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ようこそ！　富山大学理学部へ！！1

　富山大学は、昭和24（1949）年、文理学部、教育学部、薬学

部、工学部の４学部からなる大学として発足しました。そして、

本理学部は、昭和52（1977）年に文理学部から独立して設置

されました。その後、昭和53（1978）年からは大学院理学研究

科修士課程も設置され、平成10(1998)年には、その修士課

程の発展改組により、新たに大学院理工学研究科博士前期

課程、後期課程が設置され、現在の学部から大学院にかけて

の教育研究体制が築かれました。

　本理学部は、数学、物理学、化学、生物学、生物圏環境科

学の５学科から構成されています。入学後、皆さんはまず、幅

広い知識と豊かな人間性を育むための教養教育を受け、次

に各学科の特色ある専門教育を受けていきます。そして、4

年生での卒業論文・研究などでは、知的好奇心を高める自

然のしくみの不思議に出会い、自ら課題を見出し、それを探

求していく能力が養われることでしょう。

　理学とは、自然のしくみを作り上げている原理や法則を究

めていく学問です。そして、工学、医学、薬学、農水産学、社会

科学などの応用的学問の基礎となる学問です。そのため、理

学を学び修めようとしている皆さんは、卒業・修了後の実社

会の幅広い分野において活躍できる、適応能力の高い人材

となるはずです。

　現在も、立山連峰の頂きから富山湾深海底までの高低差

4,000mにある豊かな自然環境の中で、本理学部の教員と

学生が一緒になって、さまざまな自然のしくみを解き明かす

研究を進めています。また、そのような研究の中で得られた

成果を、この富山の地から世界に発信しています。

　皆さんには、本理学部でさまざまな自然のしくみの不思

議に出会い、その不思議を明らかにしていく楽しみを味わっ

て頂きたいと思っています。そして、地域社会はもちろん国際

社会にも貢献出来る人材となって巣立っていってくれること

を願っています。そのために、本理学部の教職員は一丸とな

って、皆さんの学生生活を支えていきます。
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◆各学科の入学者受入方針（アドミッションポリシー）

□ 自ら目的や課題を設定して学ぶ意欲のある人
□ 基礎学力があり、理論的な思考の出来る人
□ 数の感覚、図形のイメージの深い人
□ 数学的な表現が確実な人
□ 理論探求心の旺盛な人

□ 高校までの基礎学力を持ち、意欲的に物理を学ぶ意識のある人

□ 高校までの基礎学力を持ち、化学の高度で幅広い知識と技術を求めようとする
　意欲のある人
□ 狭い専門領域にとらわれず、広く学問全般に対する探求心の旺盛な人
□ 最先端の問題探求と解決に対して意欲を持っている人

□ 生物と生命現象に関心を持ち、基礎的学力のある勉学意欲に満ちた人
□ 生物学の知識と技術を活かし、一般社会人としてあるいは教育者・技術者・研究
　者などとして社会で活躍することを目指す人

好奇心にとみ、自主的に学ぼうとするたくましい学生の入学を希望。
具体的には
□ 環境科学に対して強い好奇心と学習意欲を持った人
□ 高校までの理科の基礎学力を有する人
□ 他人の考えや意見を理解すると同時に、自分の考えや意見を明確に表現出来る人
□ 苦手な科目もあきらめずにこなす忍耐力と頑張る力を持った人

Mathematics

Physics

Chemistry

Biology

Environmental Biology and Chemistry

富山大学理学部
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　理学部は、基礎科学の素養があり、真理の探究に根気強く
取り組み、将来、社会の進歩に大きく貢献できる人材の育成を
目指しています。

◆求める学生像
・自然科学を学ぶために必要な基礎知識、論理的思考力、理
解力、表現力のある人
・自然界の多彩な現象に強い好奇心をもち、自然科学を広く学
ぶ意欲のある人
・未知の問題を主体的に解明する、旺盛な探求心のある人
・自然科学の領域から地域社会や国際社会に貢献したい人

クリオネの新種を富山湾内の広範囲で発見
　ハダカカメガイ(クリオネ) 類は、冷たい海に生息して
おり、世界から４種が知られています。昨年、約100年
ぶりに新種のハダカカメガイがオホーツク海から発見
され、話題となりました。
　冷水性のハダカカメガイ
類は、これまで、日本近海に
おいて、オホーツク海沿岸で
しか見られないと考えられ
ていましたが、2017年10月
6日から8日に行われた富山
大学理学部「野外実習」（富
山湾洋上実習）において、ハ
ダカカメガイ類の新種が富
山湾内の深層水から広範囲
で発見されました。

理学部入学者受入方針
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スペクトラ（spectrumの複数形spectra）とは・・・
　太陽からの光線をプリズムに通すと、虹の様な色に分かれます。色は光の波長に関連づけられ、波長毎の光の強さのことをスペクトル
（spectrum）といいます。太陽からの光のスペクトルを詳細に調べると、暗線という暗い部分が無数にあることが分かります。
　これは19世紀にフラウンホーファーにより発見され、これがその後20世紀の科学の大きな進展につながりました。太陽のスペクトルは、実に
多くの情報を伝えてくれているのです。理学部では科学の幅広い分野にわたって多彩な研究と教育を行っていますが、それらを「スペクトラ」を
通じて皆様にお伝えしたいと考えています。
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ゼミ風景

　数学科のカリキュラムの特徴は、なにより数学をきちんと学ぶこと、そして、
情報関連科目の充実にあります。また、数学・自然科学に関する英語教育にも
力を注いでいます。
　１年次では、教養教育の各科目の履修が中心となります。更に、専門教育科目
として、大学での数学教育の中核をなす「解析学」と「線形代数学」を学びます。
これらの科目に対しては、論理的に考える力と計算する力を同時に養うための
授業が展開されていて、数学の基礎を身につけることができます。また、「数学
序論」では、高校から大学への橋渡しを意図として大学で数学を学んでいくの
に必要な知識、技術を習得します。たとえば高校の数学の授業では使われるこ
とのなかった表現や記号、そして集合や写像、初歩的な論理学などです。２年次
以降は、専門教育科目が開講されます。２年次には、１年次の内容を踏まえてよ
り発展した内容を学び、３年次には高度な現代数学の研究に向けた授業が展開
されます。４年次では、それまでに学んだ数学の総仕上げとして、「卒業研究」を
行います。数学の専門書を英語で読む技術、理解したことを論理的に伝える技
術、議論する技術を身につけながら研究を進めていきます。
　数学科では、豊富な純粋数学の授業に加え、情報関連科目を充実させていま
す。１年次では、教養教育の「情報処理」があり、大学生活は勿論、社会に出てか
らも有益なITリテラシーを身につけます。２年次以降、情報科学関連科目が理
論・実習ともに開講され、３、４年次での専門的な講義に発展していきます。
　英語教育についても、教養教育の英語の授業の他、３年次では、自然科学の
様々な話題に英語で親しむ「科学英語」の授業があり、４年次の卒業研究にス
ムーズに移行できるようになっています。

生物学

物理学

解析学Ａ

数学序論

英語リテラシー

健康・スポーツ

教養科目

第二外国語

教養科目

英語コミュニケーション

教養科目

総合科目

教養科目

情報処理

TOEIC英語 
e-ラーニング

地球科学

線形代数学Ａ

カリキュラム

■ 1年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

講義時間：１限（８：４５ ～ １０：１５）、２限（１０：３０ ～１２：００）、３限（１３：００ ～ １４：３０）
４限（１４：４５ ～ １６：１５）、５限（１６：３０ ～ １８：００） 　　　  は数学科専門科目です。

Curr iculum

正多面体のサイコロ
（正４面体、正６面体、正８面体、正12面体、正20面体）

数学科
Mathematics

高度に抽象化された現代数学は、

さらなる抽象化と同時に

私たちの身近に新しい題材を求めています。

数学科では数理解析と情報数理の２大分野によって

この動向に思い切った対処の仕方をしています。

数理解析分野では純粋数学の立場から

きめ細かな教育・研究を行い、

情報数理分野では時代のニーズに応えて

情報科学に関する教育・研究を

数学の立場から行っています。

数学科で私たちと一緒に学んでみませんか?



学科紹介／数学科 4

　大学での数学は高校までの数学とは異なり数
学の本質を学ぶことを主としています。

　授業で扱う内容は証明問題が中心で、最初のうちは、その抽象的な内容を
理解するのが難しく苦労することも多いと思いますが、その分、理解できたと
きに得られる喜びは大きいと思います。大学の数学はすぐに内容の理解でき
るものばかりではないので、根気強く考えることが大切だと思います。
　高校まで数学が好きで数学科に来る人も多いですが、大学で学ぶ数学で
しか味わうことのできない楽しさもたくさんあります。なので、計算力だけでな
く論理的思考力も身につけたいという人にはお勧めの学科です。
　また、様々な分野があるので自分の専門分野をみつけて没頭することもで
きます。大学生活で何か１つの分野に集中して勉強したい、取り組みたい、そう
思っている人は私たちと一緒に富山大学理学部数学科で学びませんか。

数学科4年

　僕はもともと数学が大嫌いでした。
中学の数学のテストでは一桁の点数ば

かり取っていました。しかし、渋々数学の勉強を始めてみると、
最初は苦痛でしたが気づいたらいつのまにか数学が大好き
になっていました。大学の数学は高校までと違い、抽象的か
つ厳密です。あたりまえに思えるようなことでもちゃんと証
明しようとすると、とても難しかったりします。それゆえ最初
は苦痛に感じる人もいるかもしれません。しかし、勉強を続
けていればだんだんと楽しくなってくると思います。数学が
好きな人はもちろん、数学が嫌い、苦手な人もぜひ数学科へ
おいでください。卒業する頃にはきっと数学から抜け出せな
くなっていることでしょう。

大学院理工学教育部
数学専攻　修士課程２年

　この分野では、幾何学、代数学、解析学などを
中心に純粋数学の立場から教育・研究を行っ
ています。ここでの教育目標は、学生諸君に純
粋数学の世界の一端に触れ、抽象数学の美しさ
を味わい、厳密な理論の構成の仕方を身に付け
てもらうことです。
　この分野では次のような研究が行われてい
ます。

（１） 空間図形の性質、曲線や曲面の概念を一般
化した多様体などを調べる幾何学（抽象
的幾何構造を見る数学的直観力の強化に
コンピュータは役立つか？）。

（２） 複素関数（複素数に対して複素数を対応さ
せる関数）の性質を調べる複素関数論（華

　この分野は、数理現象の数学的解析とその手
法の開拓という視点を持つ教員によって構成
されています。コンピュータ等を用い、数学的
手法を駆使して数理現象を解析する能力を習
得することがこの分野の教育目標です。
　この分野では次のような研究が行われてい
ます。

