
1　「題字」　会報の文字は元学長、津田禾粒先生によるものです。

　今年の冬は新潟市では雪というほどの雪は降りませ
んでしたが、甲府、熊谷をはじめ首都圏などでの記録
的な豪雪には吃驚しました。理学部同窓会員の皆様に
は、いかがお過ごしでしょうか。いつも同窓会にご理
解・ご協力を頂きありがとうございます。
　さて、近年世界のあちこちで紛争が頻発し、四半世
紀前の冷戦終結当時に抱いた期待もすっかり萎んでし
まったかのように感じてしまいます。グローバリゼー
ションの後退とナショナリズムの再台頭、パクス・ア
メリカーナの時代の翳りという意見も聞かれるようで
す。これからの世の中は、さまざまな価値観が錯綜し、
収斂と拡散を繰り返しながらますます難しくなってい
くのではないかと不安にさえなります。
　小説「阿Ｑ正伝」で有名な魯迅の短編「藤野先生」
にこんな話があります。
　魯迅が、仙台医学校でめぐり合った藤野教授に「私
の講義だが、君は書き取ることができますか」と尋ね
られ、「はい、いくらかは」と答えると、「では、持っ
て来て見せなさい」と言われます。ノートを提出する
と、藤野先生はいつも２、３日後に一面に朱筆を加え、
書き落としたところをすべて埋め、言葉遣いの誤りま
で直したノートを返してくれたそうです。魯迅は、最
初そのノートを見たとき、当時まったく勉強していな
い自分にここまでと、「あっと思ったと同時に一種の
心苦しさと感激を覚えた」と述懐しています。魯迅は
第２学年が終わったとき、医学を続けることをやめて
仙台を離れ、その後交流はなかったようですが、後年

ご あ い さ つ

「だが、なぜか、私は今もって事あるごとに先生のこ
とを思い出すのである。私が師と仰ぐ人のなかでも、
先生は私が大きな感銘を受け、大きな励ましをあたえ
られた人の一人である。…………　先生の名は決して
多くの人に知られている訳ではないが、先生の名は、
私の眼のなかで、私の心の中で偉大である」と書いて
います。
　いま母校の新潟大学の学びの環境は、私たちが学ん
でいた頃には想像すらできなかった程に素晴らしいと
思います。母校には、この環境を活かして後輩の皆さ
んに期待と愛情を注いで頂き、後輩の皆さんを価値観
が錯綜し、ますます難しくなりそうなこれからの世の
中を担っていくことができるように、叡智と活力を備
えたタフな人に育てて頂けるよう期待しています。
　理学部同窓会は来年度発足25周年を迎えます。大変
なご苦心をなさって、学科ごとの同窓会をまとめて理
学部同窓会に発展させて下さった先輩諸兄に敬意を表
し感謝しています。５月に準備委員会を立ち上げて、
準備を始めたところです。準備委員長は、数年前まで
教授として地質科学科にお勤めの田澤純一さんにお引
き受け頂きました。何とかよい記念の会にしたいもの
です。ご希望やご意見を寄せて
頂ければ幸いです。25周年を契
機として、同窓会みんなで力を
合せ、母校と後輩の皆さんをさ
らに応援できるようにしたいと
願っています。

理学部同窓会長　野　本　憲　雄 　
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全学同窓会からのお知らせ

　日頃より、理学部同窓会の皆様には多大なるご支
援を頂きまして、心から感謝申し上げます。新潟大
学は今年２月より高橋姿新学長のもと新しい執行部
で新たなる船出をいたしました。また現在理学部も、
ここ数年数多くの教員が退職・転出され、それと同時
に新しい先生が赴任され大きな世代交代が起こって
います。理学部執行部におきましても私を含め、副学
部長も今年４月より新しくなり、60代の方がいない
若い執行部となりました。若干未熟なところもある
かと思いますが今後ともよろしくお願いいたします。
　最近の理学部におけるトピックスとしましては昨
年度佐渡にあります「理学部付属臨海実験所」が文
部科学省「教育関係共同利用拠点」に認定されたこ
とです。これは今年退官された野崎先生をはじめと
した多くの関係者の努力のたまものです。今後農学
部のフィールド科学教育センター佐渡ステーション

（演習林）、および朱鷺・自然再生学研究センターと
ともに佐渡島を利用した全国的研究教育拠点に発展
していくことを期待しています。
　現在国立大学法人は大学改革加速期間として28年
度より始まる第三期中期目標に向け様々な課題を提
示されています。学長のリーダーシップ、ガバナン
ス改革、グローバル化、イノベーション機能強化、
人事・給与システムの弾力化等です。そしてその達
成度に応じて仕分けが行われ、運営交付金の再配分、
および大学の格付けが行われます。これはとりもな

新潟大学を取り巻く状況と理学部の近況

おさず大学に、選択と集中そして効率化が求められ
ていることを意味します。
　このような状況の中、新潟大学理学部も今後目指
す方向性を問われてきています。昨年度ミッション
の再定義がまとめられ、強みや特徴、社会的役割な
どを明らかにしてきました。これをもとに新たなる
一歩を踏み出していく必要に迫られています。さら
なる現実としましては、少子化に伴います18歳人口
の減少、理工系離れなどもあり新潟大学理学部の存
在意義そのものも問われています。
　このような状況下で理学部を如何に発展させるか
を考えますと、文科省の方針に沿って選択と集中、
さらに効率化を行うことが重要かもしれません。し
かし、我々の最も重要な仕事はどのようなものかを
考えますと、新潟大学理学部を目指してきた学生た
ちに如何にして自然科学への好奇心を植え付け、そ
れを継続、発展させていく力を育成していくかであ
ると考えます。そのために当然重要になるのは、基礎
的な専門知識と深い教養の教育を行う充実したカリ
キュラムと好奇心を満足させる最先端の研究環境で
あると考えられます。そしてこれを理想的に可能に
するためには、「自由な時間」と十分な研究費なの
ですが、現実と如何に折り合いをつけるか、今後教職
員皆で、さらなる知恵と努力が必要になるかもしれ
ません。同窓会の皆様には、理学部の現状をご理解い
ただき、これまで以上のご支援をお願いいたします。

理学部長　山　田　　　裕 　

　理学部同窓会会員の皆様方におかれましては、
日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
　理学部の就職状況は、近年少しずつ回復傾向にあ
るといわれておりますが、依然として厳しい就職活
動が続いているなか、例年出足は遅くとも最終的に
はほぼ全員が大学院への進学や就職を決めることが
できているとお聞きしております。学生の皆さんの
努力は勿論のこと先生方のご指導、これまでに社会
にでられ活躍されている先輩方の実績も重要なこと
と思い感謝致します。学生の皆さんもまた次の世代
に向けて道を切り開いてほしいと願っております。
　後援会といたしましても学生の皆さんの頑張りを
応援していくとともに、これまでと同様に後援会活
動の充実に努めてまいります。今後も皆様のご支援
をよろしくお願い申し上げます。

山　田　貴　子 
後援会会長

理学部
後援会より ◦ 創立10周年記念事業

　来年（平成27年）、全学同窓会は10周年を迎えます。
記念行事は平成27年10月24日㈯に開催の予定で準備
を進めています。日程が近づきましたら、全学同窓
会より詳細をご案内する予定です。
◦ 雪華支援事業について
　「新潟大学の発展と社会への貢献に資する」という
全学同窓会の運営理念に合致する事業を支援するた
め、2008年度から公募型の雪華支援事業（１件あた
り50万円以下の助成）を実施しています。2014年度
も８月下旬を締切として近々公募を開始し、総額350
万円を助成いたします。なお、これまでの採択事業
についての詳細は全学同窓会HPに公開しております。
◦ 賛助会費納入のお願い
　前述の「雪華支援事業」の予算は同窓生からの賛
助会費を原資としております。応募件数は年々増加
しており、採択された事業は、母校のブランド価値
の向上、好感度アップにも貢献しています。事業拡
大のためにも賛助会費の納入をお願いいたします。
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私と首都圏同窓会とのかかわり
地質鉱物学科　昭和48年21回卒　安　藤　勝　利 　

