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求 め ら れ る 力 と 測 れ る 力 
理学部長 吉田 孝紀  

 
卒業生、修了生の皆さん、ご卒業、ご修了おめ

でとうございます。皆さんは、これまで大学で

様々な形で努力されてきたものと思います。しか

し、これからが本番です。これまで培った皆さん

の実力が試されます。“社会の荒波”とはよく言

ったもので、日々の世の中は、穏やかな日もあれ

ば荒れ狂う日もある、海原のようなものです。そ

んな気まぐれな海原の中でも、それを楽しみ、生

き抜く力を皆さんは持っていると信じています。

新たな場でのご活躍を期待しています。 

そして、新入生の皆さん、ご入学おめでとうご

ざいます。日本のほぼ真ん中に位置する松本は自

然に恵まれた素晴らしいところです。ここで過ご

す大学生活は、皆さんの人生において、かけがえ

のない時間となるはずです。様々な人々と交流

し、多様な考え方を知り、学びながら、未来に向

けて力を育んでください。 

 

さて、今年から「大学入試センター試験」が大

きく変わりました。と言うより、「大学入学共通

テスト」として新たに実施されるようになりまし

た。従来のセンター試験よりも、思考力や判断力

を問う問題が増加し、受験生は新たな力を求めら

れるようになりました。私も入試業務の傍らで問

題冊子を手に取ってみましたが、問題量が多く非

常に疲れました。特に国語では設問に至るまで非

常に長い時間を費やし、長時間の集中を求められ

ました。 

そこで感じたのは、共通テストで求められてい

る具体的な能力について、です。出題者は、思考

力や判断力を問う以前に、その土台となる持久

力、集中力、根性(？)を求めているのではない

か、とも思えました。確かに、特に興味を持つも

のでもない多様かつ広範囲の知識を学び、思考を

継続するには、そういった力が必要です。そのよ

うな土台の上に、着実な思考力、判断力が構築さ

れるものとも思えます。しかし、中には瞬発力に

輝きのある受験生もいたはずで、そのような受験

生には共通テストは難化したように見えたかも知

れません。 

その一方で、英語では大量の文章の中から、設

問に関わる部分を探す「検索能力」を問うている

ような感覚を覚えました。情報があふれるこの時

代ですから、適切な情報を素早く探してまとめる

力は、至る所で求められるものです。見方を変え

ると、高校生にむけて、そういった力を作ってい

きましょう、といったメッセージにも見えます。 

 

しかし、これらの試験で測る力は大学での学修

に結びついてこそ、実りのあるものでしょう。持

久力は大学でも必要なものと思います。大学の学

修は自学自習を基本としています。それには一つ

一つの問いを時間をかけて、自問自答しながら多

角的に解いていく力が必要です。また、学問の奥

行きは深遠であり、見落としていた小さな現象に

重大かつ複雑な背景が潜んでいることもしばしば

あり得ます。とりわけ、「理学」の探求には、一

つ一つの現象の丁寧な理解が必要ですから、持久

力や集中力は大学の学びに必要です。でも、国語

の試験で測るべきでしょうか。 

それでは「検索能力」はどうでしょう。日頃、

自分の記憶力低下をインターネットの検索エンジ

ンで補っている現実からは、この力が「最も重

要！」と思える瞬間も多くあります。ネットにあ

ふれる大量の文献から必要なものを探し、かつ読

み下して情報の取捨選択をし、最終的に必要な情

報を得る、といったプロセスでは必須の技術で

す。しかし、実際の大学では、実験・実習・演習

において、課題や問題と時間をかけて向き合い、

小さな証拠をチェックしながら集め、全体像を一

般化することが求められます。こう考えると、検

索能力を身につけることは現代社会では必須の技

術と言えますが、英語科目で測る必要はないかも

知れません。 

さらに、「好奇心」はどうでしょうか。分野に

よるとは思いますが、これは理学の探求に強く関

連したものと思います。しかし、具体的に試験で

測ることは困難ですし、育てるには時間がかかり

ます。 
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試験問題を作る、といった立場では、図りたい

能力の設定が最も重要なポイントです。それぞれ

の学問分野（と大学や学科のカラー）が求める能

力は異なりますから、それを測るために個別学力

検査(いわゆる個別試験)が実施されます。おおよ

そ 1 年の時間をかけて作られる個別試験は、大学

の学びに必要な力を確実に測るものとなっていま

す。総合型選抜(以前の AO 入試)は分野の求める

思考力を測るために最適化された試験といえま

す。従って、理学部に入学された方、当然卒業さ

れた方も、理学といった分野、あるいはそれぞれ

の学科・コースが必要とする力を十分備えてい

る、備えていたはずです。 

とは言っても、実際には「求められる力」と

「測れる力」のミスマッチは依然として残りま

す。志願者の多くが入学可能となる時代を迎え、

このミスマッチは深刻になると思えます。どのよ

うな力を育むことを望むのか、大学から高校生

へ、中学生へ、小学生へ、さらには社会へ、発信

することが求められています。様々な機会を利用

して、理学部の考え方や求める力を発信すること

は、いっそう重要になるでしょう。以前までは、

出前講座や講演会などで、対面での発信のチャン

スが多数ありました。しかし、昨今の状況はそれ

を困難としています。今後の理学部の仕事を考え

るとき、効果的な発信方法を常に模索する必要が

あります。 

同窓会の皆様におかれましては、理学部の新た

なチャレンジに際して、更なるお力添えを頂けま

すよう、お願い申し上げます。 
 

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

 

 

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。 

さて、2020 年度を振り返りますと、年度初めの

4月に緊急事態宣言が発出されたため、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

めました。後期の授業に関しても大人数の授業は

Web 講義にし、三密にならない少人数の授業に関

して対面で行いました。信州大学の e-Learning

システム「eALPS」や Zoom 等のテレビ・Web 会議

ツールを駆使し、オンデマンド型、同時配信型、

あるいは、それらと対面型を組み合わせたハイブ

リッド型で行ってきました。この様に模索しなが

ら行ってきた中で、人と人とが対面で接触する

場、特に、学生同士が交流する場の重要性を強く

感じています。信州大学が信州の地に根を張って

きた意味、そこに全国各地から学生が集まる意

味、全学部の学生が 1年間とはいえ松本で学修す

る意味、場としての意味もまた重要です。北は北

海道から南は沖縄まで全国各地から学生が集って

います。それぞれの地域文化を背景に育った学生

と接触できるのも信州大学の大きな特長です。感

染には十分に気をつけた上で学生交流の場を一定

程度確保できればと考えています。 

本挨拶を執筆している 2021 年 1 月現在、再び

緊急事態宣言が発出された自治体があり、感染拡

大は収まっておりません。いずれにしましてもそ

の時々の感染状況を十分に考慮して授業等を行っ

ていく必要があり、2021 年度も様々な授業形態を

組み合わせて行っていく予定です。昨年 1年間で

学んだ多くのことを新しい年に活かしていければ

と考えておりますので、学生、保護者、同窓生の

皆様にはご理解の上、ご協力、ご支援賜りますよ

うお願い申し上げます。 

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。今回のコロナ禍による家計

の急変に対しては授業料免除での対応等の他、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）が前期授

業期間に行われ、信州大学では、2千名余りの学

生が支援を受けました。さらに、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」を行いました。2020 年 12 月の第一弾で

は 4 百名余りの学生に、2021 年 1 月の第二弾では

6百名余りの学生に、3万円ずつ支援しました。

当初の予定通り約千名の学生に 3万円ずつ支援を

行ったところです。知の森基金「経済支援型奨学

基金」には、2千 5百万円以上のご寄付をいただ

いており、感謝の念に堪えません。2021 年度も引

き続き学生への支援を行いたいと考えております

ので、『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）。 

もう一つコロナ禍で心配していたことは、入学

試験です。特に、今年は、大学入試センター試験

に代わって大学入学共通テストが初めて実施され

ることになっていたからです。この様な共通テス
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トの起源は、昭和 54 年度（1979 年度）から始ま

った国公立大学を対象とした共通第一次学力試験

で、平成 2年度（1990 年度）から国公私立大学対

象の大学入試センター試験に代わっております。

入試改革に加えてコロナ禍における受験となりま

したが、1月 16 日と 17 日の大学入学共通テスト

が無事に終了し、ほっとしているところです。 

新型コロナウイルス感染症の話題ばかりになっ

てしまいましたが、信州大学では、教育組織の改

組が一段落し、2021 年度には、総合医理工学研究

科（博士課程）及び総合人文社会科学研究科（修

士課程）が完成年度（改組後最初に入学した学生

が卒業あるいは修了する年度）を迎えます。これ

で改組したすべての学部及び大学院研究科が完成

年度を迎えたことになります。今後とも多様なご

意見を取り入れながら、不断の見直しを行ってい

きたいと考えております。是非この機会に大学院

で学ぶ意味を考えていただければと思います。大

学院修士課程では、学部 4年間プラス 2年間、博

士課程ではプラス 5年間、高度で専門的な知識を

獲得しながら、自分自身で方向性を考え、オリジ

ナルな研究を行うことができます。それだけでは

なく、学会発表を行うことで、発信力が身につ

き、他大学の学生や教員、研究機関や企業の研究

者など、多様な方と交流し、意見交換できます。

また、研究室によっては、企業や自治体等との共

同研究を経験することも可能です。この様な経験

は、長い目で見れば必ず活かされると思います。

大学院と聞くと、何となく専門に偏っていると思

われがちですが、視野を広げ、多様な人とのつな

がりを広げる場として機能しています。大学院を

修了した皆様には、大学院で学んだことがどう活

かされているか、これから進学する皆様には、大

学院における学生生活を如何に有意義なものにし

て今後に活かしていくか、考えていただければと

思っております。 

ところで、2021 年は干支で言うと辛丑（かの

と・うし）です。Web ページで「辛」の意味を調

べると、「思い悩みながら、ゆっくりと衰退して

いくことや、痛みを伴う幕引きを意味する」と記

されております。「丑」は、「発芽直前の曲がっ

た芽が種子の硬い殻を破ろうとしている状態で、

種の中に今にもはち切れそうなくらい生命エネル

ギーが充満している状況」だそうです。というこ

とで、「辛丑」の年は、辛いことが多いだけ、大

きな希望が芽生える年になるようです。コロナ禍

の困難な状況下、新たな希望の光が差し込むこと

を期待したいと思います。 

信州大学理学部同窓会に大きな希望が芽生え、

益々ご発展なさることを期待しております。末筆

ながら、信州大学理学部に関係するすべて皆様の

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。 

 

 

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

 

 

