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平成３０年８月１２日から２６日の約２週間、      
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）への語学研修を実施いたします。 

  理学部では卒業生が一定レベル以上の

英語能力をもってグローバルに活躍できるよ

うに充実した英語教育を提供します。外国人

教員などによる科学英語の講義とともに、希

望者には長期休暇を利用した海外科学英語

研修を提供し、総合的な英語力の強化を行

います。 

 海外研修参加にあたり、会話表現や発音

中心の事前授業を実施し、初めて海外に行く

学生も安心して語学研修に専念できるよう、

出発前に必要な書類の準備や旅行上の注

意など、事前オリエンテーションも行います。 
H29/8/12-27 [マレーシア語学研修 参加20名 ] 

 平成３０年６月５日（火) 、理学部多目的ホールにおいて、平成29年度理学部単年度成績優秀者及

び意欲的な単位修得者（延べ７３名 の学生）を表彰しました。授与式では池田学部長からひとりひとりに

直接、表彰状と記念品が授与されました。 

[表彰学生と教員（学部長、副学部長、教務委員長、各学科の学科長）] 

単年度成績優秀者及び意欲的な単位修得者を表彰しました。 NEW! 

サイエンスフェスティバル201８準備始動！ 

理工ジョイントフェスタ 『サイエンスフェスティバル２０１８』  開催日：2018/09/29-30 

 詳細は、下記のサイエンスフェスティバル実行委員会の 

 (理学部学生が管理・運営している）サイトをご覧ください。 

     http://www3.u-toyama.ac.jp/scifes/ 

 

 平成３０年９月２９日(土)、３０日(日) に、 

サイエンスフェスティバル２０１８を開催いたします。 

 

H29/9/24 [サイエンスカフェ  OPEN]  

ぐるぐる？ギザギザ？いろんな形 - 見つけてみよう、構造の不思議 - 



 

 

 

 将来、科学・技術立国を担う子供達を含む広い世代の方々に、科学のおもしろさを伝え、科学への好奇心

をはぐくむ人材を育成することが急務となっています。 そこで、理学部では、子供たちに科学のおもしろさを広

く伝える活動に取り組む学部学生に「サイエンス メディエーター」、修士学生に「サイエンス コミュニケーター」

として認定します。 

 平成２９度は、１８名（４年生２名、３年生１６名）が認定され、池田理学部長から認定証が授与されました。 

 被認定者：  

 物理学科4年  伊東  大志  

 化学科4年   小川  夕希奈  

 数学科3年   小畑  朋大  

 数学科3年   棹本  隆太  

 数学科3年   白﨑  遼  

 物理学科3年  小西  一摩  

 生物学科3年  池田  大志  

 生物学科3年  松本  諒  

 地球科学科3年荒舘  佳子  

地球科学科3年 奥村  咲良  

地球科学科3年 加瀨  有理  

地球科学科3年 清原  千雅子  

地球科学科3年 齋藤  綾  

地球科学科3年 富岡  愛梨奈  

地球科学科3年 村上  翔大  

地球科学科3年 山崎  祐哉  

地球科学科3年 横塚  駿  

地球科学科3年 MUKHALLAD  

           FAIZ WILDAN  
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1. 手塚勇輝(生物圏環境科学科4年) 

  海水のバリウム同位体：新しい水塊追跡のトレーサー 
 

2. 齋藤 翼(大学院理工学教育部 化学専攻 修士課程1年) 

  置換基によって有機ヒドリド貯蔵能・供与能を制御する錯体触媒の開発と二酸化炭素多電子還元への利用 
 

3. 高野 萌(大学院理工学教育部 生物学専攻 修士課程1年) 

  ウロテンシンⅡは新規の軟骨形成促進因子となり得るか？ 
 

4. 久保田充紀(理工学教育部 物理学専攻 修士課程2年) 

  バリオン数非対称性を説明する模型がもたらすCPの破れのヒッグス粒子への効果と将来精密実験による検証 
 

5. 片境紗希(大学院理工学教育部 生物圏環境科学専攻 修士課程2年) 

  地下水の長期変化に伴う水・物質輸送の変化と沿岸海域への影響把握ー海底地下水湧出に着目してー 

理学部サイエンス メディエーター認定証を授与しました。 

平成３０年度笹川科学研究助成に採択されました。  

TOEIC IPテスト 優秀者を表彰しました。 

 理学部ではグローバル人材育成のための英語教育を進めております。その一貫として、理学部１年生

を対象にTOEIC IPテストを実施し、その中で、特に優秀な成績を修めた学生を表彰しました。授与式で

は池田学部長からひとりひとりに直接、表彰状と記念品が授与されました。 

H29/10/18 [前期 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト 優秀者表彰者 23名]   H30/5/23 [後期 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト 優秀者表彰者 23名]  

H30/5/23 [サイエンスメディエーター認定証] 

交付式後の集合写真（学部長室にて） 
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[遠藤俊郎学長式辞 富山市総合体育館にて] 

