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ご あ い さ つ 

 

 今年も夏が来ました。自然誌科学館が開催されることを喜びたいと思います。 

 この催しは、市民・子どもの皆さんに、自然というものの多様な断面を少し丁寧に見

て頂くものです。自然の持つ大きな力やその内に秘める不思議なことを知り、人間がそ

れを生かす術などを考えてもらうことの出来る機会として、15 年に渡り続けられてい

ます。今では市民の皆さんに相当認知されている催しと思います。 

 

 一口に自然といっても、形づくっているものは多種多様です。そのどれもがわずかの

元素から出来ていることや、長い年月をかけ、組み合わせと結びつき方で、こんなにも

複雑な世界を創っていることに、毎年の事ながら驚かされます。しかも、一定の法則が

あるというのですから、興味は尽きません。 

 人間も自然の一部として、その懐の中で生きているのだということを改めて感じます。 

 

 当たり前のことですが、人間が学び得たものは言葉によって伝えられ、より正確な認

識となり、共通の理解を形づくります。そのことが次への学びにつながり、学問・科学

の発展を促すのだと思います。私は、この壮大な営みを、年一回のこの催しの折に、い

つも再確認します。私にとっても学びの場です。 

 科学・技術は、それだけで人間の文化の一つですが、文字や図にして伝えられ、そし

て、それらの全体が大きな「塊」となったとき、確固たる文化になるのだと思います。

多くの人々が、それぞれに自分のものにできたとき、次への発展の強固な土台となるの

です。 

 

 「科学を語ることは未来を語ること」といいます。自然誌科学館は子どもたちが未来

を語る場として、科学の裾野を拡げる場としての役割を存分に果していると思います。

地道な営みですが、文化をつくる一翼を担っています。 

 参加された市民・子どもの皆さんには、一日十分に楽しんでほしいと思います。 

 

 準備から実施までの大変な作業をされている、教職員・学生院生の皆さんと、ブース

運営に馳せ参じてくれた学外の皆さんに、心からの感謝と敬意を表します。 

 

信州大学理学部同窓会 

会 長  森  淳 
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Overture ～「自然をかなでる」開演のまえに～ 

皆様，本日はようこそ信州大学理学部へお越しくださいました。皆様の来場の動機は，

自然や科学が好き，大学のなかを覗いてみたい，あるいは子どもの付き添いで，など様々

かもしれませんが，多くの方がワクワクしていることと存じます。 

本日は，信州大学理学部の教職員と学生，さらには近隣の高校や各種団体の方々によ

る，自然科学や数学にまつわる 40 を超える展示が皆様を待っています。懐かしい科学

実験や，最先端の研究成果を分かりやすく解説した展示など，その内容や難しさは様々

ですが，「科学を皆様に分かりやすく伝えたい」という主題は共通しています。そして

おそらく本日お集まり頂いた皆様は「科学を理解したい」という別の主題をお持ちのこ

とでしょう。この 2 つの主題がかなでる旋律に，実は私達もワクワクしています。 

大学の中では普段，多種多様な研究や教育活動が行われておりますが，それらは高度

に専門化され，難解な問題に関する複雑な議論を繰り返しているうちに，好奇心や感動

が置き去りにされた苦しい作業に陥ってしまうことがあります。また同じような内容の

講義を毎年繰り返しているうちに，教員の方で新鮮味が薄れ，話している内容が本来持

っている面白さが学生達に伝わり辛くなることがあります。 

しかし本来，科学は，研究は，楽しくて面白いものです。自然シリーズはそのことを

私達に思い出させてくれます。単純な仕組みで作られた装置がうまく機能したとき，予

想とは異なった結果が得られたとき，あるいは自然そのもののもつ美しさが目の前に展

開されたとき。そんなときに子ども達が見せる驚いた表情や感動した表情は，幼い頃に

私達も見せていた表情であり，これまでもそしてこれからも科学を前進させていく駆動

力の源だと思います。 

この二日間，そんなシーンが会場のあちこちに溢れ，自然科学や数学の面白さ，楽し

さ，不思議さに多くの皆様が感動し，そしてその感動から私達もたくさんの力がもらえ

ることを願っております。それでは，いざ開演！ 

 

信州自然誌科学館 2015「自然をかなでる」 

実行委員長 齋藤 武士 
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信州自然誌科学館 2015『自然をかなでる』 
                                                          

 古来より私たち日本人は、自然の移ろいを見つめ、高い山々の海岸近くまで迫る狭い

平地を利用し、農耕文化を育んできました。自然の奏でる日の出、夕日の醸し出す彩り

に、雪間の下の春を待つ鮮やかな薄緑の草に、秋の音を告げる虫にそして実りに、土の

軟らかさと香りをもとに私たちは育まれてきました。 

 

