
 

1 

 

 

学 部 長 挨 拶 

理学部長 吉田 孝紀 

 
 寒い日が続いております。既に立春を過ぎて暦

の上では春となっておりますが、松本市内も珍し

く雪に覆われ、寒さもいっそう身にしみます。 

 しかし、3月は卒業・就職と、学生の皆さんに

とっては人生の節目を迎える時期です。恒例では

ありますが、卒業生・修了生の皆さんのご卒業を

心よりお祝い申し上げます。信州大学理学部での

学生生活はいかがでしたでしょうか。苦しいこ

と・つらいこともあったと思いますが、その全て

がこれからの人生の糧や礎となるものと思いま

す。新たな挑戦に不安を感じるとき、道に迷いそ

うなときはぜひ大学での日々を思い出してくださ

い。今後の皆さんのご活躍を祈っております。 

 また、同窓会の皆様におかれましては、日頃よ

り理学部へのご支援頂いておりますこと、感謝申

し上げます。特に、2020 年夏より実施しており

ます学生への食糧支援につきましては、地域の市

民の皆様からの支援も加えて現在まで毎月実施を

行っております。学生からは、「お心遣い痛み入

ります。おなかを満たして勉学に励みたいと思い

ます。」、「いつも配給ありがとうございます。

コロナ禍ですが、とても心が温まります。」、

「いつもありがとうございます。感謝しておりま

す。」と言った声が多数寄せられております。こ

ちらも、学生に代わってお礼申し上げます。 

 さて、最近の出来事について、少々ご紹介いた

します。 

 高校の先生方や高校生から「大学での学び」に

ついて問われることが多くなったと感じておりま

す。高等学校を訪問し信大理学部への受験を呼び

かけるのが私の仕事のひとつですが、政府が呼び

かけるＤＸ化の方向性と共に「大学で何を学べる

のか」について様々な質問を頂くことも多く、非

常に勉強になると感じております。 

 先日は高校生から、「理学部は何をするところ

ですか」といった問いかけを直接もらいました。

理学部に職を得ている立場から申しますと、「大

学とは学問を追求するために行くところです」

「研究をするところです」とお答えする必要があ

ります。 

 では「学問の追求」とは何か、という問いかけ

に対しては様々な答えがあるかと思いますが、

「（学問）分野」という限定された領域の中で、

「最も正しそうなこと」「最も普遍的でありそう

なこと」を見つけようとする試み、と答えてきま

した。 

 その過程には、様々な価値観や観点の中から解

決すべき「問題」を見出し、論理的に納得できる

方法でその解決を目指すことが含まれますし、そ

の試みの最終的な成果には「新しい」ことが求め

られます。しかし、これらの一連の過程を通して

最も重要なことは、取り組む学生の「主体性」で

あることは、言うまでもありません。 

 「科学が大好き」「自然科学に関わりたい」と

いった単純な欲求は強く主体性を支えるはずであ

り、その支えによって学問の追究が可能となるで

しょう。ですので、この点を強調して、高校生に

はお伝えしました。この過程の中で育まれた考え

る力は、高校生や大学生が抱く「何のために生き

るか」「どのように生きるか」と言った問いへの

答えを見つけることに貢献する、とも思います。 

 大学入学に至るまでの経過の中で、学生は幾度

もの選択の場に立たされてきたはずですが、学問

における選択の場は非常に多く、多数の選択肢と

にらみ合いを続けることもあります。その一つ一

つの選択の過程は論理的・合理的である必要があ

り、幾度も失敗を繰り返すこともあり得ます。し

かし、その都度、やり直して原点に戻れるのは、

学問の良さと言えます。こういった試行錯誤の経

験や、苦労して納得できる結論を得られた経験

は、中学や高校の学びでは体験できない「学びの

骨格」を作り、学問の追求が深く楽しく感じられ

る瞬間です。 

 その一方で、学問の追求の中で得られた技術や

知識はどのように活きるのでしょうか。技術や知

識は手段であって目的ではない、ということは当

然と感じられるかも知れません。しかし、多くの

実学系分野では、理解しやすく、実行しやすい

(＋低コストの)技術の確立が、研究の目的となっ

ている例も多数あります。 
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 学生が知識や技術を身につけて、それを活かせ

る分野に就職できれば、「一生食べていける技

術・知識」となり得ますので、特定分野の技術の

習得は大きなメリットです。就職後に役立つ技

術・知識を習得できるとなれば、大学選択や分野

選択にあたっては、親御さんの大きな安心材料と

なります。しかし、それだけでは様々な難題の解

決に難儀するということも、今日では意識する必

要があります。 

 私の専門とする地球学分野では、野外調査の技

術、地質図作成に関わる知識や技術を大学で習得

することで、専門技術者として身を立てていけま

したし、現在も、いけると思います。 

 しかし、防災などの分野では、地球の営みとし

て日常的に起こる現象と、大量の降水や地殻変動

で生じる「異常な現象」を分類して防災などの仕

事として役立てることが求められます。そのため

には、幅広く起こる、小さな、日常的な現象を理

解しなくてはなりません。目立たない変化には目

が向きませんので、日常的な現象を知るには主体

的な問題設定が求められます。 

 「常識」を疑い、既存の考え方を批判的に捉え

ることも必要でしょう。このような主体的な取り

組みは、単なる技術・知識の習得だけではなく、

好奇心や試行錯誤の経験によって可能となると思

います。つまり、それまでに修得した技術・知識

の確固たる理解の上で、目の前の現象への疑問や

問題解決に貢献する新たな観点を見出すことが重

要となります。 

 これらの観点や問題意識の涵養に役立つのは研

究の場でなされる批判的な考え方や、論理的な考

え方であり、理学部での学びの「骨格」といえる

ものです。これは理学部の卒業生の方々が意図せ

ずして修得したものと思います。 

 理学部の学びにはこの「骨格」と呼ぶべき考え

方の育成が欠かせません。現在の理学部の卒業生

や修了生の進路を考えると、専門とする分野の技

術や知識の全体像を俯瞰し、相互の因果関係を理

解しながら学問を追求するといったやり方が、学

生への大きな寄与となり得るのでは、と思いま

す。これは幅広い視野の中で自分の追求する分野

を捉えることになります。 

 しかし、大学入学直後にこのやり方をいきなり

実践してもらうことは困難であり、助走期間が必

要と思います。大学入学後の学習の中で、様々な

分野を学び、その広がりや連続を体感するのは、

エキサイティングな体験となり得るのではないで

しょうか。また、卒論や修士研究の日々の学びの

中で、分野間の関係の糸を紡いでいくことは、将

来的な視野の広さを得ることに繋がります。 

 今後、理学部での学びを考える上で、幅広く学

ぶことや俯瞰的な視野を育むことは重要性を増し

ていくと思います。私が地球科学のいくつもの分

野の相互関係について理解を巡らせたのは非常に

遅く、博士課程の後半のことでした。未だに、も

っと早い時期に進めていれば、と後悔に似た気持

ちを抱くときがあります。 

 同窓生の皆様には、機会がありましたら、ぜひ

高校生や大学生の若者らに大学での学びや理学部

での学びについて話しかけて頂きたいと思いま

す。学問の追求の楽しさ・素晴らしさ、それが将

来どのように活きるかについて、ぜひともお伝え

ください。また、そのことを身近に伝えてくれる

人がいることが、やはり素晴らしいことであるこ

とも、彼らは気づいてくれるかと思います。特に

高校教員の皆様には、高校生に信州大学理学部へ

の進学を勧めて頂けるとうれしく思います。（こ

ちらはお願いです。）

 

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

 

信 州 大 学 の 存 在 意 義 （ パ ー パ ス ） 

信州大学長 中村 宗一郎  

理学部同窓会の皆さまには、常日頃より一方な

らぬご支援、ご協力を頂いており、この場を借り

て厚く御礼を申し上げます。本年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

さて、言わずもがなですが、大学の使命は、教

育、研究および社会貢献です。大学はこれまで高

い教養と高度で専門的な知識を持った知識人、高

度専門職人材の育成を担ってまいりました。ま

た、その過程では、真理を深く探究し、新たな知

見を積極的に発掘・創造してきました。そのよう

な中で、「大学の知の活用」についても意識が高

まり、2006 年に教育基本法が改正され、大学は

教育と研究にとどまらず、それらの「成果を広く

社会に提供」し「社会の発展に寄与」することも

重要な役割であると規定されました。教育により

未来の人材を育て、研究の成果を社会に発信する

こと自体、それらはまさに社会貢献活動そのもの

であるという考え方もある中、こうして、「社会

貢献」が大学の果たすべき第 3番目の使命として

明文化されました。2018 年には、人文科学系の

考え方をイノベーションの創出に積極的に用いる

という理念のもと、「科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律」が成立しました。こ

の背景には、創造された新たな価値の共有、定

着、普及において、文学、倫理学、法学といった

人文及び社会科学からのアプローチがきわめて重
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要と再認識されたことがあげられます。またこの

法律では、イノベーションは、「創造的活動で新

たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創

出すること」と定義されました。社会環境変化の

激しい現代社会では、人文科学の知見を含め、あ

らゆる「知」を結集し、また融合してイノベーシ

ョン創出に向かうことがますます重要になってい

ます。 

そのような中で 2019 年、文部科学省は「国立

大学改革方針」を公表し、⑴高度で良質な人材育

成拠点としての国立大学、⑵世界の「知」をリー

ドし社会にインパクトを産みだすイノベーション

ハブとしての国立大学、⑶世界・社会との高度で

多様な頭脳循環の中心にある国立大学、⑷社会や

地域を支え・社会や地域から支えられる国立大

学、⑸強靱なガバナンスに支えられた国立大学、

⑹多様かつ柔軟に連携しネットワーク化する国立

大学、⑺国立大学の適正な規模、の 7つの指針を

示しました。私は、これらの課題を一つ一つ解決

していくためには、大学教員と職員とが協働して

運営にあたる「教職協働」が重要と考えます。私

は、この考え方を更に一歩前に進め、大学の第一

義的な当事者である学生を加えた「教職学協働」

による大学運営（経営）を実現したいと考えてい

ます。この理念を定着、普及すべく、対話を中心

にじっくりと時間をかけて、組織の機能開発

（Organization Development）に取り組みます。

教職学協働によって、信州大学アイデンティティ

ーを確たるものとし、信州大学を真に持続可能な

大学にしていきたい、そう強く念じています。 

特に、昨今のコロナ禍では、大学がその地域に

存在し、そこで様々な「場」を提供する意義を改

めて考えさせられ、大学が果たすべき役割につい

て原点に立ちかえって考え直す端緒となりまし

た。アフターコロナ社会においては、地方大学が

地域の中で果たす「教育」「研究」「社会貢献」

の役割はますます大きく重要になるでしょう。大

学が中心となり、多様な学問分野、業界、世代、

そして地域社会に分散している「人」や「知」を

集約・結集すれば、そのシナジー効果によって、

とてつもなく大きな新しい価値（破壊的イノベー

ション）を生み出すことが可能となります。別の

言い方をすれば、大学には「知」の創造だけでは

なく、社会と深く連携して「人」や「知」から派

生する新しい価値の共有・定着の役割を果たすこ

とが期待されています。私は、その役割を果たす

ための大学の機能として、学びの機能（Learnin

g)、寄り添う機能（mutual Understanding)、つ

なぐ機能（Connecting）、知の機能（Knowledg

e)、そして、未来を志向し、産みだす機能（Yiel

d)の５つを挙げ、そのワードの頭文字を繋げて

“LUCKY”と呼んでいます（図１）。 

信州大学は、総合大学としての強みをいかんなく

発揮し、５つの機能をバランスよく担っていきた

いと考えます。また、今後６年間の行動計画とし

て『大学改革実行プラン inGEAR（インギア）』

を策定いたしました。inGEAR とは、“inGeniou

s，Enterprising and Actionable Regional revi

talization（独創的、進取的かつ能動的な地方創

生）”を原型とした造語であり、このプランのも

と、地域社会と大学を連続的に一体化し、人材の

繋がり（ステークホルダーエンゲージメント）を

高めてまいります。また、2019 年６月１日に公

表した信州大学の近未来グランドデザイン“VISI

ON2030”の着実な実現に向けて、着実に歩みを進

めてまいります。“VISION2030”を旗じるしに

「守って型につき」、教職学協働をエンジンとし

て「破って型に出て」、共創の場形成プロジェク

ト等を通じて「離れて型を生む」という、所謂

『守（種）破（発）離（利）サイクル（図２）』

の陣頭指揮をとっていく所存です。 

信州大学が、“地域イノベーションのハブとなっ

てこの地域の振興を本気で担う大学”としてギア

を一段上げ、粉骨砕身の覚悟で価値創造に取り組

みます。 

 

今回は、このような機会を与えて頂き、大変有

難く存じております。理学部同窓会の皆さまのま

すますのご発展とご健勝を祈念して結びの言葉と

いたします。 
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ご  挨  拶 

理学部同窓会長 森  淳  
 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

理学部同窓会は皆さんを心から歓迎いたします。 

松本は、「山岳・音楽・学問」の「三ガクの

街」です。豊かな自然に囲まれ、自然科学を学ぶ

には恵まれた一等地です。その利点を十分に活か

して欲しいと思います。伝統的に市民の知識欲の

高いことが挙げられます。信州大学の存在は、そ

れを支える一つですし、学生諸君の「学びの姿

勢」も加わっています。 

信州大学は、特に全国各地から学友の集う大学

です。物の見方や考え方の異なる多くの人々と交

流し、学びあい、友情を築いていってください。

コロナ禍で難しいこともありますが、サークル、

勉強会、自主ゼミなど多彩な学びの場に参加して

ほしいと思います。また、仲間とともにそうした

場を創っていかれるようにと思います。その経験

は、必ず皆さんの役に立つものになります。素敵

な学生生活を送られるよう願っています。 

 

卒業生・修了生の皆さん、卒業おめでとうござ

います。 

信州大学での日々はいかがでしたでしょうか。

多様な学びの場を得、高い専門性を御自分のもの

にされたと思います。社会に出て役に立つのは、

専門的知識・技能もですが、学びの手法や、物の

見方であると思います。日々の暮らしの中で身に

つけた力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。 

共に励んだ友人は、今後も支えあえる人たちで

す。友人を大切にされ、豊かな人生、幸せな人生

を歩まれることを期待しています。 

 