ご 挨 拶 

森   淳  

 
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

心より歓迎いたします。 

今年は、共通テストが新たに始まり、迷いや悩

みも少なくなかったのではないでしょうか。ま

た、コロナの感染拡大で休校もあり、三密を避け

ることから、友人と学び合う場面も相当減り御苦

労なさったのではないかとおもいます。 

今、入学して不安に思うことも多々あると思い

ますが、信州大学はその持てる力を発揮して、皆

さんの期待に答えるよう努めてくれるはずです。 

信州という大自然の懐で、自然科学を学び合っ

ていこうではありませんか。どうぞ、希望を大き

く持って４月を迎えて下さい。この間の皆さんの

努力と経験を生かして、自分らしい新しい道を切

り開いていって下さい。 

 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございま

す。 

コロナの拡大によって、学業そのものも大きく

影響を受けましたが、様々な方法によって学びを

続けてこられました。 

皆さんが出ていく社会は思ってもみなかった困

難や、理不尽なことがあって、御苦労なさること

があるかも知れません。特に今は経験のなかった

状況が広がっています。しかし、人間は集団で生

きるものですから、一人では太刀打ちできないこ

とも、必ず共に支え合うことで乗り越えていける

はずです。 

これまで学んだことを基に、誰もが人間らしい

生き方ができるよう努められ、歩まれることを期

待しています。共に学びあった、クラスやゼミ、

サークルの仲間は一生の宝です。ぜひ、大切に友

情を紡いでいって下さい。 

 

同窓生の皆さん、新型コロナウイルスの蔓延の

一年でしたが、いかがお過ごしでしょうか。感染
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なさった方もいらっしゃるのではと気になりま

す。医療逼迫の中、疾患をお持ちの方のご心配は

いかほどかと推察します。 

リモートが言われていますが、仕事場に出掛け

なければならない方も少なくありません。どう

ぞ、十分にお気をつけ頂きますよう心から願って

います。また、様々なことで苦しい暮らしを迫ら

れている方は、ぜひぜひ公的支援の扉を叩いてく

ださい。 

 

同窓会は経済的に困窮する学生さんに「学生生

活支援」として９月から７回にわたり食料品配布

をしてきました。その報告を別項に掲載していま

すので、ご覧下さい。 

報告にも記しましたが、多くの同窓生の心温ま

るご寄付を頂いたことと、学部と教職員の皆さん

の協力があってこそ出来た取り組みです。改めて

感謝申し上げます。 

また、これは「子ども食堂」や「フードバン

ク」などの全国的な「共助」のあり方についての

意識が私たちの背中を押してくれたとも考えてい

ます。 

そして実際に取り組んで、学生さんが喜んでく

れる姿から、「やってよかった」と思えたこと、

学部の中に穏やかな気風が生まれたことなどもあ

って、回を重ねることができたと考えます。理学

部の学生さんの真面目さや優しさを感じることが

出来たことは、私たちにとって嬉しいことでし

た。 

 

政府のコロナ対応について、感染症の教科書に

も載っている対策がなぜ出来ないのかという疑問

が、専門家から出され続けていました。これは、

昨年４月からの半年余りの間に備えるべきことが

出来ていないことを示しています。１月８日に

は、ノーベル賞受賞者４名（大隅・大村・本庶・

山中の各先生）が、「現下の状況を憂慮し、５項

目の要望とその実行を求める声明」を政府に向け

てだしました。そこでも、対策の基本を指摘し、

さらにワクチン承認への道筋の透明性や治療薬開

発への提言が述べられています。 

ところがこの間、首相は今後の対応について問

われると、「仮定のことについては控えさせて頂

く」と打ち切り、起きたことについては、「引き

続き緊張感を持って事態を注視していきたい」と

かわし、何かと「専門家の意見を聞きながら判断

してきた」と責任を転化。その上「一日も早く収

束させ、安心して暮らせる日常を取り戻すため全

力を尽くす」と中身のない決意表明をするだけで

した。 

そして、出して来たものは、刑事罰の入った感

染症法と特措法の改定案でした。その後、刑事罰

は無くなりましたが、過料が科せられています。

刑罰ではないとはいえ金銭による制裁で、50 万

円、30 万円という高額です。 

二つの改定案とも、義務の範囲や行政がなすべ

きことは明記されておらず、曖昧な基準で犯罪者

扱いをするというものになっています。1月 22 日

には弁護士連絡会が、30日には憲法学者有志が、

様々な疑問が残り権利侵害を含み憲法にも反する

もの、との声明を出しています。 

もともと、感染症法の立場からすれば、感染症

患者は規制の対象ではなく保護されるべきであ

り、適切な医療をうけられるはずです。また、事

業者とそこで働く人々の立場からすれば、補償が

あって納得できるからこそ協力できるのです。そ

うしてこそ防止の効果もあがると思うのです。 

 

日本学術会議会員の任命拒否には驚かされまし

た。学術会議の会員は「推薦に基づいて総理大臣

が任命」となっていますが、ここでの「推薦に基

づいて」というのは、厳格な縛りのある法律用語

です。 

学術会議法の改訂時（1983 年）には、「政府の

行うのは形式的任命」と繰り返し政府は答弁して

いました。首相は「従来の法解釈は維持してい

る」と言いながら、「推薦どおり任命しなくては

ならないわけではない」と言ってのけています。

その上「今回は推薦前の調整が働かなかった」と

まで発言しました。これは推薦の前から人事介入

をする意図があることを示しています。そして、

「人事に係わることは公表を差し控える」と説明

を拒否しています。 

日本学術会議は、戦前の「学術研究会議」が研

究者まるごと戦争に協力した反省に立って、政府

からの独立と科学の向上とそれを社会に生かすこ

とを土台に据えて、1949 年に発足しました。 

戦前、政府は 1943 年 8月 20 日に以下のような

閣議決定をしました。「研究力を急ぎ最高度に集

中発揮せしめ、その飛躍的向上を図り、戦力のす

みやかな増強を計る」ために「大東亜戦争の遂行

を唯一絶対の目標として」「直接戦力を増強に資

する研究」のため「関係研究機関および研究者を

計画的に動員する」と。そして、会員は推薦なし

の内閣任命制度とし、役員も会員の互選から内閣

の任命としました。その結果、日本の科学者（こ

の時、文部省令で自然科学だけでなく人文科学関

係も会員になりました。）は軍事体制に組み込ま

れていきました。原爆・兵器・軍用機などの研

究・開発・製造に参加させられました。毒ガスや

細菌を兵器とする研究の中で生体解剖まで行われ

ました。 

敗戦によって、日本国憲法が 1946 年に制定さ

れますが、その前文や９条などで平和について述

べると共に、基本的人権とあわせて学問の自由に

ついても明記されました。これらの条文は悲惨な

戦争への反省によるものです。人権侵害の一つと
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して「国家による学問の自由の否定」とそれによ

る「人格の否定を伴う戦争への加担を強いられ

た」ことをふまえて、「学問の自由」は規定され

ていることを想起したいと思います。 

任命拒否に対し、多くの学会・団体が撤回を求

める声明を出しています。昨年末で 1500 以上の

団体になっています。自然科学系学会は、昨年 10

月 9 日には 93もの学会で共同声明を出していま

す。本質をついた短い声明ですが、短期間の間に

93 組織をまとめあげたことに、科学者の危惧の強

さが表れていると思います。 

日本史研究会や現代歌人協会、上代文学会など

は、かつて弾圧された経験を明らかにしつつ抗議

の声をあげています。イタリア学会は、「説明し

ないこと」こそが民主主義に反する権力行使と批

判し、その理由をローマ時代のイタリアにさかの

ぼって論じ、権力が「何が正しく、何が間違って

いるかを決めている」点で、ガリレオ裁判と変わ

りないと断じる長文の抗議声明をだしています。 

日本学術会議だけでなく、大学を含む研究・教

育機関、学問、文化、芸術などの活動は憲法に裏

打ちされていることを心に刻む必要があります。

そして、それを支えているのは国民一人ひとりの

力だということも忘れないようにしたいと思いま

す。 

研究者にレッテルを貼り、黙らせ、萎縮させ

る、どのようなことも許さないという姿勢を、私

たちは自然科学を学んだものとして、保持してい

きたいと思います。

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
先輩の可知さんからご寄稿頂きました。P15 同窓生からの励ましのご寄稿も併せて御覧ください。 

 

雑感…いろいろあれど 頑張りましょう 

可知 偉行（文理 11 回） 
 

寒い日が続いています。１月 20 日は一年のう

ちで一番寒いとされる「大寒」で、松本市外の我

が家の室外は一日中零下でした。 

諏訪湖が 13 日朝には三季ぶりに全面結氷し、

湖面を覆った氷がせり上がる御神渡りになる可能

性がある割れ目も出現しました。氏子総代たちが

湖の氷を割って厚さを測ったら５センチあったそ

うです。20 日の朝の諏訪地方は零下８度で御神渡

りの出現に期待が膨らみました。残念。午後には

風に負け、強風により氷は砕けてしまいました。

しかし、コロナ収束を願い御神渡りが見られるこ

とを願っています。 

雪だるまを作ったり、スキーを楽しんだり、雪

との楽しい共生もありますね。若かりし頃の冬の

日曜日には白馬、鹿島槍、乗鞍、大町とスキーに

行きました。楽しかったですよ。しかし、東北道

では、風が雪を舞い上がらせ地吹雪によるホワイ

トアウトで多重事故が伝えられ、その他積雪によ

る交通災害、雪かきによる転落など雪と関係する

悲しい事故が多く報道されています。 

 

今は毎日がコロナ戦争です。新聞を見ても、テ

レビを見てもコロナ、コロナ。評論はもういい加

減にして下さい。「自分は罹ってない、罹らな

い。」このような行動だけが、感覚が感染を増加

させるのかな。人類が最初に遭遇した最大のイン

フルエンザは 100 年前のスペイン風邪だそうで

す。３年間で日本国内での感染 2380 万人、38 万

8700 人が死亡しています。 

新型コロナが国内で患者が確認されたのは昨年

の１月 15日で、丁度１年になりますが、収束す

る気配はありません。新型コロナウイルスの感染

拡大に伴う緊急事態宣言が再発出されました。松

本市は感染状況を６段階で示す長野県独自の感染

警戒レベルは「５」（感染が顕著に拡大している

状態）になり、酒類を提供する一部地域の飲食店

に対して営業時間の短縮や休業を要請する対策が

発表されています。飲食店の皆様には大変な事態

と思います。政府は感染対策に対する国民の理解

と協力を得るための努力を怠っているのではない

でしょうか。総理は「必要な対策を考えていま

す。実行します」と言っていますが早急におねが

いします。通常国会が開催されています。感染防

止策は適切か、感染者や病院、飲食店などへの支

援は十分かを検証されることを願います。 

敵基地攻撃可能なミサイル開発経費をコロナ撲

滅経費に計上を願いたい。学術会議の任命拒否問

題、桜を見る会の問題はまだ不透明のままです。

放置されないことを願っています。私の医療費の

窓口負担は現在１割ですが、75 才以上の負担を２

割に引き上げる法案も提出とのこと、ちょっと待

ってと言いたいし、五輪開催の是非も早期に方向

性を出すことを期待しますが、難しいでしょう

ね。 

 

家から 20メートル離れたところを上高地線が

走っています。今は乗客も少なく回送電車のよう

で、寂しさを感じます。また車も少なく、わき道

から上高地への国道に出るのが容易になり、いつ

までもこの状態だと便利だなと思っていますが、

賑やかさや、人との楽しい交流が待たれます。 

新年に中野和朗先輩（元人文学部長・文理５

回）から次のようなハガキを頂き、頑張らなけれ

ばと元気を頂きました。 
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『寒中及びコロナお見舞い申し上げます。今年

