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小片コレクション

最強の応援団との連携に期待
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今、
問われる意識改革の必要性

新潟大学理事（社会連携・財務担当）
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伊藤忠雄
新潟平野に「黄金なすひろき稲
はら」
（学生歌）の季節が巡ってきま
した。同窓生各位には益々ご清祥
のこととお慶び申し上げます。去る５
月２７日、
イタリア軒で挙行された全学
同窓会の設立は、新潟大学の歴史に新たな１頁を刻む記
念すべき日となりました。
その後、
同窓会の活動は本年度の事業計画遂行に向けて、
直ちに実務的かつ実質的な協議が続けられており、
その精
力的な活動ぶりは、恰も埠頭を離れ太洋に向けてエンジンを
全開にした大型客船のように頼もしく見えます。既に法人化
の海原を航行中の母船にとりましては、
「最強の応援団」を
自認する皆様のご支援を心強く思っております。
「経営」という新たな使命を背負わされた国立大学法人
の最大の課題は、教育と研究そして社会貢献等を通して如
何に社会的評価を高めていくかという点にあります。行財政
改革や全入時代という潮流が、大学にも大競争時代の到
来を如実に示しています。皆様方との新たな連携に期待を
致しております。

中山輝也
創立時の新潟大学は、
医大、
工専、
師範などで構成、新潟、長岡、高田、
新発田に分散し、連帯意識に欠け
ていました。
６０年経ち、全学同窓会
に一元化されたことは誠に喜ばしいことです。在籍した理学
部は、
旧制高校の古い木造校舎に先輩達の威厳が染み込み、
敗戦後の物不足の時、旧制から引継いだ地質学科の鉱物
標本に目を見張ったものでした。同窓会は学科それぞれの
組織でしたが、平成に入り、競争社会到来を予期するように、
先輩の皆さんが知恵を絞り理学部同窓会にまとめました。こ
れが全学同窓会設立へのスムーズな道筋となりました。
さて、国立で十指と言われる新潟大学の使命は、地域の
大学として社会人を取り込み、人類存立の危機にある地球
環境を守る〈核〉となること。地域の企業を優先させ、知的な
資源を提供、育成し発展させること。大学が優秀な卒業生を
囲い込み、企業化し、大学を取り巻くベンチャーを育成するこ
となどと思います。結果として、資金人材が大学に還元され、
それが地域の発展に繋がるのです。究極的には、豊富な知
識と広い視野を持ち、地域に根ざした活動が出来る人材を
世界に排出することです。こうした視座に立って新潟大学が
日本屈指の大学へ発展するよう、
卒業生一人ひとりが努力し、
全学同窓会がそれを後押してゆくべきだと思います。

第一学生食堂と総合教育研究棟（旧教養部棟）前の広場（五十嵐キャンパス）

特
集

新潟大学全学同窓会設立記念式典および祝賀会（平成18年5月27日）
新潟大学の法人化と時を合わせて発足した新潟大学全学同窓会連

賑やかに開会し、大石道明首都圏同窓会会長など多士済々の飛び入

絡協議会は、2年 間の準備期間を経て、平成18年 4月1日より、新潟大

り挨拶や、
シンボルマーク制定にご協力いただいた橋本学先生への感

学全学同窓会として正式に発足しました。
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謝状の贈呈もあり、田中隆一副会長の閉会の辞で、全学同窓会設立

今までどおり既存の9つの各学部同窓会が中心になることは同じです

藤塚人骨

の祝賀会は盛会裡に終了しました。

が、
それに教職員による校友会員、大学院修了生や協賛企業などを加

小片 保教授は、新潟大学および前任の鳥取大学時代を通じて、
「ヒトの形質が、生活様式、文
化、
および自然環境により、
どのように変化するか」すなわち人間の進化を解剖学の立場から追求されました。おびただしい数の古人骨や
ミイラを対象に研究をすすめ、蒐集された人骨は、
日本人骨約1800体、
ペルーのプレインカ人骨約200体に上る膨大なもので、
日本人骨では、
特に、縄文人骨が約400体と多くを占めるのが特徴です。縄文人骨では数少ない早期のものが多く含まれ、
これだけの人骨を一施設で備
えるところは殆どなく、新潟大学が縄文時代人研究のメッカとされる所以です。小片教授が急逝した後も、散逸することなく医学部内に「小
片コレクション」として大切に保存され、学内外の研究者に活用されています。研究目的以外に、関係機関の要請に応じ、教育あるいは
博物資料としても活用されており、真に新潟大学の貴重コレクションであり、新潟県のみならず日本の貴重な財産でもあります。

