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2. 2019 年度報告 

2.1. 理学部を特徴付ける教育・研究 

2.1.1 プロジェクト報告 

（理学部特定研究支援経費） 

 コロンボの理論を用いた非線形波動方程式に対する初期値問題の研究（出口英生） 

 重力波望遠鏡KAGRAとの連携による光物理学の研究と教育の推進（森脇喜紀, 山元一広） 

 Ｘ線吸収微細構造計算プログラム(FPMS)の理論研究（畑田圭介） 

 光応答性ホウ素化合物の構造と機能に関する研究（吉野惇郎） 

 国際的研究拠点化を目指した魚類モデルによる生得的行動の脳制御機構の解明に関する研究の継続的推

進に必要な機器(電子天秤)の更新（松田恒平, 今野紀文, 中町智哉） 

 植物―昆虫―共生細菌相互作用研究の推進、および国際共同研究ネットワーク(PISI-Net)の形成（𡈽𡈽田 𡈽） 

 抗菌活性評価実験システムの保守・整備（倉光英樹, 田中大祐, 波多宜子） 

 ICP質量分析装置(全学共有機器化候補No13)の修繕（堀川恵司） 

 

（学長裁量経費） 

1. 富山大学立山施設での研究教育環境の整備（島田 亙） 

2. KAGRA との協力を活用した宇宙物理学の拠点形成（森脇喜紀, 山元一広, 小林かおり, 柿﨑 充, 廣林茂樹,  

長谷川昌也, 成行泰裕） 

3. ひみラボにおける地域課題解決を目指した教育・研究・普及啓発プログラムの開発（山崎裕治） 

4. 地球環境変動が中部山岳地域にもたらす生態系変動の解明（青木一真, 島田 亙） 

5. 「機能性RNA の高密度集積」を切り口とする生命の起源探究と遺伝子治療応用（井川善也, 松村茂祥） 

6. 空間反転対称性のない新しい六方晶希土類金属間化合物のトポロジカル現象の検証（松本裕司） 

7. 国際シンポジウム「Synchrotron Radiation Theory workshop」（畑田圭介） 

8. SCOR-GEOTRACESジョイント 英語セッション（張 勁） 
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理学部教育研究プロジェクト 1 

プロジェクト名 富山大学立山施設での研究教育環境の整備 

代表者 島田  亙（地球科学科・生物圏環境科学科） 

分担者 青木一真（地球科学科・生物圏環境科学科） 

概要 

 

 立山・浄土山南峰山頂(標高2839 m)に位置する「富山大学立山施設」の利用者のために継

続的に教育・研究環境の整備を行っている．山岳地域での大気・雪氷・生物環境の長期

モニタリングの拠点形成の教育・研究基盤の整備を行う．また，今後50 年以上におい

て，地球環境の変化をいち早く観測出来る山岳施設として，過去の本施設等で蓄積され

た観測データを活かしながら，後世に残すべく継続し安定した長期観測データの取得を

行い，教育・研究活動の普及を行う． 

活動内容 

 

 立山施設の大改修後，山岳教育・研究活動が安全かつ有効に使えるように，継続的に本プ

ロジェクトを遂行してきた．立山という過酷な山岳環境相手の教育・研究の場として，

利用者も増え，徐々に教育研究環境が整ってきた．電力や水もない研究施設ではある

が，その基盤となる立山施設運用のための太陽光発電設備を毎年増設しながら，インフ

ラ作りを進めている． 

 本年度は，一日一回のデータ回収(気温，湿度，気圧，風向風速，日射など)を行い、公開

できるよう準備を進めた．また，施設周辺の積雪状況を記録できるように観測櫓に設置

したカメラ画像も公開できるよう準備を進めた．3000m級の山岳域気象情報は，学術的

な面のみでなく一般登山者への情報提供により山岳登山の安全対策としても有効である

と考えられる．今後，情報提供を行う予定であるが、2020年3月24日以降、通信が途絶

えており、何らかの不具合が生じていると考えられる．次年度早い時期に復旧させたい

と考えている。 

 また、立山室堂平では、積雪底面の温度測定を2020年6月(予定)まで継続して実施してい

る．また同時に，2019年秋に設置した積雪下層観察用のデジタルカメラを2020年6月(予
定)に回収し，立山室堂平における浸透水の実態を明らかにしていく予定である． 