（１） 微分方程式の解の性質を研究する微分方
程式論（微分方程式はさまざまな現象を
記述する数学の言語です）。

（２） 数理現象のモデル化とモデル方程式の数
学的・数値的解析（現状では数値的にし
か解けない複雑な現象も扱います）。

麗な姿を見せるフラクタルもこの理論に
属しています）。

（３） 数の概念を拡張して種々の視点から数の
性質を調べる数論（ネット間での情報の
やり取りを保証する暗号・認証にも使わ
れます）。

（４） 足し算や掛け算などの演算の性質を抽象
的に扱うために利用される「群」「環」「体」
などの性質を調べる代数学（歴史の古い
この分野の理論には美しさがあります）。

（３） 偶然性に支配される現象を解析する確率
論（近年のファイナンス理論の進展に確
率論は大きく寄与しています）。

（４） コンピュータを使った「群」「環」「体」など
の代数系の構造を調べる研究（とくに量
子代数と呼ばれる近年に発見された新し
い代数系の研究をコンピュータによるグ
レブナー法で解析します）。

板書による授業

数学図書室

コンピュータを使った授業

修士論文発表会

ラボラトリー Research groups

■数理解析分野　Mathematical Analysis

■情報数理分野　Mathematical Science of Information
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　大学の物理学科では、まず、力学、電磁気学、量子力学、熱・統計力学などの
科目で物理学全般の基礎となることがらを学びます。力学や電磁気学は高校で
も習いますが、大学では微分や積分などの数学を使い、より体系的にそしてより
厳密に勉強します。量子力学は原子・分子や素粒子のようなミクロの世界での
物理を考えるのに必要な力学で、大学ではじめて勉強する科目です。熱・統計力
学では、ミクロの世界の原子などの振る舞いが私たちの住むマクロの世界の物
質の性質をどのように支配するのかを学びます。それらの基礎的な学習を経る
と、さらに専門的な科目によって、素粒子や原子核の物理学、固体の性質を研究
する物理学、電磁波や光の物理学、宇宙に関する物理学などのようなもっと高
度なことが理解できるようになります。
　富山大学の物理学科は、みなさんが大学生活に早く慣れてこのような勉強を
着実に進められるように特色あるカリキュラムを作っています。たとえば、入学
直後の学期には物理学入門という授業で大学生としての生活の仕方から物理の
勉強方法までていねいに指導します。２～３年生には進度に応じた学生実験が
配置され実験を重視した教育がなされます。また、４年生では全ての学生がい
ろいろな研究室へ分かれて卒業研究を行い、自分で問題を探究し解決できる能
力を身につけるべく教育されます。
　このような物理学の教育とともに、教養科目による教養教育も大学全体がサ
ポートしていて、豊かな教養をもつ社会人に育つよう配慮されています。

物理学入門

微分積分学I

物理数学序論

英語リテラシーI A

健康スポーツ

フランス語基礎I

総合科目系

人文科学系

社会科学系

医療・健康科学系

フランス語
コミュニケーションI

情報処理A 地球科学概論I

化学概論I 

線形代数学  

カリキュラム

■ 1年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

講義時間：１限（８：４５ ～ １０：１５）、２限（１０：３０ ～１２：００）、３限（１３：００ ～ １４：３０）
４限（１４：４５ ～ １６：１５）、５限（１６：３０ ～ １８：００） 　　　  は物理学科専門科目です。
全部履修してしまったら、とり過ぎです。自習時間を確保すること。10～12科目・20～24単位程度を目安に

Curr iculum

物理学科
Physics

“物質は何からできているのだろうか？”

“光とはなんだろう？”

“宇宙を支配する法則はどのようなものだろう？”

物理学は、自然に対して誰でもが抱く

素朴な疑問から始まりました。

私たちは、筋道の立った理論的考察と

巧みな実験により、その答えを探し続けています。

私たちと一緒に自然の神秘に挑戦してみませんか。

21世紀に科学の新しい扉を開くのは君かもしれない！

YFe2Zn20結晶と結晶構造

英語コミュニケーション
I A

TOEIC英語
e-ラーニング

電子回路実習振り子を用いた重力加速度の測定実験
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　物理学科は1年生から3年生で基礎を固
め、4年生から研究室に配属されます。研
究室は5つから選択でき、自分の好きな分

野を追求していきます。
　富山大学の特に魅力的なところは教授と学生が和気あいあい
としており、学問の質問のしやすさはもちろん就職や将来の夢に
ついてなど、本当に親身になって相談に乗っていただけるところだ
と思います。また、富山大学オリジナルの研究ができたり、重力波
や極低温などのホットトピックな分野にも関わることができます。
　学問をしながらバイトや部活を両立させる人も多く、楽しく充実
したキャンパスライフを送っています。
　今まで以上に自由に色んなことが選択でき、自由な時間が確保
できる大学生。そんな貴重でかけがえのない時間を、この物理学
科で過ごしませんか？個性豊かなメンバーで皆さんを大歓迎致し
ます♪

物理学科4年

　富山大学物理学科では1年生から3年生の3年間で
物理学の基礎を学び、4年生になると研究室に配属さ
れてそれぞれが各々の分野についてより深く学ぶこと
ができます。

　その中で私は現在レーザー物理学研究室に所属し、重力波望遠鏡
KAGRAの開発に携わっています。重力波とは連星中性子星の合体などによ
り放射される波のことで、時空の歪みとして光速で伝播する物理現象です。
この重力波を直接観測できれば天文学が大きく発展すると言われています。
そのため重力波の直接観測を目指して世界各地で重力波検出器の開発が進
められていますが、2015年についにアメリカの重力波検出器LIGOが初めて
重力波の直接観測に成功しました。また、2017年にはその功績が讃えられて
ノーベル物理学賞を受賞しました。日本でも重力波の直接観測を目指し、独
自の新しいシステムを組み込んだ重力波望遠鏡KAGRAの開発が進められて
います。富山大学はKAGRAに最も近いという強みを活かしてKAGRAプロジ
ェクトに協力しています。このような最先端の研究に携わることができ、忙し
い毎日ですが大変充実した日々を送ることができています。
　KAGRAの他にも富山大学物理学科ではさまざまな研究が行われています。
また、毎年夏に行われるサイエンスフェスティバルなどの行事も充実していま
す。みなさんもこの富山大学で一緒に物理学を学びませんか。

大学院理工学教育部
物理学専攻　修士課程２年

●磁気・低温研究グループ
　私たちのグループでは、自然界に存在する
92 種類の元素を組み合わせて 1000℃以上の
高温度で溶解して作成した「新物質」を－
273.15℃の絶対零度近くの極低温に冷却して、
磁場や電場、さらに圧力や熱に対する反応を観
測しています。結果を物質内に莫大な数含まれ
る電子の量子的ふるまいとして捉え、内部で何
が起こっているかを研究します。電子の集団が
引き起こす、強い磁力や超伝導といった素晴ら
しい機能のさらに上をゆく、新しい物理特性を
持った「人類の未来に役立つ物質」の発見が私
たちの目標です。

●理論物理学研究グループ
　宇宙創成の謎に迫るための理論的研究を行
っています。宇宙から消えた反物質の謎、暗黒
物質の存在、初期宇宙が指数関数的に膨張した
インフレーション、ニュートリノの質量の起源、
発見されたヒッグス粒子の性質などの素粒子
物理学の標準理論に残された謎を解決する新
しい物理法則の理論の提唱を行っています。ま
た、大型ハドロン衝突型加速器に代表される高
エネルギー物理学実験や重力波観測などの宇
宙観測から得られる実験データと理論の予言
を照合することで、ビッグバン元素合成以前の
初期宇宙の進化の様子を解明する研究に取り
組んでいます。

●ナノ物理研究グループ
　私たちの身の回りの物質は原子によって構
成され、原子配置あるいは原子間の結合様式の
違いによって、様々な興味深い性質が現れます。
私たちのグループでは、原子レベルでの構造を
解析するとともに物質が示す様々な性質を測
定し、物質の微視的構造と物質の性質との関連
を調べています。そのために、シンクロトロン
放射光を用いて構造解析を行ったり、いろんな
条件の下で電気的・光学的性質を測定してい
ます。私たちと一緒に“ ナノスペースの世界 ”
を探検しましょう。

●電波・レーザー研究グループ
　私たちのグループでは、マイクロ波から紫外光
に至る電磁波を使って、気体の状態の分子をはじ
め、狭い空間にとじこめた原子、極低温に冷えた
分子など、様々な状況下の原子・分子・イオンと
光にまつわる物理現象を研究しています。このよ
うな研究をとおして、基礎的な物理法則の検証や
何万光年も離れた遠くの宇宙に存在する分子を
探求する電波天文学に必要なデータの取得をし
ています。
　また、神岡の東大宇宙線研究所のKAGRAプ
ロジェクトに加わって、重力波を検出するための光
学装置の製作や開発研究を行ない、重力波天文
学の進展に寄与しています。

ラボラトリー Research groups

■物性物理学分野　Solid State Physics

■量子物理学分野　Quantum Physics

アーク溶解炉による希土類金属化合物の作成

ナノ粒子作製のための真空蒸着装置

理論グループゼミナール風景

重力波検出用の鏡の最終準備
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　化学は物質が繰り広げる現象や反応を広く取り扱う学問で、これはまた、物質
にいろいろな刺激を与えその応答を見ることと言い換えることも出来ます。従っ
て、化学は純粋に科学的興味に基づくものから、その応用まで多岐にわたってい
ます。
 化学科では反応物性化学と合成有機化学の二大分野を設け、化学に関する高度
で幅広い知識と技術を習得するとともに、探求心及び独創性を養うことによって、
高度産業社会に対応できる優れた能力ある人材を育成することを目指していま
す。
 大学院では上記二分野に水素同位体科学研究センターが加わります。センター
は水素エネルギーのさまざまな利用にチャレンジしています。化学科とも教育・
研究を通じ、密接に協力しています。

授業内容
１年生／基礎物理化学・化学熱力学Ⅰ・量子化学Ⅰ・有機化学Ⅰ－Ⅱ・
　　　　基礎化学セミナー
２年生／化学熱力学Ⅱ・量子化学Ⅱ・化学反応学・無機化学Ⅰ・プログラミ

ング実習・有機化学Ⅲ－Ⅵ・生物化学Ⅰ・水環境化学・環境化学計
測・化学実験

３年生／無機化学Ⅱ・化学平衡学・触媒化学・分子分光学・分子物性学・溶
液化学・材料科学・電気化学・物理化学実験・無機分析化学実験・
生物化学Ⅱ・機器分析化学・合成有機化学・高分子化学・有機化学
実験・科学英語・科学コミュニケーションⅠ－Ⅱ