　私が理学部首都圏同窓会に参加したのは、もう20
年ほど前だったと思います。場所は、記憶が定かで
はありませんが、私学会館だったと思います。多く
の先輩の中に混ぜていただき隅で小さくなっていま
した。
　そのうちに、サイエンスセミナーと名を打った卒
業生による講演会が総会の前に催され、毎回この講
演を聞きに行くのを楽しみにしていました。
　同窓会に出席した後は、学科の諸先輩と帰り道に
２次会をするのを楽しみにしていました。
　そうしたお付き合いを通して、仕事でも先輩に接
することが多くなり仕事も楽しくなりました。
　何回か出席しているころに先輩から幹事を代わっ
て欲しいとの連絡があり、若輩ながら幹事会に出席
し、お手伝いをしてきました。
　理学部同窓会の幹事は学科の持ち回りでしたが、
地質鉱物学科が幹事学科の時、出席が少なくて他学
科の幹事さんに手伝ってもらったこともありました。
　時には、首都圏の全学同窓会のお手伝いもさせて
いただきました。

　そうした幹事会での出会いの中で色々と勉強する
ことがあり、仕事にも参考となることが多々ありま
した。
　回を重ね、時々の会長さんの見識に触れながら、
同窓会を盛り上げるにはどうすれば良いのか考えさ
せられました。今では、同窓会への出席のほかに寄
付金等で会を支えていただいている会員が多数おら
れます。
　首都圏同窓会は、私が参加したころは、幹事会は
喫茶店を転々としながら行い、総会の出席者の参加
費で通信費を賄うという自転車操業的な資金繰りで
した。
　幹事や同窓会の皆さんの協力があり、今ではイノ
ベーションセンターでの幹事会や、多くの寄付金に
支えられての会の運営を行い、講演会にも新潟大学
から来ていただくことができるようになりました。
　これからも、理学部首都圏同窓会の発展に、諸先
輩や会員の方々の力を借りながら、微力ではありま
すが応援していこうと思います。

首都圏同窓会
　　　　　と私

学科 ・ 支部だより

　ここ数年間で数学科の教員もかなり若返ります。一
昨年に磯貝英一先生、泉池敬司先生、吉原久夫先生が、
本年３月に竹内照雄教授が定年退職されました。来年
の３月には斎藤吉助先生が定年を迎えられます。一方、
家富洋先生、三浦毅先生、小島秀雄先生が教授として
着任され、また鈴木有祐先生、星明考先生が准教授、
應和宏樹先生が助教として数学科の教員として教育研
究に携わっておられます。竹内先生は昭和48年に新潟
大学教養部に着任し、平成６年に理学部に配置換えに
なられてから、合わせて41年余りの長きにわたって新
潟大学の教育研究に携わり多大な貢献をなさいました。
　特に学科の計算機関係の管理や理学部のマルチメ
ディア室の立ち上げ等を推し進めて下さいました。そ
の後を引き継ぎ、
４月から山田修司
先生が教授に昇格
し、数学科の情報
教育はさらに充実
度を増すものと思
われます。
　恒例となってい
る数学科の新入生
合宿研修を４月12

日の午前中はメイワサンピアで、12日午後と13日午前
に県青少年研修センターで行いました。この研修旅行
は新入生同士や教員との交流と親睦を目的としていま
す。若手の先生の印象では、中止になった昨年とそう
でない学年を比較すると学科のまとまりや勉学意欲に
もかなり影響があるようだと聞いていますので、今後
はなるべく中止せず継続して実施していきたいと考え
ております。今回は学生40名、教員４名が参加し、桜
の花もちょうど満開となり好天に恵まれて楽しい２日
間を過ごしました。終了後のアンケートによると例年
より講義に対する評価が高くなり主催できて良かった
と感じました。
　また、数学科ではキャリアアップを図るため例年５
月に行っていた数学科講演会を７月に開催します。講
師は、平成16年３月学部卒業の新潟市立金津中学校の
教諭宮島弦先生と平成26年３月学部卒業の北越銀行の
渡辺裕也さんです。

　　　　　　数学科支部だより
支部長　樋浦　卓嘉　

　平成26年度は５月16日に役員会を開催し、26年度事
業計画、25年度決算の承認、26年度予算を決めました。
　また、支部内人事として、理学部同窓会数学科支部
代議員の吉川益男さん（第９回卒）の退任と小島秀雄

学科長　田中　　環　数学科

数学科

数学科１年生新入生合宿研修
（４月13日、県青少年研修センターにて）
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さん（第43回卒）の新任を承認してもらいました。な
お、役員については、若返りを進めることが求められ、
来年度にむけ積極的に取り組むこととしました。
　役員会で、一番議論されたことは、今春定年退職さ
れた竹内照雄教授の退職記念祝賀会についてでした。
昨年10月ごろから、今年度の開催を目指して準備して
きた退職記念祝賀会ですが、４月に入ってから、竹内
先生のご都合がつかなくなり、開催を取りやめざるを
得なくなりました。多くの役員から「なんとか開催で
きないか」という強い要望もありましたが、竹内先生
のご都合を変えられないことから、退職記念品を贈呈
することにより、数学科同窓会としての謝意を表すこ
とといたしました。
　竹内先生には学部生、大学院生のご指導はもとより、
研究活動、数学科の教室運営、理学部全体の教育、研
究活動の運営に力を尽くされてきました。また、同窓
会員でもおられることから、平成16年から同窓会数学
科支部の事務局長としてご尽力いただきました。ここ
まで数学科支部の活動がスムースに行われてきたのは
竹内先生のお力によるものと、支部同窓会員一同感謝
申し上げる次第です。
　今年度は数学科支部としての大きな行事は行われま
せんが、これまで同様、数学科支部にご支援をいただ
きたいと存じます。

学科長　摂待　力生　

　物理学科では昨年度末に谷本盛光教授が定年退職さ
れました。谷本先生は素粒子物理学の理論的研究を精
力的に行うとともに、数多くの学部生・大学院生を育
てられてきました。また大学の運営に関しましても、
理学部評議員、理学部長、自然科学系列長として、多
方面でご活躍されました。
　一方、新しく原子核実験グループに武智麻耶助教が
着任しました。大坪隆准教授との協力体制で、原子核
分野のさらなる発展が期待されます。
　また、物理学科の学生の活躍に関して、うれしい
ニュースがありました。昨年度３月に物理学科４年生
の玉木駿佑さん（現自然科学研究科博士前期課程１年）
が、沖縄科学技術大学院大学主催のコンテスト「Why 
Science?」で優勝しました。科学に対する熱い情熱を
英語で表現するコンテストで、全国の自然科学分野の
学生から応募のあったビデオ作品の中から、玉木さん
の作品が入選作品として選ばれ、最終プレゼンテー
ションでは、感情豊かに英語で表現し、見事優勝に輝
きました。
　６月６日には、恒例となっている物理学科「ケルビ
ン祭」（第12回）が開催されました。大学院入試説明
会の後、物理学科の第一期卒業生である中山高様から
の寄付金を基にした「中山賞」が成績優秀な３名の４
年生に授与されました。また、今年度からは、同窓会
物理学科支部の支援を受けまして、新たに「物理学科
同窓会奨励賞」を創設し、さらに３名の成績優秀な４