は米寿という齢です。昨年全麺協の「蕎麦道」三

段位を認定され、「年越しそば」を五キロ楽しん

で打ちました。「これぞ、まさに年寄りの冷や

水」と周りを呆れさせています。道楽の農林水産

業も細々ながら継続しています。水産業は想定外

の不振でした。「もう駄目だんね！」生態系の崩

壊が深刻に懸念されます。コロナは姿を変えて執

拗に立ち現われそうです。「くわばら、くわば

ら！」 

夏ごろに「やまなみの歌―上高地線ものがたり

ー」という小説モドキの「老人の置き土産」が、

かもがわ出版社から刊行予定です。《史上最高に

感動的な置き土産》と早くも評判だとか・・・ご

期待ください。』 

以上の内容でした。先輩はすごい！ 

私は今年傘寿になります。先輩に元気をもら

い、まだ元気だよと言い、コロナにも負けず、雨

にも負けず、風にも負けず、夏の暑さにも負け

ぬ、丈夫な体でいたいと願っていますが、願うだ

けではどうにもならないですね？ 先輩のように

人文科学のセンスのない私はテニスを楽しんでお

り、毎週小学生の子供達とテニスを楽しんでいま

す。 

市民タイムスの今日の私の運勢は大吉で、コメ

ントは「家内安全を第一に過ごし、平穏な一日を

喜び安らぎを求めましょう」となっています。ち

なみに吉凶のコメントは「逆境は成長のチャンス

と信じよう。意識を変えれば明暗が浮かぶ」との

こと。 

年寄もそれなりに頑張っております。同窓生の

皆さん、学生の皆さん頑張りましょう。 
（信州大学文理学部同窓会長） 

 

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

 

 

 

コロナ禍のもとでの理学部の取り組みと現状 

 
昨年 2 月に始まった新型コロナウイルス感染症

の拡大は、2021 年 2 月になっても収束せず、世界

中に大きな影響を与え続けています。その中での

理学部の取り組みについて報告いたします。 

昨年 3 月での全国での感染症拡大の状況を受け

て、4月には入学式やガイダンス等のすべての行事

の中止が決まり、引き続いてオンライン授業への

全面的な移行が急遽決定しました。この措置は前

期セメスター全体に及びましたが、5月半ばには実

験・実習の段階的な実施再開にこぎ着けました。再

開された実験・実習では、実験室内に入れる学生数

を限定し、マスクの着用、換気と手指消毒を徹底す

るなど、厳重な感染対策のもとで進めました。また、

学生が入棟できる入り口を限定し、カードリーダ

ーへの学生証をかざしての入退棟記録をとるよう

にしました。講義は完全にオンラインのままでし

たが、7月末には、教室内に入れる学生数を 1/2 程

度に絞った上で、対面での試験を部分的に実施で

きました。

この間、オ

ンライン授

業へ参加す

る学生のた

めに、理学

部内に四ヶ

所のwifiル

ームを設け、

アルバイト

学生を雇用

した上で授

業終了時(18 時 20 分)まで解放するようにしまし

た。 

ただし、夏休み以降に順延となった実験・実習や、

夏休み中に集中講義として行った講義も多数あり

ました。学部の運営で必要なほとんどの会議はオ

ンラインに移行しましたが、通常は高校生をキャ

ンパスに集めて実施するオープンキャンパスも、

オンラインでの実施とならざるを得ませんでした。

8月下旬から 9月にかけては、上田市や長野市での

学生の感染が報告されましたが、幸い、理学部から

は感染者の報告はありませんでした。 

理学部では夏期休業中を利用して、後期授業の

やり方を議論し、効果的な授業方法を模索しまし

た。その結果、10 月からの後期セメスターでは、

教室の収容数の半数程度の学生を入れての対面授

業や、対面授業とオンライン配信を同時に行うハ

イブリッド授業を取り入れ、3つの「密」を避けつ

つ対面授業を実施してきました。各講義室には手
オンライン授業受講のための 

wifi ルーム 

対面授業とオンライン配信を同時に行うハイブリッド授業 
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指消毒のためのアルコール、机・座席の消毒のため

の薬剤を配置し、授業開始時に学生各自が使用す

るようアナウンスを行いました。実験・実習も基本

的には実験室や講義室で、あるいは野外で実施し

ました。しかし、参加学生数を時間帯で区切った 2

部制としたり、複数の実験室に分かれて実施した

り、さらにはオンラインでの実習としたりと、スケ

ジュールや実施方法の細かい変更が必要でした。

コースによっては、ゼミ室を実験室に転用したり

と、大がかりな転換を余儀なくされたところもあ

りました。 

様々な対策をしておりましたが、冬期休業やお

正月以降の感染拡大の可能性が予見されたため、

お正月明けから 2 週間のオンライン授業の実施を

推奨し、最終的には 1月 22 日までの約 3週間、対

面授業を縮小しました。ただし、この間の実験・実

習、その後の試験は 3 密を避けるよう対策をしな

がら、登校して実施しました。 

このように、ハイブリッド授業などによる 3 密

を避ける形態での授業、実験・実習といったカリキ

ュラムの工夫によって、なんとか授業日程をこな

してきたところです。しかし、通常のカリキュラム

が実施できず、やむを得ず来年度への積み残しと

なった科目もあります。また、新たな形態での講義

コンテンツの作成やオンラインでの学生指導など、

教員の負担は非常に大きかったと思われます。 

一方、学生の皆さんの積極的な授業参加や改善

の要望など教員への働きかけは重要な役割を果た

しました。また、同窓会の皆様からの食料等の支援

は学生への強い励ましとなったと思います。大き

なチャレンジが必要とされた 1 年でしたが、様々

な方々からのご援助のおかげで、重大な状況に陥

ることなく、セメスターを終えることができまし

た。改めてお礼申し上げます。 

 

 

 

――――――――――――  学 問 へ の い ざ な い  ――――――――――――― 

 
超音波を利用する分析化学の基礎研究 

金 継業（理学科 化学コース） 
 

皆さんの実験室には、必ずと言ってよいほど超

音波洗浄器が置いてあると思います。最近は洗濯

機や歯ブラシにも超音波が使われるようになって

きました。超音波による洗浄効果は、キャビテー

ションと呼ばれる微小気泡に起因するものと言わ

れ、これらの気泡が収縮する際に生じた様々な物

理的、化学的な作用が洗浄効果をもたらすとされ

ています。私の研究室は超音波を利用して、新し

い分析化学の基礎研究を行っています。 

液体への強力な超音波の照射は、化学反応の促

進や特異的反応の発現の効果があることが古くか

ら知られています。例えば、図 1のようにルミノ

ールを含む水溶液中に超音波を照射すると強い発

光現象、すなわち、音響化学発光

（Sonochemiluminescence, SCL）を観測すること

ができます。キャビテー

ション気泡を超音波の定

在波の腹にトラップさ

れ、発光も縞状に見られ

ます。SCL は、本質的に

キャビテーション気泡の

中または周辺に化学結合

の解裂反応や酸化・還元

種の間の電子移動反応が

起き、最終的に励起状態

の発光化学種を生ずる過

程と考えられ一般の化学

発光反応に比べて反応試

薬を加えなくても不安定なラジカル種中間体を in 

situ 生成できることが大きな特徴となっていま

す。 

「超音波が関与する化学」を分野横断的に議論

し、体系的な理解を目指すために 2007 年に日本

ソノケミストリー学会は設立されました。そし

て、2013 年 10 月 25 日に私は実行委員長として信

州大学理学部（松本キャンパス）でソノケミスト

リー討論会を開催しました。音響キャビテーショ

ンに関わる学問領域に触れることは、分析化学の

分野で育ってきた私にとって新鮮でまた刺激的な

ものでした。特に、超音波メーカーや文献でしか

名前を知らなかった研究者と直接情報交換の機会

に恵まれ、研究のヒントを頂いたことを今でも討

論会のありがたさを実感しています。研究という

のは常に広い視野を必要とされるものであり、他

分野の様々な情報を得て、それらから新しいアイ

デアを生み出すことも意味あることと考えられま

す。 

超音波照射システムは安全で、微視的、瞬間的

には高温状態、巨視的には常温常圧の環境で反応

を進めるため、グリーンケミストリーの観点から

も有望な反応系として期待できます。当研究室は

超音波のこれらの効果を活用して、1)有機溶媒の

使用を極限まで抑えることが可能な超音波エマル

ション溶媒抽出技術、2)音響化学発光検出技術と

3)反応試薬を必要としない高機能ナノ粒子の製造

技術の創出に関わる基礎研究を推進することによ

り、環境調和型分析技術の創出を目指していま

す。 
図 1 周波数 490kHz の 

超音波照射による 

ルミノールの SCL 
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着任のご挨拶 
数学科に、お二人の先生が着任されました。 

 
窪田陽介と申します。2020 年

4 月に、数学科に講師として着

任しました。それまでは理化学

研究所で研究員をしていまし

た。専門は非可換幾何学と呼ば

れる分野で、作用素からトポロ

ジー的な情報を抽出する理論を用いて、幾何・ト

ポロジー・作用素環・数理物理などに関する研究

をしています。好きな定理は Atiyah-Singer の指

数定理です。よろしくお願いします。 

トルシン イゴールと申しま

す。2019 年 3月からこちらの大

学の数学科に教授として着任し

ています。職歴としましては、

ロシア・サラトフ大学で 13 年

間教職に就いており、その後来

日いたしました。東工大で研究後、2002 年より一

年間、韓国の梨花女子大学で客員教授として教鞭

をとった後、中央大学及び東海大学に於いて解析

学を担当しておりました。2010－2018 年東北大学 

高度教養教育・学生支援機構において講義してお

りました。私の研究テーマはスペクトラル問題と

逆問題の周辺にあります。特に、グラフ上の微分

方程式のスペクトラルデータと散乱データの元の

逆問題です。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

 

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

 
信州大学理学部には、様々な附属組織・附属施設があり、連携しながら教育・研究活動を活発に行なっています。

今回は、理学部の附属施設等について紹介します。 

 

 
国際宇宙科学研究センター 

国際宇宙科学研究センターは「国際＝CERN研究

所での研究」、「宇宙科学＝LHC加速器でのアト

ラス実験」で研究を行っています。LHC加速器

は、素粒子の研究を行うための世界最大最高エネ

ルギーの加速器であり、陽子同士の衝突によりビ

ッグバン直後の宇宙極初期の超高温度に相当する

エネルギーを作り出すことができます。その意味

で当センターでは、「LHC加速＝宇宙研究」と解

釈しています。2021年2月に研究所のホームペー

ジが開設されました。 

附属教育研究施設 湖沼高地教育研究センター 
湖沼高地教育研究センターは、湖沼研究部門と

高地研究部門からなる理学部附属の組織です。湖

沼研究部門では諏訪臨湖実験所および木崎湖ステ

ーション、高地研究部門では上高地ステーション

および乗鞍ステーションを拠点とし、教育・研究

活動を行っています。うち諏訪臨湖実験所には教

員2名が常駐し、諏訪湖をはじめとした地域の環

境に関する研究を行っています。 
ホームページURL：https://www.shinshu-

u.ac.jp/faculty/science/inlandwater/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際宇宙科学研究センターホームページ 
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/CIRU/ 