 本年度の成果については，国際誌１編，国内誌３編，報告２報、卒業論文１編の論文発表

や，学会等での研究発表の他，4月に行なった積雪断面観測(学生26名，教員2名，外部9
名参加)，立山施設での気象観測など，多くのデータを蓄積した．それらの研究発表の

場として，立山研究会を本年度も開催（12月23日）し，研究交流をおこなった.また，

立山施設における理学部地球科学科の授業の開講(山岳大気実習、立山雪氷実習)や高大

連携事業などを行った．本研究と関連し，研究分担者は東京理科大学総合研究機構山岳

大気研究部門の客員教授として，本プロジェクトの遂行に貢献した．今後も継続して，

安全なフィールド教育・研究活動の場として，立山施設の管理・運営を行っていきた

い． 

(成果論文／発表) 

 川瀬宏明, 飯田 肇, 青木一真, 島田 亙, 野坂真也, 村田昭彦, 佐々木秀孝、2018：立山

黒部アルペンルートにおける積雪観測と異なる水平解像度の非静力学地域気候モデル

(NHRCM) を用いた積雪再現実験の比較、地学雑誌、 128, 77-92 (2019). DOI: 
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10.5026/jgeography.128.77. 

 Hayakawa, K., Tang, N., Nagato, E.G., Toriba, A. and Aoki, K. (2019). Identification of Long-range 
Transported Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Snow at Mt. Tateyama, Japan. Aerosol Air Qual. 
Res. 19: 1252-1258. doi: 10.4209/aaqr.2018.05.0153. 

 島田 亙、立山室堂平での積雪下部の状態変化 -温度測定とインターバル撮影-、雪氷、

81、p151-161、(2019). 

 島田 亙, 大西悠也, 朴木英治, 谷口貴章、模擬積雪中におけるイオン成分移動の測定、雪

氷、82、p3-17、(2020). 

 川瀬宏明, 飯田 肇, 青木一真, 島田 亙、雪氷写真館 132 立山室堂のミクリガ池にでき

た巨大雪庇、雪氷、81 (5)、p i - ii、(2019). 

 島田 亙、立山室堂平における積雪断面調査、富山大学 環境報告書 2019、p10、(2019). 

 Aoki, K.,: Remote sensing of spatial and temporal variability of aerosol optical properties in the 
around Japan. (27th IUGG 2019: Montreal, Canada, 2019.07.13) 

 南 銀河, 島田 亙, 水が介在した乾雪から氷河氷への変態実験, 2019年度日本雪氷学会全

国大会、山形、2019 年 9 月 9 日 

 鈴木歩空, 島田 亙, Pair correlation 関数を用いた雪えくぼの空間分布解析, 2019 年度日本

雪氷学会全国大会、山形、2019 年 9 月 9 日 

 Aoki, K.,: Local and long-range transport of dust aerosols over the Japan. (18th AeroCOM 
workshop and 7th AeroSAT workshop, Barcelona, Spain, 2019.09.26) 

 南 銀河, 島田 亙、水が介在した乾雪から氷河氷への変態実験、第 15 回 立山研究会、

富山、2019 年 12 月 23 日 

 鈴木歩空, 飯田 肇, 島田 亙、Pair correlation 関数を用いた雪えくぼの空間分布解析、第

15 回 立山研究会、富山、2019 年 12 月 23 日 

 佐藤菜花, 青木一真, 島田 亙, 加藤 咲, 朴木英治、2019 年 4 月の立山室堂平における積

雪断面観測、第 15 回 立山研究会、富山、2019 年 12 月 23 日 

 島田 亙、立山室堂平での積雪下部の状態変化、第 15 回 立山研究会、富山、2019 年 12
月 23 日 

 大学広報番組（アルスの礎）第９回「立山の雪に見る地球環境」(2019.8.1) 
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理学部教育研究プロジェクト 2 

プロジェクト名 KAGRA との協力を活用した宇宙物理学の拠点形成 

代表者 森脇喜紀(物理) 