４年生／卒業論文

カリキュラム

■ 2年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

Curr iculum化学科
Chemistr y

反応物性化学と合成有機化学の２つの目で、

最先端化学に挑んでいます。

物理化学的、構造化学的、

無機化学的、有機化学的、あるいは

生化学的な手法を駆使して

物質を原子・分子レベルで解き明かし、

その成果をもとに、

新素材や機能性物質などの設計や開発、

資源エネルギーの転換など、

未来を先取りする最先端化学を

探求しています。

■ 1年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

基礎物理化学

物理学概論Ⅰ

人文科学系

英語リテラシーⅠ-Ａ

人文科学系

ドイツ語基礎Ⅰ

総合科目系

健康・スポーツ

医療・健康科学系

社会科学系科目

情報処理-Ａ

線形代数学

有機化学Ⅰ
基礎化学
セミナー

ドイツ語
コミュニケーションⅠ

英語コミュニケーション
Ⅰ-Ａ

TOEIC英語
e-ラーニング

生物圏環境
科学概論

生物学概論Ⅰ

有機化学Ⅳ

微分積分学Ⅰ

化学熱力学Ⅱ

量子化学Ⅱ

有機化学Ⅲ

基礎生物学実験

地球科学概論Ⅰ

無機化学Ⅰ

講義時間：１限（８：４５ ～ １０：１５）、２限（１０：３０ ～１２：００）、３限（１３：００ ～ １４：３０）
４限（１４：４５ ～ １６：１５）、５限（１６：３０ ～ １８：００） 　　　  は化学科専門科目です。

水環境化学
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　皆さん、化学とはどのようなものでしょうか。私が高校生だった
ときは、モノとモノを反応させて全く違ったモノを作ることだと思っ
ていました。ところが、大学で化学を学ぶと、これまで学んできた化

学から、さらに奥深さに引き込まれるようになりました。
　大学での化学は、高校までに学んだ化学とは大きく異なります。高校までは化学式などを
暗記することが多かったと思いますが、大学では、高校では暗記していたことを原理から詳し
く学びます。1年生、2年生のときは基礎的、また専門的な化学を勉強しますが、正直、最初の2
年間については、化学科らしいことは、ほとんどありません。けれども、3年生になるとこれま
でに学んだ知識を生かして学生実験を行い、実験に必要な基礎的な技術を学びます。また、
これまで教科書でしか見ることができなかった実験が、自分の手で実験できるようになりま
す。4年生になると、専門的な研究をするために研究室に配属され、それまでに得た知識や技
術を使って研究を行います。研究は、答えがわからないことを自分の手や頭を使って答えを導
き出します。うまくいかないことや思ったような結果が得られないこともありますが、そのとき
は先輩や先生方からアドバイスをもらうことができるので、心配になる必要はありません。
　4年間の大学生活でより化学に深くかかわれるので、化学に興味のある人は一緒に勉強
しましょう。

　化学科では2年次までに座学に
よる専門的な知識の習得を行い、3
年次には学生実験を通じて基礎的

な実験技術の習得を行います。そして4年次には研究室に
配属され、研究テーマが与えられ、卒業論文発表に向けて1
年間研究に打ち込みます。またこういった講義以外にも、サ
イエンスフェスティバルやケミカルリーグ(研究室対抗スポ
ーツ大会)など様々な行事があります。
　研究テーマは各々によって異なり、自分と全く同じ研究を
する人はほかにいないため、自分で調べ、考え、試すことがと
ても重要になってきます。しかし実験では思い通りにいかず
失敗に終わることも多々あります。けれども成功した時の
達成感は失敗が多いほど大きいと思います。
　最後に少しでも化学に興味のある人、化学が得意な人な
どはぜひ化学科への進学を考えてみてはいかがでしょうか。

●第一研究室（物理化学）
　触媒について研究しています。触媒は化学薬
品などを合成製造する際に欠かせないもので
あり、また最近では、環境触媒としてNOxや悪
臭の除去などにも幅広く使われています。この
ような触媒の働き、活性発現機構などについて、
物理化学的手法を用いて、基礎的理論的研究
から実用的研究まで幅広く研究しています。

●第二研究室（光化学）
　分光法や計算化学の方法を用いて電子励起
状態の性質や反応に関する研究を行っていま
す。最近、新しい発光素子や光－電気変換素子
として有機－無機複合分子が注目されています。
このような分子の励起状態についての基礎研
究は、光機能メカニズムの解明や新規分子設計
などの応用研究へと発展できます。

●第一研究室（有機化学）
　自然界に存在しない有機化合物や有機
金属化合物をあらたに設計・合成し、それら
がもつ興味深い性質や機能、構造、反応性
について実験と理論の両面から調べていま
す。とくに、外部刺激に応答する化合物、半
導体材料やアモルファス、ホウ素を含有する
機能性化合物について研究しています。

●第二研究室（天然物化学）
　自然界には多くの生物活性有機化合物
が存在しています。それらの多くは不斉炭素
をたくさん持つ複雑な構造をしています。第
二研究室では、このような複雑な構造を持

●第三研究室（無機・分析化学）
　溶液に強いレーザーパルスを照射することに
よって、極端に平衡状態から離れた「強度非平
衡状態」を作り出すことができます。このような
極限状態を、溶液化学やレーザー光化学、散乱
理論、顕微観察などの手法を用いて明らかにし
ようとしています。医学・薬学・光学的応用につ
いても検討しています。

●第四研究室（錯体化学）
　新しい構造・物性・反応性を持つ金属錯体
の合成を行っています。金属イオンは配位子と
組合せることにより、様々な構造や 性質を持つ
錯体となります。現在は、発光性を示す錯体と刺
激に応答して構造や性質を変化させる錯体の
合成に加え、二酸化炭素・酸素・窒素 などの小
分子を活性化する錯体の開発を進めています。

つ有機化合物の合成を可能とする有用な
反応の開発を行っています。また、その応用
として、生物活性天然物の合成を行ってい
ます。

●第三研究室（生化学）
　RNA は DNA 類似の遺伝子分子として、
また蛋白質に匹敵する生体触媒分子として、
生命活動で多彩な役割を担う生体高分子
です。RNA は化学と生命科学を跨ぐ基礎
研究の対象と同時に、医療や創薬への応用
からも高い注目を集めています。私たちは
生化学解析と人工創製を通じ RNA の多
彩な機能の秘密と可能性を探求しています。

ラボラトリー Research groups

■反応物性化学分野　Inorganic and Physical Chemistry

■合成有機化学分野　Synthetic Organic Chemistry

フェムト秒レーザー分光測定

フォトニック結晶の作製

大学院理工学教育部
化学専攻 修士課程2年

大学院理工学教育部
化学専攻 修士課程2年

触媒表面に吸着した物質の定量

機能性化合物の合成

天然物の合成

遺伝子工学によるRNA合成

発光性錯体の合成
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　生物学科では生命現象について自ら学び生命の普遍性と多様性について深く
認識できる人材の育成を目指し、教育・研究活動を行っています。現代の生物科
学では生命体自身とそれを取り巻く環境についての様々な研究が日々進んでい
ます。多様な生命現象を理解するには、生物学だけでなく、数学、物理学、化学、
地学そして環境科学などの自然科学の基礎知識と生命に関係するその他の科
学の幅広い教養を必要とします。
　本学の生物学科に入学すると、１年次では人文・社会科学の基礎知識を養う
ための教育や自然科学の基本的知識を養うための教育を受けます。２年次から
３年次にかけては、専門の講義と実験を通して生物学についての専門知識と技
術を習得します。これらを学んだ後に、４年次では分子レベルから生態レベルま
でを専攻する個性豊かな教員の指導のもとで卒業論文研究に取り組みます。卒
業論文研究として、生体構造学分野では昆虫類・種子植物の系統分類及び進化
生態、水棲動物の生殖・発生や進化・種分化、植物細胞の分裂・分化及び高等
植物の染色体分化の研究を行います。生体制御学分野では高等植物の遺伝子
の構造・機能及び発現調節、脊椎動物の体液調節と環境適応機構、動物行動に
かかわる脳ホルモン、体内時計や睡眠発現にかかわる神経機構についての研究
を行います。以上の研究活動を通してさらに専門的な知識と技術を学び、理学
部生物学科生としての大学教育の集大成をします。

カリキュラム Curr iculum生物学科
Biology

生物学科は、生体構造学と生体制御学の

２分野から構成され、

生物の複雑な構造とその体制を維持する上で

必要不可欠な情報伝達の

機能的連関を解明することを

教育・研究の基本理念としています。

生命現象の普遍性と多様性や

それらの進化的意義を認識し、

様々な営みを持つ生命の尊厳を

理解できる人材の育成を目指しています。

研究材料の例／
キンギョ（左上）　
ゴマ（右上）　
シロイヌナズナ（根の横断切片）（左下）  
タカサゴシロアリの兵隊（右下）

物理学序説

生物圏環境科学概論

微分積分学

基礎細胞遺伝学

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

教養科目

地球科学概論

化学概論

線形代数学

基礎生物学セミナー

TOEIC
英語

e-ラーニング

■ 2年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

■ 1年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

講義時間：１限（８：４５ ～ １０：１５）、２限（１０：３０ ～１２：００）、３限（１３：００ ～ １４：３０）
４限（１４：４５ ～ １６：１５）、５限（１６：３０ ～ １８：００） 　　　  は生物学科専門科目です。

基礎発生学

基礎生理学

植物分類学

基礎遺伝学

基礎植物形態学

生命情報科学

基礎生態学

基礎系統学

理科教育法

生体構造学実験
基礎生物圏
環境科学実験
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　生き物大好きな皆さんこんにちは！富山大
学の生物学科は、そんな皆さんにとって至適な

学科だと思います。
　一年生のうちは言語や教養科目に追われる日々が続きますが、二年
生以降は毎日ほとんど生物学です。生態学、遺伝学、系統学、生理学、
発生学、形態学…などなどの講義に加え、実験や野外実習もあります。
　動物から植物まで、生態系からDNAまで、富山湾から立山まで、
幅広い講義、実習があなたの好奇心を満たしてくれることでしょう。
生き物が好きな人にとっては、まさに理想の大学生活が待っています。
サークルや遊びが楽しいのはもちろん、勉強まで面白い科目ばかり
なのですから。
　富山の多様な自然環境を題材に生物学を学びたい方、生物学科で
お待ちしています！

