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な思いを定年の日まで温めてお
いた と い う わ けで す 。
なぜ自分がこのように野鳥に
興味を示したかということを振
り返って思い出してみると、や
はり地元の弘前大学に入学した
ことも大きな理由の一つとして
あるのではないかと思います。
もちろん当時は専門の化学に対
する興味が強く、化学実験をす
るのが何よりも楽しかったこと
を覚えています。その一方で自
由な時間も十分にあり、その時
間を岩木山登山や周囲の山々の
登山に費やしていました。山登
りの途中、多くの野鳥たちのさ
えずりを聞いたり、そのさえず
りの主はどんな鳥だろうと考え
たり し な が ら楽 し ん で い まし た 。
また、偶然に姿を現した赤い鳥
（コマドリ ）や青い鳥（コルリ ）
などを見て、感動したことを覚
えています。当時は、それほど
の興 味や関心もなかったので名
前も わ か り ませ ん で し た 。
大学を卒業して教職に就きま
した が、偶然にも山岳部の顧問
に当 てられました。生徒と共に
岩木 山や八甲田山、そして東北

（ 昭和 四 十六 年
理学 部 化学 科 卒業 ）

佐

野鳥を撮る
イン弘前

定年後、待ちに待っていたフ
リーの時間を野鳥の観察や野鳥
の撮影に使おうと思ってから三
年ほど経ちました。三年間で撮
りためた写真は二千枚以上だと
思います。ただこの写真につい
ては自分なりにこだわりを持っ
ていて、自分が生まれ育った弘
前の市街地や郊外、周囲の山々
（久渡寺山、高長根山、岩木山
な ど ） や 河 川 （ 岩 木 川 な ど ）、
溜池などで出会った野鳥の写真
に限っています。また、種類も
百種類以上を目指して頑張って
おり、その目標も間近に迫って
いる状態です。これまでもバー
ドウォッチングや野外観察など
をしてきましたが、なかなか仕
事の都合や子育てで時間がとれ
なかったことと、心に余裕がな
かったことがあって思うような
活動ができませんでした。この
ような自分を鼓舞する意味で、
一九 八四年に日本野鳥の会に入
会し ました。会が発行する野鳥
誌を 見ながら、いつかは掲載し
てい るような写真を自分で撮っ
てみ たいという気持ちに駆られ
るよ うになりました。このよう

の山々を歩くことが多くなりま
した。生徒と共に登山をするこ
とは遊びの登山とは違い、事故
のないように神経を使いながら
の行動ですから周囲の風景を楽
しむような余裕など無く、ほと
んど夢中で過ごしていたことを
覚えています 。このような中で 、
文部省の集団登山の研修を受け
る機会を得ました。この研修は
立山の登山研修所で行われ、数
日間基本的な登山技術を学ぶも
のでした。自分の中では結構厳
しい研修ではなかったかと思っ
ています。頂上付近での訓練は
空気が薄いので呼吸が苦しく、
ダウン寸前の状態になるところ
まで経験したことを覚えていま
す。このような中で立山の頂上
付近で休憩中、おやつとしてビ
スケットを食べていたときに、
偶然目と鼻の先の岩の上に一羽
の鳥（イワヒバリ）が止まりま
した。自分が食べていたビスケ
ットのかけらを手のひらにのせ
てさしのべたところ、それをく
ちばしでつまんで食べてくれま
した 。その様子がとても可愛く 、
感動しました。この時の印象が
今で も 強 く 脳裏 に 残 っ て いま す 。
この経験が野鳥に興味を持った
もう一つの理由です。このとき
雷鳥も初めて見ることができま
した 。
現在、九十種類以上の野鳥た
ちと 出会いを繰り返してきまし
たが 、まさに一期一会だと思っ
てい ます。昨日いたはずの相手
が今 日は全然でてこないときも

あれば、一日中待っていても出
会えないときもあります。今日
は必 ず 撮 っ て やろ う と 思 う 日 は 、
絶対 に 駄 目 の 日が ほ と ん ど で す 。
良い写真が撮れるときというの
は、こちらが全然意識していな
いときに突然向こうからやって
来ます。そして、どんどん撮っ
てくれと言わんばかりにいろい
ろなポーズをしてくれます。た
とえば、二〇一〇年十一月五日
に思いがけないことがありまし
た。その日の午後二時頃に岩木
川にかかる茜橋付近でたまたま
カモの集団を観察していたとき
です。空中を群舞するカルガモ
の集団がいくつかありました。
その中の一つの集団の中に目立
って白いものが混じっていまし
た。しかもその集団がいきなり
自分の目の前に降りてきたので
した。なんとその白い鳥は、カ
ルガモでした 。アルビノです（次
頁）。夢中で何枚も何枚も写真を
撮りました。最高の出来事でし
た。ほんの数分の出来事でした 。
まもなくカルガモの集団はその
場を去っていきました。翌日も
同じ場所に立ちましたが二度と
来ることはありませんでした。
この写真はお陰様で当地の東奥
日報にも掲載させていただきま
した 。（二〇一一年日本野鳥の会
の野 鳥誌十二月号にも掲載され
てい ま す ）
この一瞬の時間が最高のひと
とき であり、共に生きているん
だと いうことを実感させてくれ
ます 。このような我を忘れるほ

平成 二十四 年度末 をもって 、
物理 科学科 匂坂康 男教授 、物
質創 成化学科 須藤 新一教 授、
電子情報工学科 清水俊夫教
授、 電子情報 工学科 吉岡 良雄
教授 の四名の 先生方 がご退 職さ
れま す。ご退 職の先 生方に おか
れま しては、 永年に わたる 教育
研究 活動、及 び同樹 会に対 する
ご尽 力に対し 厚く御 礼を申 し上
げる とともに 、今後 益々の ご活
躍と 同樹会へ の変わ らぬご 支援
を宜 しくお願 い申し 上げます 。
なお、 各先生 方から 本学部に お
ける様 々な思 い出や 出来事に 纏
わるお 言葉を 頂戴し ました。 在
学時代 にお世 話にな った先生 の
お顔、 お言葉 に、当 時を懐か し
みなが らお読 み頂け れば幸い で
す。

二十一年間の
思い出
匂 坂 康 男

理工学研究科
（物理科学科）

「 風 と と も に 来 ぬ 」。 台 風 は
水蒸気 の熱機 関。平成 三年、 日

本海 を北上中 に元気 回復し ちゃ
った 台風十九 号、九 月二十 八日
明け方に津軽猛襲。最大瞬間
風速 ｍ／ｓ 。十月 一日赴 任な
のに 、風に吹かれて 、二十九日、
大鰐ＩＣ着。〝 下界 〟の電柱が
折 れ て い た 。「 な ぜ ？ 」 と い ぶ
かる にぶい私 。停電 の弘前 、夜
は暗 闇。停電 すると 上の階 の水
洗ト イレは使 えなく なると 初め
て知った 。次の大停電は二年前、
平成 二十三年 三月十 一日 ：
発生 の地震の ときだ 。巨大 地震
の想 定すらで きなか った無 能な
地震 学者も二 年経過 して元 気回
復。 活断層問 題で活 躍中だが 、
「科 学 的 根 拠 が は っ き り し な い 」
と揶揄 されて いる。 狼少年は 確
かに実 在する 。十八 年前にも 神
戸の方 で大き な地震 があった 。
平成七 年一月 十七日 ５： に 発
生、壊 滅的被 害をも たらした 。
ＮＨＫ 朝のニ ュース は死傷者 の
報告は ないと 報道し た 。
そり ゃ 、
ないだ ろう、 通信手 段が一瞬 で
消滅し たのだ から。 音信不通 に
なった と言う べきだ った。Ｎ Ｈ
Ｋ不信 はこの とき始 まった。
さて 、物理 科学科は 六年ほ ど
前の平 成十八 年、学 科再編の 際
に復活 した学 科です 。以前、 物
理学科 があり ました。 昭和四 十
年の文 理学部 改組で新 設され た
理学部 に誕生 し、平成 九年の 改
組で理 学部を 理工学部 に改名 し
たらお 家断絶 された学 科です 。
主因は 内部分 裂です。 学科教 官
の半数が〝 浮気 〟をして〝 家出 〟
をして しまっ たため、 学科を 維
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キレンジャク
エナガ
モズ