学生の皆さん、この２年余りコロナの拡大によ

って、学業そのものも大きく影響を受けました。

教職員の皆さんと学生諸君は、様々な学び方を工

夫され続けてこられました。慣れない勉学方法に

努力を重ねてこられたと思います。苦しかったこ

の経験をも力にして欲しいと思います。 

今日の社会には思ってもみなかった困難や、解

決を迫られることがいくつもあり、私たちが経験

したことのない状況もあります。コロナの蔓延が

問題をより複雑にしていますが、今までも幾多の

課題を、人間は集団で生き集団の力で乗り越えて

きました。人間の共同の力を信じて、共に解決の

道を探っていきましょう。 

 

同窓会は一昨年（2020 年）９月から「学生生

活支援」を行ってきました。１年半にわたる取り

組みは、この３月までで 20 回を数え、延べ約 

5000 人の学生さんにお渡ししてきました。コロ

ナ禍で経済的に苦しくなった学生さんに喜んでも

らえたと思います。 

この取り組みを支えているのは、一つは同窓生

と市民の皆さんから寄せられたカンパや物品の提

供です。今一つは学部教職員のお力です。毎回、

仕分け・袋詰から学生さんへの対応・配布までを

気配りをしながらやって頂いています。改めて感

謝申し上げます。 

 

今年４月１日以後、成人は 18 才からになりま

す。大学生は皆大人ということになります。18

才成人は世界の趨勢とのことですし、もともと結

婚可能年齢でもあります。民法の改正によるもの

で、結婚は男女とも 18 才になりました。選挙権

は公職選挙法の改正で 2016 年から 18 才です。 

成人とは大人になることですが、親権から独立

し、住居や保険などさまざま契約することが出

来、いろいろ一人で決められ、取れる資格も増え

るのです。しかし、同時に「未成年者取消権」の

対象から外れてしまいます。この「未成年取消

権」は「親の同意なく契約したものは取り消せ

る」というもので、若者を守る「防波堤」でし

た。 

メールや電話、街中での勧誘など、詐欺が横行

しています。犯罪すれすれのものは溢れていま

す。言葉巧みな大人に引っかかったり、知り合い

に誘われたりする危険は、確実に増えると思われ

ます。詐欺メールも頻繁に送られてきます。 

必要なことは、人を信頼するということと、甘

い言葉に気をつけるということの境界を、どう身

に付けてるのかということです。また、思わず乗

ってしまった時の引き返し方です。これまでは、

高校卒業後 1～2年は大人扱いされながら過ごし

て成人になりましたが、これからは、高校３年生

の間に成人になります。高校生のうちに大人への

準備を、といってもなかなか困難を伴います。ク

ーリングオフ制度と消費者保護制度の一層の拡充

が欲しいと思います。何より青年の周りに相談で

きる環境を作り、若者を守ることが必要だと思い

ます。 

 

欧州委員会（EU の行政機関）は 2月 2日

（2022 年）、「原子力と天然ガスを持続可能な

投資対象と認定」しました。日本政府も 2050 年

までに CO2排出実質０を宣言していますが、原発

を重要な電源としています。かねてより原子力関

連企業は、「原発の CO2排出量は石炭、石油、液

化天然ガスなどの火力発電に比べ大幅に少なく、

太陽光、風力の自然エネルギーと同程度」と宣伝

してきました。天然ガスについて、天然ガス発電
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の CO2排出量は他の化石燃料より少ないのです

が、採掘時にメタンを放出すると言われています

から、欧州委員会は有利なように切り取ったとい

うことでしょう。 

原発が CO2についてどうかといえば、核分裂で

蒸気をつくりタービンを回し発電という段階で

は、CO2の排出は０でしょう。太陽光も風力も発

電そのものは排出量は０です。ところが、生産、

運搬、建設設置、運用、廃棄とその処理までを考

えたときは、明らかに異なります。 

原発では、ウランの採掘、精製、加工、運搬で

は CO2が出ます。使用済み核燃料処理でも CO2が

出ます。地下深く何万年も隔離しておく施設の建

設と管理にも CO2が出ます。これらがあるけど隠

したい。しかし０とは言いにくいので「同程度」

としているのではと勘ぐりたくなります。また、

太陽光や風力の機材は資源として再利用が考えら

れますが、原発の方はそうはいきません。 

原発は高い買い物ですし事が起きれば取り返し

の付かないものです。今、将来のことを無視して

原発頼りになれば、省エネ促進や自然エネルギー

利用の発展が滞ることになりかねません。 

長野県では「長野県気候危機突破方針」が策定

（2020.4.1.）されました。そこには「気候変動

は人類共通の課題」とし、「どんなことも七世代

先まで考えて決めなければならない。」というア

メリカ先住民の教えを引いて「県民の知恵の結集

と行動の積み重ねが不可欠」と訴えています。具

体的な項目をあげたシナリオが例示されている資

料をつけて、エネルギーの７割削減、再生可能エ

ネルギーの３倍化を目指すとしています。これら

を達成するのは簡単ではありませんが、実現可能

なものとして提示され、県民を勇気付けるものと

考えます。 

地球のあちこちで紛争が起き、今にも戦争とな

る危険な状況が見られます。人権を無視する政治

がいくつもの国・地域で行われていると聞きま

す。ジャーナリストが殺害されたり拘束される事

が続いています。温暖化問題や核兵器廃絶は人類

の課題であるように、基本的人権と平和を守るこ

とは人間の生存に係ることです。中国の拡大主義

を前に日本も、「敵基地攻撃能力」のある武器を

持とうとしています。一発の銃声で戦争は起き、

止めることは難しいものです。ミサイルにせよ無

人機での空爆にせよ、使えば全面戦争です。戦争

だけはなんとしても阻止しなくてはなりません。 

北京大学元教授の鄭也夫（Yefu Zheug）氏が

「台湾の武力統一と威嚇に反対する」という声明

を公表しました。軍事的威嚇は憎しみを強め平和

的統一を遠ざける、仮に戦争になったら阻止でき

る勢力はほとんどいないとしています。相当な圧

力のもとでの勇気ある発言と思います。 

東アジアの平和的枠組みができることを望まな

い訳にはいきません。 

 

コロナの克服にはまだ時間が掛かるようです。

お互い気をつけてまいりましょう。皆さんどうぞ

ご自愛下さいますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2021 年度後期「学生生活支援」など同窓会の取り組みの報告 

 

「学生生活支援」は一昨年（2020 年）９月か

ら１年半続けて来ました。この３月には 20 回を

数えます。これまでにお米約 9600kg 副食約 5200 

セット（コロナで帰省できない学生さんにと、年

越しと夏休みに飲み物とお菓子を付けた 400 セ

ット、計 1200 セットを含む）を用意してきまし

た。また、昨年 10 月から松本市内のパン屋さん

のご厚意で、パンも加

えてお配りしてきまし

た。 

毎回、学部教職員の

皆さんが、準備から配

布までを気配りをしな

がらやってくれていま

す。学生さんたちは大変喜んでくれています。そ

の笑顔に私たちも励まされます。コロナ禍で緊張

を強いられる中で、学内にいい雰囲気を作れたの

ではないかと

考えます。 

前回（38 号）

お伝えした以

降の学生さん

のメッセージ

を紹介しま

す。（次頁） 

 

また、同窓会ホームページにて毎回の報告をし

ております。御覧ください。 

お 知 ら せ 
2022 年度は総会開催の年です。しかし、コロナ感染

拡大の状況から大学・学部も対応を厳しくせざるを得な

い事態がつづいています。残念ですが、当面総会を開催

できる見通しが立てられません。そこで、総会の開催を

秋以降にしたいと考えます。９月発行の会報 40 号に

て、総会についての詳細をご報告します。 

信州大学理学部同窓会
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学 生 さ ん か ら の メ ッ セ ー ジ 

いつもありがとうございます。研究が忙しく、なかなか

アルバイトの時間が取れないのでとても助かっていま

す。コロナの流行が終わってからも、続けていただけた

ら嬉しいです。 

大変助かっています。 

特にお米ありがたいです。 

ご支援ありがとうございます。 

とても助かりました。ありがとうございました 

いつも大変ありがたくもらっています。 

これからも頂けたらとても助かります。よろしくお願い

します。 

いつもありがとうございます！大変助かっています 

良かったです 

毎月美味しいお米や食料をありがとうございます。大変

な金額の援助をいただいて、本当に助かっています。 

いつも、食料配布ありがとうございます。 

コロナ禍という事もあり、友人との会食などを控えてい

るため、家で一人で自炊する日々を送っております。一

人でご飯を食べることは寂しいですが、食料配布で頂い

たお米などを炊くときに、学生支援をしてくださる人が

いると感じて、心が温かくなります。少しですが料理の

レパートリーも増やすことができて、人間力？も上がっ

た気がします。コロナ禍を全てマイナスに捉えるわけで

はなく、頂いた食料をたくさん食べて心身共に健康でプ

ラスに捉えて生活していきたいと思います。 

一人暮らしで毎日自炊するのは大変で、かと言ってお惣

菜を買ったり外食をしたりするとお金もかかってしまう

ので、毎度とても助かっています！！ 

食糧配布の連絡が来る度、友人と喜んでいます。本当に

ありがとうございます！ 

食料品配布の米だけで生活できています。ありがとうご

ざいます。 

食料配布助かってます！特にお米はありがたいです。い

つもありがとうございます！ 

食料配布のおかげで、経済的に非常に助かりました。あ

りがとうございました。 

毎月、支援して下さってとても助かっています。 

ありがとうございます。 

毎度お世話になってます。一人暮らしの生命線です！ 

毎月楽しみにしています。毎月助かっています。ありが

とうございます。 

いつもありがとうございます！いただいたパンは朝食

に、お米は炊いて持参して食堂で食べたり、夕食で食べ

ています。自由な活動ができない今、楽しみといえば食

べることくらいです。いただいたお米の分だけ少し贅沢

できることが嬉しいです。これまでたくさんの食糧配布

をしていただいた皆様に感謝し、学業にも力を入れてが

んばります！ 

いつも助かっています、ありがとうございます😊 

肉が欲しい 

おいしいパンをありがとうございます。 

アルバイト収入が減っていた時期に支援していただいて

とても助かりました。ありがとうございます。 

アルバイトの時間が減少し、収入が減少していたので食

糧配給は非常に助かっております。今後も配給を続けて

いただきたく思います。希望としてはお米のほかにイン

スタント麺があると嬉しいです 

学業が忙しくバイトの時間を削っていたところなので、

食費が浮いて非常に助かりました！ありがとうございま

した！ 

いつも食糧をありがとうございます。とても助かってい

ます。節約のため、普段お菓子を買わない生活をしてい

るので、今回、お菓子を頂けて楽しめて良かったです。

毎回の食料配布本当に助かっています。また、最近は友

達とご飯や遊びに行ける機会が減ってしまったので、年

末イベント感があって楽しかったです。 

食料品の配給、とても助かります。 

感想として、理学部生全体に対して何人分の用意がある

のか知れると、生活に然程困っていない人が貰うか否か

の参考になるのではと思いました。 

とても助かります！いつも本当にありがとうございま

す！ 

食料配布は大変嬉しいことなのですが、どこからお金が

出ているのか毎回気になります 

くじ引きやビンゴなどを催したら面白いと思います。 

提案ですが、前日までに引換券を配布し、当選結果を理

学部棟の何処かに掲示またはメールで通知、後日当選し

た引換券と景品を交換。交換所は少数の 1等賞などと、

その他参加賞などでフロアを分ければスムーズになると

思います。 

食糧の種類が豊富で嬉しいです。ありがとうございま

す。 

大量の食糧品をありがとうございました。ポリンキーと

いうお菓子もいただきましたが、私はポリンキー大好き

人間なのですごく嬉しかったです。あれ近くにあまり売

ってないんです。神チョイスでした。ありがとうござい

ました。 

いつもありがとうございます。主食となる白米の配布は

もちろん助かりますし、毎回の配布で少しずつ内容が変

わるお菓子類等も楽しみにさせて頂いております。 

コロナの間、お米は何回もいただきまして、ありがとう

ございました。今回のお菓子も美味しかったです。 

このコロナ禍で支援してくださり本当にありがとうござ

います。食糧支援は大変助かりました。 

食糧配布ありがとうございました！ 

お米とパンは一人暮らしの食費でかなりの割合を占める

ので、本当に助かりました！ 

お米も買うと高いので無料でもらえるのはとてもありが

たいです。 

またお菓子も研究の時のおやつにとてもちょうどいいの

でうれしいです。お菓子やパンみたいにおやつ感覚で食

べられるものがもらえるといいなと思います。 

食糧品配布ありがとうございました。とても助かりまし

た。特にお米がありがたかったです。 

とても助かりました！心が温まるようでした。 

今回の食糧配布はいつもより倍以上の食品がもらえてと

ても嬉しかったです。特にお菓子類は買おうと思うと値

段が高くて悩むので助かりました。 



 

7 

 

