDCAのサイクルで業務を行っています。大学

での研究室生活そのものとまではいきませんが、何

日も実験室で夜遅くまで実験に没頭したり、突然思

いついたことを実験してみたりというようなことも

ありました。 

しかし、covid-19の流行を機に働き方に大きな変

化が生まれています。世の中でも取り上げられるこ

とが増えていますが、在宅勤務やリモートワーク、

ソーシャルディスタンスの確保などが自分の職場で

も取り入れられました。その結果、これまで当たり

前にできていたことができなくなりました。実験時

間や場所の制限はもちろんですが、在宅勤務では実

験はできません。出せる成果の量は減りますが、求

められる成果は変わらないため、日々葛藤していま

す。 

ただ、自分自身としてはこの環境変化を自己成長

のチャンスと捉えてもいます。在宅勤務では実験す

る環境がないため、データーの整理や考察に多くの

時間を割くことができます。また、いかに効率的に

成果を出すか、PDCA をきっちり回すために必要なこ

とは何かを考える機会が増えました。その結果、こ

れまでおろそかになっていたビジネススキルの勉強

に取り組む姿勢が生まれてきました。更には、社会

の最新動向に目を向ける機会も増えています。手を

動かして成果を出す時間は減ったかもしれません

が、自分の努力次第でそれを補えるだけのスキルア

ップにつなげることができると感じています。 

現在、世の中ではサステナビリティやサーキュラ

ーエコノミーなど新たな言葉と概念が次々と生まれ

ています。そして多くの企業がそれを実現すること

を方針に掲げ、達成できる能力を持った人材を求め

ています。会社の人事もこれまでの年功序列の仕組

みから、成果主義が強くなり、covid-19と共存して

いくこれからの社会において、この流れはますます

強くなると思います。このような社会を生き抜いて

行くためには、働く側の自分たちも自分のスキルを

自ら磨いていかなくては取り残されるだけです。そ

のためにも、生活様式の変化を上手く利用し、スキ

ルアップとキャリアアップにつなげていきたいと考

えています。 

 

 

 

自然研(自然科学研究会)と歩んだ我が人生 

稲葉 誠（８S 数学） 

 
1973年春、１年浪人してやっと大学の門をくぐる

事ができました。当時信大は２期校で、大学への思

い入れはほとんど無かったのですが、入学試験の時

に見た真っ白に雪化粧した北アルプスには魅了され

ていました。サークルガイダンスで紹介された穂高

岳涸沢雪渓調査に引かれ、自然研に入部する事にし

ました。信州に来たのだからアルプスに登りたい。

でも山岳部やワンゲルでシゴカレたくない。と言う

安易な考えにピッタリの選択でした。 

夏に雪渓調査に参加。キスリングに米袋 10kg を

背負っての初めての本格的な登山に疲れ果てまし

た。しかし涸沢カール内の気象観測の一環として奥

穂高岳頂上で過ごした６時間ですっかり穂高の山に

魅了された様で卒業までほぼ全ての雪渓調査に参加

しました。 

そして、先輩・後輩の別なく議論し合える自由な

気風や出身地も学部も異なる個性豊かな人物たちと

親交を深めるうちに自然研の魅力にどんどんハマっ

ていきました。折にふれて、気の合う自然研の仲間

と北アルプスを気ままに縦走し、信州の大学時代を

満喫しました。 

５年かかって卒業し東京のソフトウェア会社に就

職したのですが、コンピュータ中心に組まれた昼夜

の区別のないスケジュールに嫌気が差し、暇を見つ

けては信州の自然研の元に気晴らしに行っていまし

た。現役学生の皆さんには、いい迷惑だったと思い

ます。春・秋の雪渓調査にも４回程同行し、私より

はるかに若い後輩の方々と友情を分かち合わせて頂

きました。 

1973 年夏 初参加の第 12 回涸沢雪渓調査集合写真 
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自然研の現役学生が行う涸沢雪渓調査は 1986 年

夏第 50回調査で終了しましたが、創設された神田

さん(３S物理)がメインとなり現在も調査は継続し

ています。 

微力ながら私もお手伝いさせて頂いています。

2015年９月に信州大学理学部で行われた雪氷学会の

ポスターセッションの部で、神田さん主導の下、涸

沢雪渓調査の集大成を発表しました。かつて雪渓調

査に参加した多くの OB・OGの方に準備作業を手伝

って頂き、感無量だった事を思い出します。(その

夜は大宴会)  