どの 時間の流 れを感 じる喜 びが
忘れ られずに 、さら に明日 は、
もっ と良い出 会いが あるの では
ない かという 期待や 希望を もっ
て可 能な限り 野鳥の 写真を 撮り
続け ています 。
以下 に自分 が撮影 したほん の
数枚 ですが野 鳥の写 真を掲 載し
てお きます。 ご笑覧 下さい 。

アルビノ
ツグミ

(2)
第13号

弘前大学理工学部同樹会報
平成25年２月28日発行

54

46

持で きなくな ったの です 。
結局 、
旧物 理学科の 教員は 、散り 散り
バラ バラ、三 つの学 科にお 預け
とな りました （私は 電子情 報シ
ステ ム工学科 なる学 科へ） が、
「小 糠三合持 ったら 養子に 行く
な」 の喩えど おり、 肩身の 狭い
悲惨 な運命が 待ち受 けてい たの
で し た （ 因 果 応 報 ）。 が 、 め で
たく 、六年前 、お家 再興が 果た
され たわけで す。
我々 の身近 にある 蒸気機関 ・
内燃 機関、家 電製品 、コン ピュ
ータ 、インタ ーネッ トなど ほと
んど すべては 物理学 者から 発し
たも のです。 物理学 は科学技 術
の根幹 を担っ ていま すが、物 理
学の本 質は、 単に、 新たな現 象
や法則 の発見 にある のではあ り
ません 。論理 と実証 性を厳密 に
追及す ること にあり ます。物 理
学のこ の強力 な方法 論が他の 理
学、工 学、医 学、人 文社会学 な
ど、多 くの学 問分野 の展開に 決
定的な影響を与えてきたので
す。現 ・物理 科学科 の教員定 員
は十三 名です 。私の 退官後は 、
そのう ちの一 名だけ が旧物理 学
科の生 き残り となり ます。言 い
換えれ ば、新 鋭気鋭 の優秀な 教
員が続々と集まってきていま
す。物 理学科 には輝か しい未 来
が待っ ている はずです 。
二十 一年間、 お世話 になり ま
した。 同樹会 のますま すのご 発
展とご 活躍を 祈念いた します 。
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最後に一つだ け言いたい、
「もっと勉強しなさ い」と

清 水

俊 夫

理工学研究科
（電子情報工学科）

私が 弘前大 学に着任 したの は
昭和 六十二年 十月で した。そ れ
からこ の日ま で、二 十五年半 の
長きに わたっ て多く の教職員 及
び学生 諸君に 支えら れ、この た
び無事 に定年 退職を 迎えるこ と
になり ました 。ここ に、心か ら
の感謝 を申し 上げま す。
この ような 長い間に 溜まり に
たまっ た多く の忘れ がたい思 い
出が私 の脳裏 によみ がえって き
ます。 それら の思い 出ばなし な
どをし たいと いう衝 動に駆ら れ
るので すが、 ここで はそれは 止
めにし て、在 学生の みなさん へ
のメッ セージ を記す ことにし た
いと思 います 。それ は、弘前 大
学を去 るにあ たっての 、次世 代
のみな さんへ の私から の最後 の
お願い でもあ ります。
みな さんは今 、弘前 大学で ア
ルバイ ト、趣 味、部活 などを や
りなが ら、友 人や恋人 を作っ た
りして 、大学 生生活を 大いに エ
ンジョイしていることでしょ

う。 それはそ れで実 に良い こと
だと思います 。しかし、やはり 、
みな さんには もっと 勉強を して
欲し いのです 。私は 、正直 言っ
て、 最近の学 生はほ んとう に勉
強しなくなったと感じていま
す。学力も確実に落ちています 。
それ だけでは なく、 自主的 に勉
強し ようとは しなく なって いる
ことが特に気になるところで
す。 単に単位 をとっ て大学 卒業
とい う資格を とるた めだけ の勉
強を している のでは ないか と思
われ てしまう のです 。面白 い現
象な のですが 、単位 は落と した
くな い、良い 成績は 取りたい 、
という 気持ち からな のでしょ う
か、こ の頃は 講義を サボる学 生
がとみ に少な くなっ ています 。
いま の日本 は、特に 、若い 人
たちに とって 生きに くい、ほ ん
とうに キビシ イ社会 になって し
まいま した。 派遣社 員だとか 、
非正規 社員だ とか、 格差がま す
ます拡 がって いって います。 そ
して、 問題な のは、 将来にな か
なか希 望が持 てなく なってい る
ことで はない でしょ うか。社 会
に出て からひ どい目 には会い た
くない し、損 をした くもない 、
そのた めには しっか りとした 資
格を身 につけ たいと考 えるの は
全く当 然のこ とである と思い ま
す。
しか し、資格 のため だけの 勉
強、単 位のた めだけの 勉強と な
ると、 どうし ても、効 率よく や
ろう、 無駄な ことはし ないよ う
にしよ う、と いう気持 ちが強 く

なっ てしまい がちで す。こ のよ
うな 気持ちは ハウツ ーもの の本
がこ れまでに なく流 行って いる
こと にも表わ れてい ます。 それ
は、うまくやる方法を効率よく 、
無駄 なく身に つけよ うとい うこ
とな のです。 成功し たヤツ 、う
まく やってい るヤツ らはい い方
法、 うまいや り方を 知って いた
に違 いないの だと、 自分も それ
を知 りたい、 なんと かして それ
を手 に入れた いのだ と。た だ、
うま くやる方 法を他 人から 一方
的に教えてもらおうというの
は、 ちょっと 安直に 過ぎる ので
はな いでしょ うか。 やはり、 泥
臭くて もよい から、 自らトラ イ
・アン ド・エ ラーを くり返し な
がら、 自分で 見つけ 出し、身 に
つけて いこう とする しかない の
です。 以前は 皆その ようにし て
やって きたの です。
また 、やは り、勉強 は楽し く
なけれ ばいけ ません 。面白い と
思って やるの でなけ れば、勉 強
は身に つかな いもの なのです 。
あのダ ・ヴィ ンチも 、彼の「 手
記 」 の 中 で 言 っ て い ま す 。「 食
欲なく して食 べるこ とが健康 に
害ある ごとく 、欲望 を伴わぬ 勉
強は記 憶をそ こない 、記憶し た
こ と を 保 存 し な い 」 と 。「 面 白
い 」、「 も っ と 知 り た い 」、「 も
っと勉 強した い」とい うこと で
なけれ ばいけ ないのだ と思い ま
す。み なさん には弘前 大学で 、
勉強を そのよ うにやっ ていっ て
欲しい のです 。それに は、も ち
ろん、 われわ れ大学教 員が（ 私