年生を表彰しました。卒業へ向けての勉学、さらにそ
の後の人生において多いに励みになることと思います。
授賞式の後は、学生と教員による対話集会、大学院生・
学部４年生による研究室紹介が行われました。研究内
容を基にしたビデオ作品もあり、会場を多いに賑わせ
ていました。今年の最優秀プレゼンテーション賞には、
個性的な発表により素粒子理論グループが受賞しまし
た。物理学科の掲げる教育目標の１つに、表現能力と
コミュニケーション基礎能力を鍛えることがあります
が、「ケルビン祭」のような学生の自主的活動を促す
イベントが、前述の玉木さんのコンテスト優勝にもつ
ながっているように思います。
　また、物理学科の学生全体の底上げを図る方策にも
取り組んでいます。そのため初年度前期の中間試験の
段階で、学習支援が必要な学生を見つけ、TA（ティー
チング・アシスタント）をつけることにしました。こ
れにも同窓会物理学科支部のご支援を頂きました。あ
りがとうございました。
　文科省の「ミッションの再定義」では、新潟大学の
理学分野は「物理学分野で世界トップクラスに準ずる
実績」との評価を得ましたが、今後「準ずる」を外し、

「物理学分野で世界トップクラスの実績」とするため
にも、学部からの学生の教育が何より重要です。教職
員一同、教育・研究に一層励んで参りますので、今後
ともご支援のほどよろしくお願い致します。

　　　　　　物理学科支部だより
支部長　坂井　　章　

　今年度の当支部の事業としては学生への教育支援の
一環として「物理学科同窓会奨励賞」の副賞として図
書券を６月６日開催のケルビン祭に合わせて贈りまし
た。このことは昨年度に山田物理学科長様（現理学部
長）と、今年度は摂待物理学科長様との話し合いで決
めたことです。
　代議員の交替がありました。理学部同窓会発足当初
から物理学科支部を強力に支えてきた駒野先生に替
わって阿賀黎明中等教育学校の常石先生が今年度から
代議員になりました。駒野先生、長い間本当にありが
とうございました。これからもご指導、ご支援をお願
いします。
　今年度の理学部同窓会役員会・代議員会合同会議

（６月８日）には野本理学部同窓会長様を含めて物理
学科支部として８名の参加でした。

学科長　生駒　忠昭　

　昨年11月に北海道大学から中馬（ちゅうまん）吉郎
先生が生化学分野の准教授に着任されました。中馬先
生の着任で、数年間続いてきた化学科教員の大規模定
年退職にともなう世代交代が一段落したことになりま
す。スムーズな教員交代により、化学科がこれまでに
果たしてきた幅広い化学教育の伝統を継続できる環境

物理学科

化学科

物理学科
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が整いました。教員交代や教育設備更新で授業スタイ
ルは少しずつ変化しますが、伝承するべき学問に変わ
りありません。16名の教員と２名の職員が協力し、化
学の専門知識を学べるカリキュラムを用意しておりま
すので、ご安心ください。本年４月には、39名の１年
生ならびに３名の３年次編入生を新たに迎えました。
　また、化学科卒業生のうち19名が大学院修士課程に
進学し、修士課程修了生のうち２名が博士課程に進学
しております。化学科では、従来通り少人数教育を基
本にした学生指導に加え、修士号や博士号を取得し社
会で指導的立場に立つ若者の育成にも重点をおいた教
育を行っています。
　人材育成に加え、真理の探究が、大学の果たすべき
もう一つの重要な役割です。ただし、現代の最先端研
究は日進月歩の感があり、伝統的研究だけでは立ち遅
れる側面があります。化学科で続いた一連の教員交代
は研究の活性化につながる好機と言えるでしょう。今
後は、新任教員が核となった新しい研究成果が化学科
から発信されることを確信しておりますので、ご期待
ください。また、在校生が新しい研究分野の息吹にい
ち早く触れることができるように、理学部コロキウム
やグリーンケミストリー連携教育研究センターシンポ
ジウムでは、新任教員に研究講演をしていただいてい
ます。なお、本年度は、９月下旬（自然科学系・研究
科研究セミナー）に無機化学分野の大江一弘助教、10
月中旬（理学部コロキウム）に物理化学分野の三浦智
明助教に、ご講演いただく予定です。どちらの講演会
も一般公開されておりますので、同窓会の皆様にもご
参加いただければ幸いです。
　文部科学省が進める国立大学改革のうねりの中では、
伝統校といえども思い切った改革を迫られております。
　しかしながら、どんな時代を迎えようとも、理学研
究の基本姿勢は変わりません。自由な環境における研
究に根差した人材育成の重要性は、多様な場面で活躍
される同窓生によって社会が認めるところとなります。
　皆様の良き知らせは、化学科にとっても喜びであり
励みとなりますので、今後も変わらぬご指導の程、よ
ろしくおねがい申しあげます。

　　　　　化学科支部だより
支部長　畠野　弘通　

　役員の方々から多大なご協力をただき、何とか、支
部の運営や学部同窓会の活動をしてまいりました。支
部独自の活動は、できませんでした。
　今年は、本学科の大先輩のご尽力により理学部同窓
会が発足し25年目、全学同窓会となり10年目であり、
記念行事が計画されています。足をお運びいただき、
母校との繋がりを深めていただければ幸いです。
　生徒数の減少や文科省の施策により、私大だけでな
く国公立大学も、定員確保やミッション等で改革、競
争を迫られています。学部・学科の更なる発展を期待
いたしますともに、ご支援をしてまいりたいと思って
います。

学科長　内海　利男　

　生物学科の近況をご報告します。先ず教員の異動で
は、長年アサガオ等の「花成」に関する親しみやすい
教育研究を行ってこられた和田清俊教授が本年３月に
定年退職されました。そして、後任として「光に対す
る植物の応答」に関する研究を専門とする酒井達也教
授が４月より着任しました。酒井先生は平成21年度か
ら本学で開始されたテニュアトラック事業で雇用され、
難関の審査を突破し本学第１号のテニュア付与を受け
生物学科に着任しました。
　学生は、３月に22名が卒業し、４月に21名の新１年
生と１名の３年次編入生が入学しました。そして４月
25日に恒例の新入生と教員との懇談会を実施し、親睦
を深めました。さらに５月17～18日には昨年度から開
始した１泊２日の佐渡臨海実験所における新入生研修
会を行いました。臨海実験所の教職員のご協力を頂き、
昨年同様、１日目に研究所内見学、達者湾に生息する
無脊椎動物の観察、教員と先輩学生によるイブニング
セミナー等を実施し、２日目にトキの森公園を見学し
ました。自由参加の研修会でしたが今年度は昨年度を
上回る参加者があり、佐渡の自然と生物にふれ合い、
クラスメート間の親睦を深めることができました。７
月にはさらに生物学科全学年合同の親睦会を実施する
予定です。生物学科は小規模な学科ですが、このよう
なイベントを介して、“縦と横”の親密な人的交流が
ある“アットホーム”な学習環境の構築を心がけてい
ます。
　生物学科の教育面では実習教育を重視しております
が、今年度から基礎生物科学実習ＩとⅡの内容を改善
し、より体系的に実験手法を学べるようにしました。
　また現在、専門の実習科目の内容も改善の可能性も
探りつつあります。
　さて、私が生物学科に赴任しましたのは平成15年で、
その後次々と若い先生が着任され、現在は私が最長老
となりました。支部長の荒木先生の以前からのご提案
もあり、今年10月25日（土）に新潟大学五十嵐キャン
パスにて生物学科同窓会を開催し、学生のキャリア支
援とともに同窓会の皆様に現教員や研究内容等を紹介
させて頂きたいと思っております。詳細は新潟大学生
物学科ホームページ（http://www.sc.niigata-u.ac.jp/
biologyindex/biologyindex.html）に夏頃までに掲載す
る予定です。同窓生の皆様のご参加と生物学科への一
層のご支援をよろしくお願い致します。