上高地ステーション 

諏訪臨湖実験所 
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信州大学自然科学館 
信州大学自然科学館は、各キャンパスに分散し

ている貴重資料の展示、データーベース化と公

開、小中高校生・市民向け体験学習事業の実施等

教育研究活動への協力を行うため、2012年8月に

開設されました。普段は松本キャンパスで収蔵品

の展示を行っております。 

（現在はコロナウイルス感染防止のため来館の

制限を行っております。） 
ホームページURL: 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/museum/ 

 

信州数理科学研究センター 
信州数理科学研究センターはヴァーチャルな研

究センターです。さまざまな分野の研究者に信州

大学理学部数学科を訪問してもらい研究交流を図

っています。このサイトでは信州大学に限らず、

信州での数理科学に関する話題の集約と情報発信

を行っています。 
ホームページURL:http://math.shinshu-u.ac.jp/~center/ 

 
 

 

 

―――――― 理学部クラウドファンディング達成しました ―――――― 
理学部同窓生の皆様、たくさんのご支援ありがとうございました！ 

 
平素は理学部の教育研究活動につきましてご理

解とご協力をいただき、誠にありがとうございま

す。 

さて、本学部では、若手研究者支援の目的で

2019年度にシン・リガクブ大策戦を立ち上げ、

2020年度も継続して実施しております。本年度

は、理学部における重要課題に関する分野を中心

とした若手からシニアまでの3人の研究者が名乗

りを上げ、2020年10月7日より開始した学術系ク

ラウドファンディングが学部外の多くの方と理学

部の同窓生の皆様のご支援により3つのプロジェ

クトすべてにおいて目標金額を達成できました。
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/cf.php 

 

ご支援ありがとうございました。 

理学部研究支援室長 朴 東虎 

自然科学館外観 

乗鞍ステーション 

木崎湖ステーション 
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―――――――――――― 退 職 さ れ た 先 生 か ら ―――――――――――― 

 

退 職 雑 感 

竹下 徹（理学科 物理コース） 
2020年３月末日を持って大学の教員としての職

を、定まった年を持って終了する定年退職となり

ました。 

しかし「老兵は死なずただ去りゆくのみ」とい

う境地のつもりはさらさらありません。第二の人

生をどう生きるかの転換点が、私にとっての退職

です。この原稿を書いている時点では、実際に退

職をして９ヶ月経っていますが、いまだに職にあ

った時と同じ生活を繰り返しています。いかに理

学部での生活が染み付いて脈々と私の中に生き続

けているかを知る思いです。 

ただしその内容には大きな違いがあります。そ

れは、学生（主に大学院生）の存在です。実験系

の教員は学生の実働と教員の研究能力の合体した

研究組織を形成しています(こういう捉え方をす

るのは私だけかも知れません)。こうしてチーム

のつもりで研究を推し進め成果を出すべく日々動

いて行きます。素晴らしい学生達と一緒に研究が

進められることはこの上ない幸せです。教員が面

白いアイデアを出し、学生がアイデアに乗ってき

て、それを実現するために努力をし、これを教員

が研究費と経験値で支えるという構図です。しか

し退職後は、公式にはこの連鎖が断ち切られま

す。今は私は、その過渡期にあり、学生の存在の

大きさをしみじみ感じています。これが大学の教

育・研究というものなのだなあ・・・・と。現役

の頃は、この研究組織の現実的な運用の負の面ば

かりが目についていました。 

と、こんな愚痴ばかりの第二の人生ではありま

せん。私は楽観的な人間なので、この新しい境遇

を結構楽しんでいます。それは退職直前の最終局

面で面白いことを考えつきました。今はそのアイ

デアの妥当性を実験で検証するために、学生の分

も自分一人で実行する毎日を送っています。長い

間研究の司令塔役しかやってこなかったので、学

生がやっていた細かい仕事の一つ一つが結構手間

と時間の掛かる面倒なものであるという実感で

す。学生との研究の進捗報告では、これらの詳細

は表に出ないため認識が甘かったなあと反省して

います。自分でやってみると現実はそう単純では

ないのです。それでも、こんな仔細さを楽しめそ

うなのは、時間があるからです。現役教員の時

は、日々のいわゆる雑用（言葉が悪いのですが、

やりたい研究以外の組織の一員としての義務仕

事）が余裕を奪っていたのかなと感じています。 

遅々とした進みの研究の進捗ですが、まとめる

ことの大事さも再認識しているところです。目標

達成のために何かを実行していますが、その結果

をまとめてさらに評価して次に進もうとします。

しかし「あれ？！」これが足らない、これは大丈

夫か？！という事に気づき、また戻ってやりなり

直すということを繰り返しています。きっと学生

達も、こんな感じだったんでしょうね。落ち込む

可能性大ですね。 

そんなこんな第二の人生を楽しむ機会は退職が

もたらした幸だと思いこれからもできる限り続け

て行こうと考えています。この退職雑感では、理

学部での生活がどんな

に多くの人たちの賜物

であったかを述べるは

ずでしたが、その多く

は学生との関わりとな

ってしまいました。そ

の意味で多くの学生の

努力に感謝します。 
写真：https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/cf2020-

takeshita.php 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――― 
 

私の歩みと松本今昔 

井澤 保男(7S 化学) 

 
同窓会長であり、サークル 自然科学研究会

（略称 自然研）の先輩でもある森淳氏からの依

頼で書き始めました。この同窓会報に、今までに

も何人かのサークルの仲間がこの欄に寄稿してい

ます。私の大学生活も自然研無くしては語れない

ものでした。 

1972 年２月の浅間山荘事件。実弾が飛び交うと

いう前代未聞の実況中継を朝から晩まで見続けて

いました。そんな受験勉強の時を経て信大入学。 

東大安田講堂をはじめとする全国的な大学紛争

の余波で、信州大学でも教養部封鎖そして火炎瓶

も登場したと聞きました。そのため前の学年の進

級が遅れ、入学式は５月となり、大学生活がスタ

ートした。コロナ禍のもとで、大学には合格した

けれど、キャンパスライフがなかなか始まらない

という現在の大学生に比べたら一ヶ月程度の自宅

待機は、まだましな方だったと思います。 

竹下先生は、昨春の「国際宇宙科学研究センター」発足

の重要な役を担われました。このセンターは理学部で最

も新しい研究センターです。昨年、新しい試みのクラウ

ドファンディングにも挑まれました。(森) 
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学園闘争のため 1972 年前期の授業料は特例で

月額千円に据え置かれ、秋以降の後期分からは月

額三千円に値上げされた。大学卒業までは三千円

だったが、その後大学院に進んだら更に値上げさ

れ月額八千円となった。当時としては決して少な

くない金額であったが、現在の金額からすれば、

想像できないような低額であった。 

１年の教養部時代はこまくさ寮で生活した。１

年が終わり学部へと進級するとき、次の年度のこ

まくさ寮への入寮者を決める必要があった。入寮

者を決めるのは、大学から学生に委託されてお

り、その入寮選考委員の一人として、私が選出さ

れた。委員は全部で四人だったと思います。入寮

者の申し込みの書類準備から始まり、提出された

申込書類を審査・検討し入寮候補者の名簿を作

り、大学の教務係へ持って行くと、大学からの正

式書類として入寮候補者に通知されるというシス

テムになっていた。現在の大学側の学生管理から

は、とても想像できない、学生寮の学生による自

治が保障されていた古きよき時代であったと思い

ます。 

自然科学研究会に入部。新入生歓迎の県の森の

歓迎行事が行われた。自然研ではアカシアの天ぷ

らをし、酒の味を覚え始めたのはこの頃からでし

た。県の森にはまだ思誠寮が残っており、旧制松

高時代の面影が残っていた。理学部横に新しく部

室棟が建設され、自然研では太平氏の尽力により

大きめの部室を確保することができ、皆そこに入

り浸り、いろいろな話に花が咲いた。中には部室

に泊まり込んだ者もいた位、ある意味で居心地の

良い部室でした。 

大学の卒研は、核磁気共鳴を用いて液体の水の

構造・物性を探ることがテーマでした。自然研で

大気の逆転層観測や、雪渓調査に関わってきたこ

ともあり、大気中の現象に興味が湧き、「水」つ

ながりで名古屋大学水圏科学研究所の降水物理学

部門の院生として進学した。学部での学びに基づ

き、その後の私の研究生活の方向を決めさせたの

は、自然研での活動であったように思います。 

家庭の事情により後期課程の途中で退学し、長

野県の高校教員となった。初任の長野県北端の高

校からスタートし県内を巡り、最後の１１年間は

旭町キャンパスの隣の松本美須々ヶ丘高校に勤務

し、定年退職をしました。自分が学生時代を過ご

してきたキャンパスが職場のすぐ目の前であり、

現在の信大生の様子と重ね合わせて毎日過ごせた

ことは感慨深いものがありました。私の学生時代

の面影が残っているのは、理学部の建物、当時の

教養部、大学生協とその上の階の生協食堂。当

時、理学部の北側は荒れ地となっていたが、現在

は理学部の別棟や人文・経法学部ができ、その間

は立派な並木道となり学生が行き交っています。

殺伐とした風景からキャンパスらしい雰囲気に変

貌を遂げています。隣の医学部附属病院の病棟は

新しくなり、屋上には毎日のようにドクターヘリ

が飛来し、旭町キャンパスはだいぶうるさくなっ

ています。 

しかし、松本の澄み渡った青空と、雪に映える

アルプスの姿は、今も変わらず昔のままです。

 

 

 

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

 

大学１年生から始めた９年間の研究生活 

谷野 宏樹（2018HS 生物） 
 

１人で黙々と研究室に籠り研究を続けている、

というのが大学入学直後の私が研究者や大学院の

学生に対して抱いていたイメージでした。博士課

程の３年となり修了間近の今では、研究するとい

うことは人に伝えるということであり、どのよう

に自分の研究課題を面白く伝えることができる

か、どれだけ多くの人と議論して学ぶことができ

るかが重要だと考えています。 

私は学部１年生から「アドバンスゼミ」と呼ば

れる科目を受講しており（私が１年生の時にはア

ドバンス実習・演習という名前でした）、各研究

室で定期開催されているセミナーに参加すること

ができました。さらに、野外調査や実験室での研

究活動を早期に実施する機会もあります。アドバ

ンスゼミでは研究活動や学会発表の支援もあり、

積極性さえあれば研究ができる環境が整備されて

います。私の場合、学部１年次からセミナーへの

参加をしており、研究室の懇親会などにも呼んで

もらいました。これを通じて、実際に卒業研究に

取り組む前から、研究室の雰囲気がどのようなも

のか分かりました。２年次からは野外調査や遺伝

子解析を経験させてもらい、３年次には大学から

の旅費支援などもいただきながら、学会での研究

発表をすることができました。 

修士や博士への進学は、学会発表などを経験し

てから本格的に決めました。学部４年の序盤に大

学生時代の思い出、社会に出て、今専門にしているこ

と、趣味に生きる、近況を語る、同窓生に会ってこんな

話で盛り上がった！、ふらっと信州・松本に来て懐かし

の店に行ってみた。コロナ禍の中、断捨離したら懐かし

いものが出てきた。・・・など、みなさまからのご寄稿

をお待ちしております。 

メール：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 

郵送：〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1  

 信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会 
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学院の試験がある場合もあり、早期に研究活動を