は辞 めてしま います が）も っと
もっ と努力し て 、
勉強 の面白 さ 、
知の 追究の楽 しさを 学生の みな
さん に知らせ ていく 必要が あり
そう です。
しか しなが ら、そ れだけで は
不十 分なので す。大 学は「 一緒
に」 学び、研 究を行 うとい うこ
とを する場所 です。 大学教 員が
ただ 一方的に 講義を し、知 識を
与え 、この研 究をこ のよう にや
りな さいと指 示し、 学生は それ
をた だ一方的 に受け 取る、 とい
うよ うな単純 な関係 だけで 成り
立つ ところで はない はずで す。
教師 と学生、 学生と 学生が「 一
緒に」 勉強し 、研究 をするこ と
によっ て、新 しい発 見をし、 新
しい知 の世界 を築き 上げてい く
場なの です。 これら は一人一 人
の「内 発的な 力」が あってこ そ
成立するものです 。今の大学は 、
悲しい ことに 、この 「内発的 な
力」を 引き出 す力を 失いつつ あ
るよう に思え てなり ません。
いま 日本は 、あまり にも急 速
に衰退 の途を 突き進 んでいる よ
うに見えます 。しかし 、
（ご く ）
近 い 将 来 、「 日 本 は 一 時 衰 退 気
味では あった けれど も、その 後
短期間 のうち に見事 に復活に 成
功した 」とな ることを 心待ち に
しなが ら、こ の辺で私 はひと ま
ず後退 する（ 引き下が る）こ と
にした いと思 います。 ごきげ ん
よう、 みなさ ん。ご活 躍を心 か
ら期待 してお ります。

ＭＨ 帯の謎

ｚ

雄

私が 東北地 方に移 り住んで か
ら三 十八年に なる。 そして 、弘
前大 学・理学 部・情 報科学 科に
着任 したのは 一九八 九年（平 成
元年） 六月で あり、 二十四年 近
くになる。独立法人化までの間 、
学部再編により理工学部の設
置、大 学院博 士課程 の設置な ど
に奔走 し、研 究活動 はあまり で
きなか った。 しかし 、多くの 学
生に恵 まれ、 いまも なお交流 し
ている 。特に 、弘前 大学に着 任
して次 の年の 一月に 、希望学 生
十名ほ どを連 れて人 脈のある 日
立製作所・神奈川工場（秦野 ）、
三 菱 電 機 （ 大 船 ）、 富 士 通 （ 川
崎）に 工場見 学に行 った。学 生
にとっ ては非 常に良 い経験に な
ったよ うであ る。そ して、こ れ
までま ったく 就職して いなか っ
た三菱 電機に 情報科学 科一回 生
が五名 も入社 した。ま た、工 場
見学の 夜は一 緒にお酒 を飲ん で
騒いだ ことが よい思い 出とな っ
ている 。この 頃の学生 は、非 常
に活発 で気力 のある学 生が多 か
った。

吉 岡 良

理工学研究科
（理工学部電子情報
工学科併任）
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また 、東北 地方で は地震が 頻
発しており、〝 東北地方はなん
と地 震の多 い地域な のか 〟と 、
東北 地方に 移り住ん だとき から
感じ ていた 。そして 、二〇 〇〇
年頃 から地 震が起き なくな り、
ひょ っとす ると大き な地震 が来
る前 兆では なかろう かと家 内と
話し ていた ことがあ る。一 九七
八年 の宮城 沖地震 からそろ そろ
三十 年であ り、再 び宮城県 沖地
震（ ほぼ三 十年周 期）が起 きる
ので はない かと言 われてい た矢
先に 、東日 本大震 災が起き た。
北海 道大学 のある 教授が東 日本
大震 災前の 二〇一 〇年六月 から
の ＦＭ電波観測点（え
89.9MHz
り も）に突 然地 震エコー を観測
し たという マス コミ報道 があっ
た 。いわゆ る、 北海道の えりも
観 測点では 、入 るはずの ない本
州 のＦＭ局 から の電波を 受信し
た というの であ る。
こ のマス コミ報 道によっ て、
岩 手大学 在職中 に地震と 電波雑
音の関連 性に関 する論 文（一九
八二年発 表）を 見つけ たのを思
い出した 。電波 雑音は 周波数帯
に一様に 散在し ている ことはよ
く知られ ている 。しか し、電波
雑音が無 くなる 周波数 帯、いわ
ゆる 18 MHz
帯 に 雑音吸 収帯が
ある。こ の雑音 吸収帯 の原因は
分かっ ていない 。そこ で、そ の
雑音吸 収帯を観 測し続 け、あ る
とき異 常な電波 雑音を 受信し た

とい う。その 後、チ リで内 陸大
地震 が発生 したとい う。大 地震
発生 直前に 岩石が割 れると き、
電波 が発生 し、雑音 吸収帯 でそ
の雑 音を捕 らえたと いう論 文で
ある 。また 、京都大 学や東 海大
学等で行っている〝 地震発生に
伴う電波観測 〟の論文発表を見
つけ た。先 のマスコ ミ報道 にし
ろ、 地震発 生直前 に電波伝 搬の
異常 や異常 雑音の 発生など を捉
える ことに よって 地震予知 が可
能に なるの ではな いかと考 えら
れる からで ある。 そこで、 私の
趣味 を生か して、 学生と一 緒に
マイ クロプ ロセッ サを利用 した
電 波観測シ ステム を設計・ 製作
し て電波観 測を 行った。 その卒
業 論文を見 ると 一九八七 年頃の
こ とであっ た。
独立法人化後の学生を見る
と 、無目的 ・無 気力な学 生、さ
ら には課題 待ち 症候群や 解決策
偏 重型学生 が多 くなった 気がす
る 。いわ ゆる、 教員と一 緒にな
って〝 未知の何かを作り上げる 〟
という気 力のあ る学生 が少なく
なった。 定年退 職後は 時間や業
績などに 縛られ ること がないの
で、電波 観測シ ステム などを構
築して、 電波を 観測し 大地震と
の因果関 係を明 らかに したいも
のである 。実は 、業績 にもなら
ず、お 金にもな らない ような 研
究は民間企業ではできないの
で、本 来大学で 行うべ きもの で

はな いかと考 えてい る。そ して
また 、専門 分野にと らわれ ず、
幅広 い視野 を持って 教育研 究活
動が 行える ような環 境を作 って
もら いたい ものであ る。す なわ
ち 、学 生 時 代 に 卒 業 研 究 等 で
〝 何 か を 作 り 上 げ た 〟と い う
経験 は、そ の後の人 生にお いて
非常 によい 自信にな るから であ
る。

深 瀬 政

秋

理工学部就職対策委員会委員長

原 稿依頼 の要請 は就職状 況に
つ いてでし たが 、就職対 策委員
長 として 否応な く考える 機会の
多い筆者 として は標記 のタイト
ルを掲げ ること にしま した。例
えば後期 高齢者 や児童 手当と子
ども手当 の呼称 に見る ように、
タ イ ト ル は 大 事 で す 。「 就 職 」
ではなく 「進路 」とす るのは、
本稿が進 学もカ バーす るためで
す 。「 状 況 」 で な く 「 形 勢 」 と
するの は、兵書 の成敗 は形な り
安危は勢なりからとっていま
す。進 路に成功 するか 失敗す る

かは 形で決ま り、安 全であ るか
危険 である かは勢い で決ま ると
いう ことで す。少し 云い過 ぎで
すが 、入試 と対をな す大学 組織
の重 要課題 に取り組 むのに 相応
しい 言葉で す。
進 路の形に ついて は図１ に示
すよ うに大 学、学部 、学科 の体
制が あり、 更に指導 教員が おり

ます 。タイト ルに関 しても う少
し続 けます と、図１ に示し た学
内組 織の「 就職支援 」セン ター
という呼称は当を得ている一
方、 学部組 織の「就 職対策 」は
今と なって は必ずし も実態 に即
した もので はありま せん。 繰り
返し ますが 就職だけ ではな いこ
とと 、対策 を考える より定 まっ