　　　　　　生物学科支部だより
支部長　荒木　　勉　

　同窓生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
　さて、例年、余り変わり映えのしない生物学科支部
ですが、今年は少し変化があります。
　昨年度の代議員会までに新たに４名の方々から代議
員をお引き受けいただきましたが、定数が１名増え、

化学科

生物学科

生物学科
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事務局の長谷川さんに兼務していただいております。
新たな代議員を募集いたします。是非、ご応募ください。
　近年、生物学科でも多くの先生方が交代しております。
古くからの会員の皆様には、ご存知の先生方も少なく
なっていることと存じます。
　そこで、今年度は、懸案だったOB会員と学生との
懇談会を予定しております。生物学科長・内海先生の
学科紹介にもございますが、生物学科の学生向けの行
事に、同窓会としても相乗りをさせていただき、学生
と同窓生との合同の講演会と懇親会を催したいと思い
ます。詳細については改めてご連絡しますが、生物学科
のHPでもご確認ください。是非、多数の同窓生のご参加
をお願いいたします。

学科長　高澤　栄一　

　地質科学科では、昨年10月に理学部で主催した
ICNS2013という国際会議で、当学科のサティッシュ
先生が実行委員長を務めました。交流協定を結んでい
る台湾の國立成功大学から教員２名と大学院生10名が
参加し、研究発表や佐渡島の巡検を通じて交流し合い
ました。今後も定期的に巡検を行うこととなり、今年
の３月の新３年生の大巡検（中部・近畿地方）には、
成功大学の４年生４名が参加しました。地質科学科の
３年生には国際交流のよい機会となり、大いに刺激を
受けたようで、次回の台湾での巡検を今から待ち望ん
でいます。
　今年の３月には、地質科学科から４年生24名が卒業
し、うち７名が大学院に進学しました。４月に26名の
新入生と１名の３年次編入生を迎えました。新１年生
は最後のゆとり世代ですが、授業や自主ゼミにも積極
的な様子が伺えます。６月には、「地質の日」の一環
として、「サイエンスフェスティバル」が開催されま
した。近隣の小中学校の生徒と保護者が多数参加し、
地質科学科の学生と院生が提供した様々な企画に目を
輝かせながら取り組んでいました。この中から将来の
地質学を目指す学生が生まれることを切に望んでいま
す。
　さて地質科学科では、10月の新大祭の企画「地質ま
つり」で「卒業生と在校生の集い」を行っています。
地質科学科と大学院の在校生と卒業生・修了生が一同
に会し、卒業生と在校生の交流を通し、先輩からアド
バイスを頂く機会ともなっています。昨年度は、卒業
生20名の方々に口頭またはポスターで発表して頂きま
した。今年も多くの卒業生・修了生の皆様のご来校を
お待ちしております。
　最後に、新任教員３名の紹介をいたします。昨年12
月に准教授の高橋俊郎先生が、今年の四月に准教授の
植田勇人先生と助教の椎野勇太先生が赴任されました。
　地質科学科の教員数は関連する大学院所属の教員を
合わせて12名になり、新旧教員の入れ替わり後の新体
制が整いました。今後とも、フィールドワークができ
る学生を育てることを第１の目標に一丸となって地質

学の教育に取り組んで参ります。理学部同窓会には今
後ともご支援をよろしくお願いします。

　　　　　　　地質学科支部だより
支部長　田澤　純一　

　地質科学科の「卒業生と在校生の集い」が昨年10月
19、20日に開かれました。19日夕方には理学部正面玄
関前で「秘酔」（懇親会）があり、旧交を温めました。
　20日は自然科学研究科物質生産棟161演習室を会場
として講演会、ポスター発表会が行われ、山本高司（31
回卒、川崎地質㈱）、川端清司（31回卒、大阪市立自
然史博物館）、竹之内　耕（32回卒、フォッサマグナ
ミュージアム）の３氏が講演をしました。今年は10月
18、19日に開かれる予定です。
　ほかに卒業生が在校生と接する機会のひとつとして、
集中講義「土木地質学」がありますが、昨年に引き続
き今年も関谷一義氏（28回卒、㈱キタック）が講師を
担当します。
　恒例の新年会は今年取りやめとなりました。東日本
大震災以後土木建設工事が急増し、コンサルタント関
連の卒業生はほとんど年末年始もないほど多忙とのこ
とで、中止のやむなきにいたりました。ようやく少し
落ち着いてきたので来年は開く予定です。大勢お集ま
りください。
　島津光夫先生米寿祝賀会が今年６月25日に湯田上温
泉「ホテル小柳」で開かれました。佐藤　彬氏（13回
卒）ほか“５研”の卒業生を中心に30名が集い、懐か
しいひと時を過ごしました。先生は大層お元気で、最
近お書きになった本「私の八十八年」が全員に配られ
ました。
　長谷川美行先生が昨年秋の叙勲で瑞宝中綬章を受章
されました。おめでとうございます。
　来年は理学部同窓会25周年になりますが、いま記念
事業（講演会、記念植樹など、７月中旬）の計画がす
すめられています。丁度その頃に同窓会員名簿（改訂
版）が発行される予定ですが、とくに各卒業年次の連
絡幹事は“連絡先不明会員”の減少にご協力をお願い
いたします。

学科長　高橋　正道　

　自然環境科学科は、３月には、27名の卒業生を出し
ました。その内、民間企業への就職者は８名で、公共
機関への就職者が２名、新潟大学大学院進学が８名、
東北大学や筑波大学などの他大学院や他大学への進学
者が４名などとなっています。また、この４月には、
フレッシュな32名の新入生を迎えることができました。
新入生の出身県は、県内出身者が10名、県外が22名で、
特に新入生は、新歓などの学科の各行事を通じて、次
第に学生生活になじんできているように見えます。学
科の中心となった２、３年生は、それぞれ、講義や実
験を順調にこなしており、学科の行事でも中心的役割

地質科学科
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を果たしているようです。４年生は、大学院への進学
や就職活動が本格化しており、１年後の卒論発表会に
向けて、それぞれが課題研究に積極的に取り組んでい
ます。時には、まだ慣れてない実験法にとまどいなが
らも、なんとか失敗を乗り越えて前に進んでいるよう
です。
　自然環境科学科の研究室の中から、いくつか、ご紹
介しますと、彦坂先生の研究室では、卒論生や大学院
生たちが分子科学研究所（愛知県）や高エネルギー加
速器研究機構（茨城県）にて、昨年の１年間にのべ10
週間以上に亘って、分子の電離過程に関する実験を行
いました。これは、大型加速器によって作られるシン
クロトロン光を利用して、高層大気中での原子分子過
程を明らかにするための研究の一環です。卒論生たち
は、これらの実験で分子イオンの安定性などについて
の研究成果をあげるだけでなく、違った地域の食文化
や観光、気候への造詣を深めました。味噌煮込みうど
んや味噌かつなどの八丁味噌の味の食べ物には、特に
新鮮な印象を受けていたようでした。今年度も彦坂研
究室では２名の卒論生を迎えて、それぞれ、シンクロト
ロン施設での実験の準備や文献の調査を始めています。
　奈良間先生の研究室では、昨年度、２名の学生が、
氷河湖災害と山岳永久凍土の環境解析と言うテーマで、
８月にキルギスタンの天山山脈に行きました。天山山
脈では、馬で移動し、羊料理を堪能し、現地の牧畜民
と触れ合い、氷河を間近で見るなど、学生にとっては
初めての経験で、驚きの連続だったようです。この調
査研究を通じて、卒論生は、岩石氷河の分布から山岳
不連続永久凍土の下限高度についての新知見を得るこ
とができ、さらに、大学院に進学して研究を発展させ、
マイクロ波の衛星データ解析による岩石氷河の流動を
含めた、天山山脈の山岳不連続永久凍土の空間分布に
関するテーマに取り組んでいます。今年の夏の調査で
は、氷河変動と昨年起きた氷河湖決壊洪水をテーマと
する２人の卒論生を加え、４人の学生・院生が、７月
末から、約１ヶ月の天山山脈でのフィールド調査に出
かける予定でいます。また、10月からキルギスタンの
国費留学生が新たなメンバーに加わり、２～３年間、
奈良間研究室で、氷河湖災害に関する研究に従事する
ことになっています。研究室の他の学生にとっても、
強い刺激となり、ともに活発な研究活動を展開してく
れることでしょう。
　林研究室では、細胞内のオルガネラの機能や形態を
明らかにしようと取り組んでおり、昨年度は３名の卒
論生と１名の修士課程の院生が、緑藻細胞内で目的の
遺伝子を発現させる研究や、日本にまだ10台程度しか
ない当研究室にある高圧凍結装置を用いて細胞内に微
量なタンパク質の細胞内局在を調べる研究や、さまざ
まな遺伝子の破壊が花粉管におけるオルガネラの挙動
にどのような影響を与えるかを調べる研究などに取り
組み無事卒業してゆきました。透過型電子顕微鏡を用
いた研究に従事していた学生達は、11月に理化学研究
所で行われた「植物電子顕微鏡若手ワークショップ」
に学生だけで参加し、他大学の学生や著名な先生がた

