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平成27年度後援会資料 
教務委員会・唐原 

• 後援会から補助を受ける教育活動の報告�
• 学部での英語教育�
• 学生表彰など�

• 教員による教育の質の向上を目指した
研修活動（Faculty Development：FD）�

各学科における教育活動の一部を補助�

•  学生実験の実験材料購
入�

•  他学科向けの基礎実
験等のティーチング
アシスタント雇用�

•  など�

学部の英語教育 

•  実用ビジネス英語能力を測る指標�
世界共通のTOEICⓇテストスコア�

•  7割の企業が採用時にTOEICスコアを
参考に�

•  16％の企業でTOEICスコアを異動、
昇進・昇格の要件に�
–  「上場企業における英語活用実態調査 

2013年」報告書�（304社回答）�

•  就活のエントリーシートにスコア
を書けないと，面接までたどり着
けない（かもしれない） �

•  −＞就活のパスポートみたいなもの�

TOEICⓇIPテスト�
全員受験�

•  前期は7月15日（水）�
•  後期は1月中旬�

•  TOEICⓇIPテスト�年2回全員受
験�

•  後期の受験料の一部を，後援
会からサポートを頂く予定�

富山大学理学部主催 

試験日 ２０１５年７月１５日（水） 

会 場 五福キャンパス 共通教育棟 C２１・C２２番教室 

時 間 集合時間１３：３０（遅刻厳禁：試験説明します） 
 （試験時間１４：００~１６：００の２時間です） 

受験料料 ３,３９５円（税込）公開テストより2,330円お得です。 

ＴＯＥＩＣ ＩＰとは 大学生協 担当連絡先 

担当：松本 076-433-3080 

申込書は、理理学部教務および上記⽣生協店舗でご⽤用意しています。 

試験概要 

受験⽇日当⽇日の持ち物などの詳細は受験票をご確認ください。 

専門基礎科目�
TOEICⓇ英語eラーニング 

•  水曜3, 4 限�
•  TOEIC対策経験豊富な�
•  英語学修アドバイザー�

•  前半（3限）は講義形式�
•  後半（4限）はeラーニング

による演習形式�
•  半期で1単位（演習形式）�
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単位認定あり

受講者および研修者に対して最大３単位

が認定されます。 詳しくは実践英会話

レクチャーで説明します。

H27.3. 9現在（理学部用）

トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学ＨＰ

http://www.utar.edu.my/main.jsp

《費 用》 ２６万円程度 （交通費，滞在費，研修費，食費等含む）

平成26年度実績： ￥167,120 （下記の全ての受給条件を満たした者）

※１ 理学部（後援会・同窓会）から補助があります。

補助金対象者：理学部および修士課程（理学）の学生

※２ 日本学生支援機構平成２７年度海外留学支援制度(協定派遣）により一人当たり

７万円の補助が申請できます。

補助金対象者：理学部，工学部および修士課程（理学・工学）の学生

※１および※２については，受給条件がありますので申込時に確認ください。

《定 員》 １７名

※この研修へ参加を希望する学生は，必ず下記の実践英会話レクチャーを受講してください。

※費用および補助金額等の詳細は実践英会話レクチャーにて説明します。

≪※費用等は変動することがありますので注意してください≫

実施場所：

実施時期：

《実践英会話レクチャー》

４月１５日（水）～(１５回）

16：30-18：00 Ａ239

【申込みについて】 ４月１５日(水）１３：００までに

指定申込書を提出してください。

申込書受取＆提出先：理学部総務課 （教務）

※語学研修に関する詳細は，理学部総務課 (総務）に問い合わせください。
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TOEIC対策のインセンティブとしてのさらなる仕掛け�

 スコア優秀者表彰 
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理学部独自の表彰制度�
•  就職活動で活用�
•  1．富山大学理学部単年度成績優秀者表彰制度�
–  前年度の成績GPAに基づき，各学科各学年の上位3

名までを（年度ごとに）表彰�

2014,-�

理学部独自の表彰制度�
•  2.富山大学理学部意欲的な単位修得者表彰

制度�
–  �意欲的に（多くの）単位を修得した4年生に対し，各

学科最大3名までを表彰�

2014,-�
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平成26年度　理学部・理工学教育部（理学領域）合同FD研修会 
「理学部におけるアクティブ・ラーニングの可能性」 

13:30～14:30 基調講演 
金沢大学・大学教育開発・支援センター・副センター長 
青野　透　先生 
「なぜ、アクティブ・ラーニングなのか−授業方法改善の
必然性をともに考えよう−」 
 
14:45～16:30 講演およびワークショップ 
愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室・助教 

清水栄子　先生 
「アクティブ・ラーニング～主体的な学びを促すため
に～」 

教員研修についての紹介�
理学部�2014FD研修会�
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全学�2014FD研修会� 学生参加型のFDの試み 
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���!学生の実行委員
会が企画�

•  教員だけでなく�
•  一般市民�
•  "University Development 
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