 

話は変わりますが、1970年代後半に自然研 OB会

が結成されました。「年に１度、夏に信州へ集まり

旧交を深める。」と言う趣旨だったと思います。こ

の集いは現在まで１度も途絶える事なく、８月第１

土曜と日曜にかけて実施しています。 

初期の頃は私は下働きでしたが、そのうち「上の世

代(私の入学時に８年生の大先輩が在籍)から随分下

の世代まで顔の広いのは稲葉だけだ。」と言う事

で、永久幹事長を仰せつかり、現在に至っていま

す。昔は返信ハガキを入れた封書で OB会の案内を

行い、時間的・金銭的に大変でした。今は「Google

グループ」サービスを利用しています。メーリング

リストに OB会メンバーのメールアドレスを登録す

れば、自然研用 Googleグループアドレスへの送信

でメーリングリストの全員に連絡できます。現在

100 人近くが登録し、OB会の案内に限らず、OB内の

ニュースやトピックス、ローカルな宴会案内まで幅

広く利用しています。 

2018年の OB会は、大町・くろよんロイヤルホテ

ルに昭和 41年～昭和 56年入学の 19 名が揃いまし

た。乾杯の写真をご覧下さい。そして、その後の宴

会が如何に楽しかったか、ご想像下さい。 

今年夏の OB会はコロナ禍のため中止も考えまし

たが、参加者を長野県に限定し、その他の方は今流

行りの Zoom で参加する形で何とか開催する事がで

きました。 

 還暦を随分過ぎた現在、自分の人生を振返ると信

州大学で出合った自然研の存在が大きなウエイトを

占めています。入学する大学、サークルの選択、ま

してや先輩・同期・後輩との関係、全て偶然の連続

なのですが、私にとってはどれも外せない大切な宝

となっています。思い入れのない大学に入学し、安

易に選んだサークルだったのに・・・。 

出合いは不思議。だから人生は面白い。 

 

岡田菊夫君（２S 物理学科）のこと 

           森  淳（１S  数学） 

 
 長い闘病生活の末、2020年６月 22日に 72 歳で

亡くなった岡田菊夫君のことを記録しておきたい。 

岡田君は自然科学研究会の創立メンバーです。 

 1967 年に理学部物理学科に入学し、仲間とともに

５月中旬には教養部で「会員募集」のポスターを貼

り、下旬には 30名で自然科学研究会を発足させま

した。 

 活動の方針や、研究会の研究方法についての論議

を情熱的にすすめ、６月には学習会の一回目と、自

分のテーマに沿う「田溝池付近の斜面の気温・風向

調査」をはじめました。 

 松本平での逆転層の研究は、山々に囲まれた安曇

野の中、西と南が開けた松本という特別な地の気象

特性を明らかにするもので、大町で公害問題が起き

た時には調査活動の指針になりました。 

 実践とデータを大事にされ、「理論と実践の統

一」の理念を求め、「みんなで支えるそれぞれの研

究」を自然科学研究会の柱に据える事に貢献されま

した。 

 自然科学研究会研究誌「自然が呼んでいる」に

は、岡田くんの沢山の研究成果が、丁寧なガリ版の

字で残っています。 

2018 年８月 自然研夏の OB会 

2015 年９月 雪氷学会ポスターセッション会場にて 

中央が 岡田菊夫君、 

右は 神田健三君:写真の提供者 

（３S 物理；中谷宇吉郎雪の科学館元館長） 

左は 森 淳 

1968 年 6 月 29 日 梓川河原（明神～徳沢）にて 
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 1971 年に名古屋大学の大学院に進み、水圏科学

研究所で大気中のエアロゾルの研究で学位を得られ

ました。名大教官から 1986 年に気象研究所（つく

ば）に赴任し、2008 年に定年を迎えられました。 

 

 

 