生物学科3年

　生物学科では植物や動物など様々な生物に
ついて生態学的、分子学的な視点から学ぶこと
が出来ます。専門的な実験器具を扱って行う学

生実習、自然の中に生息する生物を観察する野外実習などがあり、自分
が生物の中でどんな分野に興味があるのかを見究める機会となります。
　4年生になると研究室配属があり、興味を持った分野について深く研
究することが出来ます。私の研究室では魚類や両生類を用いた内分泌
学の研究をしています。私はそこで研究することの面白さを知り、更に
知識を深めたい！という思いから、大学院に進学しました。まだ知られ
ていないホルモンの機構やそのホルモンが生命現象にどう関わってい
るのかを研究することにとてもやりがいを感じています。先生方や研究
室メンバーの支えもあり、毎日充実した学生生活を送っています。
　生物に興味のある皆さん！一緒に自然豊かな富山大学で学んでみま
せんか？生命の奥深さに魅了されること間違いなしですよ！！

大学院理工学教育部
生物学専攻 修士課程２年

　生物は不変ではなく時間とともに変化しま
す。その変化には、ひとつの個体内で見られる
プロセスすなわち形態形成と、もっと長い時間
をかけておこるプロセスすなわち系統進化が
あります。しかし、生物学の視点はプロセスの
記述だけではありません。なぜ変化するのか、
その仕組みについて探究するのも生物学の大
きなテーマです。生体構造学分野ではこれらの
面について総合的に研究し、生物の多様性の理
解を目指しています。当分野に在籍する教員は
植物・動物の形態学、発生学、分類学、系統進化
学の専門家ですので、分野の第一の看板は細胞
以上のマクロなレベルの系統進化的研究だと
いえるでしょう。しかし、研究の分野はこれだ
けに留まりません。その他の研究テーマを見て
みると、植物の染色体を扱ったり、昆虫が示す

　私たち人間や多くの動植物は、１個の受精卵か
ら出発して、ある一定の姿・形を持った、多細胞か
ら成る個体へと発生・成長します。動植物の個体
を構成している細胞は、種々様々に分化して、それ
ぞれ特定の役割を担っています。生体制御学分野
では多種多様な細胞がどのようにまとまって個体
として成り立っているのか、どのように協調しあっ
ているのかについて多方面から研究し、理解しよ
うと努めています。植物学を専攻する４名の教員
はそれぞれ、細胞レベルと遺伝子レベルで成長の
メカニズムや光合成や脂肪酸合成に関係する遺
伝子の発現機構、葉・根などの器官分化を制御し
ている遺伝子を解明しようとしています。動物学
を専攻する５名の教員は形態学、生理学、生化学、
分子生物学的手法を駆使しながら、光などの環境
条件との関係、体内時計や睡眠制御機構、ホルモ

複雑な社会性の成因や、水棲動物の繁殖様式の
実態、また遺伝子情報を用いて動物の系統関係
や進化を研究している人もいます。人間の活動
による生物の大量絶滅が危惧される中、21 世
紀を迎えた今、生物多様性の正しい認識が我々
には益々必要となっています。当分野では生物
多様性を広くそして深く学ぶべく、教員と学生
がともに日夜努力しています。

ン作用を手がかりにして水・電解質代謝、脳ペプ
チドの役割などに関係する様々な調節機構につ
いて研究しています。生命科学の世紀になるとい
われる21世紀には、今まで以上に多様な生理現
象についての理解が求められるでしょう。当分野
の教員一同は、次代を担う生物学を志す学生諸君
と共に積極的な教育・研究活動を展開しています。

ラボラトリー Research groups

■生体構造学分野　Structural Biology

■生体制御学分野　Regulatory Biology

野外実習

卒業論文発表会生体構造学実験

基礎生物学セミナー

臨海実習生体制御学実験
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　生物圏環境科学科は、理学部における環境科学科としては日本で最初に設置
され、化学の知識を基盤とした生物学、地球科学、分析化学の授業を通して幅広
い環境科学を学ぶことを理念としてきました。最近は、高等学校におけるカリキュ
ラムや各教科の内容などに変更もあり、入学時に化学あるいは生物学を十分に
学習してこなかった学生も増えてきたことから、理学部共通基礎科目としての授
業だけでなく、専門の授業においても、基礎的な生物学、化学、地球科学を学べ
るように、きめ細かな授業計画が立てられています。また、各教員はオフィスアワ
ーを設け、学生の質問や相談に常時対応できるようにもしています。

授業内容
１年生／ 環境科学入門・環境基礎生物学Ａ・生物圏環境科学概論
２年生／環境基礎生物学Ｂ・生態学・生物圏環境科学実験・環境化学・水環

境化学・基礎有機化学・環境化学計測・有機化学・生理化学・保全
生物学・環境物理学・古生物学・野外実習

３年生／植物生態学・環境植物生理学・環境微生物学・環境生物学・生物圏
環境科学実験・海洋科学・地球化学・環境保全化学・環境同位体
学・環境地球化学・大気物理学・雪氷物理学・科学英語

４年生／ 卒業論文

カリキュラム Curr iculum生物圏環境科学科
Biology Environmental B

and Chemistry

生物圏、

そこではたえ間なく物質が流れ循環し、

人間をはじめ多様な生物が、

環境と微妙な調和を保ちながら生きています。

生物圏環境科学科では、

このかけがえのない地球環境の大切さを

科学の目を通して理解することのできる人材を育て、

世に送り出したいと考えています。

本学科がめざす教育・研究は、

新しく幅広い分野にまたがっています。

好奇心に富み、自主的に学ぼうとする

意欲的な学生の入学を期待します。

■ 2年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

■ 1年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

講義時間：１限（８：４５ ～ １０：１５）、２限（１０：３０ ～１２：００）、３限（１３：００ ～ １４：３０）
４限（１４：４５ ～ １６：１５）、５限（１６：３０ ～ １８：００） 　　　  は生物圏環境科学科専門科目です。

生物学概論Ⅰ

微分積分学Ⅰ

環境科学入門

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

教養教育

生物圏環境
科学概論Ⅰ

物理学序説Ⅰ
物理学概論Ⅰ

TOEIC英語
e-ラーニング

教養教育

教養教育

地球科学概論Ⅰ

化学概論Ⅰ

線形代数学

日本文学

水環境化学

環境化学
環境基礎
生物学Ｂ

基礎生物学
実験 基礎有機

化学

生涯学習概論
<学芸員科目>

博物館概論
<学芸員科目>

理科教育法Ｉ
<教職科目>

生物圏
環境科学実験

生物圏
環境科学実験

ミクリガ池から見る立山の自然環境
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　生物圏環境科学科は、分析化学、生物学、地球科学
などあらゆる分野の視点から、私たちを取り巻く自然
環境について学び、議論しています。1年生では、一般教
養を身に付ける教養科目を主に受講しますが、2年生に

なると専門科目が増え、学生実験も始まります。実験では、実際に川などに行き、
水や土壌を採取し、その試料に含まれる成分濃度を測ったり、汚染物質がどの程
度含まれているのかなどを調査します。また、海や川にどのようなプランクトンが
いるのか観察し、池、空気中、水道水、食品から採取した細菌の培養も行います。
　講義は座学だけではなく、長期休みには山や海、温泉、動物園、植物園など
様々な場所で野外実習が行われます。海洋実習では、船に乗り、堆積物やプラン
クトンの採取、ロープワークなどを体験しました。深さ1000mの水の冷たさを肌
で触れて実感できたことも、貴重な経験だったと思います。立山から日本海をホ
ームフィールドとする、非常に恵まれた環境に位置している富山大学だからこそ、
経験できることがたくさんあります。
　大学生活は、自分のやりたいことや挑戦したいことを実現できる絶好の機会
です。今ここでしか経験できない、学べないことに積極的に取り組んで学生生活
を楽しんでください。

生物圏環境科学科4年

　生物圏環境科学科では、生物分野・化学分野・地
球科学分野など幅広い知識を身につけ、様々な方面
から「環境問題」をテーマに研究に取り組んでいます。
　１年生のころは専門的な授業は少なく、一般教養の

授業が多くなっており、2年、3年生に進級してからは専門科目の授業が徐々に
増え、学生実験が始まります。学生実験では土壌の分析や河川水の分析、哺乳
動物の解剖、植物や細菌を用いた実験を行います。4年生になってからはそれぞ
れ研究室に配属され、自分のしたい研究について深く実験を行っていきます。研
究テーマに対して、自分で仮説を立て、それを確かめるためにたくさんの実験を
行っていかなければいけません。しかし、実験には失敗もつきもので、すべてが
うまくいくわけではありません。そういったうまくいかない結果も含め、試行錯
誤しながら成果を出さなければいけませんが、それが研究の醍醐味であり楽し
いところでもあります。
　大学生生活は授業や研究ばかりでなく、サークル活動やアルバイト、学外の人
との交流など様々な関りがあり、多くのことを学ぶ機会があります。そういった
機会にはぜひ、積極的に参加し多くのことを学んで欲しいと思います。大学では
多くのことを経験し、充実した学生生活を送ってください。

大学院理工学教育部
生物圏環境科学専攻 修士課程2年

　人間活動の規模の拡大と多様化にともない、
地球温暖化ガスの放出や大気汚染、水質汚染、
土壌汚染などの多様な環境問題が顕在化したた
め、環境を正しく評価・修復する手段や思考がま
すます必要とされています。生物圏環境科学科で
は、化学、地球科学の側面から環境問題へアプロ
ーチし、水や土壌に含まれる微量有害成分や環
境汚染化学物質の簡便迅速な分析方法を開発
し、富山県の土壌や河川水、海水、大気の環境を
調査しています。また、排水中の有害成分を除去
するための基礎的な研究も行っています。さらに、
微量元素や安定同位体比を用いた、陸域と海域
の環境動態解明に関する研究を通して地球規模
の環境問題にも取り組んでいます。

　また、富山県内の豊富な地熱資源の利用を探る
ために地下水・温泉水の分析や、我が国周辺海域
の海底熱水鉱床探査技術の開発を通して、環境に
配慮したエネルギー・鉱物資源の開発を目指し、
持続的な経済発展にも貢献します。
　一方、私達の生活は多様な生物に支えられて成
立しています。それは汚染物質のバイオレメディエ
ーションや重油分解細菌のような微生物の活用な
ど、環境問題の対策も例外ではありません。それに
は生物多様性の保全が必要であり、そのためには
生物と環境の相互作用や、生命の歴史などを知る
ことが必要です。生物圏環境科学科では、生物と
環境との相互作用についての理解を深めるため、
生物機能の仕組みについて、細胞レベルから生物