えて、新潟大学を強力に支援する10万人のサポート団体が誕生したの
です。
これを記念して、5月27日
（土）、
ホテルイタリア軒（新潟市）
を会場に、
全学同窓会設立記念式典及び記念祝賀会が挙行されました。
記念式典では、柳本雄司会長・長谷川彰学長の式辞のあと、泉田裕
彦新潟県知事（代読）、上原明新潟商工会議所会頭の来賓挨拶があ
りました。その後、祝賀演奏として、新潟大学弦楽研究室四重奏団によ
る演奏と新潟大学合唱団による「新潟大学学生歌」などの合唱があり、
記念祝賀会に入りました。多和田副会長の主催者挨拶に続いて、篠

新潟大学の宝「小片コレクション」

田昭新潟市長の来賓挨拶（代読）、荒川正昭前学長の乾杯の発声で

新潟大学名誉教授
前医学部教授（第一解剖学）

「新潟大学カード」平成19年1月から募集開始予定

熊木

克治

新潟大学医学部
（解剖学教室）
には故小片保教授（在
職1959〜1980）
が収集、研究された、国内有数の古人骨

新潟大学全学同窓会はUFJニコスと提携し、
クレジットカード「新潟大

かし、
「新潟大学カード」では、
この手数料を新潟大学の発展のために利

標本「小片コレクション」があります。旧石器時代人１体を

学カード」
（ゴールドカード）
を発行します
（大学承認済）。入会費や年

用することができます。すなわち、
「新潟大学カード」利用者は様々な恩典

含む、縄文時代人約400体を中心とした弥生、古墳時代

会費も永年無料で、家族会員も2人まで同様に年会費無料で加入できま

を享受しつつ母校の支援をしていることになるのです。

す。海外（国内）旅行傷害保険が最高5,000万円など様々なゴールドカー

人など総数約1800体に及びます。標本収蔵室に足を踏み入れると、時空を

「新潟大学カード」入

越えて、壮大な人類学絵巻の中に飛び込んだような錯覚さえ感じます。

ドの特典が付与されています。もちろんUFJニコスカード固有のポイントも

会についての詳しい募集

地元新潟にも数々の縄文人遺跡があります。東蒲原旧上川村の室谷洞窟、

ついています。本カードでは、新潟大学の卒業生・教職員・学生（学生は

案内や入会申込書は、所

佐渡の藤塚貝塚（旧真野町）、堂の貝塚（旧金井町）、三宮貝塚（旧畑野町）

通常のカード）
など、新潟大学に係わりのある全ての会員がカードの入会

属同窓会の定期発送物な

で出土しています。いずれもその埋葬の様式や状態、石鏃などの副葬品、病変、

資格を持ちます。

どに同封される予定です。

抜歯などの例から、悠久の太古の日本人の風習や生活状

「新潟大学カード」で支払われた時、利用者に還元されるポイントとは

今後ホームページなどでも

況が推定されて興味が尽きません。

別に、UFJニコスから全学同窓会に手数料が入ります。この手数料の還

案内しますので、
よろしくお

元は、
現在皆様が使っておられるカードの場合でも行われており、
その場合、

願い致します。

沖縄支部長

内間

今でも内、
外の人類学研究者のメッ
専門的活用に限らず、開かれた 博

平成17年度会計報告

壮六

収入の部

新潟大学全学同窓会の組織化に呼応して、当地沖縄でも同窓会沖
縄支部を発足致しました。沖縄の地から、母校新潟大学の発展を支援
しようとするものであります。支部発足は県出身で全学同窓会副会長の
多和田孝雄氏のご尽力によるところが大であります。
4月1 5日の設立祝賀会には、公私共に多忙の中、遠来より長谷川学
長も馳せ参じ、県内在住の同窓生（約１００名の半数近くが出席）
と談
論風発に花を咲かせ、
とも
に母校の発展について語
り合いました。
青春の志を抱き、春秋
に富む多感な青春時代を
過ごした母校の発展は、
我ら同窓生がひとしく願う

支出の部

（平成17年４月１日〜18年３月3 1日）

費目
繰越金
賦課金
分担金
協賛金
一般広告掲載
受取利息

予算額（円）
3,283,579
240,000
5,000,000
1,500,000
0

実績（円）
3,283,579
240,000
5,000,000
1,050,000
400,000
20

合

10,023,579

9,973,599

予算額（円）
1,200,000
1,500,000
1,000,000
60,000
3,000,000
1,200,000
1,500,000
300,000
0
0
0
263,579

実績（円）
1,072,560
1,650,609
1,185,458
0
2,940,525
700,000
1,018,500
0
92,805
642,390
4,910
0
9,307,757
665,842

10,023,579

9,973,599

計

費目
人件費
事務・通信費
交流会・会議費
旅費
PRパンフ作成費
新潟大学事業共催費
PR費
渉外費
商標登録費
ファイル作成費
郵便口座振替手数料
予備費
小 計
剰余金
合