始められたことは将来を決める上で重要な経験だ

ったと思います。大学院へ進学してからは、これ

までに得られた結果を人に効率的に伝え、興味を

もってもらえるようにするためにはどうするのが

良いか考えて勉強をしました。私の場合、幸いに

も国外に出る機会が多い研究室に所属したことも

あり、修士課程から博士課程にかけて韓国、中

国、ブラジル、フィリピン、タイ、ロシア、アメ

リカのアラスカなど数多くの国での調査や学会発

表、共同研究者との交流をすることができ、英語

で研究内容についてのコミュニケーションをとる

練習もさせてもらうことができました。大学院入

学後は、日本語や英語を問わず、多くの方と研究

の議論をする機会が増えたことで、「伝える」能

力を養うことができたと思っています。博士課程

２年から３年にかけては、他の研究機関などが主

催するセミナーに参加する機会が多くなり、自分

とは大きく離れた分野の方と交流する機会が多く

なりました。 

私がここまで国内外の数多くの地域に行くこと

ができたのは、アドバンスゼミへの参加を通じて

卒業研究に先立つ早期のスタートダッシュがで

き、大学院に進学後も余裕をもってデータが得ら

れたことが大きいと思っています。特に、周囲が

豊富な自然に囲まれた信州大学のような場所で

は、数多くの研究材料が周りに溢れています。将

来は研究の道に進みたいと思っている人、進路を

悩んでいる人は、是非１年生のときから積極的に

研究を始めてみてください。 

 

 

 

諏訪湖という青春 

田岡 作（2019SS 物循） 
 

こんにちは。物質循環学ユニット修士２年の田

岡作（たおかつくる）と申します。大阪府出身

で、松本での生活は学部時代から起算して６年に

なります。私は微気象学研究室という地表面付近

の気象現象を扱う研究室に所属しており、修士論

文では、諏訪湖における温室効果ガスの放出をテ

ーマとしています。修士２年（2020 年）の夏は週

に１回くらいのペースで諏訪湖に通い、観測機器

のメンテナンスや水サンプリングを行ってきまし

た。学部４年以降、３年間研究をしてきて感じる

ことができたのは、教科書で学ぶのとは違う、フ

ィールドでの観測によって自ら成果を生み出して

いくことの大変さと面白さです。学部時代の研究

は発展させて投稿論文にまとめましたが、論文が

受理されたときには達成感がありました。フィー

ルドでの研究は正しいデータを取得すること自体

が大変で、冬場の水サンプリングなど過酷な作業

もありますが、フィールドが近くにある信州でこ

そできる研究をしてきたと思います。 

卒業が近づいてきて改めて、理学部における学

びで得たものは何だったのかということを考えま

す。社会一般では、たとえば地球温暖化という

と、それをどう解決するかという点に注目します

が、理学部では解明すべきところの問題のメカニ

ズムを研究しています。いわば、社会のスタート

地点へとゴールする研究です。でも、ただ既存の

スタート地点を固定化するのではなくて、研究を

通してそのスタート地点を少しずつずらしながら

再認識するという側面もあると思います。たとえ

ば、今はＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や気候

危機といった言葉が叫ばれていますが、それがた

だ環境に優しいとラベルを貼られた行為をやって

いることへの自己満足で終わっていたり、金儲け

の手段としての言葉に成り下がっていたりするの

だとしたら無意味だと思います。インターネット

でいくらでも情報を手に入れることができる時代

ですが、言葉ばかりがウイルスみたいに感染して

いって、皆が自分の目で現実を確認しないように

なったとしたら、それこそが危機だと思います。

皆がわき目もふらずに同じスローガンの下に行動

しているときが、案外真の危機であるのかもしれ

ません。ポストコロナとかいって、社会全体が

「早く変わらなければ」と未来へと前のめりにな

っているときに、「すみません、私はまだもっと

手前のところを考えるので精一杯でついていけな

いです」という空気を読めない人がいたほうが、

案外未来は良くなるのかもしれません。長引くコ

ロナ禍の中だからこそ、１人ひとりが自分自身で

考えて、生活をやりたいことと結び付けていくこ

とが大事だと思います。なんやかんやで楽しい学

生生活でした。ありがとう、信州。 

 

 

 

第 52 回「全日本大学駅伝」出場 

野部 勇貴（2020SS 地球学） 
 

総合理工学研究科地球学ユニット・修士課程 1

年の野部勇貴と申します。私は昨年 11月 1日に

行われた第 52回「全日本大学駅伝」に出場しま

した。全日本大学駅伝は、全国 7地区の予選会を

突破した 25 チームが出場できる全国大会であ

り、名古屋・熱田神宮～三重・伊勢神宮の計

106.8km を各チーム 8 人のランナーがタスキを繋

いで、総合タイムを競います。 

私は学部入学当初から陸上競技部に所属し、全

日本大学駅伝の本大会出場を目標に活動してきま

したが、学部 4年間では本大会への出場は叶いま

せんでした。学部 4年生になると専門として学ん

できた地球学の研究をより深めたいとの思いから

大学院進学を考えるようになる一方、大学院でも
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全日本大学駅伝への挑戦が可能であることを知

り、研究活動をしながら競技を続けようと決心し

ました。 

修士 1年となって以降、新型コロナウイルスの

影響で各競技会等が軒並み中止・延期となる等、

決して良い環境とはいえない状況でした。それで

も、個人練習を中心に、また、女鳥羽川沿いを走

ると見える北アルプスの山々にも励まされなが

ら、研究やオンライン授業の合間を縫って陸上に

取り組みました。その甲斐もあって、私たちは、

9月に長野市で行われた北信越予選会で見事優勝

し、信州大学としては 5年ぶり、私自身としては

初めて本大会への出場切符を勝ち取ることができ

ました。これまで苦しみ、辛かった経験が報われ

た瞬間であり、仲間と喜びを分かち合いました。 

そして、長年の夢であった本大会は、新型コロ

ナウイルスの影響により、無観客の中で行われま

した。私は、7区を走り、区間順位・総合順位と

もに 22 位という結果でした。他地区の強豪校と

の実力差を感じましたが、チームの総合タイムと

しては従来の北信越記録を 3分以上更新すること

ができ、信州大学の代表として伊勢路を駆け抜け

られたことを誇りに思います。 

このような結果が得られたのは、部活動と研究

を両立できる環境を作ってくださった指導教員の

森先生をはじめ、研究室や部活動の先輩・同期・

後輩、友人、両親、さらには、大会開催に尽力さ

れた運営者の方々等、多くの人の支えがあったた

めです。本当にありがとうございました。 

今年も、コロナウイルスの脅威が続く中でも柔

軟に対応し、予選会突破と本大会での記録更新、

そして、研究と部活の文武両道を目指して、精一

杯頑張っていきたいと考えています。 

 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

信州大学理学部名誉教授の黒田吉益先生におかれましては、病気療養中でしたが 2021 年 1 月 4 日に肺がんのため松本市

でご逝去されました。享年 94 でした。ここに謹んで哀悼の意を表し、心より先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

追 悼 ― 黒田吉益先生の足跡 

宮島 宏（12S 地質） 
フォッサマグナミュージアム元館長 

（現在は糸魚川信用組合本部調査役） 

 

黒田先生は昭和が始まった最初の元日（1927

年）に熊本県で生を享け、鹿児島市にあった旧制

第七高等学校を経て、九州帝国大学に入学されま

した。大学では新鉱物・杉石（Sugilite）に名前

が残る岩石学者の杉健一先生の指導により、宮崎

県延岡市にある大崩山の花崗岩を研究されていま

す。1948 年 3月に九州帝国大学を卒業後、杉先生

の紹介で、牛来正夫先生がおられた東京文理科大

学文理部の助手となりました。1952 年に東京文理

科大学が東京教育大学になった後は、理学部地質

学鉱物学教室の助手として 1973 年 4 月まで勤務

されました。助教授職を経験せずに信州大学理学

部に教授として転任されたのは同年 5月で、以後

1992 年 3月まで 19年間教授として勤務されまし

た。その間、1982 年 6月から 1988 年 3月まで理

学部長を務めています。黒田先生が信州大学理学

部で卒業論文を指導した学生は 48人、修士論文

を指導した院生は 19 人に上り、それらの教え子

たちは現在さまざまな分野で活躍しています。 

黒田先生のご研究は、阿武隈山地の日立変成岩

の研究から始まり、その後、牛来研究室の方針も

あって超苦鉄質岩の研究に転換されました。先生

は 1960 年頃から「岩石の成因には流体が重要で

ある」との認識をお持ちで、東教大時代の同僚で

ある松尾禎士先生、鈴置哲朗先生の協力を得て、

含水鉱物の水素同位体比

の研究を始められたとの

ことです。1974 年以

降、各地の花崗岩類の角

閃石と雲母の水素同位体

比の研究成果を内外の学

術雑誌に数多く発表され

ました。先生のご研究は

2002 年に発行された

『水素同位体比から見た

水と岩石・鉱物』（共立

出版）に集大成されています。先生が 1968 年に

単著で上梓された『偏光顕微鏡と岩石鉱物』（共

立出版）は、偏光顕微鏡を使う学生にとって必携

の書となりました。同書は 1983 年に『偏光顕微

鏡と岩石鉱物 第 2版』（黒田吉益・諏訪兼位共

著）として増補改訂され、版を重ね実に半世紀を

超えるロングセラーとなっています。 

黒田先生は、日本地質学会の会長を務められた

他、長年に渡り日本岩石鉱物鉱床学会の評議員と

して学会運営に関わられ、地質・鉱物学の発展と

普及にご尽力されました。また、日本学術会議会

員を 3期、UMP（上部マントルプロジェクト）、

GDP（国際地球内部ダイナミクス計画）、DELP

（リソスフェア探査開発計画）、IGCP（国際地質

対比計画）などの委員として国際的な学術交流に

も貢献されました。晩年は中国への学術的支援と

して「中国鉱物資源探査研究センター」の設立に

尽力され、その功績により 2002 年に中国から中

国国際科学技術協力賞を受賞されました。 

1980 年ノルウェーでの 

黒田吉益先生 

（蟹澤聰史先生ご提供） 
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―――――――― 2020 年度  学生に向けての理学部同窓会の取り組みの報告 ―――――――― 

 

 
2020 年度は、コロナによる大変な年になりまし

た。例年の「教育・研究補助」は対象の行事がな

くなりましたので行えませんでした。夏の自然誌

科学館も中止、「古本市」も開催出来ませんでし

た。同窓会寄付講座「キャリアガイダンス」も開

講出来ず、「イングリッシュ・カフェ」もひらく

状況ではありませんでした。 

2021 年度の行事がどの様になるのか予測出来ま

せんが、学部の方針に併せて進めてまいります。 

 

