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　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

会にも貢献でき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。

　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

　岐阜県飛騨市神岡町に建
設された基線長3kmの低温
重力波望遠鏡KAGRAの最
重要部品の一つが高性能サ
ファイア鏡（直径22㎝、厚さ
15㎝、重さ23㎏）です。重力
波を最初に”感じる”部品で、
20K(-253℃)程度まで冷却
されます。
　L字型に伸びる2本の長さ3㎞の腕それぞれの先端と根元の間をレー
ザー光を千回程度往復させる「光共振器」を構成するために、サファイ
ア鏡は合計４個必要です。
　サファイア鏡をKAGRAに設置する前にサファイア耳という部品を鏡
側面に接合しなければなりません。2018年、富山大学理学部のクリーン
ルームにおいて、耳の接合が4個全ての鏡に行われました。写真はクリー
ンルーム内の作業風景です。金属の箱の中に耳が付けられた鏡が入っ
ています。作業中は埃の付着を防ぐため鏡面に赤い保護膜を塗ってお
り、最後にはがします。
　これらの4個のサファイア鏡は全て2018年秋までにKAGRAの低温
真空容器内に設置されました。2019年度内の本格観測開始のために
鏡の冷却と調整が続けられています。
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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。

富山大学理学部において大型低温重力波望遠鏡
「KAGRA」のサファイア鏡に耳を接合
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　皆さんにとって「数学」とは何ですか？おそらく、「公
式や性質を駆使して華麗に問題を解く」そんなテクニ
カルな学問だと考えていることでしょう。数学科にい

る私にもそう考えていた時期がありました。しかし、ふとある時疑問に感じた
のです。「これだけが数学なのか」と。その時、私は大学数学に出会いました。
　数学科では、高校までとは異なり計算力より論理的思考力を多くの場面
で要求されます。授業も演習中心から議論が、演習問題も証明が主となり、
扱われる数学的議論はより抽象度を増していきます。主目標は、定理や命題
の主張を正しく理解し、適切な証明を与えることです。易しいものばかりでは
ないため、多角的視点をもち深く考察をしていくことが重要となります。
　「高校まで数学はそんなに得意じゃない」そんな人でも、思考することが
好きなら、抽象的な概念に強い好奇心があるなら、数学科という選択肢は
ぜひどうでしょうか。数学科生になって、限りなく広がる数学の世界を、私た
ちとともに学んでいきませんか？

数学科3年

　富山大学理学部数学科では、1年生、2年生の間
にこれからの数学の基礎となるものを学び、3年
生では、より専門的な内容の講義を受けることが

できます。更に、4年生では少人数のゼミナールがあり、自分の興味の
ある分野について、より深くじっくりと勉強することが出来ます。大学
での数学は、高校までと違い、証明問題が中心で、抽象的であり厳密
です。当たり前に思えることでも、きちんと証明をしようとするととて
も難しいことがあります。そのため、計算力だけでなく論理的思考力を
つけることもできます。これまでの数学との違いに初めは苦労すると
思いますが、その分、理解が出来た時の喜びはとても大きく、高校の数
学とはまた違った面白さを味わうことが出来ると思います。4年間、数
学に没頭することができるので、数学が好きな人にはオススメの学科
です。皆さんも私たちと一緒にこの富山大学理学部数学科で一緒に過
ごしませんか。

大学院理工学教育部
数学専攻　修士課程1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

ゼミ風景

修士論文発表会

　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 icu lum

ラボラトリー Research groups

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）

■数理解析分野　Mathematical Analysis

■情報数理分野　Mathematical Science of Information

先輩からのメッセージ

数学科

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?

Mathemat ics
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●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。

　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  

■ 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

■量子物理学分野　Quantum Physics

物理学科

“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

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

電子回路実習振り子を用いた重力加速度の測定実験

ラボラトリー Research groups

■物性物理学分野　Solid State Physics

先輩からのメッセージ

カリキュラム Curr icu lum

　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♪

大学院理工学教育部
物理学専攻　修士課程1年

　物理学科では、1年次から3年次の間で物理学
全般の基礎を学び、4年次になると研究室に配属
されてそれぞれが深く学んでいきたい分野につい

て追求していきます。
　富山大学の特徴的なところは、「サイエンスフェスティバル」という理学
部行事だと思います。これは学生が主体となって科学に関連する様々な
企画を準備し、地域の方々に披露する科学のお祭りです。物理学科では、
グループで1つの分野について深く調べ、それをまとめたポスターを展示
したり、授業で学んだことを生かして、実験道具を一から作成し演示実験
をしています。私も1年次から毎年参加し、お子さんでも楽しめるような
実験を披露してきました。サイフェスは、授業のみでは行えない事、学べ
ないような事を自分たちの手で自由に行えるとても良い機会だと思いま
す。興味のある方は是非参加してみてください。
　好きな事、やりたい事、学びたい事を今まで以上に熱中して取り組める
大学生生活。この学生生活を富山大学物理学科で過ごすのはいかがで
しょうか？