進路支援体制

図１
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会

・８月 上旬

ミニ合 同企業説 明

４
( の
) 求人率 ＝希望 者数／求 人
件数は 、各学科 を平均 して約

軍の学部 ３年生 とＭ１ の院生は

図１ の体制 の下で、 就活予 備

の推 薦入試 と一般 入試、大 学職

進路とし ては前 記以外 に大学院

のです 。冒頭 に述べ たように 、

するので 、ここでは割愛します 。

理工学 研究科 案内」 に別途掲 載

しても理 工学部 の求人 率は高い

の指定 は極め て少な いことか ら

路指 導の教 授はいま したが 、そ

筆 者が学生 の頃 でも学科 には進

無料受 験会、弘 前地区 保護

ガイダ ンス 、ＳＰＩ テスト

無でし た。今現 在本学 でも理 工

明会、 研究会 、講演 会などは 皆

こと は無責任 につな がりま す。
表１ に示すの は、理 工学部 と
まと めた、 謂わば丸 秘に近 い基
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の表か ら読み 取るこ とが出来 ま

合同 企業説明 会は二 日間で 二二

因 が 、「 就 職 」 を 冠 す る 組 織 が

の 求人先が 理工 学部、理 工学研

「進路 」の集計 をする という 紛

者を 含みま せん。 ２
( の
) 進 学先
は別 表（表２ ）にま とめま す。

究科 を指定 していま す。他 学部

た状況 下で実 践して いるのが 実

３
( の
) 就職先 は、就職 対策委 員
会 が毎年編 集発 行するパ ンフレ

態だか らです。 従って 、もっ と

平均 的なパタ ーンの 一例は、

ット 「求人 のための 理工学 部／

倍と いった ところ です。前 述の

らわ しさに あるの ではない か、

２ 月頃から 就活 を活発化 させて

す。表 １におい て、 １
( は
)留年

素直 に進路 指導グ ループと か進
と愚 考してお ります 。 ３
( の
)実
務は、 相談員 （企業経 験者） ３
４月 に採用 を決める 、とい うも

卒業 式・修了 式に

路ワ ーキング グルー プなど の方
名 で、まさ に個 々の学区 制の支

会の範 疇なの で、名 称変更も 簡
概ね 次のよ うな時 系列を経 るこ

員の 採用試験 などが ありま す。

進路 状況調 査

が妥当 です。 しかし、 進学に つ
援に 対応し ています 。

・３ 月下旬

い ては集計 作業 の域を出 ず、教

単ではな さそう です。 学生、院
とに なります 。

〇社が 参加し 、このう ち２割 強

員志 望に対 しては本 来別の 委員

生、 求人先 、求人 条件、採 用手
・５月
ナ ビ、マ イナビ などの求 人

産学共 同が糾 弾の対 象だった

続き など個々 の項目 も多種 多様

情 報提供会 社）

就職ガ イダン ス（リ ク

であり 、実働部 隊とし ての就 職
対 策委員会 の仕 事はなか なか複

の上に も下に も進路に 関わる 組

雑で あなど りがたい ものが あり
札幌地区保護者懇談

織は皆無 でした 。まし てやその

・９月
会、就職 応援ブ ック配 布

ます。

ため のガイ ダンス 、懇談会 、説

・

月 「就 職 活 動 を 始 め よ う 」

図１にお いて 、 １
( の
) 具体的
内容 は全学 生の個 別指導、 企業
リクルート対応、保護者懇談会、
就職ガ イダンス 、ＯＢ ・ＯＧ 講

学 部でも盛 り沢 山のサポ ートを

業界 研究会 、エン トリ

用意 する大き な狙い は、学 生個
々に勢 いをつ けてもら うこと で

自己 分析テ ストガ イダ

す。本来 勢いは 心構え から発す

月

ンス、 公務員 試験ガイ ダン

者 懇談会

ス、自己 アピー ルの方 法、

・

２
( の
) 具体的 内容は 、求人 票配
布、就職公務員試験ガイダンス 、

るも ので、 学生自身 が悩み 切磋

演 会、企業 人講 演会など です。

合同企業 説明会 、業界 研究、就

キ ックオフ ガイダ ンス、 グ

職応 援ブッ クと弘大 「キャ リア

琢磨し て身に つける べきもの で

月

鑑み れば、 そのよ うに突き 放す

すが、 昨今の厳 しい雇 用情勢 に
・

求人 活動スタ ート

ループ ディ スカッシ ョン、

・

月１日

集団面 接

＠通信 」の編 集発行 などです 。
ーシ ート、 ＳＰＩ テスト、 面接

また、 希望者に 対する エント リ
予行 、各種見 学会な どもあ りま

ーシー ト対策 、ＯＢ・ ＯＧ

礎デー タです 。業種 毎の就職 割

理 工学研究 科の 進路状況 を取り
進路希 望調査

合や就職 率など は、全 てこのデ

講 演会
・２ 月上旬

合同企 業説明会

す。 １
( と
) ２
( の
) 共同 作業と し
て 、進路希 望調 査、進路 状況調
査が ありま す。これ らが、 前述

進 級、保 護者懇談

ータ から得 られる ものです 。就

・２月 中旬

職率 の奥にあ る学生 の動き もこ

・４月上 旬

会 、公務 員ガイダ ンス（ 生

した集 計作業 になり ます。こ の

協共 催）

作業で得 られる データ は極めて
重要 ですが 、回収 は必ずし もス
ムー ズではあ りませ ん。そ の一

平成24年３月卒業生の進路詳細
表１
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就職地域
図２

(b) 博士前期修了生
(a) 理工学部卒業生

して 、卒業／ 修了後 は未定 （何

表１にお いて 、 ５
( は
) 、卒業
式・ 修了式 の進路 状況調査 に対

ねず、 即断即 決が重 要です。

将来 を左右 すること にもな りか

ん 。この あたり の機微が 学生の

を意味するものではありませ

は、 必ずしも 実際の 門戸の 広さ

は 意味があ るもの です。採 用枠

書き記 す教員に とって も推薦 書

学生に とって は足か せになり 、

採用 を約束 するもの ではな く、

推薦の効 能は各 社各様 ですが、

注意事 項は推 薦と採用 枠です 。

と言 えますが 、求人 に関す る要

よ うな計画 はハ イリスク と云わ

年々変 化するこ ともあ り、そ の

が、 大学院の 入試枠 組み自 体も

事例がなきにしもあらずです

趨勢で す。就 活や試 験が厳し い

を補 完する ものでは なく、 世の

す 。進学 は就職 や公務員 の進路

当者も よくこ のことを 強調し ま

す。 実際、求 人に訪 れる人 事担

視であるということが云えま

工学系 の求人の 現状は 大学院 重

は進学します 。このことからも、

学と 同等規 模の工学 系でも ５割

という所 も多く 、東北 地方の本

部学生 の８割 ないし９ 割が進 学

が、 他大学の 工学系 の中に は学

す。

員の皆 様のご支 援をお 願いし ま

の進路 決定に 際して の同樹会 会

まし た。今 後とも、 学生・ 院生

科の進路 の形勢 につい て概観し

以上 、理工学 部と理 工学研 究

ら、その内訳を表２に示します 。

きな割合を占めていることか

表１ に示す ように 進学者が 大

な ります。

院生の 場合はこ の傾向 が顕著 に

東地方 が多く なりま す。特に 、

就職 地域と する割 合は低く 、関

北出身で すが、 北海道 、東北を

３割は 北海道 出身で約 ６割は 東

す。 学部生 、院生の どちら も約

報 を補足す るた め図２を 示しま

のよ うな生 の情報が 行き交 う場

に通う場 合が多 いのです が、こ

種試験 対策の 予備校的 なとこ ろ

き unknown factor
が 付きまと
いま す。公務 員志望 の学生 は各

地方公 務員の希 望者に は引き 続

政権交 代によ り、国 家公務員 、

すら あった と聞い ておりま す。

逆に拡大 傾向に あり、 追加試験

不思議 なこと に地方公 務員枠 は

員枠 の大幅 削減です 。しか し、

員 戦線の大 きな 特徴は国 家公務

でも あります 。

もしない）と申告した人数です 。

と感じて 途中か ら進学 に変える

６
( は
) 、就 職率 ＝就職者 数／就

とい う学生 も少な からずお りま

表１ の残る話 題とし て、公 務

ざる を得ま せん。

す。 表１は既 に職に 就いた学 生

員は１割 ですが 武運拙 く再受験

ます。 ７
( は
) ア ルバイ ト、専門
学校 、研究 生、公 務員等再 受験

職希望者数＝就職者数／ 就
(職
者数＋未就職者数 よ
) り導出し

など の人数で 、就職 率に関与 し

の分で すが、平 成

年 度の公 務

ません 。就職に 関して 、地域 情

理工 学部の 進学割合 は３割 です

平成24年度卒業の進学者の内訳
表２
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紙 上職 場 訪問