理学部同窓会は 2020 年度には、学生向けに

「特別な」二つの支援を行ってきました。 

 

一つは、学生用パソコンの買い取りです。 

学部がリースしていた学生用パソコン 60 台が

８月末に契約が終了することに伴い、学部から

「パソコン室に設置されているものを買い取り、

引き続き学生の利用に供したい。ついては 100 万

円の補助を」とのお話が６月下旬にあり、それに

お応えしたことです。 

通常の講義で使うのはもちろんのこと、リモー

トによる講義に使わねばならないことから、急い

で対応することになりました。対面とリモートが

時間割で斑になっている、また一つの講義が密を

避けるため半分対面・半分リモートということが

あるのです。 

10 月に入り、学部長からお礼と手続き完了の報

告を頂きました。それによると、60 台の買い取

り、SSD・増設メモリの購入ができ、取り替える

必要のあるキーボード・ケーブルの交換なども出

来たとのことでした。 

当初、100 万円では買い取りのみしか手当でき

ないと予想していましたが、学部と業者のご努

力・ご協力で、すべてのパソコンの買い取りのほ

か、幾つかのことができました。 

 

二つめは「困窮する学生への生活支援」です。 

新学期が始まり、全国的に困窮する学生の状況

が伝えられてきました。しかし、当初は学生の登

校もありませんでしたし、同窓生といえども大学

構内に入ることが難しい状況でしたので、学生諸

君の実情把握に努めながら、方法を模索していま

した。同じ頃、国の学生支援が具体化しました

し、信大独自の支援のため学長の「寄付の訴え」

が出されました。 

６月下旬になり一部の実験・講義が注意深く対

面で始められたことから、学部事務との打ち合わ

せを開始しました。一定目処が立ちましたので、

役員の皆さんに「学生生活支援」（食糧支援）を

提案し了解を得て、学部長に「協力の依頼」の申

し入れを行い、快諾を得ました。 

会報 36 号には同窓会の「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」を載せました。併せて学長の「困窮す

る学生支援取り組みの報告とお願い」と「信大

FREE の学生さんの報告（予定）」を載せ、ご協力

のお願いをしました。 

8 月下旬の学部事務との話で「いいことは早く

やろう」となり、学部事務の差配でお米 100 人分

を安く確保して頂き、副食を買い求め、９月 11

日に「第一回学生生活支援」を行うことが出来ま

した。 

対象学生は理学部学生・院生の一割弱の 70人

程度と考えていましたが、一回目は 120 人も集ま

ってくれ、お米が足りなかった人には副食を少し

多めに持って帰ってもらう事になりました。この

判断の甘さを反省し、二回目以降は 200 人分用意

することとしました。 

一方、会報 36号の「カンパと食料品の寄贈の

お願い」に、早速多くの同窓生が答えてくれまし

た。お米 20Kg とか、ダンボールいっぱいの食料

品が届きました。10 月 9日の第二回目と 11月 12

日の第三回目の配布に使わせていただきました。

12 月 8 日・22日と 1月 26 日、2月 9日と開催

し、これまでに七回実施することが出来ました。

春休みに帰省できない学生さんを対象に 3月も考

えたいと相談しています。 

毎回、多くの学生さんが集まって（170～210

人）くれ、食料品を手に「助かります」と嬉しそ

うで、お礼の言葉を次々に掛けてくれることか

ら、待たれていた取り組みと感じています。ま

た、この年末年始には帰省せず松本で過ごす学生

さんも少なくないと考えられたことから、12 月

22 日には「松本で正月を迎える学生」対象に、励
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ます意味を込めての「年越し支援」をしました。

400 セットのプレゼントを用意しお渡ししまし

た。留学生にも「お餅」を贈りました。 

寄付の振り込みも続きました。昨春の同窓会会

計へのカンパと合わせ、毎回の食料品の購入に使

わせていただきました。2月までで、延べ 1600 人

の学生さんにお渡しすることができました。4月

以降については、

コロナの状況と講

義・実習の進め方

などを見ながら、

学部と相談してい

きます。 

これらの取り組

みの内容は、HP に

回ごとの報告を掲載しています。ぜひ、一度お訪

ねください。 

 

今回の取り組みは、外部から大学構内に入りに

くいこともあって、実際は学部事務の皆さんにお

願いし、通常業務の合間に、当日の配布だけでな

く小分けなどの準備作業もして頂いています。学

生さんへの連絡は、毎回チラシを作成し、掲示と

一斉メールで伝えてもらっています。同窓会から

は学内役員と松本在住役員が参加しています。 

主催は「理学部同窓会」ですが、学生のために

という一点で学部・教職員・同窓会の共同の取り

組みと言えるものになっているのが特徴的です。

また、大学と先輩が努力していることも直接伝え

られ、優しい温かい雰囲気が作られているといえ

ます。それが理学部への帰属意識をつくる一助に

もなるのではとの期待もあります。 

予算上は、同窓生からお寄せ頂いたカンパと、

先生・事務の皆さんから出して頂いたカンパを合

わせて実施しています。2月末段階で 140 万円近

くのご寄付を頂きました。一回あたり 200 人分と

して、お米は約 400Kg、副食も 1～2品用意してい

ます。お米と副食の手当で一回あたり約 25万円

の支出となっています。不足分は同窓会会計から

出す予定です。詳しくは 6月の会計報告でいたし

ます。 

厳しい同窓会会計ではありますが、特別な事態

の中で、この取り組みをやり始めてよかったと思

っています。今後とも、理学部同窓会にお心をお

寄せ頂き、ご支援・ご協力を頂きますよう心から

お願い申し上げます。 
[ 付記 ] 

(１)他学部生に対しては、他団体が共通教育部（教養部）

キャンパスで食糧支援を何回か行ってくれています。 

(２)他学部同窓会では、直接学生への食糧支援や、大学の

呼びかけに応え「知の森基金」に多額の寄付をしていると

ころなど、それぞれに学生支援を行っておられるように聞

いています。

新型コロナウイルス感染拡大を乗り越えよう 

宮澤 武矩（文理 10 回） 
 

新型コロナウイルスの感染が拡大し、企業経済

活動や教育現場において極めて困難な状況が強い

られていることが連日報道されています。 

教育現場でのご苦労は同窓会報 36号により知

ることができました。その中で、講義はオンライ

ンで行われ、実験・実習でも“3密”を避けて行

われているとのことでした。 

私は、文理学部自然科学科を卒業して長野県精

密工業試験場に就職しました。試験場での仕事

は、精密工業、電子工業などの製造企業から持ち

込まれる製品トラブルの解決に向けて分析・測定

を行い、試験成績書を発行することでした。ま

た、企業の品質管理担当者や研究開発担当者と共

同研究開発をすること、技術研修会で講師を務め

ることも重要な仕事でした。これらの仕事を行う

に際して、就職間もない頃の私にとっては、学生

時代に実験・実習室での先生方や先輩・同僚の指

導や注意の言葉が力強く後押しをしてくれまし

た。コロナウイルス感染拡大の現況下で、実験・

実習を行うには大変な困難が伴うことと思われま

すが、悔が残らないよう努力によって乗り越えら

れますことを切に願います。 

理学部同窓会へのカンパ・励まし文のお願い 
 

「学生生活支援」を継続して行うため、カンパ・食料

品をお送り頂きますよう重ねてお願い申し上げます。 

● ご寄付の送り先 

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 

（他金融機関からは 店番：059、種目：当座、 

店名：〇五九、口座番号：0078885） 

● 食料品などの送り先（持ち込み先） 

  〒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 
住所変更等も併せてお知らせください。 

★ 学生への励まし文をお寄せください。 

メール：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 

郵送：〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1  

 信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会 

先輩の宮澤さんから、学生の皆さんへの励ましの

ご寄稿を頂きました。 
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――――――――――― 学科・各地域の同窓会・イベントのお知らせ ――――――――――― 

  

 

理学部同窓会からのお知らせ 

 
ホームページをリニューアルしました！ 
https://sci.shinshu-u.ac.jp/alumni/ 

現在行っている学生支援の取り組みや、過去の

同窓会報など、同窓生の皆様にお伝えしたい情報

を随時更新しています。 

内容も充実してきました！ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

「学生生活支援」が松本地域新聞二紙に掲載 

 
2020 年 12 月 24 日の「市民タイムス」には、12

月 22 日の年越し「励まし支援」の一つでお餅を

留学生に届けたことが報じられました。 

また、「ＭＧプレス」は 1月 26 日の第六回の

支援活動を取材し、「コロナ禍 苦境の信大生支

援」として、2021 年 2月 2 日に、２ページにわた

り詳しく載せてくれました。新聞の記事は同窓会

HP でもご覧いただけます。 
(ＭＧプレスは信濃毎日新聞系列で中信地域の新聞を出し

ています。信濃毎日新聞に挟んで届けられています。)

生物同窓会からのお知らせ 

 
１ 生物同窓会 2020 年度定期総会について 

例年、「銀嶺祭」に合わせ開催していた定期

総会は、昨年 11 月に開催する予定でしたが、

新型コロナ感染症蔓延防止のため中止としまし

た。2021 年度の総会は 2年分をまとめ議案とし

て提出し開催する予定です。開催時期は例年ど

おり銀嶺祭に合わせ 11月上旬を予定していま

す。なお、新型コロナの感染状況によってはオ

ンライン開催等について検討します。 

 

２ 事務局員を募集中です。 

松本市近郊にお住まいの方で手伝っていただ

ける方を募集しています。特に ITに強い方、

大歓迎です。shinshu.bio@gmail.com までご連

絡ください。よろしくお願いします。 

 

 

「2021 年 松高・信大寮歌祭」の中止のご連絡 
 

コロナウイルスの感染

が広がり、終焉が見通せ

ない中、誠に残念ながら

昨年に続き「松高・信大

寮歌祭」を開くことは困

難と判断しました。 

2022 年には、こぞってお集まりいただき、大声

で寮歌を歌い、楽しい時間を持ちたいものです。 

お互い健康に気をつけて過ごそうではありませ

んか。 
松高・信大寮歌祭実行委員会 

 

――――――――― 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、散逸が危惧される資料の収集・整理・

保存を進めるとともに、企画展示を行っています。

理学部の教職員、卒業生の皆さまからは、約 500 点

の資料をご寄贈いただいております。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資料

となります。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。 

 

○ご寄附・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、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、「SUNS」信州大学画像ネットワークシステム

に関する資料、「美ヶ原鉄塔群」の画像 

など、信州大学に関するもの全般 

理学部同窓生からの提供の品 

 

○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 
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/archives 

信州大学 

理学部同窓会 
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卒 業 研 究 

数理・自然情報科学科  

数学科 数理科学コース 自然情報学コース 

花木ゼミ 

   市川 優作、関谷 穂月、松崎 尚弘、渡辺 大： 

Associative algebras 

沼田ゼミ 

    高野翔太郎：メリン変換とペロンの公式 

坪井 寿樹：任意の連結度及び辺連結度を持つグラフの構成  

貢 寛志：素数が無限に存在することについて 

和田ゼミ 

   海老名拓郎、北野槙之介： 箙の表現論 

和田ゼミ(自主ゼミ) 