物理学科4年
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●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。

　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

■ 2年前期の時間割例
月 火 水 木 金

1 限

2 限

3 限

4 限

5 限

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

■合成有機化学分野　Synthetic Organic Chemistry

■ 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

フェムト秒レーザー分光測定

フォトニック結晶の作製触媒反応生成物の分析

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

　化学科では最初の３年間は主に座学で学びま
す。2年生の後期からは、座学で身につけた知識
や考え方を活かして基礎的な化学実験を行いま

すが、実験ならではの楽しさや大変さがあるのも化学科ならではだと
思います。4年生になると卒業研究が始まり、研究室に配属されて、一
人ひとりに専門分野に特化したテーマが与えられて研究を行います。
それまでとは違って既に世の中にあることを教わるのではなく、世の
中にまだないことを見つけます。それが化学『研究』の醍醐味でもあ
ると思います。不安に思うかもしれませんが、研究室の先生方や先輩
方、同級生のみんなと助け合いながらなので、心配無用です。「高校
までの化学じゃ物足りない」と思っている方はぜひ、化学科で真理をと
ことん追求しましょう！

大学院理工学教育部
化学専攻　修士課程1年

　化学科では、２年次までの座学で専門的な化学を
基礎から学びます。３年次では、無機、有機、物理、分
析化学の学生実験を行うのに加え、自分が興味を持っ

た様々な化学の講義を自由に取ることができます。講義で理解できなかっ
たことは、先生方から分かりやすく説明してもらうこともできます。
　４年次では、研究室に所属して、各自のテーマについて最先端の研究をお
こないます。研究には答えは用意されていません。実験を行い、結果を考察
し、結論を出す。このサイクルを何度も行い、自分自身で答えを導くことを体
験できる環境、失敗を恐れず様々なことへチャレンジしていくことができる
環境が化学科にはあります。
　研究室対抗スポーツ大会やサイエンスフェスティバルなどの行事で先輩と
の距離感も近く、学生生活などへのアドバイスなども聞くことができます。
　化学が好き、興味がある、研究というものをしてみたいという人は化学科
で一緒に勉強しましょう！

化学科４年

カリキュラム Curr icu lum ラボラトリー Research groups

先輩からのメッセージ

化学科

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。

Chemistry



　生き物が大好きな皆さん、そして生物学に興味を
持っている皆さんこんにちは！
　富山大学生物学科では、遺伝学や細胞生物学と

いったミクロな分野から生態学や進化学といったダイナミックな分野まで
の様々な生物分野について学ぶことができます。また、講義だけで無く、
様々な実験や野外実習を体験する機会もたくさんあり、実験ではこれまで
扱ったことの無いような機材や試薬を用いて研究手法について学び、野外
実習では、立山や富山湾をはじめとした豊かな自然に恵まれていることを
活かした立山登山や臨海実習、そして夜間の昆虫採集などを通して、野生
の生き物を相手取る面白さを体感することができます。
　生き物が好きな人や生物学に興味がある人にとってこの生物学科で学
ぶことは、生き物に対して育んできた好奇心を探究心へと変化させ、好き
で学んできた知識を社会で役立てていくための第一歩になると思います。
　生き物が好きな皆さん・生物学に興味がある皆さん、生物学科でお待ち
しています！

生物学科4年　

　私たちは幼いころから生き物に興味があり、生物
学科に進学しました。1年の講義のほとんどが生物
以外の基礎科目なので、文系分野にも触れること

ができ、自分の視野を広げる良い機会になりました。2、3年では専門科目の
講義を受け、4年生の頃に興味を持った分野で卒業論文研究を行います。
　私たちは、時間生物学の研究室に所属しています。当研究室では、動物を
扱った行動リズムの解析や、細胞レベルでの生理的な研究など様々な実験
を行っています。現在、研究室のテーマの一つとして、昼行性や夜行性などの
行動の多様性がどのように生じるかを解明するために、昼行性のラットの仲
間を扱っています。この動物はハムスターに似ていて、餌を食べる姿や走り
回る様子は何時間でも見ていられるほど可愛いです。
　高校生物では物足りない皆さん、研究を始めるとみんなが分野の最先
端です。授業では教えてくれないあなたの疑問を自分の手で解き明かし
てみませんか。