ラボラトリー Research groups

河川の流量測定

富山湾海水の採取

定性分析実験

立山での野外実習

室内実験の様子

野生動物（タヌキ）の解剖

立山の積雪調査の様子

雪の結晶

集団レベルまでの幅広い研究を行っています。例
えば、生物の環境ストレスに対する防御機構の解
明や植物が環境の変化をどのように認識している
のかについての研究、大気・河川水・海洋・地下水
中の微生物群集構造についての研究、微生物を用
いた環境水の汚染評価・修復方法についての研究、
植物と訪花昆虫の関係についての研究、立山にお
ける地球環境変動の影響についての研究などを
行っています。また、哺乳動物や寄生虫などの野生
動物の生態や保全、生命の歴史について理解を深
めるため化石を用いた古生態や生命進化について
研究を進めています。
　さらに、私達の住む地球には、大気や水が存在
します。大気中に浮遊する微粒子（エアロゾル）や
それが核となって出来る雲は、さまざまな気候影
響を起こしています。それらの影響を解明するため、
物理学の視点からその影響の解明に取り組んで
います。また、大気中の水分は、氷晶から雪結晶と
なり、地上に雪や雨として降ってきます。雪はその
成長により多様な形態を持っており、その形態形
成メカニズムの解明に取り組んでいます。
　富山県には標高３千メートル級の立山があり、春
には6mを超える積雪が見られます。この積雪には、
冬期間の降雪だけでなく、立山にやってくるさまざ
まな起源の微粒子や成分が含まれており、地球環
境のタイムカプセルとしてその解明にも取り組ん
でいます。
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　RNA の研究が白熱しているのをご存知だろうか。内藤さんが

所属する井川善也研究室では、松村茂祥講師の研究成果が

2016年に Science 誌に掲載されたことでも話題となった。

　ところで、RNA とは何だろうか？　私達の体内では、DNA

に記録された遺伝情報をもとにタンパク質が作られる。その際、

DNAから情報を受け取りタンパク質へ渡す「情報の仲介役」を

担うのが RNA だ。しかし近年の研究で、RNA は単なる仲介役

ではなく、多彩な機能を持つことが分かってきた。アミノ酸の並

びの違いによって、皮膚や酵素のように異なる役割を果たすタ

ンパク質と同様に、RNAもその塩基配列や組成を変えることで、

様々な機能を持たせることができる。これを「機能性 RNA」とい

う。

　内藤さんは、このうち光る機能を持つ「蛍光 RNA」を扱ってい

る。まず、タネとなる蛍光 RNAをコピー（増幅）して大量に作る。

この時にわざと元の塩基配列を変えるようなエラーを入れ込む

（変異を加える）ことで、多種多様な蛍光 RNAが出来る。その中

からより強く光る蛍光 RNA を選別して次のタネにする。変異

を加えた増幅、選別の過程（システム）を何度も繰り返し、機能性

RNAを改良させていく。これを「RNAの進化」と呼ぶ。内藤さん

は「蛍光 RNAの進化を効率的に行うシステム」を開発している。

　より強く光る蛍光 RNAがあれば、実験時に特定の RNAを可

視化して追跡できる。このシステムの研究が進めば、基礎科学の

進歩はもとより、大手企業が乗り出している次世代の薬、核酸医

薬品の開発などにも役立つだろう。こうした応用が期待される

最先端の基礎研究に日々励んでいるのが、内藤さんだ。

■輝く研究人、内藤卓人
　内藤さんは修士 1年の時、「RNAスイッチ」を作り、日本生化

学会北陸支部大会で発表した。機能性 RNAの中には、生物の化

学反応を手助けする「酵素 RNA」があるが、RNA スイッチを

ONにすると、この酵素 RNAは通常通り働き、逆にOFFにす

ると働きが抑えられる。これを使えば、化学反応の進む速度を調

整できる。この発表で内藤さんは学生最優秀講演賞に輝いた。

　実験にはトラブルが付き物だが、柔軟な思考力で乗り越える。

まずは自分で原因を追究し、自力でも解決できない時は、より良

いアイデアや技術を求めて、研究室の先生や仲間に相談する。こ

の積み重ねが研究成果につながっている。

　「好きだから続けられています」。研究には内藤さんにとって

の‘好き’が詰まっている。現在の研究には、以前から興味があっ

たものづくりの感覚があり、高校時代から好きな化学・生物を

組み合わせた内容でもある。研究では 0.5μℓから測れるマイク

ロピペッターを用い、繊細な作業をする。手先も器用な内藤さん

の得意分野である。

　日々の積み重ねと内藤さんの人柄、素質が相まって、様々な成

果を上げ、評価されているのだろう。研究者に求められる大事な

ものを教えてもらったように感じた。

■内藤さんの夢
　「蛍光 RNAの進化システムを構築し、実行させ、今よりも優

れた蛍光 RNA を完成させたい」。これが内藤さんの、研究に対

する展望である。最後に、後輩へ一言頂いた。

「自分の好きなことをとことん追求してください！」

インタビュアー

内藤　卓人

研究者
レポート

〈ないとう　たくと〉
大学院理工学教育部修士課程化学専攻 2年
出身地：山梨県
趣味（マイブーム）：グルメ探索
好きな食べ物：魚介系ラーメン（ラーメン エアー
ストリーム）、パン
好きなアーティスト：andymori、青葉市子

理学部の学生は、どんな研究をしているのでしょ
うか？ ここでは、学生が先輩たちに研究内容をイ
ンタビューし、その内容を分かりやすく紹介した
記事を掲載します。

マイクロピペッターで作業する内藤さん

学生による学生のための

̶理学部の若き研究者たちの最新情報を公開̶

ミクロな世界のモノづくり！ＲＮＡって？
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　あなたは、植物のどの部分が自身の重さを支えているか考え

たことはあるだろうか。なぜ植物は風に耐えられるのか。篠笥さ

んはこの疑問を解決すべく、植物を過重力状態で育てる実験を

通して、「茎を丈夫にする仕組み」について研究している。

■研究方法
　まずプラスチック容器の中に成長段階のシロイヌナズナを入

れ、「過重力栽培装置」とよばれる回転式の機械の中で育てる。こ

の装置は、回転することによって重力の大きさを変えることが

できる。篠笥さんはこの装置で 3G（過重力）の状態にして研究

している。

　通常の重力下で育てた状態とどのような違いが出るのかを、

維管束間繊維と木部（茎を支える組織）の発達を見ることによっ

て調べる。その調べ方としては、育てたシロイヌナズナを生きた

状態のまま固定液の中に保存し、解析するときに取り出して樹

脂で固める。その後、顕微鏡で観察するための試料を切り出す。

この試料の薄さは 0.8 μm（1μm＝0.0 01mm）。またその試料を

プレパラートにのせて明視野顕微鏡で観察・撮影し、維管束間

繊維や木部などの組織の大きさを判断する。次に GIMP2.8 と

いうパソコンのソフトを用いて撮影した画像に色を付ける。こ

の色付けした画像のことをセグメンテーション画像と呼ぶ。細

胞 1つ 1つに対して手作業で色付けをしているので、1枚の画

像を完成させるのに少なくとも 1週間の時間が必要であり、研

究の大部分がデータ処理に費やされる。今のところ過重力状態

では多くの組織で増加傾向を確認できたが、減少している組織

もあり、まだまだわからない事が多いとのこと。しかし篠笥さん

は研究に手ごたえを感じており、違いの解明に向け日々研究を

進めている。

■もっと知りたい
　篠笥さんは幼いころから自然と触れ合う機会が多かったため

生物への興味が強く、富山大学理学部生物学科に入学すること

を決めた。この研究テーマを選んだきっかけは、篠笥さんが学部

4年生の時に、唐原一郎教授から提案されたテーマの中で 1番

やりがいを感じ、植物の進化の過程を知ることができそうで面

白そうだと思ったからだ。また卒業研究を進めていくうちに、よ

り深く追究したい、より多くのデータを集めて比較したいと思

うようになり、大学院でも生物学を続けている。

■休日は山で匍匐（ほふく）前進
　研究の息抜きは山の中の散策だ。登山ではなく、散策。休日は暇

さえあれば1日中、山の中にいるという篠笥さん。しかし、ただ歩

くだけでなく、匍匐前進をしているとのこと。その甲斐あって過去

にはホンゴウソウという植物を富山県で初めて発見した。しかし、

本命はツツナガクモタケという虫草の一種。篠笥さんは、この虫

草を見つけるため、また次のお休みも匍匐前進をするのだろう。

インタビュアー

篠笥　公隆
〈ささき　きみたか〉
大学院理工学教育部修士課程生物学専攻1年
出身地：新潟県
好きな植物：ホンゴウソウ
好きな食べ物：ソースカツ丼

過重力栽培装置

小さな世界に魅せられて

セグメンテーション画像（■：維管束間繊維、■：木部）

これらの研究紹介記事は以下の講義で
作成したものです。

「科学コミュニケーション II」
主講師：元村有希子
　　　（毎日新聞社科学環境部長）
担当教員：川部 達哉（数学科）
　　　　　島田 亙（生物圏環境科学科）



重力波から宇宙を探る：KAGRAと富山大学理学部 （理学部ホームページトピックス記事　平成29年６月掲載）

1. 重力波とは何か、そして初検出
　2016年2月、アメリカのLIGOによる重力波の直接検出の成功が大
きなニュースとして世界中を駆け巡りました。そして2017年10月LIGO
の3人にノーベル物理学賞が授与されることが発表されました。なぜ
これほど大きなニュースとなり、これほど速やかにノーベル賞が授与さ
れたのでしょうか。 
　1915年アルバートアインシュタインは一般相対性理論を完成させま
した。これはニュートン以来の重力に関する考えを一新するものでし
た。一般相対論によると大きな質量をもつ星があるとその周りの時空
が歪みます。その近くを小さい物体が通過すると時空が歪んでいるた
め、それにより軌道が曲がってしまいます。これをニュートン以降アイン
シュタイン以前は星による重力によって小さい物体がまっすぐに進め
ないと理解してきたわけです。 
 1916年にアインシュタインはこの一般相対性理論をもとにして重力
波の存在を予言しました。先の例でいうと時空の歪みのもととなる星
が大きく変動すると時空の歪みも変化してそれが光速度で周りに伝
わっていきます。これが重力波です。しかし重力波は大変微弱でその
検出は困難を極めました。一般相対論は他にもニュートン重力にはな
い現象を予言しましたが、それらは1960年代以降の実験技術の飛躍
的な進展によりことごとく検証されました。そして最後に残ったのが重
力波の直接検出で、アインシュタインからの最後の宿題とまで言われ
ていました。この最後の宿題が100年越しでやっと解決した、というの
が大きなニュースと速やかなノーベル賞となった主な理由の一つで
す。
　この初検出で我々が驚いたのは2つのブラックホールからなる連星
が合体したときに発生した重力波だったということです。初検出は中
性子星というコンパクトで重い星からなる連星の合体から発生した重
力波だと予想されてきました。なぜなら連星中性子星は存在すること
がわかっていました（連星中性子星の発見に対してノーベル物理学賞
が授与されています:1993年　Russell A. Hulse and Joseph H. 
Taylor Jr.）が、連星ブラックホールが存在するかはよくわかっていませ
んでした。というのは重力波以外の手段で観測するのは難しいからで
す。つまり重力波自体が新たな宇宙や星の観測手段（重力波天文学）
となることをこの上もなく明瞭にしめしたということになります。