計

物館 としての有効活用が強く望ま
れるところです。新潟大学のみならず、
全人類の文化遺産、宝ともいえる貴

備考
8学部同窓会入金
〃
協賛企業35件
4社

重なものを守り、生かしたいものです。

備考
広報紙送付代他

聖岳人骨を手にする
小片教授

広報紙第2号、3号制作

昭和37年に大分県聖岳洞
穴から発見された人骨は、発

シンボルマークの商標登録
雪華ファイル7,000部

掘状況、形態的特徴、
フッ素
含有量による年代比較検討
などから、旧石器時代のもの

全学同窓会に引継
（第1回全学同窓会理事会承認）

と推定されました。後年、外部
から異論も出ましたが、
より精

ところであります。

度の高い年代測定技術により、
将来再評価されるものと思わ

祝宴の琉舞「かぎやで風」が支部の発足に彩りを添えました。

SEKKA 2006; 5:1-8

（縄文時代の遺跡分のみ）

カとして利用者が絶えません。さらに

「新潟大学カード」の見本案

知らないうちに、
カード会社から入会された企業等に支払われています。
し

全国に先駆けて沖縄支部が結成

小片コレクションの
調査発掘地点の分布図

小片コレクションの収蔵庫内部（エアコンによる温度、湿度
管理がなされ、
コレクションが大切に保存されています。）

れます。

ii

iii

SEKKA 2006; 5:1-8
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【周囲から慕われた人柄】

【略歴】

縄文時代の人骨
―新潟県内で発掘の代表例―
縄文時代は約一万年続き、早期、前期、
中期、後期、晩期に区分けされます。

調 査 。同 41年ミイラ研 究その他で、エジプト他
1916（大正5）年前橋市に生まれ、昭和16年新
欧米諸
国へ 出張。同48年早稲田大学古代エ
潟医科大学卒 業 。新潟医科大学副 手（ 細 菌
ジ
プ
ト
調
査
（第3次マルカタ遺跡人類学的調査）。
学 ）。海軍軍 医 。同 25年東京大学理学部 人
類学科卒 業 。同 27年同大学院 修了。直ちに （ 以 後、49年 第 4次、51年 第 6次、52年 第 7次、
鳥取大学医学部に赴任（解剖学）。医学博士。 53年第8次、54-55年第9次調査に参加。）同50
年中米・アンデス地帯調査。同55年1月26日
（エ
同31年教授に昇任。同34年新潟大学医学部
ジ
プ
ト
よ
り
帰
国
ま
も
な
く
）
心筋梗
塞
に
よ
り
急
逝。
教授（第一解剖学）
に転任 。イラン・イラク学術
享 年 64才 。遺 体は新潟大学医学 部に献 体さ
調査 。同37年理学博士（東京大学）。東大第
れました。
5次アンデス地帯学術調 査 。ペルー原住 民の

小片 保
教授の
プロフィール

研究面では極めて厳しい先生でしたが、
自己を
飾らず、大らかで人情味あふれる性格を持って
いました。学生時代から俳句を嗜み、美に対す
る感性も豊かでした。学生との交流を非常に大
切にし、献体や人骨に対する尊敬の念は学生
にも素直に受け入れられました。倫理観醸成の
面でも新潟大学の医学教育に大きな貢献を果
たしたといえます。医学生から強く慕われ、最も
人気のある教授でした。

早期、前期の人骨は全国的に出土数が非常に少ないのですが、小片コレクショ
ンには有名な遺跡から出土した保存状態の良好な早期、前期人骨が二十数
体含まれます 。小片教授が、早前期人を「華奢（きゃしゃ）」、
中後晩期人を「頑
丈（がんじょう）」と、
わかり易い独特の表現で、
日本人の起源と形質の変化に
ついて論じたのは有 名です 。以 下に、新潟県 内で出 土した代表 的な縄文 人

小片保先生から学んだこと
前富山大学医学部助教授
元新潟大学医学部第一解剖学教室

森沢

佐歳

小片先生は、
初対面にも拘わらず、

骨を紹介します 。

発掘に参加している高校生、
大学生、
地元関係者と旧知のごとく話され、

藤塚人骨

その日のうちに、調査団に溶け込ん

小片教授は、昭和30年代から40年代に、
日本のミイラ即ち「即身仏」の研究にも力を注
ぎ、崩壊の危機にあった多くの即身仏の保存処理に努めました。
昭和46年早稲田大学古代エジプト調査隊がエジプトのマルカタ遺跡の発掘調査を行ったところ、
ローマ時代の建物跡や墓地から大量の
人骨、
ミイラが発見されました。小片教授は、同48年の第3次調査から55年まで、6回の調査に参加し研究に協力しました。
湿度の高い日本のミイラでは薬物を使わず段階的な断食や、死後も地中に放置し水抜きなどの処置を施しますが、
エジプトでは内臓の摘
出後に防腐剤を用います 。
「小片コレクション」にはエジプト人骨はありませんが、
ミイラの作製、保存、修復の研究で、国内外で小片教授は
大きな貢献を果たしました。