大学院理工学教育部　
生物学専攻　修士課程1年

カリキュラム Curr icu lum

ラボラトリー Research groups

先輩からのメッセージ

生物学科

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。

Bio logy
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　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。

　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。

■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

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

現代社会論

健康・スポーツ

ドイツ語基礎

技術と社会

英語リテラシー

政治・経済

ドイツ語会話

国家と市民

情報処理

経営資源

英語会話

地球科学概論

化学概論

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。

博物館概論

基礎発生学

基礎生理学

生涯学習概論

現代と教育

植物分類学

基礎遺伝学

基礎植物形態学

市場と企業

生命情報科学

哲学のすすめ

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

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）



　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

カリキュラム Curr icu lum ラボラトリー Research groups

先輩からのメッセージ

生物圏環境科学科

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。

Environmenta l  B io logy 
and Chemistry
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　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

　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・植物生態学

３年生／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・群集生態学・科学英語

４年生／ 卒業論文
河川の流量測定

富山湾海水の採取

■ 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。

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

生物学概論Ⅰ

微分積分学Ⅰ

環境科学入門

情報処理-A

総合科目系 人文科学系

人文科学系

総合科目系

生物圏環境
科学概論Ⅰ

第二外国語
基礎Ⅰ

第二外国語
コミュニケーションⅠ-A

英語リテラシー
Ⅰ-A

医療・
健康科学系

健康・スポーツ

英語コミュニケーション
Ⅰ-A

社会科学系
科目

社会科学系
科目

環境物理学

人文科学系

自然科学系科目

自然科学系科目

社会科学系科目

総合科目系

物理学序説Ⅰ
物理学概論Ⅰ

TOEIC英語
e-ラーニング

地球科学概論Ⅰ

化学概論Ⅰ

線形代数学

水環境化学 人文科学系

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

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。

ミクリガ池から見る立山の自然環境ミクリガ池から見る立山の自然環境
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■研究テーマとの出会い
　高校では化学の無機分野が好きで、「分光」という技術にも
興味を持っていたんだ。だから、原子・分子にレーザーを照
射して、分光を行い、どのような結果になるのかを調べるレ
ーザー物理研究室の見学に行ってみたわけ。すると研究室で
はお茶会が開かれていて、雑談や情報交換が盛んに行われて
いた。仲間同士の距離が近く、和気あいあいとした雰囲気が
決め手になったね。研究テーマは、「CaH分子の電子状態」を
調べること。難しい分野を自分で調べるのは面白いと思った
ことや、研究室の森脇喜紀教授の勧めがあったことが今の研
究テーマを選んだ理由だね（谷さん談）。

■キーテクニック、分光法
　光の三原色は赤、緑、青で
ある。３色を混ぜると白にな
る。同様に、普段見ている光
は赤、緑、青などの複数の色
の光から成り立っているの
だ。それぞれの色の光が持つ
性質を利用して、成分ごとに
分けることを分光という。谷さんは、この分光という技術を
駆使して研究をしている。

■レーザーで分子の性質を探る
　谷さんが研究対象にする CaH 分子はカルシウム原子１つ
と水素原子１つが直線上に結合した構造をしている。通常は
カルシウム原子に結合する水素原子は二つと決まっている
が、CaH 分子は地球上には存在しない星間物質の一つだ。星
間物質とは、宇宙空間に薄く広く存在する物質で、宇宙の成
り立ちを知るのに役立つ情報を持っている。
　研究の目的は、その CaH 分子の電子の状態によって観測
される特徴的な光を調べることだ。CaH 分子が出す光のデー
タを蓄積することにより、宇宙から来た光が CaH 分子から
出た光なのかどうかが分かる。この原理を利用して、ある天
体にどれだけの CaH 分子が含まれているのかも知ることが
出来る。それを手掛かりに天体の生成過程を予測でき、宇宙
の謎の解明にも貢献できるかもしれない。
　では、実験手順をみていこう。まずCaH分子をつくるため