何度かこの制度のお世話になっております。お米だけで

なくお菓子や飲み物を頂けることは、精神的にかなりあ

りがたいと感じています。ありがとうございます。 

最近は卒論の締切に追われています。あまり実験の結果

が芳しくなく、研究室に通い詰めているところです。バ

イトも減らしているので、食品の支援は非常にありがた

いです。配布でいただいたお菓子は学科の同期とお茶の

おやつにしたり交換したりして、コミュニケーションの

一助にもなっています。ありがとうございます。 

いつも美味しい食べ物をありがとうございます。頂いた

食べ物をエネルギーにかえて、勉学に励みたいと思いま

す。 

食糧品配布ありがとうございました。お菓子美味しかっ

たです！  

毎回本当に助かっています。助かっていますが、お菓子

やジュースよりもレトルトのカレーや缶詰などがほしい

です。もしくは米オンリーでもいいので米がもっとほし

いです。正味お米があれば人間は生きていけると思いま

す。私は 19 年間お米を食べてきましたがまずいと思っ

たことも飽きたなあと思ったこともありません。それは

私だけではないはずです。だからどうかお米を恵んでく

ださい。あとやっすいやつで良いのでレトルト食品もほ

しいです。 

毎月食料配布の日だけを生きる糧として勉強やバイトに

励んでおります。どうか同窓会の皆様の財力に物を言わ

せて、今後も貧乏大学生に食料（お米多めでお願いしま

す）をお恵みくださいませ。 

お米は高く、つい買うのを躊躇してしまうため配布して

いただけたのは非常に助かりました。 

お菓子やジュースは食べたいけれど自分で買うにはお金

のことを考えてしまってなかなか買えないのでとてもあ

りがたいです。 

お菓子より米ほしいです 

食料品の支援ありがとうございます。クリスマスも外に

中々出歩けないご時世なので、いただいたお菓子で巣篭

もりクリスマスを楽しみたいと思います。 

いつもありがとうございます！本当に助かります 

先日の食料配布ありがとうございました。今回のお米、

食パン、お菓子ととても嬉しかったです。わがままを言

うようですが、果物や野菜といったものもいただける

と、お腹を満たすといった意味でとてもありがたいで

す。個人的にですが、甘いジュースを好んで飲まないた

め、お水やお茶といった飲み物も置いてくれると幸いで

す。いつも感謝しております。コロナ禍でバイトの収入

が減り、貯金がなくなってしまっている状況ですので、

食料配布により少しでも食べ物を補うことができること

に感謝いたします。 

助かりました 

いつも配布ありがとうございます。非常に助かっており

ます 

毎月、支援していただいて、本当に助かっています。あ

りがとうございます。 

食料配布で毎回お米をいただくことができてとてもあり

がたいです。 

食糧配給とても助かっています。ありがとうございます

ありがとうございました。とても助かりました。 

今回もありがとうございます 

頂いた米やパンなど、すべておいしかったです。頂いた

食糧でこれからも勉強頑張ります。 

ありがとうございます！毎回楽しみです！ 

先日の食料配布とても助かりました。お米やパンの主食

に加えジュースやお菓子もあり満足です。これからも定

期的にやってくださるとありがたいです。 

他学部に聞いてもこのような食料配布はないと言ってい

たのでとてもありがたいです。 

特にお米をもらえるのがありがたいです。いつもありが

とうございます。 

食料配布のおかげでお金があまり減らず、生き延びてい

けています。ありがとうございます！ 

毎月本当にありがとうございます。非常に助けられても

らってます。 

食料配布を企画していただきありがとうございました。

私は企画された食料配布の 1/3～半分ほどに参加いたし

ました。あまりアルバイトができていないので、大変助

かりました。 

今回の食料支援のおかげで残りの授業を全力で頑張れそ

うです。ありがとうございました。 

食料を買うためのお金を節約できたので、とても助かり

ました！ 

いつも心温まるご支援いただき誠にありがとうございま

す。食料配布の頻度が高いので、一人暮らしをする友人

はお米を買いに行かなくてもよくなったと、大変喜んで

おります。私はクリスマス時期のお菓子の配布がとって

も嬉しくて、その後の研究も頑張れました！今後も楽し

みにしております。 

非常に助かりました。ありがとうございます。 

食糧配布をしていただきありがとうございます。食費に

はどうしてもお金がかかってしまうため買うことに抵抗

してしまうこともあったのですが、食糧配布のおかげで

ちゃんとご飯を食べられるようになりました。また、お

菓子やジュースも我慢しているためお菓子やジュースも

あるのが嬉しかったです。 

たくさんの食糧をありがとうございました。水道光熱費

や食事代を自分のバイトで補っているので大変助かりま

した。また、食糧配布をしていただけるととても助かり

ます。 

お米本当に助かっています。ありがとうございます！私

も誰かに貢献できるよう頑張ります！ 

この度は度重なる食料配布ありがとうございます。米や

レトルト食品だけでも十分なのですが、最近はおいしい

パンの配布もあり、毎回楽しみにしております。配布時

間がちょうどお昼前ですので、いただいた食品の一部は

昼ご飯として即座に消費させていただいております。こ

れからも続けていただけたらありがたいです。 

たくさんの食べ物をいただけて、とても助かりました。

ラッピングされたお菓子もあり、クリスマス気分を味わ

えて嬉しかったです。ありがとうございました！ 

お米の配布、本当に助かりました。ありがとうございま

した。 

いただいたお米がとても美味しかったです。また、食糧

品配布のときに学務の方々や支援室の方々、先生方にお

会いして挨拶することで明るい気持ちになれました。い

つもありがとうございます。 

毎月ありがとうございます！大変助かっています 
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理学部でのコロナ感染症への取り組み 

理学部長 吉田 孝紀 

2021 年 6 月～9月にかけて教職員・学生へのワ

クチン接種(職域接種)が進められました。8月に

は学内での学生・教職員の感染が複数確認された

ため、全キャンパスについて「新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のための信州大学の行動基準」

を 5段階中の 4まで引き上げ、授業等は原則とし

てオンライン、課外活動や施設利用は原則禁止と

し、学生・教職員には家族以外との会食を避ける

よう呼びかけて感染防止策を講じてきました。 

10 月初旬には全国的な感染者の減少を受け

て、上記の行動基準を 3.5 に引き下げて、講義等

は原則対面で実施、課外活動や施設利用において

は感染リスクの高い活動を制限した上で、通常の

活動を再開しておりました。この際、理学部では

昨年より取り組んでおりました、講義室での受講

生数制限、実験・実習での感染対策の徹底、理学

部棟内での手指消毒の推奨、といった取り組みを

行って参りました。 

10 月中旬には行動基準を 3に、11 月には 2ま

で引き下げ、家族以外との会食を少人数・短時間

とするよう呼びかけて、通常の対面授業を実施し

て参りました。 

しかし、2022 年 1 月 8日には、新たにオミク

ロン株による急激な感染拡大を受けて再度行動基

準を 3に引き上げ、19 日には行動基準を 4に、

27 日には長野県が蔓延防止等重点措置適用地域

となったことに伴い、4.5 へ変更して現在に至っ

ております。 

この行動基準 4.5 は当初の行動基準には存在し

なかったものですが、大学の正課の活動（授業や

実験・実習）での感染の広がりが生じていないこ

と、対面授業・オンライン授業の利用によって学

習機会を確保する必要があるため、活動停止とな

る行動基準 5の下に急遽設けられたものです。 

当面、授業はオンラインと対面を併用、課外活

動・施設利用は原則として禁止であり、同居の家

族以外との会食を避けること、等が強く推奨され

ています。幸い、行動基準が 4.5 に引き上げられ

た際には、ほとんどの授業日程が終了して試験週

間となっていたこともあり、大きな混乱は避けら

れました。 

これまでの間、理学部内では複数の教職員や学

生の感染がありましたが、正課の授業・実験等に

よる感染は報告されておりません。ただ、理学部

を含め大学全体では学生同士の会食や家族の感染

による教職員の感染や濃厚接触者の発生が続いて

おります。学内の感染症対策を担う総合健康安全

センターからは、研究室内でのマスク無しでの会

話や休憩時の飲食に伴う会話について注意喚起が

なされております。引き続き、学内での感染者や

濃厚接触者が発生しないよう、基本的な感染対策

を徹底して参ります（2022 年 2 月 14 日記）。 

 

 

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

 
信州大学理学部では、教員、学生、研究員等が日々活発な研究活動を行っています。 

今回、今年度後半に報告された理学部関係者の受賞等研究成果についてご紹介します。 

 

生物学コース東城研究室の研究成果をまとめた論文が

Entomological Science Award 2021を受賞 

生物学コース東城研究室の研究成果をまとめた論

文が Entomological Science Award 2021を受賞しま

した。修士課程を卒業した鈴木浩平さんが中心とな

り、西宮市のトンボ研究家・渡辺庸子さんと共同で実

施した西表島・石垣島のコナカハグロトンボを対象と

した発生学的研究の成果をまとめた論文が、2020年

内に同誌に掲載された全論文の中から優れた論文２報

に選考されました。 

世界のトンボ類の中で、２つの科だけが腹部に体

節的な鰓構造をもち、この起源についてはよく理解さ

れずにおりました。国内では西表島・石垣島だけにこ

のグループのトンボが生息することから、渡辺さんの

協力を得て受精卵を確保し、組織化学的手法や走査型

電子顕微鏡を駆使した胚発生過程（鰓構造の形成過

程）の詳細な観察により、この構造は付属肢と相同で

あることを究明しました。昆虫の付属肢は、歩脚・

鰓・翅の進化に深く関わる重要形質ですので、この議

論を進展させたことが評価されました。 

 

化学コース二村竜祐助教が、第72回コロイドおよび

界面化学討論会にて若手口頭講演賞を受賞 

2021年9月15日(水)～17日(金)にオンラインで

開催された「第72回コロイドおよび界面化学討論

会」において、化学コース二村竜祐助教が若手口頭講

演賞を受賞しました。 

 

総合理工学研究科理学専攻修士１年の井川洋さん（物

質循環学ユニット 諏訪臨湖実験所 笠原研究室）が、

日本鳥学会2021年度大会にてポスター賞を受賞 

2021年9月17日(金)～20日(月)にオンラインで

開催された「日本鳥学会2021年度大会」にて、総合

理工学研究科理学専攻の修士課程１年生の 井川洋さ

ん（物質循環学ユニット 諏訪臨湖実験所 笠原研究



 

9 

 

室）が、生態系管理/評価・保全・その他部門でポス

ター賞を受賞しました。 

本研究では、諏訪湖の周辺に点在する小規模なヨ

シ原の特徴と、ヨシ原で巣を作り子育てをするオオヨ

シキリという鳥の数との関係を検討しました。結果か

らヨシ原と周辺の湿性植生を合わせて維持していくこ

との重要性が示唆され、今後の水辺管理に貢献しうる

知見を提示できました。 

 

生物学コース東城幸治研究室の研究グループが、日本

列島―朝鮮半島のコオイムシで系統的な距離と生殖的

隔離の不一致を発見 

生物学コース東城研究室では、学外の共同研究者

らと共に、東アジア地域に広く生息する水生昆虫・コ

オイムシを対象とした研究が米国誌 Molecular 

Ecology に掲載されました。 

研究グループでは2014年に、ミトコンドリアDNA

の分子系統解析結果に基づき、コオイムシが日本列島

から大陸へ「逆分散 back dispersal」したことを示

唆する成果を米国誌 Molecular Phylogenetics and 

Evolution に発表していました。当時は、核DNAの適

当な遺伝マーカーの探索が困難で、ミトコンドリア

DNAを中心とする解析成果の発表にとどまりました

が、本研究では次世代シーケンサーによるゲノムワイ

ドな核DNAの解析に取り組み、核DNAの膨大な遺伝情

報に基づく信頼性の高いデータが得られました。この

結果、コオイムシは日本列島から大陸へと分布域を拡

げたこと（すなわち「逆分散」）を強く支持するとと

もに、対馬海峡の成立（約300-133万年前頃）以降、

日本列島と大陸の集団間の遺伝的交流が絶たれたこと

を究明しました。 

また、当研究グループは、コオイムシのオスの交

尾器形態が日本列島集団と大陸集団で異なることを英

国誌 Biological Journal of the Linnean Society 

で2013年に発表しており、本研究では「交尾器が異

なる日本列島集団と大陸集団間で交配が可能か？」に

ついて、交配実験によって確認しました。その結果、

日本列島産のオスは大陸産のメスと交配できないのに

対し、大陸産のオスは日本列島産のメスと交配ができ

るという不完全な交配隔離機構（=種分化の途中段

階）が確認されました。さらに、近縁種の交尾器形態

との比較から、日本列島産コオイムシのオス交尾器形

態が派生的であること（交尾器の特殊化は日本列島内

で進化し、日本列島の２つの遺伝系統内に固定された

こと）も明らかになりました。したがって、①コオイ

ムシは日本列島から大陸へ分布を拡大した後、祖先的

な系統である日本列島集団で交尾器形態の進化が生

じ、その結果、②日本列島集団と大陸集団の間で種分

化が進行中であることが明らかとなりました。コオイ

ムシの種内で祖先的な系統である日本列島集団で新た

な形質が進化し、派生的である大陸集団では祖先的な

形質が維持され

ているという点

が極めて興味深

いものと言えま

す。 

 

総合理工学研究科理学専攻修士2年の山崎あかりさん

（化学ユニット庄子研究室）が令和3年度化学系学協

会東北大会にて優秀ポスター賞を受賞 

2021年10月2日(土)～3日(日)にオンラインで開

催された「令和3年度化学系学協会東北大会」におい

て、総合理工学研究科理学専攻の修士課程2年生の山

崎あかりさん（化学ユニット 庄子研究室）が優秀ポ

スター賞を受賞しました。 

 

総合理工学研究科理学専攻修士2年の河又 悠真さん

(化学ユニット 飯山・二村研究室)が、第34回日本吸

着学会研究発表会にてポスター賞を受賞 

2021年10月14日(木)、15日(金)にオンラインで

開催された「第34回日本吸着学会研究発表会」にお

いて、総合理工学研究科理学専攻の修士課程2年生の

河又 悠真さん（化学ユニット 飯山・二村研究室）

がポスター賞を受賞しました。 

 

総合医理工学研究科総合理工学専攻博士3年のAna 

Carolina Cons Bacillaさん（飯山・二村研究室）

が、第72回コロイドおよび界面化学討論会にて若手

口頭講演賞を受賞 

2021年9月15日(水)～17日(金)にオンラインで

開催された「第72回コロイドおよび界面化学討論

会」において、総合医理工学研究科総合理工学専攻の

博士課程3年生のAna Carolina Cons Bacillaさん

（物質創成科学分野 飯山・二村研究室）が若手口頭

講演賞を受賞しました。 

 

総合理工学研究科理学専攻修士2年の松田 優花さん

(化学ユニット 飯山・二村研究室)が、第34回日本吸

着学会研究発表会にてポスター賞を受賞 

2021年10月14日(木)、15日(金)にオンラインで

開催された「第34回日本吸着学会研究発表会」にお

いて、総合理工学研究科理学専攻の修士課程2年生の

松田 優花さん（化学ユニット 飯山・二村研究室）

がポスター賞を受賞しました。 

 

総合医理工学研究科総合理工学専攻博士3年の田路翼

さん(生物学コース市野隆雄研究室)が、第37回個体

群生態学会大会にてポスター賞を受賞 

総合医理工学研究科総合理工学専攻の博士課程3

年生の田路翼さん(生物学コース 市野隆雄研究室)

が、2021年11月6日(土)～11月7日(日)に開催され
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た「第37回個体群生態学会大会」にて、ポスター賞

を受賞しました。 

 