ミイラ研究とエジプト調査

でしまわれました。しかし、人骨が発

小片保先生の想い出

見されるや、急に無口になられ、真っ

昭和41年、佐渡市真野新町（旧佐渡郡真野町）
藤塚地内、標高 20mの 段丘での砂取り作業 中に

に、筆の一振りにも注意を払われ、真剣に作業を開始さ

縄文中 期の貝塚が発 見されました。付 近では、以

れました。人骨の全貌が現れ、細部まで記録するスケッ

前から石器時代の遺物の出土が知られていました。

チの終わるまで、無言で続けられました。人情に厚く気さ

翌年、
地元教育委員会、
新潟大学第一解剖学教室、

くな中に研究に対する熱意と真剣さの溢れる先生でした。

立教大学博物学研究室の発掘チームにより、墓坑中に仰臥屈葬の壮年女性一
体と散乱人骨22個体が発見されました。数少ない日本海側の縄文貝塚の中にあっ
て藤 塚貝塚は規 模も大きく、狩 猟
や漁 労が盛んであった当 時を伝え
るものです。頭 蓋は短 頭で比較 的
横に広い顔をもち、眉間とそれに続
く眉弓の発達は弱く、下顎骨を含め、
全体は「きゃしゃ」な印象があり、下
肢 の 腓 骨は「がんじょう」です。身
長推定値は148.7cm。

早稲田大学客員教授
工学博士

先に現場に向かわれ、僅かな骨片の見落としもないよう

さまざまな時代の人骨が集積することの重み
小片教 授 は 、多 数 の
人骨を詳細に計測し、年
代や 地域 毎 の特 徴を示

(%)
100
頭
50

男
女
男
女

蓋

体肢骨

動ひとつひとつが楽しく想い出されます。ある日、
「昨夜ミイラに囲まれ
首を締められた夢を見たんです」とお話ししたことがありました。
「ふむ
ふむ」と頷かれた先生に「やぶれかぶれで、
そのミイラに食いついたん
です」と続きを言うと、
「作ちゃん、
ミイラは

古人骨を計測中の小片教授（昭和42年夏）

食わない方がいいよ。なんたってバイ菌が
ウヨウヨだからね」と真剣に先生。
「先生、

性
性
性
性

これ夢なんです！」でも「うんそうか」
と終わっ
たのでした。ミイラが大好きな先生のエピソー
ドですが、真 面目におっしゃったことが基

れました。一施設に多数

本的にぶっとんでいるので、私たちは意表

の 古人 骨 、特 に 縄文 人

をつかれてどっと笑いが起こり、周囲が和

骨を集 積させることによ
もありました。

作治

小片保先生の想い出は、尽きることがありません。先生のお話や行

され 、
ヒトの進 化を論じら

り初めて成し得た研究で

吉村

0

早期

前期

中期

後期

むのです。エジプトでは、私たちのアイドル

晩期

縄文人骨236体 の計測値で最大値を示す
出現頻度（小片教授論文より）

マルカタ南・魚の丘遺跡にて 調査中の小片先生

的存在でした。

鉄龍海上人の即身仏を調査中の小片教授（昭和35年7月 ）

室谷人骨
室谷洞窟は新潟県東蒲原郡阿賀町（ 旧上川村 ）神谷地内、
標高218m、阿賀野川の支流である室谷川の側方浸蝕により形

G7など欧米先進国は進んだ工業国であるとともに

成された洞窟です。数年前に近くの小瀬ヶ沢洞窟から縄文早期

農業生産も盛んな農業国でもあります。

の遺物が多数出土していたことから探索の対象となり、昭和35年、

発掘中の現場写真。中央に頭蓋骨が見え始めている。左右は石。

新潟クボタは農業の盛んなこの新潟で、若い力を育てながら、

同じく長岡市立科学博物館（中村孝三郎氏）
が調査を行いました。

新潟県農業の振興をダイナミックに担っていく企業を目指して、

調査には新潟大学医学部学生も参加していました。発掘を進め

限りない努力を続けていきます。

たところ人骨が出土し、小片教授も調査に加わることになりました。貴重な縄文前期の壮年または熟
年女性他６体の人骨が発見されたのです。洞窟からは、伊豆諸島の神津島、青森県深浦、長野県霧ヶ
つよく やさしく おもしろい