人間が産みだした自然、里地里山に生息する 

キマダラルリツバメの保全にむけて 

上田 昇平（98S 生物） 

 
大学生から、修士課程、博士課程、博士研究員ま

で、17年半を過ごした信州大学から大阪府立大学に

移り、約 5年間が経過した。信州大学では理学部生

物科学科に所属し、生物間の共進化、高山昆虫の分

布と系統分類などの基礎科学を研究してきた。現所

属は、生命環境科学研究科緑地環境科学専攻環境動

物昆虫学である。名称として分かりにくいが、

元々、農学部昆虫学研究室で、農業害虫の分類、生

活史や防除など、人間の生活に直結する応用科学を

専門とする研究室である。基礎科学から応用科学へ

の転換は、（理学部の人ならば分かると思うが）、

骨が折れる。問題だったのは「農業」の基礎知識が

無いことだ。これまで、昆虫の進化や生態を研究し

てきたのであるから、害虫の知識はある程度ある

が、農業の方はからっきしであった。 

 

 今では、何とかやっているようであるが、それ

は、「里地里山・絶滅危惧種の保全」という研究分

野にたどり着いたからであろう。みなさん、大阪府

は都会で、自然環境などほとんどないと思われるか

も知れない。しかし、大阪府は、北は北摂山系、東

は金剛山地、南は和泉山脈に囲まれ、淀川と大和川

という大きな河川が大阪湾に流れ込み、多数の湖沼

が存在するという多様な環境を有していて、元々、

生物多様性は低くない。人間活動により、それらの

生態系が破壊されている訳だが、長野県では普通種

の生物であっても、大阪府では絶滅危惧種になって

いる。ある意味、絶滅危惧種の研究には地の利があ

るといえる。 

 大阪に来て、腰を据えて取り組むようになったの

は、キマダ

ラルリツバ

メ（写真）

という絶滅

危惧種のチ

ョウであ

る。このチ

ョウは、幼

虫時代をア

リの巣の中

で過ごすと

いう特殊な生活史を持っており、大阪府では最もラ

ンクの高い「絶滅危惧 I類」に選定されている。大

阪府の最北端（おおさかのてっぺん）にある能勢町

でキマダラルリツバメの記録が残されていたので、

調査を開始した結果、キマダラルリツバメは、能勢

町で伝統的に維持されてきたクリ園に分布するハリ

ブトシリアゲアリの巣から発生すること、クリ園の

衰退により個体数が減少していることなどが明らか

になってきた。 

生物の絶滅要因のひとつとして、人間の自然に対

する働きかけの低下というものがある。キマダラル

リツバメは、能勢町で伝統的に継続されてきたクリ

園で生活史を回してきたが、高齢化などの理由によ

り、里地里山が管理されなくなることで、絶滅に向

かって進んでいたことになる。現在、大阪府行政と

地元の保全団体と協力しながら、キマダラルリツバ

メをシンボルとしつつ、クリ園の再生事業をすすめ

ており、多くのボランティアスタッフの協力もあ

り、キマダラルリツバメの個体数が増加しつつあ

る。 

大阪に移ったときは、信州大学で培ってきた自然

科学の基礎知識をどのように扱うかを決めかねてい

たが、良い研究材料を見つけることで、その知識を

最大限に活用することができた。さらに、その知識

が、絶滅危惧種の保全や外来種の防除など、応用科

学の分野の発展の力となっている。 

 新型コロナウィルス（COVID-19）のインパクトは

強く、これまでは普通であった海外や県外の移動に

制約がかかる状況だ。今後、どのように人間社会が

変化するか不明瞭であり、将来を不安に思う人も多

いと思うが、一極集中を避けるために、地域社会と

いうものがより重要になってくるだろう。信州大学

は地域貢献度の総合ランキング 1位であり、この観

点から考えると、信州大学理学部で学んだ知識は、

将来的に必ず役に立つと考えられる。信州大学で同

じ時間を過ごした同窓生間でコミュニケーションを

取り合い、切磋琢磨しながら、今後、産み出される

であろう新たな社会を乗り越えて行けたら幸いであ

る。 

 

 

信州大学理学部同窓会ホームページを 

リニューアルしました 
https://science.shinshu-u.ac.jp/alumni/ 

 

 

過去の同窓会報も 

掲載しています。 

 