志

（平成六年理学部数学科卒業）

中 澤 俔

弘前市役所教育委員会

公務員の仕事

(5)

同樹 会会報 第十三 号の発行 に
際し お慶び申 し上げ ます。
まず は、私 自身の ことにつ い
て簡 単にお話 ししま す。と は言
って も平凡な 地方公 務員で すの
で、 正直、楽 しいお 話が出 来る
かど うか不安 ですが 元気を 振り
絞っ て進め ていきま す。公 務員
の仕 事のサ イクルは 、短く て二
～三 年で担 当する仕 事が変 わり
ます 。より 多くのこ とを学 んだ
オー ルマイ ティーな 人材育 成を
目指 してい るためで しょう か。
極端な場合 、翌年に同じ課内で、
事務 分担だ けが変わ るとい うこ
とも ありま す。私 の場合は 、幸
か不 幸か、 ここ数 年、一年 ごと
に仕 事が変 わって います（ 出来
が 悪 い か ら か も し れ ま せ ん ）。
お酒 の席で の話に なります が、
先日 、新聞 記者を している 友人
と 飲 ん で い る と き 、「 中 澤 さ ん
は どうして 今の仕 事を続け てい
るんですか 」と言う質問に対し、
「 社会を幸 せに したい。 今はそ
の 種を蒔い てい るんだ」 と漠然

とし た大きな ことを 言って しま
いました。〝 では、具体的にど
うするのか 〟と自分の中で自問
自答 してい るうち、 少しほ ろ苦
いお 酒にな ったよう な気が しま
した 。また「数学科を卒業して 、
どう して公 務員をや ってい るの
です か？」 という質 問を、 いろ
いろ な方か ら尋ねら れるこ とが
あり ますが 、漠然 とではな く、
明確 に答え られた ことはな いよ
うな 気がし ていま す。
さ て、世 間一般的 な公務 員の
イ メ ー ジ は 、「 安 定 」 と 「 保 守
的」、「態度が悪い」といったと
ころ でしょ うか。 しかし、 頑張
っ ている職 員はい ますし、 最近
は より強い 思い を持った 職員も
増 えてきて おり ます。た だし、
年 功序列と なっ ており、 頑張っ
て 成果を残 した 人が昇任 するか

とい えばそう ではあ りませ ん。
また 、給与 に反映さ れる仕 組み
もあ りませ ん。した がって 、頑
張っ ても頑 張らなく ても、 いい
意味 で平等 で、悪い 意味で やる
気が 起きに くい、と 考えら れま
す。 そう点 では、あ る意味 厳し
い環 境なの です。こ のよう な職
場に おける 体制や環 境の改 革に
つい ては、 民間企 業に比較 し自
治体 ではこ れから が正念場 と考
えら れます 。自治 体が将来 どの
よう に変わ ってい くのか、 個人
的に はワク ワクす るところ でも
あり ます。
なにはともあれ、公務員とは、
地 域全体の 幸せと 発展のた めに
働 く公僕で あり ます。こ こ弘前
市 において も近 年はどん どん住
民 ニーズが 多様 化し高度 なもの
と なってお りま す。その 要求に
応 えるべく 、職 員一人ひ とりに
課 題解決能 力や 政策立案 能力が
求 められて きて いるのが 現状で
す 。その ために も、地域 に軸足
を置き、 地域と 繋がっ て一緒に
物事を進 めるこ とが重 要となっ
てきてお ります 。いわ ゆる協働
と言う考え方です。この「協働 」
について は、民 間企業 や弘前大
学を含む 市内の 大学に ついても
同様に、 それぞ れの強 みを組み
合わせ生 かせる よう、 地域を豊
かにす るという 共通の 目標に 向
かいそ のあり方 や協力 体制に つ
いて日 々模索し ている ところ で

あり ます。
ま た、近年 では、 近隣市町 村
の連 携も進 んでおり 、自治 体の
枠組 みを超 え広域に て実施 され
る施策も次々実施されていま
す。 そうい った意味 では、 発展
する 津軽地 域の未来 の形を 現在
作り 上げて いる真っ 最中な のか
もし れませ ん。
最 後に、 同樹会の 益々の 発展
と会 員皆様 方のご 健勝を祈 念し
まし て終わ りとさ せていた だき
ます 。最後 まで読 んでいた だき
有難 うござ いまし た。

理 工学部 学生、 理工学研 究科
大 学院生は 、日 々研究活 動に努
力 していま す。 特に、学 会等か
ら の表彰を 受け た学生は 以下の
と おりで す（平 成二十四 年四月
以 降 ）。 今 後 と も 学 生 の 活 躍 に
ご期待く ださい 。

■理工学研究科博士前期課程
（知能機 械工 学コース ）二年
の木村一 星君 が、日本 リモー
トセンシ ング 学会優秀 論文発
表賞を受 賞。

■理工学研究科博士前期課程
（知能 機械工 学コー ス）二年

の後 藤博哉 君が、 計測自動 制
御 学会東北 支部優 秀発表奨 励
賞 を受賞。

■理 工学部 （電子情 報工学 科）
四 年の森健 君 、
蝦 名啓佑君 が 、
平 成二十四 年電気 学会電 子・
情 報・シス テム部 門大会 優秀
ポ スター賞 を受賞 。

■理工学研究科博士前期課程
（ 物質創 成化学コ ース） 二年
の 小橋力 也君 、
丹 野寿則 君が 、
平 成二十 四年度化 学系学 協会
東 北大会 優秀ポス ター賞 を受
賞。

■理工学研究科博士前期課程
（ 知能機 械工学 コース） 二年
の 榎本祐 二君が 、第 回 日本
金 属学会 東北支 部研究発 表大
会 ポスタ ーセッ ション金 賞を
受 賞。

年 の 山 田 慧 生 君 が 、 JGRG22
（ RESCEU SYMPOSIUM ON
G E N E R A L R E L A TI V IT Y
A N D G R A V I T A T I O）
N
Outstanding
presentation
award for parallel
speakers
を 受賞。
Gold prize

■ 理工学 研究科 博士後期 課程一
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○海 域の地 震に関す る研究
東 日本大 震災をも たらし た東
北 地方太平 洋沖地 震（マグ ニチ
ュード９．０ ）の発生直後から、
多数の余 震が発 生しま した。こ
れまで の経験で は、余 震の中で
最大規 模のもの は本震 の断層 の
両端で 発生す ることが 多く、 青
森県東 方沖は 東北地 方太平洋 沖
地震の 断層の 北の端 にあたる た
め、 最大余震 の発生 を懸念 して
余震 活動の 調査を行 ったこ とは
昨年度の会報に書いた通りで