峰、栃木県原産の黒曜石も出土し、当時の広い文化圏が示唆されます。土器などの遺物は国の重

株式会社 新潟クボタ

要文化財に指定されています。
一体は明らかに屈葬されていました。下顎骨は小型で、上・下肢骨とも細く、
「きゃしゃ」です。

〒
〒950-8577
950-8577 新潟市鳥屋野
新潟市鳥屋野331番地
331番地
TEL
TEL 025-283-0111
025-283-0111 FAX
FAX 025-283-0121
025-283-0121
URL
URL http://www.niigatakubota.co.jp/
http://www.niigatakubota.co.jp/

現在の室谷洞窟。国の史跡に指定されています。
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新潟大学

全面広告

O g a t a

c o l l e c t i o n

プレインカの人骨とミイラ
アンデス地帯は雨量に乏しく、寒冷または炎暑という気象条件によ
り、砂漠や岩陰の洞窟にはミイラになりやすい条件が揃っています 。
小片教授は、東大アンデス地帯調査団に参加し、砂漠に眠る多数の
ミイラや人骨を調査しました。小片コレクションには、
インカ帝国の前か
ら栄えたチャンカイ人の多数の変形頭蓋が含まれます 。

ペルーの地に小片人類学の足跡を追って
長崎大学医歯薬学総合研究科教授
元新潟大学医学部第一解剖学教室

加藤

克知

小片先生のお導きなのでしょうか。私は長年の夢が叶っ
て平成１４年から毎年ペルーを訪れています。現在までに、
ムゼオ・ナショナルなどペルー屈指の博物館や発掘現場
においてパラカス、
ナスカ、
モチェ、
チャンカイ、
インカといっ
た古 代アンデス文 化を築い
た人々のミイラや骨格を沢山調査させていただ
きました。学術調査が比較的容易に行えるのも、
小片先生をはじめ多くの日本人学者がペルーの
人々に与えた好印象の賜でしょう。小片先生の
目指された人類学は、畢竟「世界中の人々の平
等と和」でした。今、私は恩師小片先生がペルー
やペルー人の心中に深く刻まれた足跡を追いな
がら、小片人類学の偉大さを実感しています。

新潟大学の
小片コレクションについて

インターンシップ・プログラム

ビダル・イルダ

ペルー国立人類学考古学博物館
教育学博士・考古学者

してから10 年目を迎えました。この間、現場における就業体験をすることによって、勉学意欲向
上や自らの職業選 択を考える契 機とすることを

古 代 ペルーの原 住民の人類学 的な調 査をさ
れました。日本人を研究対象とされていた人類学者小片先生が古
代ペルーの原住民に深く興味を持たれ、
はじめて現地での実地調
力しました。国立人類学考古学博物館、Tablada d e Lurín或は
Ancónの 発掘現場、
サン・マルコス大学博物館と農業大学の人骨

ンシップの構 築にむけ、地 域との連 携を深める

コレクションなど多数を調査し、ペルーと日本で多数の論文に報告
されました。
最 初の訪 問の終わりに、小片先 生は「日本の縄文時 代と古 代
ペルーの原住民の類似点」と題する特別講演をされました。確か
な方法論と高度な倫理感、大いなる人間性と厳密な科学を示され、
ペルー人の聴衆は深い感銘を受け、先生に対して深い尊敬の念を

ためにも努力していきたいと思います。
（法学部 栗原眞佐子）

1. 法学部の勉強として、実務体験を行うことが
有意義だったと思ったから。…14人
2. 自分の進路決定の参考にするため。…53人
3. 就職に有利だと思ったから。…1人

土にばらまいた大量の骨の存在を小片先生が実際にその目で確
潟大学医学 部にある小片コレクションのプレインカの骨はその遺
跡で集めたものなのです。それらを新潟大学に移管するため、私は