お時間あるときに 

ご覧ください。 
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同窓生の皆さん、緊急に訴えをします 

困窮する学生・院生への生活支援の取り組みについてご理解・ご協力のお願い 
 

新型コロナウイルスの影響で、生活に困窮してい

る学生のことが伝えられています。正確に判ってい

るわけではありませんが、理学部でも困っている学

生・院生が少なくないと想像されます。当初「アル

バイトもなくなり困っている学生に何か」と考えま

したが、外出制限と学内に入れなかったことなど

で、具体化出来ませんでした。その後、国の学生支

援が始まり、大学からも寄付の訴えが出されるな

ど、不十分とはいえ困窮する学生を支える条件は出

来てきました。 

しかしながら、現在、第二波ともいえる状況が進

行しています。長引くコロナ禍のもとで、継続的支

援は難しく、困難を抱える学生は増えているように

思います。そこで、同窓会は理学部と協議をし、学

生生活支援を始めることとしました。まずは、春に

皆さんから頂いたご寄付をもとに、食料品を用意し

希望者にお渡しすることを考えています。たとえさ

さやかであっても、学生・院生を励ますものとなる

と思います。第一回目は準備が整い次第行い、学

生・院生の意見を聞きながら回を重ねていければと

思っています。 

そのために、同窓会予算からの支出も考えます

が、なにぶんにも厳しい財政状況にあることは変わ

っていません。 

 

そこで、同窓生の皆さんにお願いがあります。 

甚だ恐縮ですが、趣旨に賛同いただき、ご寄付を

お願い出来ればと思います。また、米、乾物、缶

詰、レトルト食品などの常温保存のできる食料品な

ども、お送り頂ければ幸いです。 
学生・院生は、日本の未来を築いていく大切な若

者です。 

「子どもは宝」といいますが、彼らは我が子・我

が孫の世代で、われらの宝です。 

 

● ご寄付の送り先 

 ゆうちょ銀行 口座記号番号 00500−2−78885 

 加入者名   信州大学理学部同窓会 

（今年 9月から来年 2月までの、ご寄付は学生生活

支援に使わせていただきます。） 

 

● 食料品などの送り先 

  〒390-8621  長野県松本市旭 3-1-1 

信州大学理学部総務グループ 

 

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

「学生生活支援」第一回の準備が進んでいます。  

～途中経過ですが、ご報告～ 
理学部と打ち合わせを具体的に進めてきました

が、「いいことは早くやろう」と９月 11日（金）

の午前 10時から、Ａ棟玄関ホールとＣ棟 12番講義

室の２箇所で、第一回目の理学部「学生生活支援」

を行うこととなりました。物品の手配、学生・院生

への連絡・会場設営など、理学部事務の力をお借り

しての事です。 

８月末日の段階で、「お米」の手配ができたとこ

ろです。その他の物品についても折衝中です。学

生・院生への連絡は、一斉メールを流してもらうこ

とになりました。何人の学生・院生が取りに来てく

れるかは、予想もできませんが、100人分を用意し

ました。今回の状況と学生の意見をもとに、次回以

降を充実させていこうと考えます。 

学生・院生が取りに来やすいよう、明るく出来れ

ばと思います。春まで月一回の開催を話し合ってい

ます。 

嬉しいことに、

この「学生生活支

援」の取り組み

は、同窓会の提案

ですが、「困って

いる学生のため

に」と理学部、教

職員、同窓会の共

同の取り組みにな

っています。 

 
理学部同窓会 

 

 

 

 

理学部の困窮する学生に直接食料品などを渡す取り組み

への寄付と食料品などの送り先は上記です。 

 今回、理学部同窓会への振込用紙は同封できませんでし

た。春号（35 号）に同封しました用紙がお手元にありまし

たら、お使いください。また、郵便局に備え付けの青色の

振込用紙（払込取扱票）をお使い頂ければ幸いです。 

大学全体の「困窮する学生支援」への寄附については、

同封の「知の森基金」のパンフレットにあります「振込用

紙」をお使い下さい。いずれも、通信欄に大学・学生への

励ましのメッセージなどをお書き頂ければ幸いです。 

理学部同窓会  

編集後記： ～ 編集作業も遠隔で・・・ ～ 
コロナの影響で松本ぼんぼんや諏訪湖花火など軒並み中止。大

学近くの学生のお腹を満たすお店、山賊焼の「源太」、駅近くの

「餃子八番」などひっそりと閉店。 

大学も一時キャンパス封鎖。苦労して引っ越しした１年生、渡

日した留学生も大学に来ることなくアパートで遠隔授業。 

早く平常に戻るといいですね。（し） 