大学院総合医理工学研究科博士課程（研究当時）浦井 

暖史さん（物質循環学コース 朴 虎東研究室）を含む

研究グループが諏訪湖表層でのメタン生成現場の実態

について解明 

大学院総合医理工学研究科博士課程（研究当時）

の浦井 暖史さん（物質循環学コース 朴 研究室）を

含む研究グループは、諏訪湖で採取したシアノバクテ

リアブルーム（アオコ）を用いた分析を行い、アオコ

の中でメタン生成アーキアが存在し、メタンを生産し

続けていることを明らかにしました。 

自然界で放出されるメタンの約7割は「メタン生

成アーキア」と呼ばれる微生物が嫌気環境下で生産し

ています（2021年1月12日既報:Urai et al., ACS 

Earth Space Chem., 2021）。一方で、表層水圏にお

ける好気環境下でのメタン濃度の極大が報告されてお

り、この現象は「メタンパラドックス」と呼ばれてい

ます。近年では、シアノバクテリアとメタン生成アー

キアとの共生が提唱されていますが、その詳細なメカ

ニズムは、まだ謎に包まれています。 

そこで本研究では、メタン生成アーキアに特有な

補酵素であるF430分子の微小スケール分析などを行

った結果、アオコ試料から有意な濃度のF430を世界

で初めて検出し、諏訪湖の表層水には高い活性を持つ

メタン生成アーキアが存在す

ることを示しました。本成果

により、シアノバクテリアと

メタン生成アーキアによる共

生関係について、さらなる知

見が得られることが期待され

ます。 

 

生物学コース東城研究室の研究成果が、河川財団によ

る「令和3年度 河川基金助成事業（研究者・研究機

関部門）」の優秀成果として表彰 

2020年度の助成を受けた研究のうち、生態学部門

での優れた研究に選考され、東城幸治教授が11月4

日に開催された授賞式に出席し、続けて記念講演を行

いました。 

【受賞研究課題】 

千曲川の瀬ハビタットに優占分布する水生昆虫類

の生物量（現存量）動態:2019年台風19号による洪

水インパクトによる影響評価 

研究室PDの鈴木智也さん(現・京都大)、博士課程

の谷野宏樹さん(現・基礎生物学研究所)・岡本聖矢さ

ん・上木岳さんらが中心となり、洪水後の千曲川での

調査・サンプリングに励み、洪水前後の膨大なサンプ

ル数の水生昆虫類の遺伝子解析に取り組み、洪水前後

での遺伝的多様性動態を評価した成果を高く評価いた

だきました。 

 

生物学コース東城幸治教授を含む研究グループが、上

高地のニホンザル集団に関する独特な越冬戦略に関す

る論文を Scientific Reports 

誌に公表しました。 

・ニホンザルは世界の猿類（人

類以外の霊長類）の中で最も

寒い地域に生息する種であ

り、中でも上高地や志賀高原

の高標高域に暮らす集団が、

世界最寒地の集団とされる(北

海道には生息せず、最北は下北半島の集団である

が、気温としては上高地や志賀高原の方が低い)。 

・ニホンザルの集団成立には、最も厳しい冬季を生き

抜くことができるかどうかに左右され、集団サイ

ズ（集団の密度）は冬季の餌資源により決まる。 

・2017-2019 年の冬季３シーズンにかけて、上高地の

ニホンザルの38 糞サンプル（同一個体の糞サンプ

ルの重複を回避するように採取した糞サンプル）

のDNA を網羅的に調べるメタゲノム解析を実施し

たところ、サケ科魚類や水生昆虫類（カワゲラ類

やガガンボ類の幼虫：成虫が存在しない冬季の幼

虫）などのDNA が検出された。すなわち、厳冬季

における栄養源として、河川に生息する動物に依

存している実態が究明された。 

・猿類が河川に生息する魚類を捕食すること自体が世

界で初めての報告であり、水生昆虫類を餌として

利用していることに関しても、糞（排泄物）のメ

タゲノム解析（糞内ゲノムの網羅的解析）による

直接的な証拠を得ることができた。加えて、餌と

して利用している水生昆虫種群の特定に結びつい

た研究も世界初の成果となる。 

 

総合理工学研究科理学専攻1年生の藤本 悠史さん(化

学ユニット 伊藤研究室(教育学系))が、第40回固

体・表面光化学討論会にて学生優秀講演賞を受賞 

2021年12月1日(水)、2日(木)にオンラインで開

催された「第40回固体・表面光化学討論会」におい

て、総合理工学研究科理学専攻の修士課程1年生の藤

本悠史さん（化学ユニット 伊藤研究室（教育学

系））が学生優秀講演賞を受賞しました。 

 

生物学コース松本助教が分担執筆した書籍『生態人類

学は挑む SESSION3 病む・癒す』が出版されました。 

生物学コース松本卓也助教が分担執筆した書籍

『生態人類学は挑む SESSION 3 病む・癒す』が、12

月20日、京都大学学術出版会より出版されました。 
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『ネアンデルタール人が遺体に花を添えるようになっ

てから“20万年”。逃れられない「生老病死」が現

代の西洋医学ではカバーできない広がりを持つのと同

じくらい、人々は様々な祈りや癒しを生み出してき

た。人類にとって病とは悪か？疫禍の不安と恐れのな

かで、「病む・癒す」を見つめる（出版社の紹介文を

抜粋）。』 

松本助教が執筆した『医療診断なきチンパンジー社

会の「障害」について』では、重度の身体的「障害」

をもって生まれた野生チンパンジーの赤ん坊と、母親

をはじめとする同集団個体とのや

りとりについて詳細に記述・分析

しました。野生チンパンジーはそ

の赤ん坊に対してどのような態度

で接したか？母親はどのような子

育てをみせたのか？「障害」とい

う概念を、ヒト以外の動物の行動

観察から問い直します。

 

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

 

夏のスキー場の楽しさ 

島野 光司（物循） 

 

理学部物質循環に関わって20年になります。子供

が小さいので定年の長い私大に移りますが、信州の自

然の楽しさ、素晴らしさを、在任中の最後に、皆さん

にお伝えできればと思います。テーマは夏のスキー場

です。 

スキー場が楽しいのは冬なのでは？普通はそうで

すね。ところが、植物分類学、植物生態学、植生学な

どに携わる人々にとって、夏のスキー場ほど楽しいと

ころも、また珍しいわけです。スキー場は、ゲレンデ

だけではなく、周囲の森林があり、リフトやゴンドラ

線があり、融雪水によってゲレンデが削られないよう

に排水路などがあり、多様な環境からなっています。

あ、それから山の頂上なども。 

リフトがあると植生がどう変わるか？ゲレンデは

毎年、整備のために草刈りをします。ですからシバ以

外はなくなってしまいます。しかしリフト・ゴンドラ

線の下は、毎年ではなく、数年に一回草刈りをしたり

します。また、ゲレンデと違って、急斜面だったりす

るので、機械が入れず人が手で草を刈ったりします。

これがいいのです。今、草原生の植物は、どんどん失

われていて絶滅危惧などになっています。昔は馬の餌

や屋根に使っていたススキの草原がなくなってきてい

るので、そうした草原に生育していた様々な植物の生

育の場が失われているのです。そこで、スキー場の

「数年に一度刈り取られる草地」がそうした役割を果

たしてくれているのです。オミナエシやキキョウ、ヨ

ツバヒヨドリなどの高茎草本が維持されているので

す。外来ではない、在来のハンゴンソウなども。すば

らしい。 

さらに排水を貯める池や水路、こうしたところに

水辺の植物が、植えたわけでもないのに生育するので

す。私もオニスゲを見たのはスキー場が最初で最後で

す。イヌゴマやミソハギなども湿ったところの植物で

すね。 

スキー場の上に行けば、ウスユキソウの仲間やハ

クサンオミナエシなど、高山、亜高山で見られる植物

にも会えます。ええ、多様な環境が多様な植物の生育

の場を形成し多様な植生が見られることになります。 

スキー場は、車で手軽に出かけられるところにありま

す。また、県内のスキー場は、白馬、霧ヶ峰などもそ

うですが、夏でも観光用にゴンドラやリフトが動いて

います。これは行かない手はありません。スキー場の

楽しさは、冬だけではありません。夏の、信州のスキ

ー場、行ってみませんか？ 

20年間、信州大学、関係者の皆さんにはお世話にな

りました。4月からはOBとして関わらせていただき

ます。今までありがとうございました。そしてこれか

らもよろしくお願いします。 

 

 

大学史資料センター 資料収集協力のお願い 

 

本学の歴史を明らかにして将来に伝承するため、

「信州大学 大学史資料センター」では、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

めています。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

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、アルバム、スナップ、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 

・矢澤米三郎と雷鳥研究に関する資料 

・野尻湖等の発掘調査（参加）に関する資料  

 

○お問合せ・連絡先 

信州大学 大学史資料センター(中央図書館内) 

TEL:0263-37-3531 FAX:0263-37-3532 

メール archives@shinshu-u.ac.jp 

※展示の様子など、信州大学 大学史資料 

センターのホームページもご覧ください。 

http://www.shinshu-u.ac.jp/ 

institution/library/archives/ 
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――――――――――――――  学 生 か ら の 報 告  ―――――――――――――― 

 

 

先進プログラムの紹介 

岩瀬 正弥(2020S 化学) 
 

今年で 3年目となるコロナ禍も、最近は新たな

変異株によって再び爆発的に感染が広まっていま

す。この中でも無事に 2021 年度を終えることが

できました。同窓会の皆様には食料品をはじめと

した多くのご支援をいただき、ありがとうござい

ます。さて、今回光栄にも同窓会報への寄稿の機

会をいただきましたので、現在の理学部における

特徴的なカリキュラムについて紹介いたします。 

現在の理学部には学科、コースを問わず 3つの

プログラムが用意されています。その中で私が受

講している先進プログラムについて、今回はその

概要と具体的な活動について報告いたします。 

まず、先進プログラムとは高度な専門知識とス

キル習得を目指すプログラムであり、私の所属し

ている化学コースでは 1年次のアドバンスゼミか

ら始まり、2、3年次で分析、無機、有機、物理

化学の 4分野に関する実験を行います。ここで行

う実験は必修科目の実験よりもさらに専門的かつ

探究的な内容となっており、これら全ての科目の

修得をもって先進プログラムの修了となります。

私は今現在で無機化学実験まで終了しています。 

次に活動については、前期は分析化学実験とし

てアルミホイル中に含まれる鉄の定量を行いまし

た。具体的に、試料のアルミホイルを薬品で溶解

させ、そこに発色剤を添加し(鉄イオンが含まれ

る場合赤橙色に発色する)、分光光度計を用いて

吸光度を測定しました。吸光度の大きさはその物

質の濃度に比例することを利用し、最も大きな吸

光度を示した波長に対する吸光度をあらかじめ作

成した検量線に当てはめることで含有量を求めま

した。後期には無機化学実験として松本市街で湧

き出ている水の硬度を調べ、その分布について考

察しました。市内で採取した湧水に対し、カルシ

ウムとマグネシウム量をフレーム原子吸光法では

それぞれの試料と元素について測定した吸光度を

分光光度法と同様にあらかじめ作成した検量線に

当てはめることで求め、キレート滴定法では当量

点までの滴下量によって求める 2つの方法で定量

することで硬度を求め、最終的にその結果を地図

に落とし込んで分布を考察しました。いずれも必

修実験では触れられないような機器分析法などを

学ぶことが出来たので非常に良い経験となりまし

た。 

これらの実験はいずれも模範解答のないもので

あり、自分たちで答えを見つけ出す面白さがあり

ます。今後も有機、物理化学実験があるのでこち

らも意欲的に取り組んでいきたいと思います。 

実習を通して学んだこと 

原 萌果（2020S 生物） 

 

2020 年に大学に入学した私は、コロナ禍で大

学生活をスタートしました。当初予定されていた

時期に入学式はありませんでしたが、2021 年

春、一年遅れの入学式が行われ、学生生活の再ス

タートを切ることとなりました。このような節目

となる機会をいただけたことに感謝しています。

ありがとうございました。 

さて、こうして二年生がスタートしましたが、

この一年間で最も印象深かったことは、実習で

す。生物学コースの二年生の実習は、遺伝子組み

換え実験や、植物や動物の組織の解剖・観察、信

州の地の利を生かしたフィールドワーク中心の実

習など、ミクロからマクロまで幅広い分野にわた

って行われます。その中でも特に印象的だったの

はラットの解剖とフィールドワークです。これら

は動物を扱います。 

私は、動物が苦手です。どれくらい苦手かとい

うと、当然、素手で触ることはできず、教科書な

どの写真も極力触らないようにするほどです。写

真は、薄目で少し遠ざけながら見ています。この

ように私は、動物が苦手である、というおよそ生

物学を学ぼうとしている人間とは思えないような

性質を持っているので、周りからもよく、生物学

コースを選んだことを不思議がられます。しかし

そんな私も、実習では昆虫やラットなどを扱いま

した。フィールドワークを中心とした実習では、

藤井谷や女鳥羽川の生物について調査したり、キ

ャンパス内で野鳥の観察をしたりしました。そし

て、一見同じに見える昆虫にも多くの種がいるこ

と、わずかな空間にも多様な生物が生息している

ことなどを実際に自分で確かめ、初めて見る世界

に驚くばかりでした。また、ラットの解剖・観察

は初めての体験だったため、実習前は恐怖心でい

っぱいでした。しかし実際に目の前に横たわった

ラットを見た時には、一つの命が犠牲になったの

だとひしひしと感じられ、きちんと学べることを

学ばなくてはならないと思うようになりました。

動物が苦手なことは変わりませんが、考え方は少

し変わったと思います。 

この一年間の実習を通して、写真や文字でしか

知らなかったことを身近に感じたり、今まで触れ

てこなかった分野についても学んでいくことで新

しい世界を覗いたりすることができたことを嬉し

く思っています。今はまだ周りの人たちに手をひ

いてもらって自分の世界を広げているにすぎませ

んが、これからも勉強を重ね、自らの力で前に進

んでいけるように努力していきます。 
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2021 年度 野外巡検Ⅱ(大巡検＠石垣島)の報告 

斉藤 央岳（2018S 地球学） 

 