と楽しく交流してきたようです。また、３月には富山
でおこなわれた植物生理学会に数名の学生が参加しま
した。今年度は、博士課程の院生の他に新たに３名の
卒論生を迎えました。いつになく明るい学生が多く、
毎月の遅刻回数が１番多い学生がケーキをおごるとい
うルールをつくって、楽しみながら研究に取り組んで
いるようです。
　松岡研究室では、天然水の水質がどのような仕組み
で決まるのかを明らかにするために、水の中にごくわ
ずかしか溶けていない成分を分離・濃縮し、さらにそ
の濃度を測定できる分析法の研究開発を進めています。
　昨年度は２名の卒論生が、海水に溶けている鉄イオ
ンを現場で分析するための分析法や、特殊なポリマー
物質を用いる新たな分析法の開発に携わっていました
が、２人とも無事卒業し、それぞれ別の大学・研究室
の大学院に進学しました。研究テーマは変わっても、
卒論発表の時期に特にしっかりと養われたであろう

「気合と根性」は、今後の研究活動にも生かされるこ
とでしょう。同研究室ではメンバー全員で年に数回試
料水のサンプリングに出かけますが、今年度は佐渡島、
粟島、上越の関川などに泊りがけで出かける予定です。
日ごろ実験室内での作業ばかりの学生達にとって野外
に出ること自体が楽しい様ですが、様々な海の幸・山
の幸を行った先で味わえることもまた大きな楽しみの
様です。もっとも松岡先生にとっては宿に戻って皆と
一杯やることが何よりの楽しみだそうですが…。この
４月より研究室・居室を理学部棟から物質生産棟に移
し、卒論生２名と修士２名の新たな体制で日々研究に
励んでいます。
　自然環境科学科のそれぞれの学生と各教員は、新年
度を迎えて、新たな挑戦を始めています。今後、自然
環境科学科の教育・研究がより充実し、活発になるこ
とが期待されます。

自然環境科学科支部だより
支部長　尾原　祥弘　

　今年度も、例年と同じように、総会と懇親会の開催、
後輩支援事業の２つを柱に活動しています。まず、総
会と懇親会ですが今年は10月11日（土）に行う予定で
す。昨年は初めてソフトボール大会を実施し、かつて
の大講座ごとに３チームに分かれて熱戦を繰り広げま
した。初めて会う人同士でも、スポーツを通して楽し
く交流することができて好評だったため、今年もス
ポーツ大会を実施する予定にしています。懇親会の前
にぜひご参加ください。次に、後輩支援事業ですが、
自主ゼミへの支援のほかに、７月13日（日）に学生の
就職活動支援として講演会を行いました。今年も講師
は自然環境科学科OBにお願いしました。今年は、県
職員だけでなく、一般企業に就職した方にも話を聞き
ました。今後も、学生の声を聞きながら、卒業生を講
師とした講演会等の支援を行いたいと思います。最後
になりますが、今後も同窓会の活動にご理解とご協力
をよろしくお願いします。

自然環境科学科
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若 手 卒 業 生 から

学科数
　　　　「雨垂れ石を穿つ」

数学科53回卒　高橋　真弓　
（旧姓　北條）

　私が新潟大学大
学院の博士課程を
修了し、大学講師
となってから早く
も３年が経とうと
しています。理学
部数学科に入学し
た当初、まさか自
分が大学の教壇に立てるとは考えられませんでした。
　というのも、数学を苦手に感じていたからです。し
かし、学年が進むうち、少しずつ、数学の世界の美し
さを感じるようになり、大学院へ進学することを決め
ました。大学院では、指導教官の先生をはじめとする
先生方の叱咤激励を受け、なんとか無事に学位を取得
することができました。現在では、線形代数や微分積
分の講義を行う傍ら、学生の学習指導も行っています。
数学が苦手だったからこそ、理解しづらい部分がわか
りますし、経験上、誰でもやればできるようになると励
ますこともできます。学生の頃に先生方からご指導頂
いたことを、今度は私が学生達に教えていかなくては
と決意を新たにし、試行錯誤を繰り返しながら、これか
らも日々精進していきます。

物理学科59回卒　西方　丈智　

　私が大学院を卒業して早一年
となります。学生時代は磁性材
料である希土類化合物の低温物
性を研究していました。現在は
メーカーに就職しPCなどに使
われるハードディスク（HD）
の研究開発を行っております。
会社ではHDの記憶容量を上げ
るため様々な分野の技術者が協力し、技術を集結させ
て日々開発に取り組んでおります。数nmの粗さを制
御してディスクを研磨し、磁性材料を均等に製膜した
りなど、HDは最先端の技術の結晶であると感じます。
　皆さんが何気なく使っている製品に、そうした技術
者のたゆまぬ努力が隠れているということを、社会に
出て身をもって実感しました。
　まだまだ未熟者ではありますが、日本の技術を支える
ために誇りを持って仕事をしております。こうした充実
した日々を過ごせるのも、学生時代にお世話になった先
生方、研究室の皆さんのおかげであると思います。

理学科物

化学科61回卒　閑野　宗朗　

　新潟大学理学部化学科を
卒業し１年半が過ぎ、警察
官となって一年が過ぎまし
た。
　卒業後は目まぐるしく環
境が変化し、いかに大学生
と社会人の間にギャップが
あるかを思い知らされまし
た。また、研究室という知
性と創造の空間は非常に貴
重なもので、そこに在籍し
ていられた日々がいかに大切なものであったか、卒業
してから理解しました。結果が出ずに試行錯誤を繰り
返し、膨大なデータをいかに処理するか統計学と格闘
し、やっと得た結果について同僚や教授と意見を交わ
したのは、何物にも換えがたい経験でした。
　現在私は、群馬県巡査として交番で勤務しておりま
す。警察の仕事は、人と接することです。ものと接す
る理学とは異なる仕事ですが、共通する部分もあると
最近分かってきました。一見ランダムな結果の中から
規則を見つけ出す感覚や、見えないものを様々な手段
を用いて見えるようにし、客観的に正しいと認められ
るよう隙間を詰めていく作業など、警察も証明が求め
られる仕事ですから、時に懐かしさを感じることがあ
ります。
　まだまだ若輩の私ですが、新潟大学で学んだことを
生かして職務に励みたいと思います。