昨年 度の会 報では、 二〇一 一
年三 月十一日 の東日 本大震 災に
際して理工学部で行った対応
と、 地震火 山観測所 及び地 球環
境学 科の地 震・自 然防災工 学系
教 員の活動 につ いて報告 しまし
た。今年 度はそ れに引き 続き、
地震火山 観測所 で行っ ている地
震研究 について 紹介し ます。 内
容を大 きく分 けると、 海域の 地
震に関 する研 究、内陸 の応力 場
に関す る研究 、及び 誘発地震 に
関す る研究と なりま す。

小

理工学研究科附属地震火山観測所

東日本大震災後の
地 震火山観測所
での地震研究
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す。 今までの ところ 、青森 県東
方沖 を震源 とする大 きな地 震は
発生 してい ません が、これ はそ
の 危険がな くなっ たこと を意味
す るもので はあ りません 。国の
地震調査 ・研究 計画の 立案や評
価を行 っている 地震調 査研究 推
進本部 では、大 地震発 生の確 率
評価を 行って きました 。昨年 十
一月に 公表さ れた「 三陸沖か ら
房総沖 にかけ ての地 震活動の 長
期 評 価 （ 第 二 版 ）」 に よ れ ば 、
青森 県東方 沖にあた る「三 陸沖
北部 」の領 域で、マ グニチ ュー
ド８ ．０前 後の地 震が今後 三十
年 以内に発 生す る確率は ～
％、五十 年以内 では ～ ％と
推定され ていま す。そ のため、
青森県 東方沖で の地震 活動は 今
後とも 注意し て見てい く必要 が
ありま す。
とこ ろがそ の領域は 観測網 が
ある 陸からは 遠く離 れてい るた
め、 震源の決 定精度 が良く ない
とい う問題 がありま す。特 に、
深さ がよく 決まり ません。 この
問 題の解決 には、 防災科学 技術
研 究所が構 築を 進めてい る「日
本海溝海 底地震 津波観 測システ
ム」が 大きな役 割を果 たすもの
と期待 されます 。この システ ム
は、東 北地方 太平洋沖 の海底 約
一五〇 箇所に 地震計 と津波計 の
観測点 を整備 し、リ アルタイ ム
でデ ータを取 得する もので す。
観測 点の設 置作業は 既に始 めら
れて います が、シス テムの 完成
40
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まで には時間 がかか ります し、
完成 したと してもそ れ以前 のデ
ータ には依 然とし て問題が 残り
ま す。そこ で私た ちは、 現在の
地 震観測デ ータ から震源 の深さ
をより良 く決定 できな いかを検
討して います。 その方 法は、 震
源から 出たＳ波 が海底 で反射 し
てＰ波 に変わ ったｓＰ 変換波 を
利用す るもの です。 この波は 、
震源か ら直接 観測点 に向かっ て
やっ て来るＰ 波に比 べて、 海底
まで 遠回り した分だ け時間 が遅
れま すので 、その時 間差を 使う
と震源の深さが押さえられま
す 。このこ とは 以前から 知られ
ていて、 弘前大 学理工学 研究科
において も佐藤 魂夫先 生の研究
室での 先行研究 があり ます。 宮
城県沖 のプレ ート境界 付近で 発
生した 地震か らのｓＰ 変換波 の
振幅の 空間分 布を見 ると、断 層
の向 きやずれ 方を良 く反映 して
いる ことがわ かりま した。 この
性質 を使う と、海域 で発生 した
地震 の断層 のずれ 方を精度 良く
推 定できる ように なります 。こ
れ も震源の 深さ と同様、 海域で
発生した 地震に ついて 大きな問
題とな っている ことで す。今後
はこの 方法を実 用的な レベル に
引き上 げ、地 震発生か ら短時 間
で震源 と断層 のずれ 方の情報 を
得て、 青森県 東方沖 での地震 活
動の モニター に役立 てたい と考
えて います 。

○内 陸の応力 場に関 する研 究
東 北地方太 平洋沖 地震後 、内
陸で は誘発 地震と 呼ばれる 地震
の 活動が活 発にな りまし た。東
北 地方北部 では 秋田県内 で顕著
ですが、 青森県 内では それほど
目立つ 活動はあ りませ ん。こ の
地震活 動の変化 には、 地震を 起
こす断 層への 力の働き 具合（ 場
所の性 質なの で「応 力場」と い
う言い 方をし ます） が変わっ た
もの と考えら れます ので、 それ
に関 する調 査を行い ました 。
応 力場の研 究には 、個々 の地
震の 断層の ずれ方 を調べま す。
断 層は地下 にあ ってずれ 方を直
接目で見 ること はできま せんの
で、地震 波の性 質を使 います。
Ｐ波の 動きの始 まりが 上向き に
なるか 下向き になるか （極性 ）
は、断 層のず れ方と観 測点の 位
置関係 によっ て決ま ります。 極
性デ ータの分 布を使 うと、 断層
がど ういう方 向を向 き、ず れが
どの 方向に 起こった のかを 知る
こと ができ ます。 これを「 震源
メ カニズム 解」の 決定とい い、
地 震学の分 野で は確立し た手法
となって います 。断層 のずれ方
は、逆 断層型、 正断層 型、横ず
れ型に分けることができます
（ 図 ）。 ど の よ う な ず れ 方 に な
るかは 、断層 にどの ような力 が
働いて いるか により ます。図 中
で１ 、２、３ と番号 の付い てい
る矢印が相対的な力の大きさ
を、 細い矢 印が断層 のずれ の方

向を表 します 。１、２ 、３の 矢
印の向 きは、 多数の 震源メカ ニ
ズム 解のデー タから 求める こと
がで きます。
東 北地方北 部にお いて東 北地
方太 平洋沖 地震前 後に発生 した
地 震につい て１、 ２、３の 矢印
の 向きを求 めま すと、東 北沖地
震前は逆 断層型 だった ものが、
地震後 は横ずれ 型に変 化したこ
とがわ かりまし た。こ れは、 東
北沖地 震発生 前にはプ レート の
沈み込 みによ って西 北西―東 南
東方向 の圧縮 力が卓 越してい た
もの が、地震 によっ て内陸 地殻
が南 東―北 西方向に 引っ張 りを
受け たこと で、西北 西―東 南東

断層のずれ方の３つの型．１、２、３の矢印が断層に働く力を、
細い矢印が断層のずれの方向を表します。

方向 の圧縮力 が弱ま ったも のと
解釈 できる ような変 化でし た。
東北 地方太 平洋沖地 震の断 層の
動き は、陸 上でのＧ ＰＳ観 測や
地震 観測の データに 加えて 、宮
城県 沖の海 底で行わ れてい た海
底地 殻変動 観測のデ ータを 基に
推定 され、 断層運動 の最大 値は
ｍ にも達し たと推 定され てい
ます 。断層 のずれ の分布か ら内
陸各 地がど れだけ 動いたの かが
わか り、そ れに伴 う力の変 化を
計算 できま す。そ れによる と、
東北 地方北 部にお ける力の 変化
量は １メガ パスカ ル未満と 小さ
いこ とがわ かりま した。こ のよ
う な変化で も断層 運動の型 が変
わ ってしま った ことの一 つの解
釈 として、 地下 の岩石の 隙間に
は 水が超臨 界水 と呼ばれ る状態
で 存在し、 その 圧力が非 常に高
い ことが考 えら れます。 このこ
と から、内 陸に はどれほ どの力
が 働いてい るの か、内陸 の断層
の 摩擦力 はどの 程度なの か、と
いうことが問題となっていま
す。東北 地方太 平洋沖 地震は、
内陸地震 の発生 に関わ る問題も
提起した のです 。
50