2. 今後の重力波検出
 では100年越しの夢がかなってすべてめでたしめでたしで重力波の研
究はおしまい、でしょうか。ここでちょっと違う話題、ニュートリノ、のこと
を考えてみましょう。ニュートリノは素粒子の一種です。1930年にパウ
リが予言しました。ニュートリノの直接検出も大変難しく、ノーベル賞の
対象になっています（1995年：Frederick Reines）。ではニュートリノの
研究はこれで終わりかというとそうでなくその後も重要な発見が続い
ています。ノーベル賞だけみても、ニュートリノは複数の種類（世代）が
あることの発見（1988年：Leon M. Lederman, Melvin Schwartz 
and Jack Steinberger）、世代の間で質量に差があることの発見
（2015年：梶田　隆章　and Arthur B. McDonald）、ニュートリノに
よる天文学（2002年：Raymond Davis Jr. and　小柴　昌俊）があり
ます。 
　重力波に話を戻すと連星ブラックホールの発見で驚くことの一つは
ブラックホールの質量が太陽の30倍程度だったことです。これまで想
定されてきたブラックホールの質量は太陽のたかだか数倍程度か逆

に100万倍以上でした。このためどのようにしてこのようなサイズのブ
ラックホールが生成されたのかというのが大きな問題の一つとなって
います。解決のためには多くの連星ブラックホールの合体を観測する
ことが必須となります。以上のことから国際的な流れとして現在の
LIGOの目標より10倍よい感度の検出器（歴史的経緯から第3世代と
呼ばれています。現在のLIGOは第2世代）を建設することを目指し始
めています。感度がよければより遠く、つまりより多くのブラックホール
を観測することができます。また天文学ということから重力波がやっ
てきた方向を精度よく決める必要があります。複数台検出器があると
重力波の到達時間の差から方向を決めることができます。台数が多
いとその精度は高くなります。

3. 日本の重力波検出器 KAGRA
　　このような流れの中、日本では岐阜県飛騨市神岡町でKAGRA
の建設と開発が進められています。KAGRAも第2世代ですが、他にな
い大きな特徴があります。まず地下（鉱山内）に建設するということで
す。重力波検出にとって大敵である地面振動が都市近郊より100倍小
さいからです。さらに熱雑音というもう一つの雑音を低減するために
検出器の重要な構成要素である鏡を冷却します。これらは特徴や技
術は第3世代の検出器で導入を検討されており、その意味でKAGRA
は先端を走っています。

4. 富山大学の役割
　富山大学理学部は車を使えばKAGRAからわずか一時間という地
の利を活かして大きく貢献しています。
　そのうちの一つがレーザーの強度安定化です。検出器の光源であ
るレーザーのパワーの揺らぎは雑音の原因となりますが、これを極限
まで抑える技術の開発を行っています。
　また高感度化のためパワーリサイクリングという技術を導入する必
要があります。これの実現のためにKAGRAでは”グリーンレーザーロッ
ク”という手法を採用しました。これの開発も行っています。 
　そして検出器の最重要部品の一つである鏡を吊るすための準備も
行っています（この鏡が20K（-253℃）程度まで冷却されます）。吊るす
ためには耳と呼ばれる部品を鏡の側面上の正確な位置に接合する必
要があります。現在この接合作業を富山大学理学部のクリーンルーム
で行っています。 
　これを読んでいる高校生の皆さん、富山大学理学部にきてKAGRA
に参加してみませんか？                         （物理学科　山元 一広）

KAGRAの鏡：これが重力波を最初に"感
じる"部品となります。サファイアでできて
おり直径22cm、厚さ15cm、重さが
23kgです。表面には反射膜が施されま
す。この写真の鏡はすでにKAGRAに設
置されました。表面には赤くみえるのは
反射面を保護する膜でKAGRAに設置
されたあと取られました。

鏡の耳を接合する作業：富山大学理学部
のクリーンルーム内で行っています。
KAGRAの鏡に耳を接合しています。接合
するときに埃が入ってはいけないのでクリ
ーンルームの中で写真のような特殊な服
を着て作業しています。
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（理学部ホームページトピックス記事　平成30年２月掲載）新規のゴマリグナン合成酵素遺伝子の同定

　ゴマは種子中に多量の油脂を含む重要な油糧作物です。ゴマ
種子中にはそのほかにも、リグナンと呼ばれる物質が含まれてい
ます。ゴマが産生するリグナン（ゴマリグナン）はいくつか種類が
ありますが、主にセサミン、セサモリン、セサミノールの３種類が種
子中に豊富に存在します（図1）。最近、セサミンをはじめとしたゴ
マリグナンが持つ健康機能性に注目が集まり、多くの研究がなさ
れています。しかし、ゴマリグナンがゴマの種子中でどのように合
成されるかについては不明な点が多く、セサミンの生合成酵素 
(CYP81Q1: Ono et al., 2006) が明らかになっているに過ぎま
せんでした。 
　富山大学理学部では様々なゴマ系統を維持しています。これら
のゴマ系統についてのゴマリグナンの分析から、セサモリンをほ
とんど含まない系統（セサモリン低含有系統）が見出されていま
す。この系統ではセサモリン生合成酵素が変異していると考え、セ
サモリン低含有の原因遺伝子の同定を行うことで、セサモリン合
成酵素が同定できると考えました。 
　まずセサモリン低含有系統と、通常のセサモリン含有系統を交
配し F6 世代の遺伝集団を作成しました。F6 集団 160 個体の種
子中のセサモリン含有率（セサモリン含有量 /セサミン、セサモリ
ン、セサミノールの含有量の和）を調査したところ、5%以下の低含
有個体と、15-45％の含有個体が1：1の割合で分かれ（図2）、セ
サモリン含有形質が 1つの遺伝子座により決定されている可能性
が高いことが分かりました。 
　続いて、F6 集団の各個体からDNAを調製し、セサモリン含有
形質と連鎖するDNAマーカーの探索を行いました。その結果、連
鎖する２つのマーカー（90036 と 86884）が得られ、このうち
90036 はセサモリン含有形質と非常に強く連鎖していることが
示されました（図3）。90036付近に存在する遺伝子を探したとこ
ろ、セサミン合成酵素 CYP81Q1と同じグループに属する遺伝子
（シトクロム P450 遺伝子）がいくつか見出されました。これらの
発現の調査、塩基配列の比較解析を行ったところ、種子で発現して
いる遺伝子 の 1つ (CYP92B14) がセサモリン低含有系統では 1
塩基の挿入によって、指令するアミノ酸配列が短くなっていること
が示されました（図4）。 
　通常のタイプ（セサモリン含有系統型）のCYP92B14を酵母で
発現させ、セサモリン合成するかどうか調べたところ、この酵素は
セサミンからセサモリンを生成することが明らかになりました。ま
た、この酵素はセサミンからセサミノールを生成する活性も持つ
ことが分かりました（図1）。 
　以上の結果から、セサモリン低含有形質の原因遺伝子
CYP92B14 がセサミンからセサモリンとセサミノールを生成する
新規のゴマリグナン合成酵素遺伝子であることが分かりました。
 
　この研究は、公益財団法人サントリー生命科学財団、サントリー
グローバルイノベーションセンター（株）、龍谷大学、神戸大学と共
同で行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生物学科　山本将之）
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図1　ゴマリグナンの生合成経路

図2　F6集団におけるセサモリン含有率の分布 
セサモリン低含有個体と、含有個体がおよそ1：1の割合で分かれた。

図3　セサモリン含有形質に関する連鎖地図 
左は物理地図（DNAの長さに基づく地図）、右は連鎖地図（遺伝
子座間の組換え頻度に基づく地図）を表している。

図4　CYP92B14の3’末端付近の塩基配列 
セサモリン含有個体と低含有個体のCYP92B14の塩基配列を示し
た。低含有個体型では含有個体型に比べて、１塩基の挿入がおこっ
ており、この結果終止コドンの出現位置が早まることが分かった。

理学部ホームページ上で毎月研究トピックスを掲載しています。
是非訪れてみてください。

学科紹介ムービーをスマホ・携帯電話でご覧になれます。
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学科 入学定員
一般入試 外国人

留学生入試
特別入試

前期日程 後期日程 推薦入試 帰国生徒入試 社会人入試

数学科 50 28 15 6 若干名 1

物理学科 40 a:10  b:12

a:10  b:10

10 7 若干名 1

化学科 35 22 7 5 若干名 1

生物学科 35 25 5 4 若干名 1

生物圏環境科学科 30 5 4 若干名 1

計 190 117 42 26 若干名

若干名

若干名5

◆一般入試（前期日程）

◆一般入試（後期日程）

◆特別入試（推薦入試）

◆特別入試（帰国生徒入試、社会人入試）

◆私費外国人留学生入試

募集人員

入学者選抜の基本方針（入試種別とその評価方法）

募集要項等の請求方法については、以下のサイトにアクセスしてください。

富山大学ウェブサイト　http://www.u-toyama.ac.jp/
または  携帯電話サイト　http://daigakujc.jp/u-toyama/

入試情報 

ADMISSIONS

　 平成30年度入学者選抜における情報です。なお、平成31年度入学者選抜の募集人員・出願資格・日程等の詳細は、
「平成31年度入学者選抜要項」または、それぞれの「平成31年度学生募集要項」で必ずご確認ください。

　大学入試センター試験では高等学校卒業レベルの基礎学力を評価し、個別学力検査では「数学」、「理科」を課し、各専門分野
の修学に必要な学力を評価する。

　大学入試センター試験では高等学校卒業レベルの基礎学力を評価し、個別学力検査では「数学」、「理科」又は「面接」を課し、
「数学」及び「理科」では各専門分野の修学に必要な学力を評価し、「面接」では科学的思考力と環境科学を学ぶための意欲を評
価する。

　大学入試センター試験では高等学校卒業レベルの基礎学力を評価する。
　「小論文」により、各専門分野に関する思考力と文章表現力を評価し、「面接」により、各専門分野を学ぶ意欲と口頭による表
現力を評価する。