分担者 山元一広(物理), 小林 かおり(物理), 柿崎 充(物理), 廣林茂樹(工学部), 長谷川 昌也(工学

部), 成行泰裕(人間発達科学部) 

概要 

 

重力波検出プロジェクト KAGRA は，2020 年初頭に重力波観測をすべく 2019 年度は調整の最

終段階が行われた. 本学は KAGRA 近隣大学としてのベースキャンプの役割が期待され重要な

役割を担っている. これまで学長裁量経費等の支援により，「重力波研究実験室」を整備して超

精密光計測の実験研究や装置組み立てを行ってきている. このスペースを用いて，KAGRA の

中心となるレーザー光源の強度の安定化実験を進めており，KAGRA の本格初観測のための実

装を完了した. また，この他に，KAGRA 装置で重要な主反射鏡の今後の性能を高めるための

基礎的研究や，ハイパワーレーザーの性能評価，信号のキャリブレーションの実施施設としての

役割を始めている. 

一方，素粒子物理学においては, ニュートリノ振動現象，暗黒物質の存在，宇宙のバリオン非対

称性，宇宙のインフレーションといった標準理論では説明のできない現象が大きな問題となって

いる. 一方, 重力波を新たな探針として，標準理論を超えた真の物理理論を探求する時代が到

来している. 本学の理論物理学グループはいち早くこの点に取り組み, ヒッグス物理と重力波物

理の融合研究に関する研究成果を上げてきており，学長裁量経費等の支援を受け本学において

2013 年以来数回にわたり国際会議を開催し, 素粒子現象論研究の一大拠点として富山大学の

名を世界に広めることに成功している. 

本申請では，東京大学宇宙線研究所 KAGRA との協力を利用して, 本学の宇宙物理学分野の

研究拠点の確立を目指す. KAGRA の開発・調整に今後必要とされるレーザーを用いた精密計

測・制御技術や鏡素材の高性能化のための測定技術を開発し, KAGRA の重力波観測に貢献

すると共に，理論分野では新物理理論を構築し重力波観測による検証を目指す. 

本申請での研究環境の整備は，学内で構成された宇宙物理学研究ユニットでの研究進展ととも

に，精密計測関連の技量を持った有能な学生の教育にも寄与するものである. 

活動内容 

 

 

理学部関連について記述する.  

[A] 実験分野では， 

 強度安定化の装置の KAGRA サイトへのインストール調整を行った. 以前にサイトへインストー

ルした機器の故障があったため，観測中の不測の事態に備えて予備の装置も準備した. これら

を経てサイトでは装置の要求感度を達成した.  

原子の AC シュタルク効果を利用した強度測定システムの構築を目指しているがレーザーパワ

ーの不足が問題となっていた. 新たなレーザーチップを用いてレーザーを構築することにより，こ

の問題点を解消した. また，台湾中央大学からの大学院生を受け入れ，共同研究を行った.  

低温におけるサファイア鏡によるレーザー光の吸収を高精度に測定するための実験系の構築を

行った. 特に周波数・パワーを高度に安定化したレーザーを導入し，本研究の核として利用して

いく. そのための基礎実験を行った.  サファイア鏡の光吸収の原因となる欠陥としての不純物を

高精度に検出する手法として不純物原子による磁化測定を開始した. また，鏡の振動を抑制する

ために，その原因となっている光学膜の機械的 Q 値測定系の構築を進めた.  

その他，KAGRA の腕共振器の補助ロック系におけるノイズを低減するためにファイバーノイズキ

ャンセル系を構築しノイズの低減に成功し，さらにその装置の稼働範囲を改善するための新たな

ファイバーノイズキャンセル系を設計した.  
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[B] 理論分野では， 

1 次的電弱相転移で生じる重力波の観測とヒッグス粒子の結合の測定を用いることによるヒッグス

セクターが拡張された素粒子モデルの検証可能性について研究した.  

また，領域横断型の宇宙物理に関する国際シンポジウム「2nd Toyama International Symposium 

on "Physics at the Cosmic Frontier"」(PCF2020)をオンラインで開催した.  