　　　　　「学生生活を活かして」
生物学科59回卒　遊佐　和之　

　大学・大学院を卒業して１年
が経ち、社会人２年目を迎えて
います。現在、私は静岡県で製
紙関連薬品の開発を行っていま
す。学生のときは生物学を専門
としていたため、化学の知識が
必要とされる現在の職場では毎
日が悪戦苦闘です。もう少し化
学の授業をまじめに受けておけばよかったなと、怠惰
な学生生活を後悔することもあります。
　しかし、大学・大学院生活で培ったものは無駄では
なく、職場の様々なところに活かすこともできていま
す。特に、研究室で学ばせて頂いた実験に取り組む姿
勢や手法、研究室の管理・運営など大いに役立ってい
ます。私が所属する開発部は若手を中心として構成さ

物学科生

学科化
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れているため様々な部分が未熟な状態ですので、研究
室生活の経験を活かし「カイゼン」を実施しています。
　自身の開発テーマでも、部門運営でも苦闘の日々で
すが、今後も大学で培った経験を活かしながら邁進し
ていきます。指導教官であった内海先生をはじめ、理
学部の先生方や諸先輩方には感謝しております。

　　　　　「レジデント型学芸員」
地質科学科58回卒　加藤　聡美　

　まちづくり
としての地学
に興味をもっ
た私は、学芸
員の仕事を選
びました。修
士課程卒業後、
北海道様似町
での学芸員と
しての生活は
３年目になり
ました。教育普及面では、子供たちと石に親しむ事業
や、学校とともに総合学習を実施しています。地域資
源の調査研究面では、偏光顕微鏡試料や岩石標本など
の展示物の作成、海岸段丘調査や植生モニタリングな
どを行っています。
　地質科学科に在籍した６年間で学んだ、相手の立場
に立ちわかりやすく伝えること、地学ハイキングなど
の事業を多くの人と共に作り上げることが糧になって
います。新潟大学に感謝しています。
　これからも、地学・自然科学の面白さを伝え、持続
可能なまちづくりに貢献できるよう頑張っていきたい

質科学科地

アポイ岳山頂にて、参加者とともに
（本人は、矢印の先）

と思います。地質科学科の巡検・卒業研究等で多くの
先生方、学生に来町していただきお世話になっており
ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　自然環境科学科16回卒　池内柚か愛　

　私は現在、
技術者として
海を相手に働
いています。
入学当初は、
この様な仕事
に 就 く と は
思ってもいま
せんでした。
　これと言っ
てやりたい事
もなく、単位
を落とさないように講義を受け、アルバイトに勤しみ、
４年時は課題研究に力を注いでいました。そんな生活
の中で、友人や先輩、先生方などバックグラウンドの
異なる様々な人との出会いは、新たなものの見方、考
え方を教えてくれました。実習や課題研究からは、物
事を追求していく楽しさと大変さを学びました。大学
での４年間は専門的な知識を得るためだけでなく、こ
れまで生きてきた世界を広げ、自分自身について考え
るために必要な時間だったと思います。
　離れた地で１人暮らしをしている今、友人と一緒に
お昼を食べ、大笑いをし、時には真面目な話をした日々
を思い出し、何でもない日常がかけがえのない時間
だったと感じています。各地で頑張っている皆に負け
ないよう、私も日々成長していきたいです。

然環境科学科自

友人との旅行にて
本人は後列右から３人目

数学科　家富　　洋　

　私の研究室ではマクロ経済現象を多数の経済主体による相互作用の帰結（集団運動）としてとらえ、それ
らを数理科学や統計物理の概念と手法を用いて実証的に解明しています。具体的な研究対象は、景気循環、
物価変動、株式市場の相関構造、経済ネットワーク（企業間取引、信用、株持ち合い、貿易）などです。ラ
ンダム行列理論を利用すると、複雑な経済データに含まれている真の情報と単なるノイズとを数理的に明確
に識別することができます。このような解析から、日米の株式市場にはフラストレーション状態にある多極
構造（互いに敵対関係にある３国の関係を思い浮かべてください）が共通して埋め込まれていることを見出
しました。また、大規模経済系の構造やダイナミクスをネットワーク科学の視点から調べています。例えば、
過去30年分の国内上場企業による金融機関からの借入金データを基に、我が国の信用ネットワーク構造が金
融ビッグバンの前後で大きく変化していることを明らかにしました。最近、電子情報の蓄積がとみに進んで
います。例えばクレジットカードやネット通販の利用記録、銀行の取引情報などは、膨大なデータが毎日記
録されています。すでに企業は、自ら収集した取引情報などを「ビッグデータ」と呼んで、新しい経営戦略
の策定やサービスの向上などに活用し始めています。データ・サイエンスとの造語も生まれました。今後、
自然科学と社会科学との融合はますます重要となるでしょう。私たちの研究はその先駆けです。

研究室紹介１研究室紹介１
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拠出者御芳名（敬称略）理学部同窓会整備・振興寄付金 平成26年６月現在

● 生物
相馬　研吾
曽我　　浩
平林　光雄
佐々木昭二
岩澤　久子
小関　恒雄
舟生　成一
古籏　　恂
小泉　節弥
冨所　利次
阿部ヒカル
北田　泰之

長谷川　博
大滝　照成
星野嘉恵子
樋浦　明夫
荒木　　勉
箕輪　正和
正田　　豊
大西みち子
加藤　俊成
別府　英宣
小林　幹雄
関谷　伸一

平光　伸行
小松伊都子
金沢　　至
寺久保明美
石坂　　均
戸田　　明
古山　幸弘
笹川　通博
伊藤　達朗
高橋直一郎
猪熊　正則
吉田　定雄

頓所　裕史
平尾　裕子
神田久仁子
松本　真実
柴野　卓志
久保田　慎
小林めぐみ
野口　光生
杉山　智之
近藤　　匠
川崎　貴大
池田　泰治

● 地質
倉又　孝夫
大西　　淳
熊谷　　忍
高橋　喬樹
伊藤　有三
斉藤吉四郎
山岸　俊男
石野　禧夫
加藤　靖夫
徳間　正一
吉田　　慈
松波　武雄
本間　賢治

滝澤　洋雄
二瓶　文雄
佐藤　成昭
服部　昌樹
佐藤　憲司
山田　　守
平井　明夫
大谷　政敬
永島　礼二
笹川　一郎
高野　正樹
米田　　潤
佐藤　和平

伊豫田成子
矢島　一昭
中川　　充
小山内康人
五十嵐　聡
滝本　俊明
栃原真与子
阿部　正憲
高橋　　努
田中　　力
山本　邦仁
佐藤　壽則
渡部　直喜

牧野　淳史
細田　年晃
高橋　路輝
小川　乃絵
川畑　美香
川畑　　博
安藤　　勧
中澤　健太
橋本　瑛久
松本明日香
植原　和樹
山本　泰士

● 環境
天尾　裕子
伊藤　陽平

畑澤　尚宏
牧野　優樹

黒沼　洋子
成澤知恵美

研究室紹介2研究室紹介2
研究推進機構　超域学術院　大村　彩子　

　本稿で紹介する山田研究室は物理学科における実験系低温物性研究室のひとつであり、山田裕教授を筆頭
に教員４名と学生17名（博士後期課程２名、博士前期課程名９名、学部４年生６名）の大所帯です。山田研
究室では主に「圧力」をパラメータとした高圧力下の固体物性を研究しており、現在、次のような研究テー
マに取り組んでいます：１）銅酸化物系および鉄系高温超伝導の合成や超伝導の圧力効果、２）ビスマス系
トポロジカル絶縁体における圧力誘起超伝導の探索、３）圧力を用いたカーボンおよび窒化ホウ素の水素貯
蔵特性の研究。私たちが扱う圧力は「ギガパスカル（GPa）」領域で、１GPaはおおよそ１万気圧に相当し
ます。生活環境から考えると非常に高い圧力ですが、実験に用いる高圧発生セルはいずれも手のひらサイズ
でコンパクトです。山田研究室では測定用途や発生圧力領域に応じて、数種の高圧セルを使い分けています。
　最も活躍する高圧セルは「改良型ブリッジマンアンビルセル」といわれるもので、準静水圧条件で10GPa
超級の圧力発生が可能であり、低温高圧力下の電気抵抗測定に用いられています。筆者は主に上記２）の研
究内容に携わっておりますが、この高圧セルとおよそ１Ｋまで冷却可能な無冷媒式冷凍機（ヘリウム３循環
型Gifford McMahon - Joule Thomson式１Ｋ冷凍機）を組み合わせることで、高圧力下数ケルビンの温度領
域で発現する超伝導転移やその圧力効果について調べています。