小片先生は、ペルー、即ち昇る太陽の帝国に住む人々を兄弟とし

であり、患者さんご自身の骨膜細胞と
血液、
そして細胞の足場となる人工骨

1. 十分に満足できるものであった。…48人

を混 合して骨欠損 部に充 填します。
今 後、培 養システムを医歯学総合 病

2. どちらかというと満足できるものであった。…18人
78％

3. あまり満足できるものではなかった。…3人

70％

4. 期待はずれで全く満足できなかった。…0人
0％

1％

4％
1％

26％

インターンシップ参加動機

かめられた時、先生は大きなショックを受けておられました。現在、新

歯周炎により破壊された歯周組織を培養骨膜シートを用いて再生させる治療法を
2005年より実施しています。本法は"組織工学"という新しい考えに基づいた治療法

インターシップに対する満足度 （希望と合致していたかどうかに関係なく）

20％

小片先生は、世界の先住民、特にペルーのインディオに深い敬
た時のことですが、略奪 者がミイラの装飾 品を持ち去った後に表

培養骨膜シートを用いた歯周再生治療

院生命科学医療センター再生・移植
医療部門に合流し、
さらなる改良をは

4. 単位が確実に取れそうだったから。…1人

日本人であった、
と思います。
意をもたれました。私たちがChancay谷 のPisquillo遺 跡を訪問し

歯学部歯学科

現場で学ぶ実習生（北陸ガス株式会社）

インターシップに参加しようと思った最大の理由は何ですか？

もちました。先生は、複雑な現代日本のなかで、典型となる本物の

の友好的なつながりと同じくらい間近な関係にあったと思います。

かる予定です。
（大学院医歯学総合研究科歯周診断・

インターンシップ満足度

再建学分野 奥田一博）

（2005年度インターンシップ報告書より）

培養骨膜シート
患者さんご自身からわずかな骨膜小片を採取させて
いただき６週間培養してシート状に成形する。

教育人間科学部

スキ ー運動時の疲労評価に関する研究
レジャー、生涯スポーツとして親しまれているスキーには衝突や
疲労による傷害の危険性が潜んでいます。ゲレンデで疲労評価
を行うことにより、中高年のスキーヤーがより安全にスキーを楽し
むことが可能となります。また、競技スキーで必要な筋力を鍛える
ための指標ともなり得ます。そのため、
自然科学研究科と共同で、
運動中の表面筋電図の周波数分析を迅速に行い、
スキーヤー
の状態を実時間で評価するシステムの開発を行っています。
（牛山幸彦）

エックス線写真
手術前：黒い陰は骨が → 手術 後１年：骨が再 生
されている
無くなっている部分

て愛され、心から敬意を払われました。小片コレクションに含まれる
（ 上 ）ターン 毎 に 筋 力
発揮区間を推定し、大
腿部筋電図を抽出。

プレインカの骨はその意味でとても貴重な宝物であると思います。
謝辞

「 小片コレクション 」からのお願い
古人骨は、研究目的以外に、市民へ の一般公開などを通じ博物資料としても活用されていますが、展示のための
修復・保存には、かなりの資金が必要です。税金が控除される「 小片コレクション 」へ の寄附については、新潟医
学振興財団へお問い合わせください。 ■電話／025-227-2176

目標に、延べ425の 組織に553名 の学生を派遣
してきました。
近 年、若 者の早期離職 率が高く、勤労 観や
職業 観の育 成につながるインターンシップはま
すます重 要であると考えられます。今 後も学 生
がチャレンジ精神をもって取り組めるようなインター

査をされたのです。その都度、私は小片先生の研究に一生懸命協

我々の歴 史の始まった頃には、ペルーと日本との関 係は、現 在

チャンカイ遺跡（首都リマから北に60kmの 丘陵地。平和的なチャンカイ文化は、
1000年 頃からスペイン人の侵入まで栄えた。）調査中の小片教授とイルダ博士。

―大学を現場に出す―

法学部では1997年 に国立大学で初めてインターンシップ・プログラムを正規科目として導入

小片保先生は１９６９年と７５年にペルーを訪れ、

関係する諸機関の責任者との折衝にあたりました。

アンデス地 帯には、小 児の頭に布や
紐が巻き付けられたり、頭を板ではさ
む頭蓋変形の跡を伴う人骨が多く発
見されます。階 級や 種 族 の目印、疾
病予 防、美的観 念の象 徴など、風 習
の目的は推測の域を脱しません。

最新研究

法学部

■http://www.niigata-mf.or.jp

本特集の編集に際しては、小片玲子、医学部第一解
剖学教室、
長岡市立科学博物館、
阿賀町教育委員会、
新潟県立歴史博物館、佐渡市教育委員会、早稲田
大学エジプト学研究所（敬称略）の協力と資料の提