　「小論文」により、各専門分野に関する思考力と文章表現力を評価し、「面接」により、各専門分野を学ぶ意欲と口頭による表
現力を評価する。

　日本留学試験で、日本語力、理科及び数学の基礎的学力を評価するとともに、「面接」により、学習到達度、思考力、表現力、学
習意欲等を評価する。更に数学科では、「数学」により専門分野の修学に必要な学力を評価する。

　高等学校までに学ぶ数学、理科、国語、外国語、地理歴史・公民について，十分な基礎学力を身に付けておくこと。さらには、
論理的思考力、判断力、表現力、主体的に学修に取り組む姿勢なども身に付けておくこと。

入学前に学習すべきこと
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オープンキャンパス 　　開催日：平成30年8月4日（土）

サイエンスフェスティバル　　開催日：平成30年9月29日（土）～30日（日）

理学部イベント情報

特別講演「電気製品ごみはどこへ行く？」 君だけのオリジナルスーパーボールを作ろう！ 生物圏探してみよう！川にすむ微生物

　大学の施設や実験室を開放し、理学部の研究活動を一般の方々に親しみやすい実験や展示などで分かりやすく紹介すること
を目的としています。
　身の回りの科学から普段体験できない科学まで、見て、ふれて、体験して、子供から大人まで楽しめます。また、現役の大
学生と直接話せるので、進路選択を控えた高校生にもおすすめです。
　富山大学理学部各学科の専門性を活かした普段体験できない実験等を学生達が主体となり企画運営しています。　

マレーシア英語研修 　　実施時期：平成 30年 8月 11 日（土）～ 26 日（日）の約 2週間

　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、初めて海外に行かれる方も安心して語学研
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。
　平成30年度はマレーシア（トゥンク・アブドゥル・ラ
ーマン大学）への海外研修を実施します。

EVENTS

オープンキャンパスは、大学の雰囲気や授業、施設などを知ることができるだけ

ではなく、教員や在学生から直接話を聞けるチャンスでもあります。是非、キャン

パスまでお越しいただき、富山大学理学部の魅力を実感しにきてください。高校

生及びその保護者の皆様のご参加をお待ちしています。
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200人以上
100～199人
50～99人
10～49人
5～9 人
0～4 人

この円グラフは、理学部学生
の出身地域における男女の比
率を表しています。また、グラ
フの大小は各都道府県の学生
数の比率を表しています。
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学生の出身地域別図（平成30年5月1日現在）

学科別在学生数（平成30年5月1日現在）

830人 男/603 女/227

学科名 数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学科 計
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就職 72% 進学 28%

学科別の主な就職先一覧と進路別比率（平成27年～29年度）

■ 進学  ■ 製造業  ■ 運輸・情報通信業  ■ 卸売・小売業  ■ 金融・保険業  ■ 教育・研究  ■ サービス業  ■ 官公庁  ■ その他

富山大学大学院以外の主な大学院進学先（平成27年～29年度）
北海道大学大学院　　東北大学大学院　　筑波大学大学院　　東京大学大学院　　名古屋大学大学院　　京都大学大学院　　大阪大学大学院　　岡山大学大学院 

数学科 Mathematics
〈学部卒業者の主な就職先〉

〈大学院修了者の主な就職先〉（※）

6%

8% 38% 54%

23% 12%

4%

37%

3%

10%
(株)第一システムエンジニアリング／(株)スギノマシン／(株)インテック／
(株)NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ／(株)北陸銀行
／(株)福井銀行／高校教員／中学校教員／市役所／金融庁

TDCソフトウェアエンジニアリング(株)／(株)日立ソリューションズ／
(株)メイテック／中学校教員／高校教員／国立大学法人富山大学

5%

物理学科 Physics
〈学部卒業者の主な就職先〉

〈大学院修了者の主な就職先〉（※）

(株)コロナ／コーセル(株)／ＹＫＫ ＡＰ(株)／ダイヤテックス(株)／NKKスイッ
チズ(株)／(株)CEC／(株)北陸銀行／中学校教員／高校教員／名古屋国税局

セーレン(株)／ＥＩＺＯ(株)／ＹＫＫ ＡＰ(株)／(株)日立製作所／中学校教
員／高校教員

化学科 Chemistry
〈学部卒業者の主な就職先〉

〈大学院修了者の主な就職先〉（※）

三光合成(株)／日本電産(株)／東山フィルム(株)／大阪有機化学工業(株)／森
永北陸乳業(株)／(株)陽進堂／日東メディック(株)／(株)マイナビ／高校教員
／富山県庁

キョーリンリメディオ(株)／三菱重工業(株)／アステラス製薬(株)／西日本
電信電話(株)／中部電力(株)／中学校教員

生物学科 Biology
〈学部卒業者の主な就職先〉

〈大学院修了者の主な就職先〉（※）

デリカフーズ(株)／東亜薬品工業(株)／(株)富士薬品／日東メディック(株)／
(株)ＴＯＫＡＩグループ／(株)LIXILビバ／日本海ガス(株)／中学校教員／高校
教員／市役所

救急薬品工業(株)／ＮＴＴデータカスタマサービス(株)／(株)テクノプロ／
日本赤十字社／市役所／岐阜県警

生物圏環境科学科 Environmental Biology and Chemistry
〈学部卒業者の主な就職先〉

〈大学院修了者の主な就職先〉（※）

朝日印刷(株)／(株)廣貫堂／(株)富士薬品／名古屋製酪(株)／(株)アサンテ／
(株)アサノ大成基礎エンジニアリング／中学校教員／高校教員／市役所／富
山県庁

清水建設(株)／中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株)／(株)横浜
八景島／中学校教員／高校教員／新潟県庁

49%

58%

51%

75%

43%

38%

33%

37% 11% 18% 16%8%

11% 18% 15% 13%

15% 18%

5%

5%

5% 5%

5%

9% 15%

9% 13%

4% 4%

9% 6% 12%

13% 6%

3% 3%

8% 5%

3%

14% 8% 11%

23% 10% 6%

3%

8% 6% 20% 8% 8%

就職 45% 進学 55%

就職 37% 進学 63%

就職49% 進学 51%

就職 63% 進学 37%

※富山大学大学院理工学教育部修了課程（理学領域）修了者の実績です。
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近年の科学・技術の発展は目覚しく、学問の専門分化や高度化が進み、一方では様々な社会の要請に応えるべく関連分野の
学際化や総合化が図られ、新たな学問分野の誕生とそれらの体系化、高度化が進められています。
理学部及び工学部ではこれらの状況を踏まえ、高度科学技術の革命にも貢献し更なる発展を期すため、理学及び工学を融合

した大学院理工学教育部（修士課程・博士課程）を開設しています。
大学院理工学教育部の特色は、基礎から応用にいたる幅広い教育研究指導を受け、より高い視点から総合的に研究を進めら

れる新システムにあります。
大学院理工学教育部修士課程に２年在学し、各専攻所定の科目を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した方には、

修士（理学又は工学）の学位が授与されます。

修士課程修了者が大学院理工学教育部博士課程に３年在学し、各専攻所定の科目を修得し、学位論文の審査及び最終試験に
合格した方には、博士（理学又は工学）の学位が授与されます。
平成18年４月に博士課程に医薬・理工を融合させた生命融合科学教育部が新設され、時代の要請に応えるため医学・薬学

の分野も視野に入れ、科学技術の高度化・先端化に対応可能な、広範な能力を有する研究者・高度職業人の育成を目的に教育・
研究を行っています。

大学院理工学教育部

●修士課程（理学領域）
大学院理工学教育部
　２年制  修士（理学）

専攻名 教育分野
数学専攻 数理解析

情報数理
物理学専攻 固体物理学

ナノ物理学
理論物理学
電波物理学
レーザー物理学

化学専攻 物理化学
錯体化学
有機化学
天然物化学
生体機能化学
水素同位体科学

生物学専攻 形態学
細胞生物学
生体制御学

地球科学専攻 固体地球物理学
液体地球物理学
地球進化学

生物圏環境科学専攻 環境化学計測
生物圏機能

●博士課程
大学院理工学教育部
　３年制  博士（理学または工学）

数理・ヒューマンシステム科学専攻
ナノ新機能物質科学専攻
新エネルギー科学専攻
地球生命環境科学専攻

生命融合科学教育部

認知・情動脳科学専攻
　４年制  博士（医学）

生体情報システム科学専攻
　３年制  博士（薬学または理学または工学）

先端ナノ・バイオ科学専攻
　３年制  博士（薬学または理学または工学）

液体ヘリウム中に閉じ込めた原子のレーザー分光実験

新規機能性材料の表面状態を電子顕微鏡によって観察

生理活性天然物の化学合成実験

遺伝子の構造解析により生物の進化を探る

大学院と大学関連施設

専攻名

専攻名

GRADUATE SCHOOL&RELATED FACILITIES
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水素同位体科学研究センター
クリーンエネルギー源としての水素による核融
合エネルギーシステムの研究開発を目標として
３種類の水素同位体（軽水素、重水素、三重水
素）の機能を見出し、その有効利用を図るため
の基礎研究を行っています。
http://www.hrc.u-toyama.ac.jp/

総合情報基盤センター
大学の活動を支援するための高速コンピュータ
が設置され、データ処理、シミュレーション、
通信、検索、情報教育実習など幅広い用途に役
立っています。
http://www.itc.u-toyama.ac.jp/

極東地域研究センター
人文・社会系及び理系の研究分野を融合したセ
ンターで、環日本海地域・諸国における経済活
動とそれに伴う自然環境に関する総合的な研究
を行っています。
http://www3.u-toyama.ac.jp/cfes/

自然科学研究支援ユニット
極低温量子科学施設
液体窒素と液体ヘリウムを提供することにより、
教育研究の支援を行っています。
http://www.tbt.u-toyama.ac.jp/

自然科学研究支援ユニット
機器分析施設
高性能大型計測分析機器を集中管理し共同研究
の促進と運用を図っています。

自然科学研究支援ユニット
放射性同位元素実験施設
ラジオアイソトープを使う実験を安全に行える
ように建物や施設が作られています。

立山施設（立山・浄土山）
標高2839mの立山連峰・浄土山山頂付近に、
立山施設があります。大気、雪氷、生態など様々
な教育・研究活動に使われています。
http://skyrad.sci.u-toyama.ac.jp/Tateyama/

総合研究棟
総合研究棟には理学部の教員の管理する最先端
の機器が備えられ、卒業研究等で利用されてい
ます。

環境安全推進センター
学内で排出される実験廃棄物の無害化処理を
行っています。また廃棄物に関する相談や教育
のための各種サービスを行っています。
http://www.erc.u-toyama.ac.jp/