● 化学
鈴木　俊雄
永井　幸子
鈴木　俊雄
佐久間一誠
渡辺　初男
片山源四郎
小林　公子
田巻　　繁
野島　威邦
小川　　勝
三屋　　彰
長尾　　典
佐合ヒロ子
村松　彰夫
松澤　秀雄
田才　邦彦
渡辺　正冶
松澤　澄江
永井　　清

佐藤　茂司
井古田仁司
花見　英男
石塚　紀夫
丸山　　宏
松尾　昭夫
半田　　進
赤沢　　宏
今井　朋子
村山　幸夫
青木　英二
宮下　育子
吉川　義雄
村松　信輔
関根　俊明
関根　玲子
渡辺　房子
尾田　暢史
渋谷　貞雄

稲川信之助
藤巻　正明
石川　勝司
峯山　晴紀
間　　和彦
中山　久雄
中山三喜栄
渋谷　信雄
土屋眞知子
椿　　秀美
伊藤　光仁
山﨑　俊雄
星野　洋子
工藤　久昭
佐々木弘子
渋谷　豊子
福島　幹雄
坂本　憲司
辻村　芳宣

本間　　悟
山口　　衛
中村　淑江
岩田万里子
羽深　　等
石田　秀一
孫田　　淳
青柳　義昭
三ツ寄敏雄
滝沢　貞親
田邊　　薫
菊地　優基
橋本　雅文
樋口　　靖
松尾　和浩
遁所　直樹
長谷川一浩
横田かおり
横田　高明

谷川　勝至
虎澤　昌弘
沼崎　恭子
赤間　智也
金子　洋介
小林　裕之
相原　郁美
小野　啓子
山田　　幹
近藤健一郎
柳沢佐和子
阿部　　泉
小林みどり
根岸　裕太
佐藤　大輔
長沼　典子
坂口　俊輔
田村　拓弥

● 数学科
小林　英世
戸井田　正
手代木　健
岩原　　侑
阿部千鶴子
目黒　俊雄
伊藤　道一
神戸　平次
熊野　久雄
岩田　隆子
堀　　　行
吉川　益男
伊藤　通明
横山　義雄
須貝　正登
小田　武夫
武藤日出雄

小嶽　　稔
松村　芳郎
上野　正勝
樋浦　卓嘉
井上　昭導
金城　義行
大野　武男
永井　健樹
本家　武子
丸山　哲弘
松田　重生
井村　悦子
石田　雅義
加藤　俊男
吉川　淑子
伊東　孝芳
吉成　　毅

遠藤ミチ子
那須野恭子
佐藤　政士
鈴木　正信
新國　恭司
細野　　晃
桑原　弘秀
三浦　正司
富田　保宏
高木　　稔
工藤　孝徳
玉木　正己
榊　　厚志
安田　浩幸
佐藤　浩一
中井　　良
西村　浩子

川部　達哉
内藤　文英
角井　伸一
萩本　禎子
馬場　　宏
若杉　正嗣
伊藤　晶子
渡辺　　明
玉田　鉄平
武田　宏樹
中田　　彬
大坂　好司
関野　文瀬
斎藤　　裕
遠藤真知子
佐々木潔朗

● 物理学科
高橋　輝雄
和田　左苗
駒野　庄平
佐藤　純一
森山　久夫
高橋庄次郎
関川　美和
赤塚　　節
小池　潤治
西澤　寿一
辻本　　忠
熊谷　周三
舟岡　矩夫
中川　哲昌
多田　健一
畑野　清司
関　　　正
平沢　伸幸
渋谷　龍生

松井　　清
明比　範夫
小林　一男
鈴木　光雄
野本　憲雄
高崎　功一
座馬　治泰
小林　迪助
本間　正宣
豊田　幸雄
篠原　　真
木山　喜隆
橋本　俊彦
森山　耕作
鈴木　厚人
遠山　正雄
沓掛　　仁
小海　　哲
渡辺　俊英

垣内　信夫
藤井　　博
坂井　貞夫
三室　佳宥
後藤　直樹
霜鳥　達雄
水本美紀男
漆崎　道清
上林　俊一
萩野　直路
佐藤　三男
中村　一昭
福本　　彰
茂野　一雄
佐藤　　晋
高見沢一男
時武　康雄
野村　英治
長谷川政志

鈴木　俊男
硲間　俊昌
前田　義憲
石川富二男
佐藤　　弘
斎藤　　司
工藤　幸人
中沢　　陽
須藤　智裕
風間　睦勇
岡田　清武
荒井　康智
水島　清彦
黒沢　昌基
小倉　　潤
山田　高嗣
五十嵐誉広
平井　隆司
後藤　　淳

須田　孝司
安野　健太
二戸　祥之
越後　弥大
菅野　義博
皿谷　有一
加藤　宏規
奧野　恭平
山本　　恵
石田　恭平
高橋　美樹
佐藤　　駿
植松　聖人
清野　義敬
若松　剛志
星野　和也
奥山　美奈



11

別表１ 平成25年度　理学部同窓会決算
一般会計

収
入
の
部

費　　　目 予算額（円） 決算額（円） 比　較 説　　　　　明
終 身 会 費・ 寄 付 金 5,000,000 5,505,000 505,000

１）終 身 会 費
 新入生 4,000,000 4,220,000 211名＊20,000円

２）寄 付 金
正会員 1,000,000 1,285,000 正会員からの同窓会支援費等寄付金、375名（３／31現在）

雑 収 入 13,067 99,988 86,921 利息（3,092）、名簿売上金（8,400）、支部より返金（15,000＋20,000）、全学より（53,496）
繰 越 金 1,016,933 1,016,933 0
合 計 6,030,000 6,621,921 591,921

支
出
の
部

費　　　目 予算額（円） 決算額（円） 比　較 説　　　　　明
会 議 費 200,000 140,150 -59,850 諸会議交通費　、会場費他　、2/15役員会 お茶代

広報費
「会報」発行費用

700,000 674,925 -25,075
理学部同窓会誌「会報14号」（7000部）印刷代（356,475） 

「理学部は今」発行費用 理学部機関誌  「理学部は今」（7000部）費用（316,050）
そ の 他 ＨＰ運営費

理 学 部 支 援 事 業 費 1,000,000 800,000 -200,000 国際交流支援(500,000)、 卒業祝賀会助成(300,000)
名 簿 編 集 費 20,000 0 -20,000
負 担 金 等 455,000 452,800 -2,200 全学同窓会賦課金
支 部 交 付 金 460,000 460,000 0 50,000＊6+160,000 =460,000                                                  
支 部 事 業 補 助 費 400,000 200,000 -200,000 自然環境科学科、地質科学科へ各10万円助成
事 務 費・ 通 信 費 200,000 119,736 -80,264 光熱水費、郵送料、払込手数料、印刷代、消耗品等
事 務 局 費 500,000 518,700 18,700 人件費   
会 員 宛 郵 送 費 800,000 759,194 -40,806 5661名（自然環境科除く）＋自然環境科 40,960 （512名）、郵送用封筒他資料印刷費
人 件 費 200,000 192,000 -8,000 後援会パート手当
予 備 費 95,000 0 -95,000
小 計 5,030,000 4,317,505 -712,495
積 立 準 備 金 1,000,000 1,500,000 500,000 特別会計へ繰り入れ　　