に真空中で水素ガスとカルシウムを反応させる。CaH 分子が
出来たら、多様な光を出すことができる色素レーザーを照射
し、分子にエネルギーを与える。分子は高いエネルギーを与
えると不安定な状態になるため、安定な状態に戻ろうとする。
その時、光や熱などの形で分子からエネルギーが放出される。
　CaH 分子に限らず、分子は特有の光を出す。その成分を調
べる「分光法」により、CaH分子から出る光の成分が特定され、
各色の光の量を調べることにより CaH 分子中の電子の状態
まで、知ることが出来るのである。
　谷さんは楽しそうにこう語った。「全てのものは分子から構
成されています。新しい分子の性質を発見することは、世の中
の全てのものに関する発見につながると思います。私の研究
テーマはまだ分かっていないことが多い分野です。自分で知
りたいことを研究し、新しい発見が出来ると楽しいです。」

■後輩へのメッセージ
　一般企業に就職する谷さん。研究
でプレゼンテーションを重ねてきた
経験を、入社後も活かしていきたい
という。そんな谷さんが今後の進路
について考えている後輩へのメッセ
ージをくれた。
　「勉強を単なる課題だと思わな
いようにしてほしいと思います。
同じ勉強でも自分から調べる時に
は面白いと感じます。だから、自分で気持ちや見方を変えて、
勉強を楽しむ姿勢を身につけてほしいです。」

■Q&A
・研究を通して身についた力はありますか？
→真空ポンプ、ガスボンベ、レーザーなどの実験装置の取り
扱い方ですね。あと、プレゼンテーション能力かな。

・研究で難しいことは何ですか？
→各操作手順と、その手順がなぜ必要なのか、どんな目的で
行われるのかを理解し、結びつけることでした。

・研究で心掛けていることはありますか？
→レーザーや真空ポンプなど事故につながりやすい装置を使
っています。そのため、気持ちが焦ったり、イライラしたり
しないように落ち着いて実験をすることを心掛けています。

谷　伊織
富山大学大学院理工学教育部
修士課程物理学専攻２年
出身：富山県　　趣味：読書、ツーリング
好きな食べ物：和菓子、魚料理

実験装置と谷さん

立山連峰の高山環境（佐藤さん提供）

高山に生きるヤマナメクジ（佐藤さん提供）

interviewer

〈たに　いおり〉 佐藤　真
富山大学大学院理工学教育部
博士課程地球生命環境科学専攻２年
出身地：宮城県　　修士時代の研究テーマ：モグラの進化
座右の銘：継続は力なり　　趣味：猫、カラオケ、硬式テニス

interviewer

〈さとう　しん〉

■標高三千メートルのナメクジ
　立山連峰の高山帯にナメクジが生息していることをご存
知だろうか。冬場は数メートルの積雪に埋もれ、夏場は猛烈
な紫外線が降り注ぐ過酷な環境の中で、あのナメクジが生
きているのである。自然界の原則は、“ 適者生存 ”である。
移動能力も防御力も低そうに見える彼らだが、実際は立派
に高山生態系に適応しているのだ。
　富山大学大学院理工学教育部、山崎裕治准教授の研究室
に在籍する佐藤真さんは、ナメクジ類をはじめとした陸産
貝類を対象に、DNA から生物の環境適応や進化について研
究している。「高山帯と低い山では、植生、積雪量、紫外線の
強さなどが違います。どのような環境要因が遺伝子の変化
と関わっているのかを、生物のDNAを標高帯ごとに分析し、
比較解析することによって解明しようとしています。」

■立山連峰というフィールド

　佐藤さんは山形大学を卒業後、長野県の博物館学芸員を
経て富山県へ移住した。研究のフィールドとしてこの地を
選んだ理由は、立山連峰が研究に適した場所であるからだ。
「立山にはアルペンルートが整備されていて、高山帯へ頻繁
に通うには理想的なフィールドです。また、狭い範囲に立山
連峰の急勾配があり、多様な環境が存在しています。」
　佐藤さんは現在、立山連峰の様々な標高に生息するヤマ
ナメクジから遺伝子を採取し、比較している。「高山帯の一
部の植物は、遺伝的多様性が低くなることや固有の遺伝的
変異を持っていることが知られています。ナメクジも植物
ほどではないですが移動能力が限られているため、高山帯

のナメクジは低地のナメクジとは遺伝子が大きく異なり、
多様性が低下していることが分かってきました。」生物が環
境に適応する過程では、遺伝子の変異が伴うことが多い。こ
のような変異は生物進化のメカニズムについて重要な知見
をもたらすだけでなく、将来的に新たな種への分化へと繋
がる可能性もある。