大腿部筋電 図 の 周 波
数帯 域がターン毎に低
下している。また、午 前
中と午 後ではその 傾 向
に差がある。

供を受けました。深謝いたします。

臨床写真
１年後の診査で、付着の獲得がおこっている。

筋電図の測定、結果のフィードバックに高速演算可能なホストコンピュータと、
スキーヤーに結果を表示するためのシステムが必要。

特別
寄稿

新潟大学で学んだ技術者のモラル

株式会社 イー・アール・エス 代表取締役副社長
理学部地質鉱物学科 昭和45年卒

安藤 廉

技術的評価やリスクサービスが、投資の判断や債権の格付け、融資判

㈱アヅマテクノス・イーグルブルグマンジャパン㈱・㈱池田看板・㈱磯部鉄工所・㈱イタリア軒・五日町病院・㈱伊藤商会・㈱今井組

同じ技術系の仕事に携わる者として不愉快な

断等に重要な役割を果たすようになりました。この際に求められるのは、

㈱牛木組・㈱宇都宮製作所・エアプラック㈱・㈱エーアイクリエイト・㈱ＮＳ・コンピュータサービス・㈱遠藤製作所・㈲大沢印刷所・㈱大橋商会

思いを募らせています。私は理学部で地質学・

技術者の専門家としての高度な判断と、高いモラルに立脚した中立的

鹿島建設㈱・金井度量衡㈱・㈱キタック・㈱北村製作所・共立印刷㈱・(財）協和会・㈱クワバラ・㈱考古堂書店・㈱コロナ・済生会川口総合病院

古生物学を学びました。恩師の教えの中で最

な姿勢です。

昨今技術者のモラル低下が巷間を賑わし、

も心に残っているのは「人間も、動植物も、鉱

今 後わが国においても、技術者個 人のジャッジメントに対する社 会

物も、地球上に存在する全てのものは等価値

的ニーズと重要性は、
ますます増してゆくと思われます。一方、経済活

である」という言葉です。科学技術に関わる者の基本姿勢として、

動の中で社会的役割を果たしている技術者は、多種多様な利害関係

座右の銘としています。

に取り巻かれています。このような時、
いつも思い出すのは母校新潟大

わが国のものづくり文化の中で、技術者がその専門的知識と判
断を社会に提供し、経済活動に直接コミットする機会はなかなかあ

㈱斎藤組・佐藤食品工業㈱・㈱サンケイ情報ファシリティ・㈱三條機械製作所・㈱三星住発・㈱ジェイマック・㈲新栄ビル管理
ジャパンコントラクトフード㈱・㈲信成科学・㈱新宣・進展工業㈱・㈲真保電機工業・㈱シンワ歯研・スズキ商事㈱・㈱鈴商・諏訪湖畔病院
㈱関茂助商店・セコム上信越㈱・㈲第一理研・㈱第四銀行・太平興業㈱・高田西城病院・竹田綜合病院・田代消化器科病院・ダムズグループ
㈱ティーエムイー・東芝情報機器㈱・㈱東陽理化学研究所・監査法人トーマツ・トップ工業㈱・轟産業㈱・公認会計士富岡清嗣事務所
内外化学製品㈱・中田会計事務所・南部郷総合病院・新潟エヌ・デー・ケー㈱・㈱新潟オービックシステムエンジニアリング・㈱新潟クボタ
新潟大学生活協同組合・新潟中央青果㈱・新潟電機㈱・新潟日産自動車㈱・新潟脳外科病院・新潟万代島総合企画㈱（朱鷺メッセ）

学の恩師の言葉で、科学者としての矜持と尊厳を胸に刻み、気持を引

日佑電子㈱・㈱博進堂・㈱白鵬・東新潟病院・光タクシー㈲・新潟税理士法人深滝合同事務所・㈱ブルボン・峯栄電工㈱・北越製紙㈱

き締めるこのごろです。

㈱北都・㈱細貝建築事務所・㈱ホテルオークラ新潟・㈱ホテル新潟・松田八百屋・㈲めぐみ工房・㈲やしち酒店・八洲設備工業㈱

りませんでした。しかし近年市場経 済が活性 化し、投資対象 物の
SEKKA 2006; 5:1-8

私たちが新潟大学を応援しています

山岸会計事務所・ヤマトロジスティクス㈱・吉井国際特許事務所・吉田病院
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I N F O R M A T I O N
新潟大学からのお知らせ
「クイック水素ガス検知センサーの開発」が
文部科学大臣賞を受賞
原田修治教授（工学部）の研究成
果による「クイック水素ガス検知セン
サー」の開発が、
㈱新潟ティーエルオー
を介し、地元企業㈱テクノリンクとの
ライセンス契約を結び、製品化に成
功し、地域における大学の技術移転 EMF型水素センサー
先端部（赤丸）の先端がセンサー部
に関する産学連携の推進事例として
高く評価され、第４回産学官連携功
労者表彰の文部科学大臣賞を受賞しました。
この「クイック水素ガス検知センサー」は、
世界初の起電力変化（EMF
方式）
を利用し、瞬時に大気中の水素ガスを検出するセンサー（0.1
秒以内に水素漏れを検知）
で、検出速度，
チップ化、選択性、寿命、製
造コストの面で、従来製品に比べはるかに高いパフォーマンスを有し、
今後，
燃料電池自動車など水素燃料電池の需要拡大が予想される中、
市場への貢献が有望視されています。

田村教授が論文引用回数で世界第2位
世界の最先端領域の研究のうち、世界中からの注目度をあらわす
論文引用回数が発表（米国：トムソンサイエンティフィック社提供）
され、
田村詔生教授（自然科学研究科）
が、世界第２位となりました。
田村教授の研究テーマは、素粒子物理学の実験による研究です。
素粒子とは、
自然界をつくる最小単位であり、例えばクォークやニュート
リノなどです。その研究のため、
高エネルギー加速器研究機構（茨城県）
とニュートリノ観測装置スーパーカミオカンデが置かれている宇宙線研
究所宇宙ニュートリノ研究施設（岐阜県神岡）
で実験を進めている共
同研究グループの一員として活躍しています。これらの研究の中で、宇
宙の構成に関わるクォークの性質やニュートリノにわずかな質量がある
ことを確認するなど、
素粒子の統一的理解の解明が期待されています。
田村教授は「これらの分野では日本が世界をリードしており、今後もイ
ンパクトのある最先端の研究を目指したい。」
と語っています。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