平成３０年度 理学部新入生保護者懇談会・施設見学会の開催 

 平成３０年４月５日(木)、入学式終了後、場所を五福キャンパスの理学部へ移動し、平成３０年度 理学

部新入生保護者懇談会及び理学部施設見学会を開催しました。１５９名の保護者の参加があり、盛会とな

りました。  

 保護者懇談会次第： 

  1．理学部長挨拶 

  2．副学部長、評議員、学科長、 

    委員会委員長などの紹介 

  3．授業科目、単位、履修等について 

  4．学生生活について 

  5．就職・大学院進学について 

  6．後援会活動について 

    同窓会活動について 

  7．質疑応答 

  8．意見・要望・質問等の記入 

[理学部2号館2階 多目的ホールにて] 

平成３０年度 富山大学入学式を挙行 

 平成３０年３月２３日(金)、平成２９年度富

山大学学位記授与式を富山市総合体育館

において挙行しました。学部卒業生1,821

名、大学院修了生425名、論文博士4名の

合計2,250名に学位記が授与されました。こ

の中には、67名の外国人留学生が含まれて

います。 

 同窓会連合会を代表し、理学部同窓会の

上石勲防災科学技術研究所雪氷防災研究

センター長が祝辞を述べました。 

[新入生に向けて講演する上田志津代氏 ] 

平成２９年度富山大学学位記授与式を挙行 

 平成３０年４月５日(木)、平成３０年度富山大学

入学式を富山市総合体育館において挙行しまし

た。学部入学者1,884名（留学生16名を含む）、

大学院入学者438名、総勢2,322名が入学しまし

た。 

 閉式後には、本学理学部及び大学院理学研究

科を修了後、株式会社不二越に入社され、現在

は、工具事業部 技術部 要素開発グループ サ

ブチーフとしてご活躍されている上田志津代氏を

講師に迎え、新入生に向けて特別講演を開催しま

した。 

[上石勲氏祝辞 富山市総合体育館にて] 



 

 

 

◆大学院特別入試  
 

◆前期 試験･補講 
 

◆夏 季 休 業   
 

◆インターンシップの実施  
 

◆オープンキャンパス   
 

◆マレーシア英語研修   
 

◆大学院入試  
 

◆就職・進学合同説明会 
 

◆サイエンスフェスティバル 
 

◆大学祭(五福キャンパス) 
 

◆推薦入学等特別入試 
 

◆冬 季 休 業  
 

◆大学入試センター試験  
 

◆後期 試験･補講    
 

◆一般入試（前期） 
 

◆一般入試（後期） 
 

◆学位記授与式        

平成３０年度 富山大学理学部 今後の行事予定 
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平成30年 7月 6日(金) 
 

平成30年 7月31日(火)～8月6日(月) 
 

平成30年 8月 7日(火)～9月30日(日) 
 

平成30年 8月上旬～9月 
 

平成30年 8月 4日(土) 
 

平成30年 8月11日(土)～26日(日) の約2週間 
 

平成30年 8月28日(火)，29日(水) 
 

平成30年10月上旬 
 

平成30年 9月29日(土)，30日(日) 
 

平成30年10月6日(土)，7日(日) 
 

平成30年11月28日(水)          
 

平成30年12月26日(水)～1月6日(日) 
 

平成31年 1月19日(土)，20日(日) 
 

平成31年 2月 4日(月)～2月8日(金) 
 

平成31年 2月25日(月) 
 

平成31年 3月12日(火) 
 

平成31年 3月26日(火) 
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 富山大学理学部へのご寄附のお願い 
 

謹啓 初夏 の候，皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 近年，わが国の財政難から，文部科学省より各大学へ配分される運営費交付金が年々削減されておりま

す。それに応じて，理学部の教育・研究に使用できる金額も年々減少しております。 

 そのような中，本学部の教員は，交付金以外の研究資金（科学研究費，他省庁や各種財団からの研究

費，企業との共同研究費など）を獲得する努力をし，学生に対する教育にだけは，影響が及ばないように努め

てきましたが，それにも限界を感じるようになって参りました。 

つきましては，これまでもご支援を頂いている個人・企業・団体の皆様へのさらなるご支援をお願い申し上げる

次第です。そして，何かと出費多端の折りとは存じますが，理学部への寄附金をお寄せ頂くよう，お願い申し

上げる次第です。 

 寄附金は，学生の実習・実験に必要な設備等の充実のための助成，学生の勉学意欲を高めるための顕彰

制度への支援，学生主体のイベントへの支援，学生の就職活動への支援，学生の海外の大学での語学研修

（科学英語）への支援などに使用する予定です。 

 謹白           

 

詳細は、 http://www.sci.u-toyama.ac.jp/aboutus/kikin.html       

＊お問い合わせ先：〒930-8555 富山市五福3190  

   富山大学理工系事務部理工系総務課 （理学部事務室）  

（電話）076-445-6541 