ガラス工作室
教育用・研究用ガラス器具の設計、製作、学生
実習等を行います。

金属工作室
旋盤、フライス盤、電動帯ノコ盤、ボール盤な
どがあり、真ちゅう、銅、アクリルなどの工作
ができます。

動物飼育室
各種実験用動物（モルモット、ラット、金魚、
イワナ、ウニ、ゴカイ等）を飼っています。

温室
研究用の植物を育成するために温度、照明時間
等を制御できるようになっています。

富山大学理学部・
氷見市連携研究室（ひみラボ）

理学部の施設

主な関連施設

極低温量子科学施設
液体ヘリウムを作る装置が平成23年３月末
に新しいものに更新されました。

立山施設
標高2839mの高山帯に位置し、教育研究等
に用いられています。

ガラス工作室での実習風景
ガラスの特性を体感しながら、簡単な細工を
自分の手で行えるようになります。

ひみラボ前景
旧・氷見市立仏生寺小学校の校舎を利用して
います。

総合研究棟
理学部に隣接した建物で最新の研究
設備が整っています。

水素同位体科学研究センター
トリチウム（三重水素）を用いた実験を安全
に行うことができます。

重力波研究実験室

重力波研究実験室

KAGRAプロジェクト＊（大型低温重力波望遠鏡
計画）での重力波観測を支援するために、理学
部多目的ホールピロティに設置されています。
設置機器：クリーンルーム(ブース)、真空ベイク
装置、超音波洗浄機など。

KAGRAプロジェクトとは
＊東京大学宇宙線研究所が中心となって進めている重力波
観測プロジェクト。岐阜県神岡鉱山に長さ3kmのマイケル
ソン型干渉計をもちいた大型低温重力波望遠鏡を建設中
で、ブラックホールなど物理の解明や、重力波天文学の創
生を目指している。

ひみラボは、富山大学理学部と氷見市との連携
協定に基づき、2011年４月１日に開設されま
した。研究・教育・普及啓発の３つを柱とした
活動を通して、地域に貢献していくことを目指
しています。



キャンパスライフ23

　自立心を養うことができたことです。高校までは地元の学校へ通い、親元で
暮らしていました。大学に入学してからはアパートでの一人暮らしなので、家事
やお金のことなど、すべて一人でしなくてはいけないので、最初は失敗も多かっ
たのですが、今ではある程度やりこなすことができています。

　「勉強」だけではなく、サークルや部活動に入ることをお勧めします。サーク
ルなどに入っていると、他の学部の友達も増えるし、色々な人がいるので、学べ
たり、チャレンジできたり、コミュニケーション能力も高め合えます。色々なこ
とに全力で取り組んで、充実した大学生活を送ってください。

　数学の高校教員になりたいと思っています。高校３年生の時の数学の先生
に影響を受けたことがきっかけです。理想の先生になれるよう大学でより多
くの知識を身に付けて、教員採用試験に臨みたいと思います。

Campus
      Life富大生の生活

入学料 　　　　　　　　  282,000円

授業料

（前期分） （267,900円）

（後期分） （267,900円）

年額 535,800円
経済的な状況によっては、免除や減免があります。 理学部の約４割の学生が貸与を受けています。

貸与月額 貸与月額

自宅　　　3  または  4.5万円 3・5・8・10・12万円から選択

自宅外　　3  または  5.1万円

地方公共団体や民間団体の奨学金制度もあります。

授業料・入学料（入学金）（平成30年度実績） 日本学生支援機構奨学金について（平成30年度実績）

富山大学には多くの文化系、体育系の課外活動（部活・サークル）があります。
学生が自らの判断と、その責任において活動し、自己の人間形成に資することを目的として
います。
平成２８年6月17日～25日にブラジルのリオデジャネイロで開催されるヨットのスナイプ級
西半球選手権に、富山大学ヨット部の大学院理工学教育部2年清水二二男さんと理学部3
年大橋克幸さんのペアが出場しました。
充実したキャンパスライフがキミを待っているよ！

課外活動（部活・サークル）について

数学科４年
石川県出身

起床

通学

授業

昼食

授業

アルバイト

夕食・自由時間

就寝

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

7：３０

８：３０

８：４５～１２：００

１2：００～１3：００

13：0０～18：００

18：3０～２0：30

２0：3０～２４：００

２４：００

収入総額／80,000円

■ 家賃・光熱費
■ 食費・娯楽
■ 預金

45,000円

10,000円

25,000円

将来の夢 

富大生になって良かったこと

これから富大理学部に進学する後輩へひとこと 

毎月のおサイフ情報

を教えて！
平均的な1日の
タイムスケジュール

ヨット部世界大会出場（June,2016）
イ
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物理学科3年
富山県出身

起床

通学

授業／予習／復習

授業／予習／復習

帰宅

夕食・自由時間

就寝

▼

▼

▼

▼

▼

▼

7：00

7：30～8：30

８：４５～１２：００

13：0０～18：００

18：0０～19：００

19：0０～２3：00

２3：00

収入総額／33,000円

■ 交通費
■ 食費・娯楽
■ 預金

内訳：バイト代　 28,000円
　　 おこづかい　5,000円
　　

毎月のおサイフ情報

を教えて！
平均的な1日の
タイムスケジュール

13,000円
15,000円

5,000円

　富山市には市内電車があり、自宅から大学まででなく、市内の様々な施設や
場所への交通が発達しているところです。積雪のある冬でも快適に移動でき、
移動中の時間も自由に過ごすことができます。

　大学では自分の自由に使える時間をたくさんとることができるため、資格試
験や読書といった今まで十分な時間がとれずできなかったことに取り組んでみ
たり、友人や仲間と親睦を深めるなど、自分なりの計画を立てて大学生活を充
実したものにしてください。

　私は将来メーカーで製品開発の仕事の携わりたいと考えています。具体的
にどのような分野に関わるかは決めかねていますが、使用する人や環境に考
慮した製品を開発したいと思います。また今後のために専門以外に英語や資
格試験の勉強にも取り組んでいます。

生物圏環境科学専攻
修士課程1年
中国出身

起床

研究

昼食

研究

夕食・自由時間

就寝

▼

▼

▼

▼

▼

8：00

9：00～12：00

12：00～13：00

13：0０～18：00

19：00～24：00

24：00

収入総額／60,000円

■ 家賃
■ 食費
■ 娯楽費
■ その他

内訳：バイト代　 　40,000円
　　 おこづかい　20,000円
　　

将来の夢 

富大生になって良かったこと

これから富大理学部に進学する後輩へひとこと 

毎月のおサイフ情報

を教えて！
平均的な1日の
タイムスケジュール

　子供の時から日本のアニメを見て日本に憧れていましたので、高校卒業後に
留学することを選びました。環境汚染問題と生物に興味があったので理科部の
生物圏環境科学科を選択しました。現在、油分解菌の研究をしています。生き
物と一緒に勉強していることがすごく楽しいです。また、富大でたくさんの友達
と出会えてすごく幸せです。教育課程が忙しすぎないので自分のしたいことが
できると思います。また、将来にやりたい事なども考える余裕があって良かった
と思います。

　時間を自由に使えるのは大学生の時しかありません。大学時代にしかできな
いことをたくさんしてください。自分の勉強したい事や将来何をやりたいかもよ
く考えてください。勉強と遊びを上手く取り組んで、充実した大学生活を過ごし
て下さい。

　水は人間の生活に欠かせないものなので、大事にしないといけません。大
学で水環境に関する勉強しているので、将来汚水処理や環境を良くする仕事
をやりたいです。

将来の夢 

富大生になって良かったこと

これから富大理学部に進学する後輩へひとこと 

25,000円

10,000円

5,000円

20,000円



サークル活動（新入生歓迎）
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CAMPUS SCHEDULE



学科紹介ムービーを
スマホ・携帯電話で
ご覧になれます。

学科によって差はありますが、平均して半数
が大学院へ進みます。（p.20参照）大学のキ
ャリアサポートセンターの職員や各学科の就
職委員の先生が、大学に来た求人の案内や、
アドバイスなどをしてくれます。

1 2 310 11 12



①

②
③

⑫
⑬

⑮⑭
⑯

⑤

⑰ ⑲
⑳

⑱
⑪

④

⑥

⑨
⑧

⑩

⑦

正門

富山大学理学部

［人文学部、人間発達科学部、経済学部、理学部、工学部、都市デザイン学部、 事務局］

五福キャンパス周辺マップ＆アクセス

五福キャンパスマップ

富山県

① 事務局

② 学生支援・地域連携交流プラザ

③ 保健管理センター

④ 人文学部

⑤ 人間発達科学部

⑥ 経済学部、極東地域研究センター

⑦ 理学部

⑧ 総合研究棟

⑦ 都市デザイン学部（地球システム科学科）

⑨ 総合情報基盤センター

⑩ 水素同位体科学研究センター

⑪ 附属図書館（中央図書館）

⑫ 黒田講堂

⑬ 共通教育棟

⑭ 多目的施設

⑮ 国際機構

⑯ 地域連携推進機構　生涯学習部門

⑰ 第1体育館

⑱ 第2体育館

⑲ 武道場

⑳ 大学食堂
21

22

23

24

25

26

 学生会館

 第3体育館

 都市デザイン学部（都市・交通デザイン学科、材料デザイン工学科）

23 工学部

 研究推進機構　産学連携推進センター

 第2大学食堂

 学生支援施設

〒930 8555　富山市五福3190
TEL.076-445-6546  FAX.076-445-6550

pj.ca.amayot-u.ics@4102ohok ： liam-E

富山駅から
市内電車で

富山駅〔南口〕「富山駅」停留所にて2系統（大学前行）に
乗車約15分→「大学前」停留所下車 徒歩約5分

富山大学 五福キャンパス

至高岡

至射水

あいの風とやま鉄道

北陸自動車道

至新潟

至新高岡 JR北陸新幹線 至黒部宇奈月温泉

至魚津

南富山

荒町

市役所
富山城

NHK

県庁
県庁前

神通大橋

富山大橋大学前

安野屋 丸の内

商工会議所

市内電車
富山駅

富山駅

山
高
至

Ｊ
Ｒ

線
本
山
高

有沢橋

西町

市民病院

富山きときと空港

婦中大橋

富山
IC

東　京から…

大　阪から…

名古屋から…

北海道から…

理学部正面入口

N

E W

S

21

22

23

24

25

26

富山県まで
飛行機で羽田空港から富山空港まで約1時間
北陸新幹線でJR東京駅からJR富山駅まで約2時間10分

電車でJR大阪駅からJR富山駅まで約3時間10分
車で名神高速道路～米原JCT～北陸自動車道～富山

電車でJR名古屋駅からJR富山駅まで約3時間
車で名神高速道路～一宮JCT～東海北陸自動車道～北陸自動車道～富山

飛行機で札幌・新千歳空港から富山空港まで約1時間30分

[北口][北口]

[南口][南口]