   中野 彰：リー代数の表現論 

栗林ゼミ 

   関塚 賢悟：モデル圏 

瀧嶋 雄介：アーベル圏と三角圏の基本的な性質 

玉木ゼミ 

   池田 一総、村上 悠人：多面体とそのグラフ 

窪田ゼミ 

   上野 龍：リーマン幾何における変分法 

谷内ゼミ 

   中島 侑也、中村 拓夢、長崎 嶺、宮原 諒真： 

ポアソン方程式の可解性について 

菅野 純喜：急減少関数とフーリエ変換 

トルシン ゼミ 

    関口 喜久、新村 和輝、北谷 祐磨、赤川 昌也:  

Sturm-Liouville 型微分作用素のスペクトル逆問題 

乙部ゼミ 

    鈴木 智稀：確率論 

謝ゼミ 

   足立 和生：劣マルチンゲールの収束について 

金岡 央祥：独立な確率変数列についての大数の強法則 

中川 仁：二項分布から正規分布へ 

佐々木ゼミ 

   伊藤 安昭：Local Theory in L2 

渡邊 洋人：断熱過程を基礎とする熱力学の数学的定式化

について 

 

 

物理科学科 理学科物理学コース 

素粒子・宇宙物理学分野 

井上 朋香 :シンチレータを通したLED光の光量変化の測定 

松波 昂哉 :重力波について 

芦川 涼   :場の量子化について 

小池由稀奈:Sloan Digital Sky Survey を用いたトリプルク

ェーサーの探索とその観測視線方向の吸収体の

大きさの制限 

 

小泉健太郎:ファインマン・ダイアグラムについて 

塩野入 智 :ディラック方程式とその周辺について 

清水 寛永 :量子電磁力学について 

鈴木 七未 :次世代PETのためのポジトロニウムの同定 

成瀬 俊哉 :インフレーション理論 

福森 基弘 :分光データを用いた木星の自転周期の測定 

三輪 夏輝, 山之上 汰一: 中性子計とミューオン計で観測

された宇宙線強度の長周期変動とそのリジディ

ティー依存性 

劉  強   :「micro-BAL」吸収線の探査 

 

物性物理学分野 

山本 雅   :FeMnGe1-xSnxの磁性 

伊藤 史也 :ギンツブルグ-ランダウ方程式と表面エネルギ

ーによる超伝導体の分類 

鹿取 亮介 :第二種超伝導体の磁気性質 

後藤 祐輔 :導波路の時間的構造変化を用いたテラヘルツ波

の周波数変換におけるアパーチャー位置依存性 

林 風輝  :超伝導の秩序変数 

Prateekaew Jakkrit:物体まわりの高Reynolds数の流れ 

〜飛行機の翼を中心として〜 

松原 祐有 :GaAs導波路での光励起によるテラヘルツ波の周

波数変換および変換効率のポンプ光強度依存性 

松本隆太郎: MnCoGe1-xAgxの磁性 

三島 勇斗 :マルテンサイト変態を伴う Mn2Ni1.6Sn0.4-xAgx の

磁性 

 

 

化学科 理学科化学コース 

新井 皐  :テトラアザマクロサイクル配位子を用いた 

Fe(III)錯体の合成と構造解析 

熊野 勇介 :酵素修飾電極を用いる多環芳香族炭化水素代謝

物の高感度定量  

原島 幹  :NIPA ゲル内におけるアズレン分子の挙動  

二平 暁史 :コメ摂取による恒常的な内部被曝低減のための

コメの放射性セシウム吸収量削減方法に関する

調査 

入澤 颯  :銀電極上に吸着した尿酸の表面増強ラマン散乱 

大日野 創 :4-メルカプト安息香酸を修飾した金ナノ粒子の

調製とpHのSERSプローブへの応用 

岡田 正大 :水溶性蛍光色素 Rhodamine B のカソーディック

電気化学発光反応の検討 

高山 紘我 :トリプチセン部位にフッ素原子を有する酸化還

元応答性分子ピンセットの合成研究 

師 悠季 :ゲスト認識部位としてピリジン環を有する

2,2’-ビス(6-メチル-1,4-ジチアフルベン-6-イ

ル)-3,3’-ビチエニル誘導体ホストの合成研究 

令和２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。卒業研究の学科名は、改組前の学科名と現在の学科（コース名）を併記しております。 

卒業式・学位記授与式は3月21日です。 
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壁谷 菜月 :酸化還元応答性大環状クラウンエーテルを有す

るロタキサンの合成研究 

村田 夢斗 :π共役系を導入したイオン液体の合成と液体構

造解析 

福井 智彦 :吸着等量線の直接測定が可能な吸着装置の開発

と測定 

杉山 泰啓 :サブナノメートルの疎水性ナノ空間における水

の特異な相挙動 

椿原 樹  :微小空間中での液体二成分系の混合現象 

渡部 泰地 :Pd(II)とテトラアザマクロサイクル配位子を用

いた金属錯体の合成とその特性評価 

相馬 敬太 :N,N-dimethylethylenediamine 銅錯体を用いた

新たな配位高分子の合成 

下坂 優貴 :電気化学発光法を用いたコデインの定量分析法

へ向けた基礎検討 

田邉 小千 :電気化学発光を用いた神経剤分解物 

2-diisopropylaminoethanethiolのスクリーニ

ング法の開発に向けた基礎検討 

黒川 宗希 :新規アズレン縮環型イサチン類縁体の合成研究 

小田切 楓 :ジベンゾスベレノンが縮環したチエノ[3,4-b]

ピラジン誘導体の合成研究 

緩鹿 創太 :アズレン縮環型 1H-ピロロ[2,3-b]キノキサリ

ン誘導体の合成と物性評価 

山田陽太郎:ピレン-NIPAゲルにおける発光波長の切り替え

と架橋剤濃度との関係 

高橋 克典 :NIPA ゲルに取り込まれたピレン分子の状態の

ラマン散乱測定による検討 

永井 優花 :ゼオライトを利用したﾘﾁｳﾑ同位体濃縮法の改良 

野山 栞  :A 型ゼオライトに関する Li と Cs のイオン交

換挙動の調査 

高嶋 優衣 :リチウム同位体比測定のための陽イオン分離 

青木多恵子:多環芳香族炭化水素代謝物の微分パルスボルタ

ンメトリーによる微量分析 

中島 悠賀 :毛髪の脱色過程で発生するヒドロキシルラジカ

ルのホウ酸緩衝液中での高感度検出 

福井 惇己 :フェロセンが置換したドナーアクセプター型ポ

リメチン類の合成研究 

宇田真由美:7員環部にイソプロピル基をもつアズレノキノ

ロンおよびキノリンの合成と反応性 

 

 

地質科学科 理学科地球学コース 

東  大貴  :中海における貝形虫殻の酸素同位体比による底

層塩分復元 

安田 哲真 ：最終氷期以降の沖縄島南東の古海洋変動 

TANG SHUANGNING :鮮新世後期～更新世前期の日本海浅海域

貝形虫化石の群集変化 

小淵 俊秀 :千葉県印西地域における下総層群木下層の古環

境復元 

加藤真由子:三浦半島北部に分布する上総層群大船層及び小

柴層の古環境 

田村 遼  :長野県長野市中条地域から発見されたStegodon 

miensis 臼歯化石の再記載 

木下 大士 :長野県大町市八坂地域における中新統の層序と

堆積環境 

田中 綾香 :新潟県八石背斜東翼における鮮新統～更新統の

堆積システム 

柵木 美春 :天北西方地域の構造発達史およびﾏｽﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ堆

積物の震探データと露頭観察との対比 

亀谷 兼人 :考古学遺跡の試料を用いた千曲川の洪水史の研

究－長野県内遺跡における河川流路とその周辺

の堆積物の解析－ 

於保健太郎:松本盆地南西部の地質と地形 

川野 律歩 :最終氷期以降の諏訪盆地周辺の風化環境の変遷 

上山瑛梨佳:松本盆地南西部に分布するチャート岩塊の起源 

吐合 智之 :インド南西部,ブラマプトラ川および支流にお

ける後背地解析 

加藤 汰一 :水路実験による破堤堆積物形成プロセスの解明 

:2019年千曲川氾濫の例 

黒田 侑吾 :2019年千曲川氾濫に伴う洪水堆積物の層厚・粒

径分布 

小菅 桃寧 :宮崎県延岡市島浦島に分布する古津波堆積物の

波源推定 

佐藤 海生 :地質調査と数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに基づく青森県むつ市

関根浜に分布する古津波堆積物の波源推定 

長谷健太郎:大分県速見郡日出町大神の沿岸湿地における約

6500年前の古津波堆積物 

北川 奏  :伊那地方に分布する領家花崗岩類高遠花崗岩の

分布とジルコンU-Pb年代 

木村 陽介 :紀伊半島中央部・高見山地域における中央構造

線近傍・領家マイロナイトの岩石学的特徴とそ

の空間変化 

山崎 陽生 :茨城県岩船岩体の深成岩類のジルコンU-Pb年代

と成因 

龍頭 詩織 :焼岳における地磁気観測と全磁力変化 

 

 

生物科学科 理学科生物学コース 

塩澤 史基 :フタヒダギセルの左右反転変異と生活史の繁殖

生態 

KIM SUNHWA :ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）において 

MpMYB02 転写因子は Oil Body 形成を促進し、セス

キテルペン生合成に関わる遺伝子の転写を抑制する 

赤沼 瑞歩 :八ヶ岳のオオシラビソに発生したさび病菌の分

類学的検討 

池上 羽紋 :ゼニゴケ（ Marchantia po1ymorpha ）のディリ

ジェント様（DIR-1ike）タンパク質をコードする

遺伝子Mapo1y0078s0058 およびMapo1y0006s0217 

の機能解析 

池田紗矢音:翻訳の新規光操作法の開発 

今井 貴一 :ゼニゴケ（Marchantia polymorpha L.）の

R2R3-MYB 転写因子 MpR2R3-MYB13

（Mapoly0072s0075）の機能解析 

大塚 峻  :ムラサキのシコニン生合成に関与する

cytochrome P450 の同定 

唐澤 理子 :キメラ胚の寄与率操作 
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小林 将大 :ゼニゴケのディリジェント様タンパク質をコー