地球学コース 4年の斉藤央岳と申します。本

学年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大

巡検を北海道と石垣島の 2コースに分けて実施し

ました。私からは 10 月の石垣島コースについて

報告いたします。松本で見送ったはずの夏に自ら

また飛び入る形の 10/4～10/7 の日程で、南西端

ジュラ紀付加体や津波石群、マイクロアトールな

ど石垣島だからこそ見られる地質帯・地質現象の

観察を行いました。 

島南西部の観音崎と名蔵湾周辺では、下部ジュ

ラ系に属する富崎層を観察しました。富崎層は、

前期ジュラ紀以降に沈み込み帯に沿って形成され

た付加体堆積岩類とみなされており、主にチャー

ト、石灰岩、泥岩、砂岩、泥質混在岩から構成さ

れます。富崎層は、石垣島の付加体地質が琉球海

溝において海洋プレートからどのように力を受け

て形成されてきたかを考察する手がかりとなる地

層です。観音崎では、チャートと砂岩が観察で

き、構造的に最下位である砂岩がこの場所で観察

出来る理由は、この地層が褶曲しているためであ

り、その褶曲構造も観察しました。石垣島でしか

見ることができない地質帯であり、非常に有意義

でありがたく感じました。 

北部の米原ビーチと北東部の伊原間では、シュ

ノーケルをつけてリーフ内を泳ぎ、現生のマイク

ロアトールを観察しました。マイクロアトールと

は、海面の上下変動に応じて成長した円形のサン

ゴのことです。断面形状から、過去の海水準変動

や地殻変動の履歴を明らかにすることができると

学びました。澄み切った青い海で、マイクロアト

ールの観察をするとともに、自由気ままで色とり

どりな熱帯魚と泳ぐことができたのは貴重な経験

となりました。 

南東部の宮良湾と白保海岸では、過去の津波に

よって運ばれた津波石群を観察しました。石垣島

のようなサンゴ礁地形の場所では、津波の襲来に

よって礁縁のサンゴが破壊されて、サンゴ化石と

してリーフ内に運ばれます。津波石の位置や重量

に関する情報を用いて津波の規模が推定できるこ

とに加えて、移動年代を推定できると津波の再来

間隔も明らかにすることができます。巨大津波に

よって作り上げられた津波石群を観察したこと

で、日本にいる限り自然災害は避けられないこと

であると改めて実感すると共に、地質研究が防災

に役立つ可能性があることから、研究活動に対し

て身が引き締まりました。 

以上の内容は大巡検の一部分ではありますが、

石垣島において貴重な体験とともに地質学の新た

な見識を得ることができました。また、普段感じ

ることのできない亜熱帯地域の蒸し暑さと浜風、

そして島独特の時間軸に町に流れる陽気な音楽を

体感することができ、忘れることのない素晴らし

い記憶となりました。これで本学年の大巡検 2コ

ースとも無事終えることができました。理学部同

窓会から多大なご支援いただいたこと、地球学コ

ース一同深く感謝申し上げます。毎年のご支援は

我々学生の学習への大きな助けとなっておりま

す。大巡検で得た経験をもとに今後の大学院での

研究活動、社会生活を邁進してまいります。今後

ともご支援どうぞよろしくお願いします。 

 
日程詳細 

1 日目（10/4） 

南西端ジュラ紀付加体（富崎層）＠名蔵湾周辺、 

サンゴ礁地形＠川平湾 

2 日目（10/5） 

火山角礫岩を含む凝灰角礫岩（野底層）＠御神崎、 

鍾乳洞＠石垣島鍾乳洞 

3 日目（10/6） 

現生マイクロアトール＠米原ビーチ、 

化石マイクロアトール 

＠名蔵アンパル 

4 日目（10/7） 

現生サンゴ＠伊原間、津波石群＠宮良湾・ 

白保海岸、津波大石＠大浜 

 

 

 

 

 

 

 
地図： 

大巡検で訪れた 

石垣島のジオスポット 

写真 2：津波大石の前での集合写真 

写真 1：名蔵湾周辺での地質観察 
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2021 年度 野外巡検Ⅱ（大巡検）の報告 

井上 梓（2019S 地球学） 

 

2021 年度の 3年次学生対象の野外巡検Ⅱ（以

下大巡検）の隊長を務めさせていただきました井

上梓と申します。2021 年度は昨年から続く

COVID-19 の蔓延により 4年次の学生対象（北海

道コース・石垣島コース）及び 3年次の学生対象

のものと大巡検が 3回開講されました。私たちの

学年の大巡検は石垣島コースの開講が秋に開催さ

れた影響から 12 月中旬にずれ込んでの開講とな

りました。 

今回は山口県を中心に「日本列島の形成にかか

わる岩石・地層」というテーマのもと、3泊 4日

（12 月 13 日

～12 月 16

日）の日程で

学生が設定し

た見学地を巡

り（図 1）、

各地の露頭の

観察を行いま

した。 

山口県の地質は県西部と県東部で大きく異なっ

ています。県西部には三畳紀から新第三紀にかけ

て形成された堆積岩と火成岩が分布します。一方

で県東部は主に付加体が主体をなしており、北か

ら南にかけてペルム紀付加体、三畳紀の高圧変成

岩、ジュラ紀～白亜紀付加体・低圧変成岩が分布

しています。また、白亜紀～新第三紀にかけての

火成岩が広く分布することが特徴です。 

見学した露頭は古生代デボン紀に堆積し、ペル

ム紀に付加した付加体から日本海拡大開始後、背

弧海盆に堆積した新第三系堆積岩まで 3億年を超

える年代幅のある岩石を見学してきました。 

日本有数のカルスト台地である秋吉台の地下に

伸びる総延長 10km を超える秋芳洞ではペルム紀

付加体である石灰岩が広がっていました。炭酸ナ

トリウムが過飽和な地下水の流れによって形成さ

れた千枚田や千畳敷、フローストーンの一種であ

る洞内富士、数多くの石筍が観察できました。ま

た、長者ヶ森からはカルスト台地特有の地形であ

るドリーネやカレンフェルトが観察できました 

(図 2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の大巡検を無事終えることができたのも

理学部同窓会から多大なる支援をいただくことが

できたことが大きな要因であると考えておりま

す。地球学コース一同深く感謝申し上げます。毎

年のご支援は私たち学生の学習の大きな助けとな

っております。本巡検で得た経験をもとに来年以

降の研究活動等に精進してまいります。今後とも

ご支援のほどよろしくお願いいたします。 
<日程詳細> 

1 日目(12/13) 芦屋層群、角島地すべり対策工 

2 日目(12/14) 秋吉台、高山岬の須佐層群とホルンフ

ェルス 

3 日目(12/15) 錦・美川地域の付加体と周防変成岩、

領家花崗岩 

4 日目(12/16) 宮島・厳島神社

 

 

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

 

大学生活を振り返って 

峰村 良夫（4S 数学） 

 

1969 年に横浜の高校を卒業し、理学部の 4期

生として数学科に入学、74 年に１年遅れで卒業

その後は東京・港区にある私立高校に 44 年間勤

めて 18 年に退職し、現在に至っている。 

在職中は仕事で頭がいっぱいだったが、退職

して今までを振り返ってみると、「大学時代の

学びや経験があって社会人としてやって来れ

た」「大学を何とか卒業出来たのはお世話にな

った小柴先生、可知先生のお陰。先生方には感

謝してもしきれない」という思いでいっぱいで

ある。 

小柴先生は私の所属していた朝鮮文化研究会

の顧問のような方で、会の行事、コンパ、スキ

ー合宿などに来られてユーモアあふれた話をさ

れていた。横田にある先生の官舎に大勢招かれ

て手作りのうどんをご馳走になったことも何回

かあった。 

ある時には会の卒業生が秘境と言われる秋山

郷の中学校に赴任して寂しがっていると、先生

は学生を連れて現地まで激励に出かけたことも

あった。私も困った時に助けていただいたり、

いろいろ相談に乗っていただいたりした。 

いつだったかは寮に先生から電話で、「麻雀

を数学の先生でしたら牡蠣鍋２人分勝った。食

べきれないから出てこい」というお誘い。日頃

図 2.秋吉台のドリーネ（凹地）と 

カレンフェルト（岩柱地形） 

図 1．大巡検での観察地 
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寮の質素な食事ばかりで夢のような話。他方授

業にほとんど出てなく数学の先生は煙たい。で

も市中のお店に行き初めて牡蠣鍋という物をい

ただいた。 

先生は日本ベトナム友好協会にも関わってい

てベトナム戦争終結後間もなくのベトナムに招

かれた。その時に見聞したことを「ベトナム漂

流記」として書かれ出版した。先生らしくユー

モアにあふれた文章で楽しく読ませてもらった。 

数学の勉強は大変だった。授業を受けてもチ

ンプンカンプン。「とんでもない所に入ってし

まった」と思った。授業から足が遠のき、単位

は取れず、奨学金は支給停止になり生活費は半

減した。しかし、寮には似たような学生も少な

くなく、あまり深刻な気持ちにはならなかっ

た。本は沢山読んだ。歴史小説や哲学の本が多

かったが、高木貞二・村田全先生の数学史の本

も見つけると買って読んでいた。 

留年してみて、「目的を持って生きないと意

味ない」と痛感し、「次の機会は絶対進級す

る」と決意し、レポート、試験、追試に全力投

球し、何とか進級を果たした。 

ゼミを担当していただいたのは可知先生。少

人数のゼミでしっかり学ぼうと考え、先生を訪

ねて、「数学の予備知識はほぼ０でも何か出来

ませんか？」とお願いし、１対１のHomotopy Th

eory のゼミがスタートした。 

ゼミの発表はつかえてうまく行かない事が多

かった。準備不足だった。寮でボヤいてばかり

いた。ある時ゼミをサボった。すると先生はそ

の日の夕方に寮の部屋まで来て、有難い説教を

された。「部屋までこられたらもう逃げられな

い」と観念した。 

寒くなる頃、「こんな調子では卒業は無理。

何とかしないと。社会人は１日８時間働くんだ

から、俺も９時～５時は図書館で机に向かお

う」と決意し、実行に移した。すると徐々に発

表もスムーズに進むようになり、無事卒業を果

すことが出来た。今でもたまに先生のお宅に伺

い、話をさせていただいている。 

最後に寮生活にも触れておきたい。 

県キャンパスの思誠寮に４年間住んだ。約 100

人の寮生が３棟の建物にいた。６帖の和室に２

人定員で、暖房は炭のコタツだった。秋に寮祭

が行われた。南・中・北寮の対抗で、昼に球技

大会・駅伝・仮装行列・寮内開放、夜は合唱・

演劇・ファイアーストーム・コンパなどをし

た。競技・出し物についての話し合い、練習、

準備と忙しかったが、他ではなかなか得難い経

験だった。 

寮祭の他にも千鹿頭マラソンや、早朝サッカ

ー大会とかスポーツの行事が行われた。 

私は教員のときサッカー部顧問を長く努め、7

0 才を過ぎた今も定期的にジョギングをしている

が、寮での経験が生きていると感じる。 

たまに総会があった。記憶があやふやだが当

時食事代は１日 3食 125 円で超安かった。ある

時寮委員会が 15 円の値上げを総会に提案した。

それを基に、「食事の質を良くしたい」「寮生

の負担は極力抑えるべき」等々、夜遅くまで意

見が交わされた事も思い出深い。 

当時の世相とかにも触れたかったが、この辺

りで終えたい。 

 

北アルプスとアンデス 

矢野 孝雄（4S 地質） 

 

松本での学生生活でわすれられないことの１

つは、青空に映える雪の北アルプスです。 

北アルプスの峰々は、ふしぎなことに 2800m 前後

で高さがそろっています。地形学では「山頂の定

高性 accordance of summit levels」とよばれ、

山岳景観に雄大さをもたらします。定高性山陵と

峰々の個性的な姿が北アルプスの造形美となり、

色彩美とともに、松本での生活を心豊かなものに

してくれました。 

同じ山でも富士山のような火山は、中心火口か

ら溶岩や火山灰をふきだして円錐形の「独立峰」

をつくります。いっぽう、一般の山は互いにつな

がりあった「連峰」をつくり、山地や山脈になり

ます。定高性は北アルプスだけではなく比較的小

さな山地から大きな山脈にみられ、遠望するとよ

くわかります。 

ヨーロッパアルプス、ヒマラヤ、北米コルディ

レラ、南米アンデス、オーストラリア東部のグレ

ートディバイディング(大分水嶺)山脈をはじめ、

世界中の大山脈にも定高性がみられます。ボリビ

アの東アンデスには5000m 前後に定高性があり、

雪と氷河におおわれたアンコウマ6388m が突出し

ています。ふもとの平らなところは海抜4000m の

Altiplano（スペイン語の"高原"）、チチカカ湖の

湖面は富士山よりも高い3812m にあります。 

県キャンパス右隅中央の木造が思誠寮   

逆コの字の校舎の手前(白い建物)に平屋の理科棟３棟
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山地の定高性は古くから注目されていたよう

で、19 世紀末～1940 年には６つの成因説があい

ついで提案されています。それらのうち、有力

な３つの仮説（①隆起準平原説、②均衡説、③

定常状態説）をめぐって現在も議論がつづいて

います。 

私が 40 日間の南米一人旅にでかけたのは、

2000 年のことです。最大の目的は、"グリーンタ

フ"という岩石がアンデス山脈にあることを確か

めることでした。 

グリーンタフは、フォッサマグナをはじめ日

本各地に分布する見慣れた岩石です。鉄平石溶

岩におおわれた美ヶ原山頂の土台をつくる山々

もグリーンタフでできています。学部時代の授

業や文献では、そのグリーンタフが環太平洋変

動帯を一周して断続的に分布しているというの

です。ほんとうにそうなのか、太平洋のまわり

をめぐって確かめたくなりましたが、日本から

いちばん遠いアンデス山脈にグリーンタフがあ

れば一応は納得できるように思ったのが南米旅

行のきっかけでした。 

旅程の半ばにボリビアでグリーンタフに似た

岩石が見つかりましたが、やや不安がありまし

た。予定した３つの大陸横断ルートの最後は、

チリの首都サンチアゴからアルゼンチンの首都

ブエノスアイレスをむすぶ国際バス路線です。

この路線は南米最高峰アコンカグア（6960m）の

すぐ南でアンデス山脈を越えますが、治安が悪

く、道路が危険とのことで日本国内ではバスチ

ケットの手配を断られたルートです。 

国境のクンブレ峠（3832m）の手前でグリーン

タフの地層がみつかり、最後の最後に、念願の

岩石をサンプリングできました。帰国後の分析

でもグリーンタフであることが確認されて短い

報告文ができましたが、「グリーンタフがなぜ

太平洋をとりまいているのか？」、みはてぬ夢

を今も楽しんでいます。 

国際バスの出発点になったサンチアゴには、

松本に似た風情があります。市内には北から

「サン・クリストバルの丘」がのびてきて、ふ

もとにはマチョポ川に沿ってサンタ・マリア通

りがあります。それぞれに城山・女鳥羽川・縄

手通りのたたずまいを感じたためか、ふり仰ぐ

ほどの高さのアンデスが北アルプスのようにみ

えました。 

信州の山には、アンデスをはじめ世界の山々

と共通する研究素材がたくさんあるように思え

ます。コロナ禍でたいへんでしょうが、学生・

院生のみなさまのご研究がますます発展される

ことを願っております。 

 