■環境と遺伝子
　ヤマナメクジは、日本では北海道以外の地域に広く分布
している。佐藤さんは今後、標高だけでなく緯度経度に沿っ
たヤマナメクジの遺伝子の違いも調査していく予定だ。「今
は立山だけで研究をしていて、簡単に言えば一つの山の中
で遺伝子の比較をしているだけなんです。これだと、得られ
た傾向が立山限定のものなのか、他の山でも同様に見られ
るものなのかが分からない。そのため、できれば立山以外の
山でも比較解析を行いたいです。」と話す。佐藤さんは、標高
に沿った遺伝子の変化と緯度経度に沿った遺伝子の変化の
情報を組み合わせることで、山の環境とそこに住む分散能
力の低い動物の進化や適応について探りたいという。

■見た目が好まれない生物種でも
　佐藤さんはナメクジの研究に対する想いをこう語る。「高
山帯に住む生物がどうやって生きているのかに興味があり
ます。高山帯というと、動物ではライチョウやオコジョ、植
物ではチョウノスケソウやコマクサなどが有名だと思いま
すが、そういった綺麗で可愛い動植物だけではなくて、見た
目が好まれないような生物の研究も環境保全の情報を提供
する上で重要だと思います。」

DNAから進化を探る

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）

レーザーで宇宙を見る

研究者レポート
学生による学生の

ための

̶理学部の若き研
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理学部の学生は、
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◆日本海の成立
　これまでに分かっている日本海の形成過程や日本列島の