○誘発地 震に関 する研 究
前項で、 地下 に存在す る水を
話題にし ました 。地表 から ㎞
程度の 厚さをも つ地殻 の中に 存
在する 流体を「 地殻流 体」と 呼
びます 。その実 態を解 明する 研
30
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究が 科学研究 費補助 金新学 術領
域研 究「地 殻流体」 として 始め
られ たのは 、東北地 方太平 洋沖
地震 発生前 のことで した。 地殻
流体 として 存在が確 実なの は、
火山 から噴 出するマ グマで す。
日本 のマグ マは、海 溝から 沈み
込ん だプレ ートが ㎞以上 の深
さに 達した ところで 脱水反 応を
起こ し、放 出され た水が付 加さ
れる ことで プレー ト上のマ ント
ルの 融点が 下がっ て生成す ると
考え られて います 。それが 浮力
によ って上 昇し、 やがて火 山か
ら噴 出する という 訳です。 上昇
する マグマ の組成 も温度・ 圧力
条 件によっ て変化 し、地殻 内で
も 脱水反応 を起 こして超 臨界水
を 生成し、 それ が地震の 発生に
関 与してい ると の考えが ありま
す 。このよ うな 流体移動 がどの
よ うに起こ り、 地殻内で の流体
分 布はどの よう なってい るのか
を 解明しよ うと いうのが 「地殻
流 体」研 究の目 的です。 私たち
も分担研 究を行 ってい て、秋田
県北部の森吉山（もりよしざん ）
付近で観 測を実 施して います。
これが地 殻流体 とどの ように関
るかの種 明かし は後に 行うこと
にして、 どのよ うな現 象がある
かを紹介 しまし ょう。
森吉山付 近も 誘発地震 活動が
活発に なった地 域の一 つです 。
ここで の地震活 動は二 〇一一 年
五月か ら活発化 し、二 〇一二 年
100

十月 にはそれ までで 最大の マグ
ニチ ュード ４．９の 地震が 発生
する など、 現在でも 活発な 状態
が続 いてい ます。森 吉山付 近の
観測 点は地 震活動が 活発な 場所
から 南西に ㎞程離 れてい ます
ので 、深さ の精度に 問題が ある
と考 えられ ます。そ こで私 たち
は、 昨年九 月に震源 の近く に臨
時地 震観測 点を設 置して観 測を
行っ ていま す。臨 時観測の デー
タを 加えて 決め直 した震源 分布
を見 ますと 、森吉 山の北に は三
つの 地震の 塊（ク ラスター ）が
北東 から南 西にか けて並ん でい
ます 。地震 活動は 三つのク ラス
タ ーのうち の中央 部で始ま り、
次 第に北東 側の クラスタ ーでの
活 動に移り 変わ り、昨年 五月以
降 に形成さ れ始 めた南西 側クラ
ス ターでの 活動 が九月以 降には
非 常に活発 にな りました 。この
よ うに、地 震活 動の活発 化が何
度 か繰り返 して いること は、東
北 地方太 平洋沖 地震の発 生によ
る応力場 の瞬間 的な変 化では説
明できず 、流体 の間欠 的な流入
など他の 要因を 考える 必要があ
ります。
一般に、 地震 波の振幅 はＳ波
の後では 単調に 減少し ますが、
森吉山付 近で発 生した 地震波の
振幅は、Ｓ波の後に小さくなって
再び増加します 。この場所では 、
震源よ り下方で 反射し たＳ波 が
見られ るとの先 行研究 があり 、
15

おそ らくそれ による ものと 考え
られ ます。 反射は固 体と液 体の
境界 におい て特に強 く起こ りま
すの で、反 射波は流 体の存 在を
示唆 します 。最初の 話題に おい
て海底での反射が見られるの
も、 そこが 固液の境 界だか らで
す。 森吉山 付近での 反射波 とＳ
波の 出現の 時間差か ら、反 射面
は震 源分布 域の下 から西に 緩く
傾斜 してい ると考 えられま す。
反 射面の 西端に近 い場所 の深
さ 〜 ㎞ におい ては、低 周波
地震 と呼ば れる特 殊な地震 が発
生し ていま す。地 震波の周 波数
は震 源の大 きさを 反映し、 低周
波 の波は震 源のサ イズ、す なわ
ち マグニチ ュー ドが大き くない
と 出てこな いの が通常で す。マ
グ ニチュー ドが 小さくて も低周
波 の波を出 す例 外的な地 震を低
周 波地震と 呼び ます。低 周波地
震 は、通常 の地 殻内の地 震は発
生 しない高 温領 域に分布 するこ
と 、活火 山周辺 で多く発 生する
こと、Ｐ 波があ まり見 えないこ
となどか ら、流 体の移 動に伴う
振動現象 ではな いかと 考えられ
ています 。
以上のよ うに 、森吉山 周辺で
は流体が 関与す ると考 えられる
三つの現 象があ ります 。これら
を組み合 わせた シナリ オは、マ
ントル からの流 体が低 周波地 震
を起こしながら地殻内を上昇
し、重 力的に釣 り合っ た地殻 中
20

40

部に 定置して 反射面 を形成 し、
流体 が地殻 の上部に 浸入し て地
震活 動をト リガー するとい うも
の です。こ れはあ くまで も可能
性 の一つに 過ぎ ませんの で、そ
れが正し いかど うかを 検証する
ことが 必要です 。私た ちが森 吉
山周辺 で行って いる観 測は、 地
震計を Ｌ字状 に並べ、 地震波 の
到来方 向の時 間変化 を推定す る
もので す。低 周波地 震の振動 源
の移 動や、反 射面の 位置と その
厚さ に関す る情報が 得られ るこ
とを 期待し ています 。今、 地震
計と レコー ダは深 い雪に埋 もれ
な がらも、 その ような検 証に使
えるデー タを取 り続けて くれて
いると期 待して います 。

○おわ りに
以上 、東北地 方太平 洋沖地 震
後に私 たちが 行って いる地震 研
究に ついて紹 介しま した。 これ
らは 震災をも たらし た地震 その
もの の研究 ではなく 、地震 によ
って 生じた 変化を 捉える研 究で
す 。私たち の究極 的な目標 は、
東 北地方太 平洋 沖地震に よる希
有な変化 を基に 地震発 生そのも
のにつ いての理 解を深 め、いず
れ発生 する次の 地震で の被害 の
軽減に 役立つ ような知 見を蓄 積
するこ とです 。目標 に対して 私
たちの 一歩一 歩はと ても小さ い
です が、その 一歩な くして 先へ
進む ことは できない と考え て研
究を 行って います。
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(10)

平成二十三年度

理工学部卒業・理工学研究科修了

祝賀会

平成二十四年三月二十三日、大学会館三階大広間にて、平成二十三年度理工学部卒業・理工学研究科修了祝賀
会を開催いたしました。前年度は、平成二十三年三月十一日に発生しました東北地方太平洋大地震により中止い
たしましたが、その後震災からの復興のニュースを多く耳にし、心ふるえる思いを胸に、祝賀会を開催いたしま
した。しかしながら、まだ学生諸君の胸の中には震災への思いがあるのか、学生諸君の参加率は、前々年度に引
き続き下降傾向にあります。
震災で学んだ多くの事柄の中に「絆」の大切さがあります。しかしそれは、簡単に築けるものではありません。
多くの機会やたくさんの時間を要して築かれるものです。一生に一度しかない卒業・修了祝賀会の場を、絆を築
くためのひとつの機会にしていただくことを願うばかりです。
最後になりましたが、祝賀会準備及び開催にご協力頂いた理工学部教職員関係各位に感謝申し上げる次第です。