当初は 2019 年 3 月 3 日-6 日に富山大学理学部で開催予定であったが，新型コロナウイルス対

策のため，24 名（内，外国人 3 名）の講演者がウェブページに講演資料をアップロードし，約 30

名の参加者が閲覧することをもって現地開催に代えることとした. 
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理学部教育研究プロジェクト 3 

プロジェクト名 ひみラボにおける地域課題解決を目指した教育・研究・普及啓発プログラムの開発 

代表者 山崎 裕治（生物学科） 

概要  富山大学理学部・氷見市連携研究室（ひみラボ）とその周辺環境を活用して、以下の3

つの課題に取り組んだ。 

 ①中山間地域における獣害状況把握のためのフィールドワーク 

 ②田園地域における天然記念物保全のためのフィールドワーク 

 ③ひみラボにおける普及啓発プログラムの構築と試行 

 以上について、学生と共に取り組み、アライグマをはじめとした哺乳類の生息状況および

獣害状況を把握した。また、天然記念物イタセンパラの生息状況調査を環境DNA分析を用い

て実施し、生息の現状を解明した。そこで得られた成果を、ひみラボにおいて開催した市民

向けイベントにおいて、学生が主体となり発表した。 

活動内容 

 

 

ひみラボがある富山県氷見市は、山地から海洋まで、豊かな自然が広がり、さまざまな

人間活動が営まれている。その一方で、近年急増している哺乳類による農作物や文化財に

対する被害の防除や、国指定天然記念物イタセンパラの保全が求められている。これら地

域の課題を解決する上で不可欠となる人材育成を目的として、以下の①～③を富山大学理

学部生（3、4年生）および一部については氷見高等学校の生徒と共に実施した。 

①中山間地域における獣害状況把握のためのフィールドワーク 

 氷見市の中山間地において増加している獣害被害の状況を把握するために、学生と共に

フィールドワークを実施した。特に、文化財の破損・汚損などの被害を与えるアライグマ

について、神社仏閣を中心に痕跡調査を実施した結果、主に氷見市中部以北において、出

現が頻出していることが明らかになった。また、定点カメラ撮影を行った結果、アライグ

マ、イノシシ、タヌキなどの中型哺乳類が、同一場所を利用していることが明らかにな

り、複数種による重複した獣害被害の発生が懸念された。 

②田園地域における天然記念物保全のためのフィールドワーク 

 イタセンパラの生息状況を把握するために、水の中に溶け出した対象生物のDNAを検出

する環境DNA分析を行った。その結果、従来よりも高感度で検出する技術を開発できた。

また、氷見市内の複数地点において、イタセンパラの生息が確認された。 

③ひみラボにおける普及啓発プログラムの構築と試行 

 以上の活動については、富山大学の学部生と共に実施し、研究成果を取得できた。ま

た、調査・分析方法を構築し、それに従い、主に8月に氷見高等学校の生徒と共にフィー

ルド調査や環境DNA分析を行った。また、10月には、ひみラボにおいて、市民向けの普及

啓発イベントである「ひみラボ感謝祭」を開催し、小学生を含めて200名近い来場者を得

た。その際、上記の獣害調査を報告するパネルを設置して市民の理解を深めると共に、白

衣を着た小学生が環境DNA分析の一端に取り組むイベントも開催した。これらについて

は、富山大学理学部生が講師役となって行われた。 

以上の活動内容および成果については、今後、学術論文等において公表する予定である。 
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理学部教育研究プロジェクト 4 

プロジェクト名 地球環境変動が中部山岳地域にもたらす生態系変動の解明 

代表者 青木一真（地球科学科・生物圏環境科学科） 

分担者 島田  亙（地球科学科・生物圏環境科学科） 

概要 

 