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

 
在りし日の信州松本の思い出 

原田 健一（12S 生物） 

 

齢を数えること 63 才、すっかり白髪の頭にな

りました。夢に見た 21 世紀に入ったのがついこ

の前だったのに、それから早くも 20 余年が過ぎ

てしまいました。自分が 60 代になる時が来るこ

となど、若さに満ちていた大学生の頃には全く想

像していませんでした。 

信大を卒業してすぐに故郷の兵庫県で高校の教

壇に立つ仕事に就きます。転勤を繰り返しなが

ら、平坦でない 38 年間を勤め、3年前に 60 才で

定年退職しました。定期的に母校の理学部から届

く同窓会報を丹念に読むようになったのは、50

才を過ぎてからだったかもしれません。その会報

に原稿を書くことは、またとない貴重な機会だと

思いつつ、拙い思い出をいくつか記すことにしま

す。専門の生物学だけに留まらず、今ある自分の

社会を見る目や考え方は、一人暮らしをした松本

での 4年間が大きな礎になっていることは間違い

ありません。 
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私は 1976 年度入試を受験しました。共通一次

試験が始まる 2年前で、二期校としての信大に入

学しました。遠くから受験生が合否を知る術は電

報しかなく、「コマクサノハナヒラク」という電

文が届いたのは 3月 31 日でした。生物学科の同

級生は浪人生が多く、入学早々の自己紹介では出

身高校でなく予備校を披瀝する形で進み、現役で

あることが肩身の狭い思いをしたことを覚えてい

ます。 

経済的に困窮な家庭から奨学金をもらっての学

生時代は寮生活で始まりました。教養部のこまく

さ寮は２人部屋で、確か３食を 280 円で食べてい

たと覚えています。寮費は月額 300 円でした。１

年時の一番の思い出は４月の新歓登山。寮のある

標高 600ｍから夜間歩行で美ヶ原高原山頂 2034ｍ

まで歩いたのでした。美ヶ原なるものがどこにあ

るかも知らぬままに、ひたすら暗闇の舗装道路を

歩きます。ようやく日の出前に到着した台上から

富士山が小さく見えたのには驚きつつもいたく感

動しました。 

２年からは県(あがた)の森の思誠寮へ入りま

す。木造の寮はそれはそれは寒い部屋で、せっか

くの二重窓はいくらしっかり閉めても右側も左側

も２cm くらいは隙間があくのです。登山の寝袋

に入ってからさらにふとんをかぶり、ようやく眠

ることができました。北杜夫氏の「どくとるマン

ボウ青春記」のとんでもない旧制高校時代の生活

がそのまま残っていました。コンパとその後のス

トームではデカンショ節（私は丹波篠山出身です

から、その民謡の本場出身）を歌いながら全裸で

寮内を練り歩くと、なぜか部屋の住人から水を浴

びせられました。新入生は先輩から夜中に簀巻

(すま)き（布団蒸し）を受ける伝統も残ってい

て、その洗礼は残酷そのもの。私は２年生から入

寮しましたので、幸い免れましたが、突然聞こえ

る夜中の叫びと物音は不気味でした。同室の物理

学科５年目の４年生の先輩に「あの声は何です

か？」と尋ねると、「そのうち分かるさ」と教え

てもらえませんでした。思誠寮の寮費は破格の月

100 円。その領収書は手書きのガリ版刷りだった

ような。あまりにも濃い思誠寮生活でしたが、事

情があって半年で退寮しました。 

信州へ行ったからには山の上でバイトをしよう

と思い、営林署のグリーンパトロールを申し込み

ました。１年時は新歓登山で行った美ヶ原高原

で、2年次は高山植物が豊富な白馬岳で、それぞ

れ 2000ｍの稜線を 1

ヶ月間パトロールし

ました。バイト仲間

は全国から集まった

大学生で、毎晩の語

らいは登山に留まら

ず、狭かった自らの

世界を広げる話題でいっぱいでした。高山帯の植

物については、高校「生物基礎」の教科書で出て

きますので、直に見た山の話しを授業では熱く語

りましたが、高校生は植物にはほぼ興味を示して

くれず、生徒に伝わった感触は乏しいというのが

正直なところです。 

もうひとつの二度とできない体験はサイクリン

グです。1年時に当時の 65,000 円という高額な

輪行自転車を買い、どこへ行くのもそれで出かけ

ました。上高地から始まり、乗鞍岳頂上の 3000

ｍ越え。ビーナスラインを通っての霧ヶ峰。日本

海を見るために糸魚川往復。3年の夏休みの三重

県鳥羽の菅島であった臨海実習にも自転車で駆け

付け、実習終了後は紀伊半島を回って郷里の篠山

まで自転車で走りました。最も行った回数が多い

のがやはり美ヶ原高原往復。2034ｍへの往路の上

りは 2時間余りですが、下りは自動車と同じスピ

ードで下りました。その自転車は輪行袋に入れて

ずっと物置に置いていたのですが、この冬 40 年

振りくらいで取り

出して組み立てま

した。自転車屋に

てオーバーホール

をしましたので、

また春から風を切

って走ろうと思っ

ています。定年の

身ですから、学生

時代以上に時間は

いっぱいあります

ので。 

1 月 2 日の夕刻、大坂梅田に集まって、新年会

を卒業以来毎年行っています。近畿圏にいる

11S,12S,13S,14S の生物学科の卒業生に声をかけ

て集まっています。多いときは 10 人くらい、少

なくても 4人は集まります。還暦を過ぎ、残念な

がら常連が 2名、がんで他界しましたが、彼らを

偲びながら、毎年同じ昔話で盛り上がっていま

す。この 2年はコロナが心配なので取りやめまし

たが、来年はぼちぼち復活できるだろうと感染症

の収束を待ち望んでいます。このような集まりも

松本で過ごした仲間意識があってこそで、これほ

どの無形の財産もないと思います。 

交通機関が便利な都会の大学と違って、故郷を

離れて生活をするのが当たり前の信大生の学生生

活は、長い人生の僅か 4年ですが、多くのことを

学びました。今でも年に一度は信州の地を踏まな

いと落ち着きません。第 2の故郷であることは間

違いないのです。それは、厳しくも美しい自然

と、親元を離れて同じ時間を過ごした友とのかけ

がえのない思い出と共に記憶に刻まれています。 

現在は定年退職し、家業の小さな農業を継ぎな

がら両親の介護をしています。これからは、生ま
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れ故郷で田畑の作物や山の杉・檜と共に、小さく

第一次産業を支えていこうと思います。いくら文

明が進んで、便利な機器に囲まれても、食は大地

とともにのみ成立することを、額に汗を流しなが

ら味わっていくつもりです。 

追記： 今、県の森の思誠寮跡は駐車場になって

います。その中にそこそこの大きさのトチノキが 1

本あります。あの樹は、当時思誠寮の私がいた北寮

と中寮の間にあったものだと思います。花を摘み、

自室の机でスケッチをしたので間違いないはずで

す。あのような形で残され、今も元気に実を付けて

いることに時の流れを感じつつも、命の不思議さを

感じずにはいられません。 

また、「われら乃青春ここにありき」の大きな石

碑も、昔のまま同じ場所に鎮座しています。他に

もアルプス公園からの安曇野の田園風景や、薄川

から望む北アルプスの山並みは格別です。現役の

学生の皆さんも、自分だけのとっておきの場所を

見つけて下さい。私が今いる自室には、白馬の写

真、安曇野と北アルプスの陶板アートと思誠寮の

法被(はっぴ)を壁に掲げていて、信州の思い出の

中で生活をしています。 

 

 

皆さんは学生時代の夢を見ることがありますか？ 

長尾 義和（20S 生物） 

 

私は、青色申告の期限やシステム／サービスの

リリースが近くなると見る夢があります。それは

『卒論がまだ出ていません。一週間待ちますから

必ず提出するように』と当時の植物生理学研究室 

安田教授から連絡が入る夢なのです。 

驚いた私は、同期の加藤君のワープロに原稿が

あったはずとか、途中で実験が上手く行かなくな

って担当教官の久保先生に相談したままじゃなか

ったかな？いや、そもそも卒論のテーマがまだ決

まってなかった！もう卒業したんじゃなかったか

な？など時間と記憶がごっちゃになって焦ってい

るところで目が覚めます。 

大学４年生だった当時、毎日をのほほんと過ご

していて、卒論に追われるようなことはありませ

んでした。それなのに卒業してからこんな夢を見

るようになったのです。 

思い出してみると、志望校を信大理学部に絞っ

た昭和 59 年の秋頃には、合格したら生き物の構

造や仕組みを学び、信州のフィールドを活かして

高地の生物に迫ってみようと意気込んでいまし

た。しかし、共通一次本番直前に母親の失踪、混

乱の中での合格、引っ越し、入学早々に仕送りの

途絶。７月の奨学金入金までと始めたアルバイト

がいつの間にか毎日の時間のほとんどを占めるよ

うになり、お金が入るとワンゲルやバイク、旅行

にとどんどんのめり込み、夏前には留年が決まっ

てしまい、あっという間に青雲の志は挫けてしま

っていたのでした。 

それまでは覚えることは学ぶことでは無い、東

大の入試では定理を証明するような出題がされて

いるじゃないか、定理は覚えるものでは無く導き

出すものだ、何事も疑い自分の頭で考えることが

肝要だと偉そうに言っていました。 

ところが理学部棟に移る２年生になる頃には、

意味や背景を考えることはすっかり無くなり、覚

えることでテストを切り抜け、講義で質問を受け

ても、黙秘するか見当違いの内容を答えるだけ。

思い描いていた「思考する理学部学生像」からは

どんどん離れ留年ぎりぎりで進級するようになっ

ていました。 

ただ、頭の中では講義中に問われた内容や試験

の問いから「この単元はそういう背景で分子生物

学につながるのか」「この事例が大切なのは定説

を覆す転換点になったからなのか」と後追いにな

ってはいましたが。自然科学的思考のポイントは

しっかり教えていただいていたように思います。 

そしてその時、心の中のもう一方には「実は理

解できていなかった」「表面的な学習ではダメな

のだ」「こんなやり方は早く変えなきゃ」と反省

したことが心の中に澱(おり)のように降り積もっ

ていったのだと。その堆積した澱が、不安な気持

ちと疲れが溜った時に、社会人の自分に対して夢

になって出てくるのではないか、今ではそう思う

ようになりました。 

きっと 19 歳の自分が、「今度こそきちんと理

解している？」「手を抜かなかった？」「ちゃん

と人の話を聞いて自分の頭で考えたんだろうな」

「どこかでやったことを丸写ししてないだろう

な？」と、大人になった私に問いかけ続けている

のだと。 
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「楽しい」が詰まった大学生活 

青島 瑛子（2007 地質） 

 

2007 年に地質科学科（現理学科地球学コー

ス）に入学した青島瑛子と申します。今回同窓会

よりお声がけいただき、同窓生だよりに寄稿する

ことになりました。拙い文章ではありますが、ご

一読いただけますと幸いです。 

私は学部 4年、修士 2年の計 6年間を松本で過

ごしました。良いことも悪いこともありました

が、全てをひっくるめても「大学生活は楽しかっ

たなぁ」というのが率直な思いです。こう思える

のはいくつかの理由がありますが、その中の２つ

について話したいと思います。 

 

その①：地質科の実習が面白かった 

講義ももちろん面白かったですが（難しくてつ

いていくのが厳しいこともありました…）、実習

は思いがけない面白さや感動を与えてくれ、また

学んだことが身についていることを実感させてく

れるため好きでした。例えば学部 1年での、採取

した火山灰を洗浄し、火山灰に含まれる鉱物を取

り出すという実習もその１つでした。肉眼での火

山灰はただの白色で、しかもこぼすと片づけが面

倒だったため、私にとっては面白みのない物質で

した。しかし洗浄後の火山灰を顕微鏡で覗いてみ

ると、万華鏡のようにキラキラしていたため、つ

まらないものから一転して素敵なものになりまし

た。火山灰が数種類の鉱物で構成されていること

は授業で説明されていますが、石英がピカピカと

輝いている、輝石が柱状で茶色や緑色をしてい

る、火山ガラスが透明でチクチクした形をしてい

る、などを実際に目にして「なんともきれいな世

界だなぁ」と感動したことは忘れられません。 

 

その②：友人とたくさんのイベントを経験した 

お花見、オープンキャンパス、青少年のための

科学の祭典、松本ぼんぼん、化石発掘のバイト、

諏訪の花火大会、銀嶺祭、登山、東京ミネラルシ

ョー、など授業以外のイベントも友人と一緒に経

験しました。特に学部 3年時に友人と銀嶺祭でカ

レー屋（メインメニューは豚の角煮カレー、サブ

メニューはつくね）を出店したことは良い思い出

です。実はこの年の銀嶺祭の前日は地質科の一大

イベントである進級論文の提出日でした。そのた

め事前に店のための時間があまり取れず、進級論

文を提出した後にそのままテント設営、店の看板

作り、メニューの下準備をしました。たしかほぼ

徹夜だったと思います。銀嶺祭当日も予想より早

く商品が売れたため急いで白米や容器を追加し

て、かなりバタバタした 2日間を過ごしました。

しかし結果的にカレーを完売させ、かつ打ち上げ

をするくらいの利益を出せたことは達成感があり

ました。個人的には角煮が作れるようになったこ

とも良かったです。ちなみにカレー屋が儲かるこ

とに味を占めた私たちはその後大学院卒業まで、

途中でメンバーが変わりつつも毎年カレー屋を出

店し続けました。 

上記の理由以

外にも、ムーン

ストーン（月長

石）をテーマに

した研究ができ

たこと、担当教

官に恵まれたこ

と、理学部前の

イチョウの黄葉

がきれいだったこと、お気に入りの美味しいごは

ん屋さんに通ったこと（大学近くの「運来楼」、

縄手通りの「SWEET」、浅間温泉の「ガレージ」

「ストリーム」）、バイト帰りによく TSUTAYA に

寄って漫画を借りたことなど、大学時代を思い返

すと好きだったこと、楽しかったことが次々と浮

かびます。今は新型コロナの感染予防のためなる

べく外出を控えていますが、この状況が落ち着い

たら松本を訪れ、大学で開催されるイベントに参

加したり、当時大好きだった場所を巡りたいと思

っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本の寄贈のお礼とお願い 

 
皆さまから沢山の本の寄贈を戴きまして、本当に

感謝しています。毎年、夏の「自然誌科学館」にお

いて、「同窓会の部屋」コーナーを設け「古本市」

を開いております。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、引き

続き受付しております。 

上記住所、理学部同窓会宛 

にお送り下さい。 

誠に申し訳ありませんが、 

送料をご負担下さい。 

「同窓生だより」ご寄稿のお願い 
 

人の交流が難しい状況が続いている今日、是非大

勢の方々にご登場頂けたらと、考えています。 

学生時代の思い出、社会に出てからのこと、日々

の暮らしと思うこと、学生・院生の皆さんへのエー

ルなど、お書き頂ければと思います。 

●原稿は 1500 字程度 (少々の長短は構いません) 