形成史によれば，かつて日本列島はユーラシア大陸の一部

で，約2500～2000万年前に日本列島とユーラシア大陸の

間に溝が形成され，それが徐々に拡大し，今の日本海が形成

されたようです。日本海の拡大が終息した1000万年前に

は，日本列島の分布は現在の弧状に近い配置になっていま

したが，西日本は朝鮮半島と陸続きで，東日本の大部分は

海面下にありました。つまり，当時の日本海は，北日本側に開

いた湾のような形状をし，海峡深度も深く，日本海と太平洋

との間で深層水の交換があったとされています。しかし，

1000万年前以降，東日本～北海道地域が徐々に隆起し，太

平洋と日本海の間にあった海峡が徐々に縮小・浅海化して，

現在のような半閉鎖的な日本海が作られました。

　日本海が太平洋と分離し，閉鎖的になっていく過程は，東

北日本の隆起活動や日本列島の形成と密接に関係していま

すが，いつ頃，そしてどの程度の時間スケールで起こったか，

については実はよく分かっていませんでした。そこで，我々の

研究グループでは「海水の由来」を判別できるネオジム同位

体比に着目して，日本海の閉鎖時期を解析することにしまし

た。これは，日本海が閉鎖的になれば，太平洋からの海水の

流入が制限されるため，日本海深層水の化学組成が太平洋

と異なるようになる，この変化をネオジム同位体比から明ら

かにできるのではないかと考えたからです。

◆「海水の由来」を判別できるネオジム同位体比
　海水に溶けているネオジム（Nd）は，岩石中のネオジム

が水との反応で溶け，河川を通じて海洋に供給されます。

岩石には，ネオジムだけでなく，様々な元素が含まれ，サマ

リウム（Sm）という元素も含まれています。ネオジム同位体

比を考える際に，このサマリウムという元素が重要になっ

てきます。サマリウムには，質量数147のサマリウム

（147Sm）があり，放射壊変（半減期1.06×1011年）によっ

て，質量数143のネオジム（143Nd）に変化します。

　例えば，Sm/Nd比が低い花崗岩では，147Sm→143Ndへ

の壊変による143Nd量は少ないので，143Nd/144Ndの比で

表すネオジム同位体比は低い値を示します。逆に，Sm/Nd

比の高い火山岩では，147Sm→143Ndへの壊変量が多く，生

成される143Nd量も多くなるため，ネオジム同位体比が高く

なります。つまり，岩石の種類や岩石の古さによって，岩石

のネオジム同位体比はそれぞれ異なっていて，その岩石か

ら溶け出たネオジムの同位体比は，河川を通じて，隣接す

る海水のネオジム同位体比として記録されます。このよう

に陸域の岩石の影響を受けて海水のネオジム同位体比が

異なるので，北大西洋を流れる深層水は‒12εNd，南極周

辺を流れる底層水は‒9εNd，北太平洋を流れる深層水は

‒4εNdのように，それぞれ異なった値を示しています。つ

まり，海水のネオジム同位体比が‒12εNd程度であれば，

その海水は北大西洋に由来するであろうということが推察

できます。

◆魚の骨に記録される海水のネオジム同位体比
　陸から遠く離れた海洋底では，1000年間でおよそ1cm程

度の早さで堆積物が降り積もっていきます。このような堆積

物を50cc程度取って顕微鏡でのぞくと，0.1～0.3mm程度

の魚の歯や骨片を十数個，場合によっては百個程度見つける

ことができます。0.1～0.3mmの骨片が数十個というのは，

量としては非常に少ないですが，魚の歯・骨には海水のネオジ

ムが濃縮しており，同位体比情報もしっかりと記録されます。

さらに海底面で歯・骨に記録されたネオジム同位体比は，仮

に歯・骨が海底面下400mまで埋没したとしても，泥の中で

1000万年経ったとしても，保持されるのです。したがって，あ

る海域の１地点で海底堆積物を採取し，各時代の堆積物から

歯・骨を拾い集め，それらのネオジム同位体比を分析すれば，

ネオジム同位体比から，当時海底面を流れていた「海水の由

来」を知ることができます。

◆日本海は，いつ太平洋から分離したか？
　私たちは，2013年に統合国際深海掘削計画（Integrat-

ed Ocean Drilling Program（IODP）346次航海）にお

いて，日本海中央部の大和堆で掘削された堆積物試料（過

去1000万年間で堆積した全長約400m）を対象として，魚

歯・骨片化石のネオジム同位体比を分析しました。ネオジ

ム同位体比から，試料を採取した日本海中央部の深層水

が，いつ頃から北太平洋（ネオジム同位体比高い）や南太洋

に由来（ネオジム同位体比やや低い）する外洋の海水の影

響を受けなくなったのかを調べようとしました。

　日本海のネオジム同位体比は，1000－850万年前は，北

太平洋に由来する海水（ネオジム同位体比高い）の影響を

受けていて，450万年前までは，南太洋に由来する海水（ネ

オジム同位体比やや低い）の影響を受けていたことを示し

ていました。さらに，興味深いことに，450万年前には，日

本海のネオジム同位体比が約14万年間で大きく低下してい

たことも明らかにしました。これは，高いネオジム同位体比

をもつ太平洋の海水が，日本海に流入しにくくなったことを

示しています。

　450万年前前後は，ちょうど太平洋プレートの運動が活

発で，プレート縁辺にあたるニュージーランドやパプア

ニューギニアなどで造山運動が盛んだった時期にあたり，

東北日本でも造山運動が活発だった時期と重なります。そ

のため，今回得られたネオジム同位体比データと併せて考

えると，450万年前頃に東北日本の隆起により，太平洋と

日本海を繋いでいた海峡が14万年程度の期間で浅海化・

縮小し，日本海と太平洋の海水交換が減少したと考えられ

ます。つまり，深層水の交換において，日本海と太平洋の分

離がこの時期に起こったと言えます。

　日本海の形成史や日本列島の形成史は，日本海海底にあ

る大陸地殻の厚さと形，地磁気縞，断層の走向と分布，陸上

岩石の古地磁気や日本海海底堆積物に残された微化石記

録を多くの研究者が丹念に調べ復元されてきました。本研

究は，これまでの知見に加えて，「海水の由来」を探れる新し

い地球化学的な手法を用いることで，日本海の閉鎖史をこ

れまでよりも高い時間解像度でかつ鮮明に描きました。

̶ 日本海は450万年前に太平洋と分離した ̶
日本海の成り立ちに迫る

生物圏環境科学科
准教授  堀川　恵司
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参考文献
Kozaka, Y., Horikawa, K., Asahara, Y., Amakawa, H., & 
Okazaki, Y. (2018) Late Miocene‒mid-Pliocene tectoni-
cally induced formation of the semi-closed Japan Sea, 
inferred from seawater Nd isotopes. Geology, 46, 
903-906.

理学部ホームページ上で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。

RESEARCH TOPICS

学科紹介ムービーをスマホ・携帯電話でご覧になれます。

海底堆積物から産出する魚の歯や骨片の化石



入試情報17 理学部イベント情報 18

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:17  b:5

a:10  b:10

10 7 若干名 1

化学科 35 7 5 若干名 1

生物学科 35 23 7 4 若干名 1

生物圏環境科学科 30 5 4 若干名 1

計 190 115 44 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 

オープンキャンパス 　　開催日：令和元年8月3日（土）

サイエンスフェスティバル　　開催日：令和元年9月28日（土）～29日（日）

理学部イベント情報

ようこそ、空と海の世界へ！大気現象の謎を探れ！

　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：令和元年 8月 12 日（月）～ 25 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。 　
　令和元年度はマレーシア（トゥンク・アブドゥル・ラー
マン大学）への英語研修を実施します。