ドする遺伝子であるMapoly0135s0042 の機能解析 

塩見 温士 :飛騨山脈東麓におけるキツリフネの開花時期と

葉の縦横比の標高傾度に沿った変異 

重田将之介:トノサマガエル種群3種の混生地において異な

る交雑パターンがもたらす分布の変化 

鈴木 遼叡 :コメツガさび病菌Chrysomyxa 

tsugae-yunnanensis の個体群におけるrDNA変異 

関   拓洋 :ゼニゴケの Dirigent-like タンパクをコード

する Mapoly0117s0017 の機能解析 

高野 恭平 :ワスレナグサにおける Homospermidine 

synthaseの機能解析および発現解析 

田村 恵紅 :黒姫・妙高山地におけるナラタケ属菌 

Armillaria spp.2種の菌糸和合性と遺伝的変異 

徳江創太郎：ゼニゴケのオーロン生合成に関与するグルクロ

ン酸転移酵素の同定および機能解析 

中村 駿介 :ヤノクチナガオオアブラムシの口吻の長さが師

管液吸汁量及び甘露排泄量に及ぼす影響 

灰方 郁人 :カワガラス Cinclus pallasii の糞尿試料を用

いた遺伝子解析手法の確立 

日向 千草 :高濃度ＭＴ投与からみるﾀｲﾒﾀﾞｶの性分化過程 

古舘 拓来 :ゼニゴケのオーロン生合成経路に関与する  

Polyphenol oxidase の機能解析 

増田 春樹 :標高傾度にそった独立栄養呼吸と従属栄養呼吸

の変化 

安井 美郷 :オヤマノエンドウ共生根粒菌の共生プラスミド

の系統地理学的解析 

山田 愛  :新規ＲＮＡ編集技術の開発 

依田 実朗:メダカOryzias 1atipes の雄特異的な大歯の形成 

 

 
物質循環学科 理学科物質循環学コース 

井川 洋  :長野県諏訪湖湖岸のヨシ原における繁殖期出現

鳥類に影響する環境要因の検討 

伊藤 拓生 :針葉樹における細根の無機態窒素吸収速度と根

特性との関係 

岩留 未怜 :高山帯における環境水の水質・同位体比分布か

らみた土地被覆条件による水文特性の違い 

臼山 潤  :クルミにおけるアレロパシー物質について 

大島 暢人 ：山岳域におけるダケカンバの幹周囲長の日変化

と環境要因の関係 

落合 悠介 :浅い富栄養湖―大気間のCO2交換の日内変動と

生物プロセスの影響 

木内 顕成 :あずみ野池田クラフトパークにおけるチョウと

その利用植物 

桐生 真由 :諏訪湖における植物プランクトン種の季節変化

と栄養塩類の相互関係 

柴崎 太一 :越後山脈周辺の大雪発生時における降雪分布特

性 

田中 塁  :乗鞍岳における降積雪深の時空間変動 

田邊 憲伸 :高山帯のハイマツ生態系と大気間のCO２交換の

変化とその制御要因 

 

永峯 亮弥 :β-Cyclocitralによる藍藻Microcystis 

aeruginosaの青色化現象 

成田 元俊 :女鳥羽川における植生とその立地環境 

野田 和秀 :水生植物と植物プランクトンによる多環芳香族

炭化水素類の代謝 

波多野瑞希:施肥管理がリン獲得酵素の特性に与える影響 

濱田 ゆみ :銅汚染土壌への生分解性ｷﾚｰﾄ剤添加が微生物に

与える影響 

林  穣  :トウモロコシ畑を利用するツキノワグマの農地

利用特性の個体差の解明 

古村 光  :高山域における渓流水の端成分の検討と流出過

程の解明 

前田 健吏 :諏訪湖における重金属汚染からの回復 

真喜志笑佳：諏訪湖における水深別一次生産量と呼吸量に影

響を及ぼす環境要因の解明 

増本 泰河 :針葉樹4種における細根系の水透過性と根特性

の関係の解明 

宮村 優希 :窒素欠乏時に生産される窒素獲得酵素の速度論

的特性 

吉田 暁人 :諏訪湖におけるマイクロプラスチック汚染と多

環芳香族炭化水素類（PAHs）の輸送 

岩崎 匠 :褐色森林土における土壌酵素の温度変化への応答 

 
 

修   士 
大学院総合理工学研究科 

 

理学専攻 数学分野 

宇佐美京介:対相互作用模型の具体的な対角化について 

小倉 大史 :Clasp 図式と絡み目不変量 

桑澤 優作 :初等トポスと論理 

重森 壮太 :特殊線型群の有限部分群・対称群・超八面体の

余不変式環について 

武澤 一彦 :サイクルを含むマッチングに対する離散モース

理論の拡張 

田中 頌悟 :Prismatic sets(プリズム的集合) 

辻  瞭太郎:パーシステントホモロジー群を用いた手書きア

ルファベットの識別 

村上 淳哉 :正則な冪零ヘッセンバーグ多様体のコホモロジ

ー環のグレブナー基底について 

LIU ZHENBO:位数 16 の coherent configuration の分類に

向けて 
 

 

理学専攻 理科学分野 (物理学ユニット) 

伊藤 楓馬 :小正準レプリカ交換法のトンネル時間による効

率評価 

今井 兼平 :LHC-ATLAS実験シミュレーションにおける機械

学習を用いた重いヒッグス粒子A/Hの探索法の

研究 

岩月 康太 :Mn2Ni1+xSn1− xの磁気特性と臨界現象 

木原 渉   :2018年8月のCMEイベントの解析 

黒野 真也 :磁気冷凍材料Mn2-x-yCoxGeの研究 

高 柚季乃:CALETで観測された太陽変調の荷電依存性の研究 

白井 良輔 :ストリップ型シンチレータのデザインの最適化 

―応答一様性と光量について― 
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髙田 郁也 :高輝度LHC-ATLAS実験に向けたダイミューオン

に対するレベル0エンドキャップミューオント

リガーアルゴリズムの性能評価 

種口 翔太 :多次元NVEレプリカ交換法を用いた一般化され

た状態密度の推定手法の考案 

玉谷 志成 :形状の異なるストリップ型シンチレータを用い

た電磁カロリメータプロトタイプの性能評価 

鳥居 信   :Ni2In型(Fe,Mn)2(Ge,Ga)およびFeMn(Ge,X) 

(X=Sn,Sb)の磁気特性 

長谷部 翔 :導波路の分散関係の時間変化によるテラヘルツ

波の周波数変調に関する研究 

藤森 由樹 :LHC-ATLAS実験におけるダイレプトン終状態を

用いたトップクォーク質量測定の研究 

古谷 優樹 :物質の電磁場に対する線形及び非線形応答 

吉田 峻輔 :ラシュバ効果によるグラフェンの有効g因子の

縮小現象 

 

 

理学専攻 理科学分野（化学ユニット） 

石原 裕規 :疎水性炭化水素を導入した活性炭試料の水吸着

挙動の解明 

小澤 圭司 :[Ni(tn)2]2+(tn:トリメチレンジアミン）とテレ

ラートからなる配位高分子のサーモクロミズム

と結晶構造 

坂巻麻理子：導電性粉末電極を用いる塩化物イオンの実ポテ

ンシャル測定 

田中竜太郎：ワイヤレス給電技術を用いた電気化学発光原理

に基づく分析デバイスの開発 

林   佑弥 ：2-フェニル-1,3-ベンゾジチオリウム骨格を分

子認識部位とするホストの研究 

深山 敦史 ：シャープペンシル芯を電極として用いるポーラ

ログラフィー 

柳   仙妹 :インクジェットポーラログラフィーの試み 

 

 

理学専攻 理科学分野（地球学ユニット） 

久須美晨夫：鮮新世および更新世の日本海における石灰質ナ

ンノ化石イベントと古海洋環境 

山口 滉介 ：貝形虫化石群集および殻の化学組成を用いた完

新世における西部北極海の古海洋変動 

吉田 祥眞 ：赤石山地南部における四万十帯白亜系白根層群

の後背地解析および変形構造解析 

田中 渉  ：赤石山地北部に分布する三波川変成岩類の地質

,地質構造,および砕屑性ジルコンU-Pb年代 

町田 順一 ：福島県南相馬市小高区井田川地区における完新

統ボーリングコアを用いたエスチュアリー中央

盆地泥質堆積物中の津波堆積物の識別 

佐志 啓未 ：震探解釈と地表踏査に基づく中央北海道中新統

中の海底地すべり堆積物の堆積過程  

小杉 壮汰 ：北部フォッサマグナ南部の中・上部中新統にお

ける堆積システムと堆積シーケンスに基づく堆

積盆テクトニクスの考察 

水村 裕紀 ：長野県岡谷地域に分布する横河川変成岩類の地

質構造と温度構造 

 

 

理学専攻 理科学分野（生物学ユニット） 

百瀬加奈子:ヒラタカゲロウ類（昆虫綱・カゲロウ目・ヒラ

タカゲロウ科）の系統進化学的研究 

井上 恵輔 ：中部山岳域の湖池沼を対象とした水生昆虫類の

群集構造・遺伝構造解析：山岳池沼の水生昆虫

相に影響する要因の究明 

富澤 亮太 ：トビイロカゲロウ類における分子系統地理学的

研究：遺伝系統群によるﾊﾋﾞﾀｯﾄ選好性の分化 

吉村 和貴 ：ムラサキのシコニン生合成経路において

3''-hydroxygeranylhydroquinoneを生合成する

cytochrome P450の機能解析 

 

 

理学専攻 理科学分野（物質循環学ユニット） 

木村 龍平 :魚介類におけるmicrocystinの蓄積と代謝機構

の解明 

暁 麻衣子 ：冷温帯林における樹木細根からの滲出物の種特

異性 

市川 雄貴 :諏訪湖における水質浄化とリン循環に関する研

究 

北澤 太朗 :堆積物中のアオコ毒microcystinの動態解析 

小山 紗莉 :上高地において形成される冷気湖の特性とその

気象条件 

田岡 作  ：富栄養湖における温室効果ガス溶存濃度の連続

測定と拡散放出モデルの検証 

行木結希乃：土壌中の養分利用性低下に対する微生物の酵素

生産の変化 

古郡 千紘 :諏訪湖における水生植物の成長と栄養塩利用 

 

 

博   士 

大学院総合工学系研究科 
 

物質創成科学専攻 物質解析科学部門 
西川 侃成 :余剰次元が有効理論に与える影響とその評価 

 

物質創成科学専攻 分子基盤科学 
大塚 隼人 :強磁場下および微小空間中のｲｵﾝ液体の相転移 

 

山岳地域環境科学専攻 大気・水・生物環境科学部門 
山本 哲也 :日本産クチナガオオアブラムシ属とその寄生蜂

における寄主特異性と系統的多様化 

 

大学院総合医理工学研究科  総合理工学専攻 

物質創成科学分野   物質解析科学ユニット 
伊東 大輔 :クェーサーアウトフローに対する幾何学的分布

の調査 

 

山岳環境科学分野  生物・大気・水環境科学ユニット 
浦井 暖史 :Carbon and interactions of surface 

hydrosphere and deep-subsurface: key molecule and 

isotopic ratio approaches  (バイオマーカーおよび

同位体比分析を用いた表層水圏および深部地下圏に

おける炭素循環と相互作用の解明) 

谷野 宏樹 :昆虫における新規「胎生」の発見と系統・進化

・発生・生態学的研究 

石母田 誠 :アセチルコリンエステラーゼ阻害剤の一時的な

曝露が水生生物に及ぼす多世代影響と薬剤耐性

獲得のメカニズム 

 
編集後記：今回もメールでの編集・校正となりました。

おうち時間の長い今だからこそ、会報をお届けす

る意味があるのでは！と感じています。 