 ところが、近年、情報機器の発達と端末に配信される大量でいろいろな音楽やゲーム

等に時を追われ、生命の源である太陽の光による時々刻々自然の見せる色合いの変化の

妙や、草木を育む土の豊かさや香りなど、自然の奏でる変化から遠ざかり、あるいは遠

ざけられるようになっています。自然を通しての「ハッとする」「ドキドキする」を感

じる感性が薄れ、その体験が減少するに伴い、小・中学生、高校生や大人まで「理科嫌

い」「理科離れ」が現象としてみられるようになってきました。 

 

 地球は様々な自然を奏でています。その自然の調べに耳を傾けることで、私たちは自

然を知り学ぶことができます。なぜ私たちは自然を知ろうと研究するのでしょうか。自

然を知ろうとすることは研究者に限らず、すべての人にとって大切なことです。とりわ

け、多くの人々を巻き込んだ東日本大震災や御嶽山の突然の噴火、東日本大震災に起因

するのではといわれる一連の火山の動きなどの自然現象は、自然の法則に従い起こる現

象で、私たちは予想を立て自然現象が説明できるかを議論し何らかの規則性を見つけよ

うとします。そのことが人々の安全を守り、社会のシステムを保護、維持し、社会に寄

与できる新しい発見に繋がります。 

 

  子どもたちばかりでなく、中高生の「理科離れ」の様子を捉え、「自然の奏でる変化

の妙を感じる感性、解決しようとする自然科学の大切さ、おもしろさ」を伝える、信州

自然誌科学館 2015 が今年も開催されます。 

 

  子ども達に、中・高校生の皆さんに、多くの説明ブースでの、楽しくおもしろい企画

と説明スタッフとの会話を通して、最新の科学の話題を簡単な言葉で説く講演会を通し

て、自然の奏でる小さな音や変化を感じる感性に気付き、疑問を粘り強く科学的に追究

しようとする人間力の大切さと、自然への興味・関心を高める機会になることを期待し

ております。 

 

                        信州自然誌科学館 2015「自然をかなでる」 

学生実行委員長 平 良 優 大  
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会 場 全 体 案 内 図 
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理学部 A棟と講義棟の１階の案内図 
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理学部 B, C棟１階と A棟・講義棟の２階の案内図 

ご注意：B, C棟の１階は講義棟および A棟の 2階と同じ平面になります． 
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理学部 B, C棟 2階と A 棟・講義棟の 3階の案内図 

ご注意：B, C棟の２階は講義棟および A棟の３階と同じ平面になります． 
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公開特別講演会 
日時：8 月 2 日(日) 13:00 – 14:25 

  場所：理学部講義棟 1 階 1 番講義室 

本年度「自然をかなでる」の特別企画として、最近注目を集めている最新の話題を分

かりやすくお話ししてもらいます。どうぞ奮ってご参加ください 

 

13:00 - 13:40 

樋上 照男 先生（理学部理学科化学コース 分析化学分野 教授）  

  「新しい光電池の開発！フラーレンの光化学反応」 

【講演要旨】 

フラーレン（C60）はサッカーボール型の美しい形をした炭素の単体です。このフラーレン

が可視光を吸収すると、フラーレンの電子は励起されて強い酸化剤として働き、他の分子

やイオンから電子を奪い、自らは陰イオンラジカルとなります。この陰イオンラジカルを

うまく用いて、発電および蓄電の両方の機能をもつ化学電池を創ることができました。本

講演では、分子と光との相互作用、酸化・還元反応などの基礎からお話しします。 

【プロフィール】 

1952 年大阪生まれ。長岡技術科学大学、大阪大学の教員を経て、現在、信州大学理学部教

授。専門は分析化学。現在は主にレーザー光を用いた液液および固液界面の電気化学の研

究を行っています。 

 

13:45 - 14:25 

三宅 康幸 先生（理学部理学科地球学コース 地球物質科学分野 教授）  

  「信州の活火山」 

【講演要旨】 

日本には活火山が 110 山、そのうち長野県には 6 つがあります。活火山というのは、気象

庁の定義では、 過去 1 万年以内に噴火したことがあり、噴火の可能性の高い火山のことで

す。火山は美しいのですが、昨年の御嶽山のように災害を起こすこともあります。火山の

噴火はマグマの性質や噴火条件などによって複雑です。しかし火山ごとにその噴火のしか

たはある程度決まっていますので、個々の火山毎に、過去どんな活動をしたのかを調べて

おくことが重要です。その具体例についてお話しします。 

【プロフィール】 

1950 年山口県生まれ。京都大学理学博士。島根大学助教授を経て、現在、信州大学理学部

教授。専門は火山地質学で、火山の残した噴出物に関する研究を行っています。 