施設見学の様子実演による研究紹介学科概要説明の様子

ADMISSIONS EVENTS

　 平成31年度入学者選抜における情報です。なお、令和２年度入学者選抜の募集人員・出願資格・日程等の詳細は、
「令和２年度入学者選抜要項」または、それぞれの「令和２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。

　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。富山大学のウェブサイトから、事前申込みができますので、富山大学理学部の魅力を実感しに来てくだ

さい。高校生はじめ多くの皆様のご参加をお待ちしています。

入学前に学習すべきこと
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就職 75% 進学 25%

学科別の主な就職先一覧と進路別比率（平成28年～30年度）

  ■ 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28年～30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　　三重大学大学院 

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〉（※）

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。

女 男

1

01
0

1
0

1

4

0
0

0
1

0

43

2

0 9

287

1420

34

9

1416
10

5

55

29

162
94

29
63

95

17

2

10
5

54

9

18

外国 2

青森 2

岩手 5

宮城 5

秋田 10

山形 4

福島 9

茨城 9

栃木 14

群馬 16

埼玉 10

千葉 7

東京 24

神奈川 12

岐阜 63

静岡 29愛知 95

三重 28

大阪 18

兵庫 20
奈良 7

和歌山 2

滋賀 9

京都 14

北海道 17

新潟 34

山梨 5

長野 55富山 162

石川 94

福井 29

鳥取 0

島根 

岡山 4

広島 3

山口 0

福岡 0

佐賀 1

長崎 0

熊本 0
大分 1

徳島 0

香川 0

宮崎 1

鹿児島 1

沖縄 4

愛媛 0

高知 10　　1

0　　2

0　　2

0　　1

0　　1

0　　1

1　　0

0 　　3

0　　　4
1　　1

2
1　　1

学生の出身地域別図（令和元年5月1日現在）

学科別在学生数（令和元年5月1日現在）

827人 男/606 女/221

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
男 179

34
213

143
30
173

101
49
150

102
56
158

81
52
133

606
221
827

女
計  

4
1

70

70

7

27

63

99

32

62

9
20

11

44

16

47

3

26

19

76

5

23

90
2

16

2

12

6
11

9
11

1
3

7

9% 6%

7% 36% 50% 7%

25% 8% 36%

1%

9%(株)スギノマシン／三協立山(株)／(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／金融庁／市役所

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／中
学校教員／高校教員／国立大学法人富山大学／氷見市役所

6%

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〉（※）

コーセル（株）／YKK AP(株)／ダイヤテックス(株)／NKKスイッチズ(株)／
(株)マキタ／シーケー金属(株)／(株)北陸銀行／中学校教員／高校教員／原子
力規制庁

EIZO(株)／YKK AP(株)／(株)日立製作所／東芝デベロップメントエンジニ
アリング(株)／株式会社インテック／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〉（※）

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)／
NTN(株)／第一薬品工(株)／高校教員／(株)マイナビ／日本郵政グループ／富
山県庁

三菱重工業(株)／アステラス製薬(株)／中学校教員／高校教員／イーピーエ
ス(株)／中部電力(株)

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〉（※）

東亜薬品工業(株)／(株)富士薬品／日東メディック(株)／日本電産テクノモー
タ(株)／(株)TOKAIグループ／(株)LIXILビバ／中学校教員／大阪入国管理局
／厚生労働省労働基準監督署／富山市役所

救急薬品工業(株)／(株)クレハ／(株)資生堂／佐藤製薬(株)／ＮＴＴデータ
カスタマサービス(株)／長野県庁

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〉（※）

富士薬品(株)／富山小林製薬(株)／アイザック(株)／メタウォーター(株)／ア
ステラス製薬(株)／第一薬品(株)／救急薬品工業(株)／ダイヤモンドエンジニ
アリング(株)／中学校教員／高校教員／市役所／富山県庁

北陸コカ・コーラプロダクツ(株)／日医工(株)／廣貫堂(株)／YKK AP(株)／
島津アクセス(株)／パナケイア製薬(株)／栗田工業(株)／ミツカン(株)／水族館
／中学校教員／高校教員／市役所／JA／富山県庁

2

2 3

2 3

11
312

50%

55%

57%

76%

46%

51%

40%

39% 6% 17% 21%8%6%

6% 6%5% 13%15% 13%

14% 11% 5%

2%

3%

8% 11%

9% 11%

4%

6% 9%11%

7% 10% 5%

2%

7% 5%

2%

12% 5%5%7%

24% 12% 6%

3%

6% 6%

4%

16% 8% 10%

4%

就職 47% 進学 53%

就職 43% 進学 57%

就職44% 進学 56%

就職 69% 進学 31%

6

100　　　

4

13

7
2

63

4
12

18
6

9
3

※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。

データが語る富山大学理学部 
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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