  写真・図などもありましたら添えて下さい。 

●締め切り 2020 年 8 月 10 日（木） 

●お送り先 

   郵送：390-8621 松本市旭３－１－１ 

    信州大学理学部内  理学部同窓会 宛 

    (「会報原稿在中」とお書きください。) 

 メール：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 
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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  

飯沼 智志, 上嶋 優太, 下方 優輝, 松井 開人: 

有限群の表現 

沼田ゼミ 

泉  雅輝 :リーマンゼータ関数とディリクレ L関数の

特殊値 

田村 洋輝 :ABC 定理と abc 予想 

轟  直也 :有限生成アーベル群の基本定理 

御母衣秀汰:RSA 暗号 

和田ゼミ 

栗原 功樹, 菅原 類 :結合代数の表現論 

栗林ゼミ 

石神 拓也 :ディフェオロジカル群 

北田  想 :米田の補題 

玉木ゼミ 

高原 勇輝 :代数方程式の折り紙による解法 

馬場 律   :Euclid 幾何の現代的再構築 

細谷 愛理 :格子多角形について 

境ゼミ 

 木村 朱見 :絡み目のコンウェイ多項式 

 塩原 裕介 :曲面の幾何構造について 

境ゼミ(自主ゼミ) 

 早渕 将   :ファイバー束とホモトピー 

窪田ゼミ 

 野田 一成 :多様体上の微分形式 

 斎藤 遼 :幾何群論から見るグルシュコの定理について 

谷内ゼミ 

 伊藤 祥馬，堤 裕介，西川 真広，矢吹 晨光 : 

波動方程式の初期値問題について 

トルシン ゼミ 

 荒田 大信，藤田 貴大 : Dirichlet-Dirichlet Sturm-

Liouville 型微分作用素のスペクトル逆問題 

宮西ゼミ 

 松永 光浩 :関数解析の三大定理 

 米山 展都 :フーリエ変換と超関数 

中山ゼミ 

 東野 伊織，吉田 菜那子:機械学習とベイズ統計 

乙部ゼミ 

 新   雄太 :1 次元力学系の理論 

 木村 航   :マルチンゲールの理論 

謝ゼミ 

 大島 友朔 :劣マルチンゲールの収束定理 

 郷津 祐介 :確率変数列の初等収束性 

 田中 奈緒 :t 分布とその応用 

 真野 悠生 :硬貨投げにおける大偏差原理 

佐々木ゼミ 

 白石 宏一, 松本 怜:ヒルベルト空間と量子力学 

 

理学科 物理学コース 

素粒子・宇宙物理学分野 

青山 奏   :ブラックホールについて 

石井 孝典 :ゲージ場の経路積分量子化 

柿元 拓実 :小離角ペアクェーサーを用いた CGM のサイズ

測定 

木村 剛士 :量子アルゴリズムと計算量理論 

白澤 稜太 :Ultra-Strong Mg Ⅱ absorber の起源解明の

ための基礎研究 

ZOU TONG  :シュワルツシルト・ブラックホールにおける

潮汐効果 

鈴木 雄飛 :深層学習を用いた Thin Gap Chamber におけ

るマルチミューオントリガーの性能評価 

高橋 雪奈 :Graph Neural Network を用いた初段ミュー

オントリガーの研究 

林  希   :GMDN 観測データの解析における気温効果補

正方法の検証 

前田 祐輔 :Voyager と IMP で観測された太陽圏内の銀河

宇宙線強度の長期変動 

増田 ジルトン 賢治 :インフレーション理論 

村田 大徒 :ダークマターについて 

渡辺 楠   :小期の SSC 発生時の宇宙線密度と太陽風パラ

メーターの変動の様子 

河合 俊毅 :Randall-Sundrum 模型について 

 

物性物理学分野 

横井 健人 :磁気相転移の平均場理論 

千綿 成紀 :ベルの不等式を用いた量子論の物理的意義の

検討 

出口 慧一 :強誘電体 Li2Ge7O15の誘電率の角度依存性の測

定 

荒井 駿太 :GaAs 導波路を用いたテラヘルツ波の周波数

変調における ON/OFF 比の導波路長依存性に

ついて 

内山 怜子 :TM 偏光のテラヘルツ波における周波数変換

およびポンプ光パワー依存性 

上岡 由奈 :Hf0.8Ta0.2Fe2の磁性 

栗間 遥都 :Hf1-xNbxFe2の磁性 

五戸 陽哉 :CePd2Al8の物性と類縁物質の探索 

沼  昴輝 :超伝導に対する密度汎関数理論 

野村 優真 :希土類化合物 CeNiGe3の単結晶育成と磁性 

廣瀬 道成 :時間的構造変化後の GaAs 導波路を伝搬する

テラヘルツ波の減衰量の測定 

布川 楽士 :導波路側面のメタアトムを用いた周波数変調

機構の設計に関する研究 

水谷 優作 :Fe-Ni-Co-Al 基合金の物性と Cr 添加 

 

理学科 化学コース 

巽研究室 

渡邊 康介 :ポーラログラフィーのための新規液状炭素

電極吐出方法 

阿辻 克幸 :ボルタ電位差測定のための金メッキ導電性

粉末電極の調製 

太田研究室 

久保田英介:ゲスト認識部位としてピリジン環を有する

2,2ʹ-ビス(6-メチル-1,4-ジチアフルベン-

6-イル)-3,3ʹ-ビチエニル誘導体ホストの

合成と性質 

 酒井 勇希 :2-フェニル-1,3-ベンゾジチオリウム骨格

とアントロン骨格からなる酸化還元応答性

ホストの合成研究 

令和３年度の卒業研究、修士・博士論文等について各コースおよび分野・専攻からご提供いただきました。 
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 堀内 結翔 :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シクロファン型酸化

還元応答性ホストの合成研究 

大木研究室 

 小林 祐太：2,2’-ビピリジンを用いた Mn(II)錯体の

合成と構造解析 

林  大輔 :骨格にベンゼン環を含むマクロサイクル配

位子とその金属錯体の合成研究 

 丸山祐莉香:Cu(Ⅱ)と Co(Ⅲ)を含む三核錯体[CoⅢ2CuⅡO

(OOCCMe3)6(py)3]の合成と特性評価 

飯山・二村研究室 

 森  瑞樹 :NIPA ゲルと活性炭への吸着現象 

 中村 健人 :π共役系イオン液体の光物性と液体構造の

関係の解明 

 崎間 輝 :イオン液体による層状グラフェンの層間制御 

 岩月 倫  :低温領域における水吸着等量線の直接測定 

 横山 赳  :微小空間溶液を含む 3相間平衡 

髙橋研究室 

 樹下 章生：ジヒドロコデインの定量分析を指向した

Python プログラムでの電気化学発光分析

法の開発 

森  柊樹 :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ジヒドロコデイン分析法 

 中村 喬多 :電気化学発光を用いた 2-

(Diisopropylamino)ethanethiol の検出シ

ステムの開発に向けた基礎検討 

 金子 真由 :非接触型給電システムと組み合わせたメト

キシフェナミン鎮咳薬の電気化学発光検出法 

庄子研究室 

 安藤 大地 :8-アリール-シクロヘプタ[b]フラン-2-オ

ンの合成と 4-アリールアズレンへの変換 

 笹原二千花:2-アルキニルアズレンの分子内環化による

アズレノピロン誘導体の合成研究 

石川研究室 

 久志 真鈴 :12 モリブド(Ⅵ)りん酸三アンモニウム

(AMP)カラムを用いた Li 安定同位体分離 

 桜庭 拓海 :リチウムの水和における同位体効果 

 水野 克哉 :水酸化リチウムを用いたリチウム同位体の

二段階溶離 

濱崎研究室 

 大島 英明 :PNIPA ゲル内での異種分子の混合エキシマ

ー形成と相分離クロミズムの発現 

 沢越 凌  :異種分子間エネルギー移動の効率制御と温

度応答性ゲルを用いたクロミック現象 

金研究室 

 栗谷 光  :超音波化学発光を用いた抗酸化能評価法の

開発 

 堤野 純  :超音波による金ナノ粒子の合成とそれを利

用した導電性高分子膜修飾電極の作製 

関口研究室 

 清水 敦也 :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置換基効果 

 阪田 尚子 :ジベンゾスベレノンから誘導される縮合多

環式化合物群の合成研究 

 

理学科 地球学コース 

新屋 貴史 :赤石山地北部・三波川帯の変成温度解析と熱

モデリングによる糸魚川-静岡構造線周辺の

地質構造復元 

築島由理恵:赤石山地北部・三波川帯における超苦鉄質岩

類の岩石学的特徴 

早川 由帆 :紀伊半島東部・鳥羽地域における三波川帯-

秩父帯を横断した温度構造解析 

長谷川凌平:紀伊半島中央部・三波川帯の中央構造線近傍

における地質構造の空間変化 

立岩 実久 :長野県白骨温泉における色が変化する石灰華

～記載および変色要因の解明～ 

山下 研成 :茨城県八溝地域の栃原鉱山の金鉱石の記載 

鈴木 未希 :北八ヶ岳, 横岳火山 Yt-PmⅣ噴火のマグマ条

件の推定 

中村 柚月 :北八ヶ岳，横岳 Y5 溶岩の古地磁気年代推定 

大浦 悠輝 :焼岳下堀沢溶岩の古地磁気学的年代推定と磁

気岩石学的特徴 

岡崎 悟  :焼岳火山のテフラ調査及び粒度分布に基づく

テフラ層序の再検討 

大路 颯人 :大分県由布鶴見火山群伽藍岳の山頂部に分布

する火山性堆積物 

碓井虎次郎:紀伊半島東部，滝原スラスト周辺の地質と地

質構造 

小澤 紬  :北海道羽幌地域における新第三系築別層，古

丹別層中のマストランスポート堆積物の特徴 

淺野 凱  :新潟県八石背斜東翼に位置する芝ノ又川周辺

における更新統魚沼層群の堆積システム 

金澤 安蓮 :岩手県住田町城内―大船渡市上坂本沢にかけ

て分布する中部ペルム系における古環境復元 

青塚 稜平 :長野県大町市～池田町東方における大峰帯の

地質 

杉山 春来 :入間市仏子の上部鮮新統，仏子層下部の古土

壌と古環境 

小澤菜々子:東京都八王子市北浅川における更新統の古環

境-特にメタセコイア化石林における古土壌

構成- 

金子 稜  :奄美群島近海に襲来しうる津波の数値計算に

よる検討 

古明地海杜:長崎県五島列島奈留島の沿岸湿地における古

環境復元と約 5600 年前の海水流入イベント 

斉藤 央岳 :石垣島津波石の磁気を用いた移動年代推定 

杉原 和   :宮崎県延岡市島浦島における古津波堆積物の

識別と年代測定 

鳴澤 美羽 :粒子形状画像解析を用いた宮城県南三陸町大

沼で見出された礫質津波堆積物の供給源推定 

塙  東子 :秋田県能代市馬子岱地域で発見されたカイギ

ュウ化石の記載と同定 

平野 友心 :富山県に分布する鮮新統～更新統十二町層に

おける古環境変遷 

市谷 和也 :千葉県印西・神崎地域に分布する中部更新統

下総層群の古環境 

藤原 天音 :貝形虫殻の酸素同位体比から復元された西暦

1500 年から 1650 年の中海における底層塩分

変動と洪水記録 

山田 春香 :貝形虫化石の殻形態，サイズと運搬様式との

関係 

宮﨑 拓夢 :貝形虫化石の体サイズに基づく堆積環境の解

明 

秋葉 樹  :長野県内に生息する現生淡水性貝形虫の時空

間的分布とその要因 

 

理学科 生物学コース 

石川 真夢 :ゼニゴケの MpR2R3-MYB8 の機能解析 

稲垣賢多朗:メダカの雄に二次性徴が現れる背鰭、臀鰭の

個体差-種内・種間での比較 
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池田 真来 :バルーニングによるジョロウグモ類の地理的