物理科学科

数理科学科

地球環境学科

物質創成化学科

知能機械工学科

電子情報工学科

弘前大学理工学部同樹会報

平成25年２月28日発行
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弘前大学理工学部同樹会決算書

平成24年３月31日

◎収入の部
項
繰

（円）
目

越

予 算 額
金

会

8,065,831

決

算 額

3,460,000

1,320,000

卒業・修了祝賀会
当日会費納入分

0

147,500

200

78

11,526,031

9,533,409

収

入

計

差

額

8,065,831

費

雑

摘

要

0 平成22年度より
正会員
学部
〃
〃
△ 2,140,000
〃
〃
院生
〃
〃
147,500

１年（24年度入学）
１年（23年度入学）
２年
３年
４年(祝賀会時納入4人分含)
１年
２年
後期課程

学生
教員等

132人
54人
38人
3人
0人
34人
2人
0人
1人
22人
37人

540,000円
380,000円
30,000円
0円
340,000円
20,000円
0円
10,000円
55,000
92,500

△ 122 預金利息
△ 1,992,622

◎支出の部
項

（円）
目

予 算 額

決

算 額

差

額

摘

要

弘前大学同窓会費

240,000

240,000

0 平成23年度負担金

印

費

264,000

324,450

60,450 会報第12号 2,000部他

卒業・修了祝賀会費

300,000

377,540

77,540

代

84,000

56,700

通 信 ・ 運 搬 費

40,000

46,370

会

議

費

10,000

5,620

△ 4,380 遠藤学長ご退任記念祝賀会出席会費負担金他

事

務

費

120,000

120,000

0 名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理謝金

費

20,000

2,688

郵便振替払込料

18,000

14,040

刷

写

消

真

耗

品

卒業・修了祝賀会経費（230,040円）
卒業・修了祝賀会当日会費（147,500円）

△ 27,300 卒業・修了祝賀会記念写真代
加入案内送料（研究科新入生）
（5,110円）
6,370 未加入者へ加入案内送料（学部４年）（26,860円）
会報送料他（14,400円)

△ 17,312 プリンターラベル他
△ 3,960 会費払込手数料（128人）

義

援

金

200,000

200,000

予

備

費

10,230,031

8,146,001

△ 2,084,030 次年度以降経費引当金を含む

11,526,031

9,533,409

△ 1,992,622

計

平成24年度

0 東日本大震災被災者への義援金

弘前大学理工学部同樹会予算書

平成24年４月１日

◎収入の部
項
繰

会

雑

（円）
目

越

収
計

(11)

予 算 額
金

8,146,001

前年度予算額

増

減

摘

8,065,831

80,170 平成23年度より
正会員
学部
〃
20,000
〃
〃
院生

費

3,480,000

3,460,000

入

200

200

11,626,201

11,526,031

0 預金利息
100,170

１年
２年
３年
４年

348人×＠ 10,000円
303人
5人
5人
30人
5人

要

平成十 七年度 より幹 事（会計
担当） を務め ており ます一條 で
す。
ま ずもって 、本号 にご寄 稿い
た だきまし た同樹 会員並 びに理
工学研究 科教員 の皆様 に厚く御
礼申し 上げます 。毎号 、多く の
皆様に 支えら れて発行 できま す
こと を大変幸 せに思 います 。し
かし 一方で 、残念な ことに 、本
号の 卒業・ 修了祝 賀会のご 報告
に も書きま した とおり、 祝賀会
参加者数が例年下降傾向であ
り、卒 業・修 了したて のいわ ゆ
る新同 樹会員 の皆様 において 同
樹会 への意識 が希薄 である よう
に感 じます 。卒業 ・修了し てし
ま えば母校 なん て関係な い、と
いう意識 なので しょう か。仮に
そうい う意識が あるに しても 、
多かれ 少なか れ時間 が経つご と
に母 校や同窓 の思い 出が湧 き上
がっ てくる と思いま す。そ うは
言っても、新同樹会員諸君に「数
年後の気 持ちに なれ」 というの
も無理 な話です ので、 別な角 度
から同 窓の意 識をもっ ていた だ
きた く、次の ことを 書きます 。
先日 開催さ れた弘前 大学合 同企
業説 明会で もあり ましたが 、最
近 、入社数 年目 の同樹会 員が、
在学生 に近い立 場とし て企業説
明に来 学して くれてい ます。 こ
れは企 業側の 広報戦 略のひと つ
次年度以降経費引当金を含む
（前年度の予算額に義援金200,000円含む）

320,000

264,000
卒業・修了祝賀会費

300,000

300,000
代

63,000

84,000

△ 21,000 卒業・修了者祝賀会記念写真代 120人×＠525円
通 信 ・ 運 搬 費

50,000

40,000

加入案内送料（研究科新入生） 90人×＠90円
10,000 加入案内送料（学部学生４年） 250人×＠120円
会報送料他（11,900円）
会

議

費

10,000

10,000

事

務

費

120,000

120,000

費

20,000

20,000

0 プリンターラベル、ドッチファイル他
郵便振替払込料

18,000

18,000

0 会費払込手数料 150人×＠120円
10,485,201

10,430,031

55,170

11,626,201

11,526,031

100,170
費
備
予

品

計

と言 ってしま えばそ れまで です
が、 ともか く「同 窓」とい うイ
ン タフェー スは 在学生に とって
も企業に とって も双方 に有益な
のだと 思います 。すな わちこ の
とき新 同樹会 員は、 企業の側 か
ら同 窓の意識 をもっ て、在 学生
に企 業説明 をすると いう業 務を
担 うよう期 待され ます。 ここで
同窓の意 識が欠 落して いては、
業務が 遂行でき ません 。この よ
うな点 からも 、新同樹 会員諸 君
には 、卒業・ 修了祝 賀会と いう
機会 を活用 して、同 期の仲 間は
もとより先生方との親睦も深
め 、「 同 窓 」 と い う イ ン タ フ ェ
ースを 担う力を つけて 巣立っ て
ほしい と思い ます。
最後 に様々 な面にて ご協力 頂
きま した、理 工学研 究科事 務長
始め 事務職 員の方 々に、こ の場
を お借りし て感 謝申し上 げる次
第です。

査

千
三
松

須

葉
浦
野

條

藤

信
賢
徹

健

勝

行
二
也

司

弘

（理工学研究科研究部助教）

一

（弘前学院聖愛高等学校教諭）

会
長
副 会 長
幹
事

監

荒

木

宏

孝

（ 学 術 情 報 部情 報 基盤 課 技 術 専 門職 員 ）

稲

吉

村

隆

篤

夫

（理工学研究科長）

澤

（理工学研究科教育研究支援室）

問

名 誉会長

顧

條

宏

肇

（前理工学研究科長）

南

本

瀨

香

（弘前大学学長特別補佐）

貫

仁

（弘前大学名誉教授）

大

田

健

吾

（弘前大学名誉教授）

（敬称略）
年 ４月１日現在 ）

（弘前大学名誉教授）

内

（平成

URL: http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~doju/

E-mail：ken@eit.hirosaki-u.ac.jp

0 名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理謝金

費

耗

24

弘前市文京町三
電話： 0172-39-3660

0

印

消

ご注意

最近、弘前大学同窓生に対
し、同窓生名簿に関する郵便
物が届いているようです。理
工学部同樹会では、現在、同
窓生の個人情報に関する調査
及び委託は一切行っておりま
せん。もし、同窓生名簿に関
する郵便物に対して返信や申
し込みをされた場合、理工学
部同樹会としては責任を負い
かねますので、くれぐれもご
注意ください。

住所：〒036-8561

0 120人×＠2,500円

240,000

真

一 條 健 司

弘前大学大学院理工学研究科

56,000 会報13号 2,000部×＠160円

240,000

写

局

事 務

0 平成24年度負担金
弘前大学同窓会費

刷

要
摘
減
増
前年度予算額
予 算 額
目
項

（円）

◎支出の部
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