新潟大学全学同窓会からのお知らせ
新潟大学全学同窓会交流記念講演会および
懇親会のご案内
●日時／平成18年11月3日(金・祝日)
● 場所／ホテル新潟（新潟市万代5-11-20）
講演会 15:00〜16:30 芙蓉の間（2Ｆ）入場無料
■演題／「ビル・ゲイツと良寛−現代人の忘れ物」
■講師／松本市壽氏（全国良寛会常任理事）
（略歴）1936年鳥取県生まれ。社団法人思想の科学
研究会事務局長をへて40年間を出版社の書籍編集
と良寛研究の推進につとめ、
最近は良寛アメニティのキー
ワードで顕彰活動中。著書は
「良寛という生きかた」
（中央公論新社）
「ヘタな人生論より良寛の生きざま」
（河出書房新社）
「良寛の生涯その心」
（考古堂書店）
「座右の良寛」
（アートデイズ）
など多数。

《講演内容》
昼間は市場原理の競争社会の中で頑張り、夜は自己安堵の
良寛を支えに生きる。同じ人間のうちに二律背反の原理ともいう
べき異なる方向のあこがれを持てば、
ストレスが増大するという見
方がある。
金銭感覚だけが異常に突出したグローバル・スタンダード志向の
現代社会では、
こんな悲観的な思いが大勢を占めるというが、
はた
してそうか。この世は強いもの勝ちというのは現代人の思いこみに
すぎず、
つい陥りやすい忘れ物について語りたい。
（松本市壽）
懇親会 17:00〜19:00 飛翔の間（3Ｆ） 会費：6,000円
●いずれの申し込みも、10月18日までに、郵送またはファックス
にて全学同窓会事務局へ。 FAX 025-262-7892

全学同窓会理事会の主な決定事項
第1回理事会で会則が承認され、役員（柳本会長、田中、多和田副
会長、富岡会計監事）
を選出し、事業計画案を承認しました。第２回理
事会で予算案を承認し、同窓会旗の作成を承認しました。第３回理事
会で田中副会長の離任に伴い副会長に追手巍医学部学士会長を
選出しました。また、
１８年度のクレジットカードの発行を承認しました。
第４回理事会でカードデザイン案を決定しました。

卒業生へのアンケート調査
（教育成果・効果の検証）の実施について
新潟大学では、平成16年4月の国立大学法人化以降、個性豊か
な魅力ある大学を実現するため、
自立的な環境の下で、優れた教育
や特色ある研究を積極的に取り組んでいます。
具体的な「目標」及び「計画」については、第１期中期目標・中期
計画（平成16年度〜平成21年度）
として提示しているところであり、
その中で明確な「教育目標」をたてています。
このたび、本学が提供している教育が、
その目標に即しているのか、
教育の成果が上がっているのか検証するため、平成15年度〜平成
17年度の卒業生に対してアンケート調査を実施することといたしました。
アンケート調査の実施にあたっては、各学部同窓会のご協力のもと、
卒業生の皆様へ調査書を郵送いたしますので、
ご支援とご協力をお
願いします。
●お問い合わせ：新潟大学学務部教務課 TEL 025-262-6303

新潟大学全学同窓会
事務局：〒950-2181 新潟県新潟市五十嵐2の町8050番地
TEL025-262-7891 FAX025-262-7892
dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp

http://www.niigata-u.ac.jp/gakugai/gr/dousoukai/

首都圏同窓会からのお知らせ
第23回納涼パーティが8月24日新木場｢ウッドラーク｣で開催されました。
大石首都圏同窓会長の挨拶の後、遠路特別参加して頂いた長谷川
学長より大学の現況について説明を受けました。小関明氏（法52卒）
より新潟大学東京イノベーションクラブの活動について報告があり、同
窓会員各位の参加要請
がなされました。
本年度総会は11月16日
（木）歯学部が当番幹事
学部となり東京駅大丸ル
ビーホールで開催いたしま
す。多数の参加をお願いし
ます。

運営委員会広報部より
新潟大学に現存する研究等の資源には、一般市民にとっても興味深い
博物的な資料が少なからずあります。次世代を担う小中学生にも見てい
ただきたい「小片コレクション」はその代表例です。貴重ではあるものの、
顧みられる機会の少なくなった他の資料を含め、痛んだり、散逸すること
のないよう、新潟大学博物館の建設が望まれます。一大学に止まらず、地
域社会にとっても貴重な財産だからです。