遺伝構造 

伊藤 優也 :ゼニゴケ(Marchantia polymorpha L.)の R2R

3-MYB 転写因子 MpR2R3-MYB13(Mapoly0072s0

075)の機能解析 

井上 岳 :中部山岳地域の河川におけるイワナの遺伝構造 

江橋 咲慧:インフルエンザウイルスの RNA ポリメラーゼ

と Cas13b を用いた新しい RNA 編集技術の開発 

木村 渚  :ゼニゴケのルヌラル酸生合成経路に関与する

4-クマル酸 CoA リガーゼの同定 

久米 永純 :ゼニゴケのマルカンチン生合成経路に関与す

る Cytochrome P450 の機能解析 

近藤 輝留 :キツリフネ Impatiens noli-tangere L. は
尾根/沢の非生物的環境に適応してエコタイ

プ分化しているのか？ 

作増 響太:雄性ステロイドホルモンを産生せず二次性徴

を形成しないメダカ Oryzias latipes の突然

変異 scl(sex character less)に対する人為

的雄性ステロイドホルモンによる交尾行動の

誘発 

佐野 椎  :メダカ Oryzias latipes の雄の二次性徴と

される大歯形成に対する抗雄性ステロイドホ

ルモンの影響 

汐田 優里 :One-plasmid 化による RNA オーバーライティ

ング用酵素導入の効率化 

清水 航太 :ゼニゴケの MpR2R3-MYB21 の機能解析 

田頭 春乃 :糞尿試料からの遺伝子解析で紐解くカワガラ

スの系統進化 

寺森 裕紀 :ゼニゴケ (Marchantia polymorpha L.) のデ

リジェント様タンパク質をコードする

Mapoly0117s0060 family の機能解析 

中嶋 瑞美 :日本で繁殖するコチドリ Charadrius dubius 
の渡り経路の地域間比較 

中村 優太 :妙高山笹ヶ峰におけるナラタケ属菌

Armillaria spp.の生物学的種の同定と分布 

永芳 綾音 :タイメダカ Oryzias minutillus 雄への孵化

前エストロゲン投与後にみられた性分化二型 

平野 和己 :諏訪湖周辺に塒をとるカワウ Phalacrocorax 
carbo の食性の季節変化 

深草 彩子 :信州・安曇野におけるナナフシモドキ大発生

集団の染色体・ライフサイクル・単為生殖様

式の研究 

松浦 匠  :アブラムシ寄生蜂 Protaphidius nawaii の種

内 2系統の寄主特異性 

松永 大我:老化と病気を遠ざけ,健康寿命を延ばす食習慣 

眞辺 美咲 :ムラサキのシコニン生合成経路における

Geranylhydroquinone 生成機構の解明 

山口 雄大 :アリ散布植物２種の種子形質の地点間比較 

吉田 匠  :ヒメドロムシ科（甲虫目:マルトゲムシ上

科）ヒメツヤドロムシ属 2 種の遺伝的多様性

の研究 

東   涼平 :千曲川の瀬ハビタットに優占分布する水生昆

虫類の生物（現存）量動態:2019 年台風 19

号による洪水インパクトによる影響評価 

 

物質循環学科 理学科物質循環学コース 

秋山 晃大 :リン欠乏土壌で生産される酸性ホスファター

ゼの特性 

家田 愛菜 :コマクサに含まれるアルカロイド成分の分析

とその役割 

井上 凌   :北アルプス乗鞍岳東斜面の各高度の気温変と

その局所要因 

大久保香穂:10 年規模気候変動下におけるｱﾗｽｶ北方林で

の大気と土壌の物理的相互作用 

小野 慎平 :アオコ毒素 microcystin による植物への成

長阻害及び植物体内への蓄積 

勝間 帆波 :針葉樹 4種における細根組織に含まれる一次

代謝産物の解明 

金井 杏樹 :山岳湧水の流出特性の差異を制御する要因の

解明 

岸田 龍大 :諏訪湖における水草と有毒藍藻による化学物

質を介した競争に関する研究 

木元 茉子 :カラマツの粗根における肥大生長と炭素配分

の解明 

金馬 直也 :陸生ラン藻イシクラゲの二次代謝産物の探索 

倉掛真優理:ドクベニタケの藍藻及び病原性細菌に対する

増殖抑制効果 

小池 泉美 :窒素獲得酵素の速度論的特性と土壌特性との

関係 

向後 光洋 :Cd・Zn 汚染土壌のダイズ根圏における Cd・

Zn 形態と微生物群集の特徴 

神通川優里:土壌酵素活性の化学量論でソバの窒素・リン

吸収を予測できるのか 

杉山 大悟 :マグネシウムを用いたアオコの除去 

鈴木 颯人 :浅い富栄養湖での温室効果ガス溶存濃度プロ

ファイルの連続測定 

津田 将大 :長野県安曇野市における低水期と高水期の地

下水流動系の差異 

橋本 裕生 :山岳域における細根の非構造性炭水化物貯蔵

と根特性の樹種間差 

日渡 早映 :水田土壌における酵素活性比を用いたイオウ

利用性の評価 

藤野 真優 :植生が高山帯の水貯留機能に与える影響 

山田 基   :諏訪湖からの蒸発量の長期変動の制御要因 

YANG CHUN JET:アオコ添加に対する富栄養湖堆積物中の

メタン生成の応答 

行廣 真  :北アルプス高山・亜高山地域における渓流水

の水質特性と水質形成過程 

 

 

 

修   士 
大学院総合理工学研究科 

理学専攻 数学分野 

伊藤 育磨 :小量子群の普遍 R 行列について 

井村 航太 :対相互作用模型の散乱理論と基底状態の解析

性について 

宇都宮千澄:抽象多面体への Wythof の構成の拡張につい

て 

加納 早貴 :Fox-Hatcher サイクルから得られる

Vassiliev 不変量 

坂本 岳  :高次元パーコレーションの高温相，低温相時

におけるクラスターサイズの挙動について 

白田 翔  :ランク 3の可解 3/2 可移置換群の置換指標に

ついて 

次社耕太朗:階層付き空間の基本圏 

高橋 佑輔 :有限距離空間の基本多面体 

田口 一秋 :縮小版ブロックスデュオの解析 

徳田 大輝 :局所指数マルチンゲールがマルチンゲールと

なるための判定法 
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留場 幸穂 :ディフェオロジーにおける接着空間の

Souriau-de Rham 複体の性質 

西崎 吉保 :離散モース理論による多様体の Poincare 双

対性の証明 

范  揚武 :C*代数の GNS 表現について 

平井 拓人 :新しいシュアー的シュアー環の構成 

細田 幸隆 :ニューラルネットワークを用いた機械学習の

数学的理論と、その応用としての MLB におけ

る危機後好機到来の検証 

水野 弘基 :向き付け可能曲面上の絡み目理論 

山内 唯子:An型ディンキン図形に関する toggle 群の構造 

 

理学専攻 理科学分野 (物理学ユニット) 

浅野 駿太 :機械学習を用いた地上ミューオン観測データ

の大気効果補正 

坂本和佳乃:磁気的ブロッホ関数を用いた静電磁場中の二

次元電子系の波束が従う半古典的運動方程式

の導出と異常速度項の検証 

下島 太郎 :LHC-ATLAS 実験シミュレーションにおける

𝐴/𝐻 → 𝑡𝑡事象を用いた機械学習による重い

ヒッグス粒子探索 

清水恵太郎:ソフトコア系での分子動力学法を用いた相転

移の研究 

立花 建  :ブラックホールの情報問題 

谷澤 君平 :Y1-xZrxFe11Ti の磁気特性 

 

理学専攻 理科学分野 (化学ユニット) 

NGUYEN DUC QUANG：貴金属ナノ粒子担持酸化チタンにお

ける活性酸素種の検出と抗菌活性に関する研

究有賀 雪乃 :含窒素複素環を有するアズレ

ン誘導体の新規合成法の開発と性質に関する

研究 

利根川翔一：微小空間中の極性分子ジメチルスルホキシ

ドの分子間構造の解明 

市川ちえり:塩素同位体比測定試料のためのりん酸塩除去

法 

河又 悠真 :ミクロ/マクロ的手法による疎水性ナノ細孔

における水の吸着機構および相転移の検討 

金  史倻 :2,2′-ビス(6-メチル-1,4-ジチアフルベン-6-

イル)-3,3′-ビチエニル骨格とアレーン縮環

ジヒドロジチオシン環からなる酸化還元応答

性ホストの合成と性質 

清水 美流 :リチウム同位体のカラム溶離分割法とその機

構 

砂川 泉月 :複数種の導電性粉末を電極として用いるボル

タ電位差測定 

ZHANG QIRAN:生体関連物質の電気化学センシングのため

の機能性界面の創出に関する研究 

中澤 悠平 :アズレン縮環型イサチン類縁体から誘導され

る新規複素環化合物群の合成研究 

西尾 育真 :カソーディック電気化学発光反応における新

規プローブの探索に関する研究 

西山 文貴 :テトラアザマクロサイクル Mn 錯体の結晶構

造と水溶液中における自己触媒様酸化還元挙

動 

松田 和真 :医薬品の選択検出を指向した分子インプリン

トポリマーの合成と評価 

松田 優花 :多孔性シリカの Azobenzene 修飾と外部刺激

による新規吸着現象の発現 

森  丞太郎:フェニル基を導入したテトラアザマクロサイ

クル配位子の合成と、これを用いた銅(II)錯

体の構造解析 

山崎あかり:ベンゼンとナフタレンの縮環によりπ共役

系が拡張されたアズレン誘導体の合成と光学

特性に関する研究 

吉田慎一郎: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骨格の 1,8 位に

ゲスト認識部位としてフェナジニル基または

アントリル基を有する酸化還元応答性ホスト

の研究 

 

理学専攻 理科学分野（地球学ユニット） 

小俣 彩  :本州北部に分布する“赤黄色土壌”の成因 

青柳 朋希 :九州地方秩父帯付加コンプレックス・四万十

帯付加コンプレックスの砕屑性ジルコン U－

Pb 年代 

川名 俊  :糸魚川－静岡構造線活断層系中部・南部区間

境界部の地質構造 

松島 竜平 :第四紀断層と地形からみた伊那山脈南部の構

造運動 

高橋 菜々 :ニュージーランド沖カンタベリー堆積盆陸棚

斜面コアにおける貝形虫化石群集を用いた中

期更新世の古環境変動の復元 

中村 彰男 :北半球氷床拡大期における貝形虫化石を用い

た日本海の古海洋変遷 

大和 謙太 :飼育実験による淡水棲貝形虫 Cypridopsis 

vidua の殻の形態および化学組成の変化 

河西 夏美 :新潟県東頸城丘陵北東部における更新統の堆

積システムとシーケンス層序 

近藤 広大 :長野県北部高府向斜西翼における西京層,小

川層, 柵層の岩相層序とシーケンス層序 

斎藤 輝尚 :長野県北部日影向斜南部における新第三系の

堆積環境とその変遷 

羽田野天誠:噴気・温泉水の地球化学的解析と自然電位観

測から推定される焼岳火山のマグマ熱水系 

野部 勇貴 :西南日本外帯基盤岩の変成温度解析および熱

モデリングによる甲斐駒ヶ岳花崗岩体の貫入

熱影響評価 

友岡 洋介:紀伊半島中央部・香肌地域における三波川帯

低変成度岩の歪解析 

 

理学専攻 理科学分野（生物学ユニット） 

石川 丈翔 :外来植物エゾノギシギシの山岳地域への分布

拡大：標高傾度にそったフェノロジーと防御

物質濃度の変化 

龍野 紘明 :諏訪湖におけるワカサギ Hypomesus transpa
cificus nipponensis の食性の季節変化およ

び重要な食物の解明 

西村 悠   :揮発ガスの誘引活性を検定する装置の欠陥と

改良 

堀川 夏生 :樹木の死亡率に対する個体間競争と気象の影

響 

山本 巧   :ゼニゴケの赤色化合物蓄積に関与する輸送体

遺伝子の同定 
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理学専攻 理科学分野（物質循環学ユニット） 

石田美津希:上田泥流堆積物の粒度と堆積構造の側方変化

に基づいた堆積モデル図の提案 

市川 桂菜 :水田土壌における微生物の酵素生産と養分利

用性および水稲生育との関係 

後藤田 葵 :難利用性リンが蓄積する土壌への炭素・窒素

源添加がホスファターゼ活性と微生物バイオ

マスリンに与える影響 

佐藤 大祐 :八ヶ岳中信高原国定公園および周辺の山岳道

路脇に成立する植生と外来種の侵入条件 

田村 梓   :カラマツ林における細根とシュートの成長と

機能の時間変化 

長幡 嘉健 :森林源流域斜面における降水成分に着目した

河畔部飽和帯の水流出過程 

堀   瑞季 :火山性緩斜面流域において流域特性が地下水

涵養・流動過程に与える影響 

吉久 詩音 :養分利用性の指標としての微生物バイオマス

と土壌酵素の有用性 

 

 

 

博   士 

 
総合工学系研究科 物質創成科学専攻 

岡田 拓也 :液状炭素電極およびカーボンペースト電極を

用いる新規電気化学測定法 

 

総合医理工学研究科  総合理工学専攻 

山岳環境科学分野 生物・大気・水環境科学ユニット 

HAQUE MD MASIDUL：バングラデシュ，ガンジス・プラマ

プトラ・メグナデルタ南西部における最近

1000 年間の海水準変動の堆積環境への影響

と近年の嵐による堆積物の特徴 

RAI LALIT KUMAR：東ネパール，ムクサー川沿いに分布す

るシワリク層群の供給源と古環境 

岡本 聖矢 :モンカゲロウ Ephemera 属 3 種における進化

生態学的研究 

田路 翼   :虫媒植物の種内形質変異に対して訪花昆虫が

もたらす影響 

 

 

 

お詫びと訂正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

会報 38 号「同窓生だより」の「西丸震哉と木崎小丸

山遺跡」の文に、一部別の探検の内容が紛れこんでしま

いました。P18、左列 22 行目「1962 年アラスカ飢餓登

山」の年号は「1972 年」でした。従って、「1962 年ア

ラスカ飢餓登山(陸封マスから環境ホルモン物質検出)」

を削除し、同段落の後ろに「1972 年アラスカ飢餓登山

では、陸封マスから環境ホルモン物質を検出していまし

た。」を追加します。お詫びして訂正します。 

理学部への寄附のお願い 

信州大学理学部 

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長年に

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、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。 

【申込み方法】 

信州大学「寄附のご案内 個人の寄附金」のペー

ジをご覧ください。 

銀行振込の場合は、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。また、クレジットカード等に

よるご寄附も受け付けております。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】 

所得税、個人住民税、法人税の税制上の優遇措 

置が受けられます。信州大学「ご寄附について」

のページをご覧ください。 

【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 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

理学部同窓会 web サイトご覧ください 

今までに発行した同窓会報の

バックナンバーや 

「学生生活支援」の報告 

など掲載しています。 

お訪ねください。 

【訃報】 

花里孝幸先生が 11 月 17 日、逝去されました。64 

歳でした。1995 年に理学部附属諏訪臨湖実験所に着

任後、陸水生態学、特に湖沼の動物プランクトンの生

態を精力的に研究され多くの論文・書籍と優秀な卒業

生を輩出し、ミジンコ先生の愛称で親しまれておりま

した。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。 

編集後記 

テスト前日、ミジンコ、ケンミジンコ・・ひたすら絵

描きました。マギレミジンコは捕食者が近づくと 24

時間かけて頭が尖ります。花里先生の本、読み返した

いと思いました。ご冥福をお祈りいたします。(し) 