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。

大学院と大学関連施設

専攻名

専攻名 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。岐阜県神岡鉱山に基線長3kmの大型低
温重力波望遠鏡を建設済みで現在調整中です。例えばブ
ラックホールの衝突を観測することで強い重力や宇宙初期
の謎に迫ることを目指しています。

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。

GRADUATE SCHOOL & RELATED FACILITIES
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　良かったことは自由な時間が増えたことです。大学の勉強以外にも、例えば
自分の興味があることを挑戦したり、アルバイトをしてお金を貯めて旅行に
行ったりしています。例えば、大学の勉強以外にも知らなかったことを勉強した
り、様々なジャンルの読書をしたり、趣味の水族館巡りをしたり、少し遠方に旅
行したりなど充実した学生生活を送っています。

　大学生活は自分のために使える時間が最も多い時だと思います。なので、自
分のやりたいこと、興味のあることにどんどん挑戦することをおすすめします。
その中で将来の夢や、目標、気の合う友人などと出会えると思います。色んな
事をたくさん経験出来るのが大学のいい所だと思います。是非とも皆さんが大
学へ進学して、充実した大学生活を送れることを願っています。

　私は植物に関わる仕事に就くことができたらいいなと思っています。大学
院へ進学するため、まだ具体的な業種は決めかねていますが、将来は人々の
生活に役立つような仕事をしたいと思います。また今後のためにTOEICや各
種資格にも取り組んでいます。資格等の勉強を通して、これからも自分の将
来の道を広げていきたいと思っています。

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。

【自　宅】
２万・３万・4.5万円から選択

２万から12万円（１万円単位）
のうちから選択

【自宅外】
２万・３万・４万・5.1万円から選択

※地方公共団体や民間団体の奨学金制度もあります。

※申込時の収入・所得金額によって選択
　できる月額に制限があります。

授業料・入学料（入学金）（令和元年度実績） 日本学生支援機構奨学金について

貸与 貸与

（令和元年度実績）

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た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

生物学科４年
長野県出身

起床

研究

昼食

研究／授業

アルバイト（塾講師）

夕食/家事/自由時間

就寝

▼

▼

▼

▼

▼

▼

8：0０

9：30～12：00

12：00～１3：００

１3：００～１8：００

19：00～21：30

22：00～1：00

1：００

収入／160,000円

■ 家賃・光熱費
■ 食費
■ 娯楽費
■ 預金

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

化学科4年
富山県出身

起床

研究

昼食

研究

帰宅

自由時間

就寝

▼

▼

▼

▼

▼

▼

7：40

9：00～12：30

12：30～13：30

13：30～18：00

18：30

18：30～1：00

1：00

収入総額／10,000円

■ 食費
■ 雑費
　（必要があれば貯金から）

内訳：おこづかい　10,000円
　　

内訳：仕送り　 100,000円
　　 バイト代　　60,000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

　高専からの編入で3年生から富大生になったのですが、編入する際やした後
も職員の方々のサポートがしっかりしていて履修登録で困った時も丁寧に対応
してくれました。授業に関しても質問できるような機会が設けられていること
が多く、内容の理解の助けになりました。同級生も親しくしてくれて初対面で
の学生実験も楽しく行えたのでよかったです。

　皆さんが想像する時間に余裕のある大学生活はレポートや課題が増えてくる
と難しくなると思います(それでも自由な時間は沢山ありますが)。なので、ゆる
くてもいいので何か目標を持って生活を送るようにした方がいいと思います。
積極的に活動をした方が失敗、成功含めて成長の糧が多く得られると思うの
で、新しい生活環境の中で新しく知り合う人達と共に富大理学部で充実した
大学生活を送ってください。

　正直に言うとまだ決まってないです。院に進学するので就活までに自分が
何をしたいのか、何に向いているのか考えていこうと思っています。今のと
ころ、材料や素材などに興味があるので、そのような分野から探していって
みようかなとぼんやり考えています。

生物圏環境科学専攻
修士課程2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
　　

ヨット部世界大会出場（June,2016）

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学部の
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

80,000円

40,000円

20,000円

20,000円

9,000円

1,000円



サークル活動（新入生歓迎）

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 34 5 6 7 8 9 10 11 12

CAMPUS SCHEDULE

Q A&



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」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
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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]