計 5,817,505
繰 越 金 0 804,416 804,416 現金（45,835）+第四（185,302）+郵便局（363,049） +振替口座（210,230）
合 計 6,030,000 6,621,921 591,921

特別会計
特
別
会
計

費　　　目 収入 支出 残　金
繰 越 金 11,500,000 0 11,500,000 Ｈ25.3.31まで　定期預金（利息は一般会計に組み入れ）
Ｈ25年 度 積 立 金 1,500,000 0 1,500,000 定期預金（利息は一般会計に組み入れ）

計 13,000,000 0 13,000,000

別表２ 平成26年度　理学部同窓会予算
一般会計

収
入
の
部

費　　　目 予算額（円） 前年度予算額（円） 比　較 説　　　　　明
終 身 会 費・ 寄 付 金 5,000,000 5,000,000 0

１）終 身 会 費
 新入生 4,000,000 4,000,000 200名＊20,000円

２）寄 付 金
正会員 1,000,000 1,000,000

雑 収 入 45,584 13,067 32,517 利子、その他
繰 越 金 804,416 1,016,933 -212,517 現金（45,835）＋第四（185,302）＋郵便局（363,049）＋振替口座（210,230）
合 計 5,850,000 6,030,000 -180,000

支
出
の
部

費　　　目 予算額（円） 前年度予算額（円） 比　較 説　　　　　明
会 議 費 250,000 200,000 50,000 諸会議交通費、会場費他

広報費
（「会報」発行費用）

700,000 700,000 0
理学部同窓会誌「会報15号」印刷代、

（「理学部は今」発行費用） 理学部機関誌「理学部は今」費用他
（ そ の 他 ） ＨＰ運営費

理 学 部 支 援 事 業 費 600,000 1,000,000 -400,000 理学部からの要請による支援事業、 卒業祝賀会費補助
名 簿 編 集 費 20,000 20,000 0
負 担 金 等 455,000 455,000 0 全学同窓会賦課金
支 部 交 付 金 460,000 460,000 0 50,000＊６＋160,000
支 部 事 業 補 助 費 400,000 400,000 0
事 務 費・ 通 信 費 200,000 200,000 0 光熱水費、郵送料、払込手数料、印刷代、消耗品等
事 務 局 費 500,000 500,000 0 事務局人件費
会 員 宛 郵 送 費 800,000 800,000 0 会員宛会報などの送料他
人 件 費 200,000 200,000 0 後援会パート手当
予 備 費 265,000 95,000 170,000

計 4,850,000 5,030,000 -180,000
積 立 準 備 金 1,000,000 1,000,000 0 特別会計へ繰り入れ
合 　 　 　 計 5,850,000 6,030,000 -180,000

特別会計
特
別
会
計

費　　　目 収入 支出 残　金 説　　　　　明
Ｈ25年度までの繰越金 13,000,000 0 13,000,000 定期預金（利息は一般会計に組み入れ）
Ｈ26年 度 積 立 金 1,000,000 0 1,000,000 定期預金（利息は一般会計に組み入れ）

計 14,000,000 0 14,000,000
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新潟大学理学部同窓会（事務局）
住　所　〒950 –2181
　　　　新潟市西区五十嵐２の町8050
　　　　新潟大学理学部内
ＴＥＬ　025–262–6261　ＦＡＸ　025–262–6261
E-mail　ridoso@ad.sc.niigata-u.ac.jp
ＵＲＬ　http://www.ridoso.jp/

❖❖ 編集後記 ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

　今号の編集は物理学科支部が担当でしたが、無事皆様のお手元にお
届けすることができてほっとしています。お忙しい中原稿をお寄せい
ただきました皆様、誠にありがとうございます。あわせて、原稿依頼
や校正等について同窓会事務局のご支援に感謝します。ご覧のように
今号は全体を横書きにしました。少しは見やすくなったでしょうか。
この会報が理学部同窓会の結束に役立ち、理学部の先生方、学生たち
の支援の一助になれば幸いです。

１、同窓会「役員会・代議員会合同会議」開催
　平成26年６月８日㈰駅南キャンパス「ときめいと」
において役員会・代議員会合同会議が開催された。

❖ 議　事
　⑴　平成25年度事業報告
　⑵　平成25年度決算報告
　⑶　平成25年度会計監査報告

・ 事業報告及び決算報告、会計監査は報告のとお
り承認された。

　⑷　平成26年度事業計画（案）、平成26年度予算（案）
　　・提案のとおり承認された
　⑸　25周年記念事業について
　　・ 記念事業のイベントや植樹について実行委員長

がこれまでの経緯を説明

❖ 理学部との懇談会
　代議員会終了後、理学部長、副学部長、各学科長の
ご臨席のもと懇談会が開催され、意見交換が行われた。

２、広報活動
・ 正会員に会報14号はじめ雪華などの広報紙を送付

した。

３、理学部からの要請にもとづく各種支援
・ 国際交流姉妹校による国際会議、理学部卒業祝賀

会の経費を補助した

４、全学同窓会との連携について
・賦課金・分担金を応分負担し、財政的に貢献した。
・理事会、運営委員会に参加し、運営に貢献した。

５、会費及び寄付金について
・ 後援会と連携し、平成25年度新入生より会費を徴

収した。
・ 財政力強化のため寄付金のお願いにより、多くの

ご寄付を頂いた。

６、その他
⑴ 　成25年度決算報告書・平成26年度予算書（別表１，２）

　⑵　会報について
　　・会報15号は物理学科支部が編集を担当、
　　・会報16号は数学科支部が担当の予定。
　⑶　会員名簿について
　　・ 平成27年７月名簿を改訂発行します。近々調査

葉書が送付されますのでご協力をお願いします。
　　・ 住所や他の変更がありましたら事務局へ情報を

お知らせください。

数学科
　竹内　照雄（教授）
　在職期間：昭和48年４月から平成26年３月（41年）
　専門分野：代数学

物理学科
　谷本　盛光（教授）
　在職期間：平成12年４月から平成26年３月（14年）
　専門分野：物理学素粒子論

生物学科
　和田　清俊（教授）
　在職期間：平成12年４月から平成26年３月（14年）
　専門分野：植物発生生理学

臨海実験所
　野崎　眞澄（教授）
　在職期間：平成７年４月から平成26年３月（19年）
　専門分野：比較内分泌学

退職された教職員（平成26年３月に）

事　務　局　よ　り

2014年度（平成26年度）理学部同窓会役員名簿

役 職 支 部 氏 名
会 長 物 理 学 科 野本　憲雄

副 会 長

数 学 科 樋浦　卓嘉
物 理 学 科 坂井　　章
化 学 科 畠野　弘通
生 物 学 科 荒木　　勉
地質科学科 田澤　純一
自然環境科学科 尾原　祥弘
首 都 圏 高橋　哲夫

幹 事 長 地質科学科 渡部　直喜

幹 事

数 学 科
樋浦　卓嘉
武石　文雄
田中　　環

物 理 学 科
小林　迪助
鈴木　重行
本間　正宣

化 学 科 三ッ寄敏雄

役 職 支 部 氏 名

幹 事

化 学 科 本間　　悟
田辺　　薫

生 物 学 科
清水　栄一
長谷川　博
堀　　昌明

地質科学科
田村　伸夫
豊島　剛志
渡部　直喜

自然環境科学科
畑澤　尚宏
加藤　直之
桜井　寿之

首 都 圏
高橋　哲夫
佐藤　茂司
後藤　直樹

監 事 物 理 学 科 岩見　敏明
生 物 学 科 藤間　真紀