本研究の対象とする山岳生態系、特に森林限界上部の高山帯は、気候変動の影響を最

も受けやすい系のひとつである。土壌が未発達で生態系物質循環が比較的単純なこと、

開発による人為的な土地改変の影響を受けにくいことから、極域の生態系と並んで地球

環境変化の生態系影響を検出するのに適している。地球温暖化による高山生態系の脆弱

性は「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」でも指摘され、モニタリングの必要性

は世界的な共通認識となっている。これまで、世界各地の高山域で微生物を含んだ生物

の生理的応答、季節的な応答変化、垂直分布の上昇など様々な研究成果が報告されてお

り、種の絶滅や置換、個体群変動、多様性の変化、植生構造や生産性の変化が示されて

いる。しかし、このような生物学的現象と実際の気候変動を結びつけるために必要な、

現地での継続的な気象観測はほとんどなされておらず、むしろ、観測サイトの減少傾向

すらある。リモートセンシングを利用した広域的な環境推定においても、山岳域の植生

や積雪量については信頼できる情報を得ることは依然として困難な状況にある。そのた

め、高山生態系の変化と気象要因が関係している事を明らかにするためには、地域特有

の生育環境変化のモニタリングが必要不可欠である。 

活動内容 
長年にわたり富山湾から高山域である立山の環境モニタリングを独立して実施してき

た。本研究の代表者である青木は、これらの研究者が一堂に会して研究や観測結果を

発表する「立山研究会」（www.sci.u-toyama.ac.jp/news/news572.html）を毎年開催

し、異分野研究者間の相互交流を促進してきた。その過程で、急激に進行している地

球環境変動に対応するために、これまで各グループが構築してきた観測網と観測デー

タを整理・統合し、高山域における生態系変動の実態を明らかにするための相互関係

の解析を集中的に行った。 

（論文：査読有） 

Momoi, M., Kudo, R., Aoki, K., Mori, T., Miura, K., Okamoto, H., Irie, H., Shoji, 

Y., Uchiyama, A., Ijima, O., Takano, M., and Nakajima, T.: Development of on-

site self-calibration and retrieval methods for sky-radiometer observations of 

precipitable water vapor, Atmos. Meas. Tech. Discuss., 

https://doi.org/10.5194/amt-2019-426, accepted, 2019. 

Müller, A., Aoki, K., Tachibana, E., Hiura, T., Miyazaki, Y., Impact of 

biogenicemissions of organic matter from a cool-temperate forest on aerosol 

optical properties, AtmosphericEnvironment (2020), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117413. 

Hayakawa, K., Tang, N., Nagato, E.G., Toriba, A. and Aoki, K. (2019). 

Identification of Long-range Transported Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 

Snow at Mt. Tateyama, Japan. Aerosol Air Qual. Res. 19: 1252-1258. doi: 

10.4209/aaqr.2018.05.0153. 

川瀬宏明、飯田肇、青木一真、島田亙、野坂真也、村田昭彦、佐々木秀孝 (2019)：立山黒

部アルペンルートにおける積雪観測と異なる水平解像度の非静力学地域気候モデル
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(NHRCM)を用いた積雪再現実験の比較．地学雑誌、128, 77-92, 2019, 

https://doi.org/10.5026/jgeography.128.77. 

（国際学会発表等） 

Aoki, K.,: Aerosol optical properties by using ground-based, satellite and model. 

(EMeRGe Topical Workshop TEAM-4: Bremen, Germany, 2019.12.19) 

Aoki, K.,: Local and long-range transport of dust aerosol optical properties 

over the Hokkaido, Japan. (AGU Fall Meeting 2019, San Francisco, USA, 

2019.12.12) 

Aoki, K.,: Remote Sensing of Aerosol Optical Properties in the coastal areas. 

(8th International EarthCARE Science Workshop at Fukuoka, Japan, 2019.11.25-

27) 

Aoki, K.,: Local and long-range transport of dust aerosols over the Japan. (18th 

AeroCOM workshop nad 7th AeroSAT workshop, Barcelona, Spain, 2019.09.26) 

Aoki, K.,: Temporal and spatial variability of aerosol optical properties 

measurements on validation GCOM-C/SGLI. (GCOM-C Kick-off meeting, Tokyo, 

Japan, 2019.08.26) 

Aoki, K.,: Remote sensing of spatial and temporal variability of aerosol optical 

properties in the around Japan. (27th IUGG 2019: Montreal, Canada, 2019.07.13) 
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理学部教育研究プロジェクト 5 

プロジェクト名 「機能性RNAの高密度集積」を切り口とする生命の起源探究と遺伝子治療応用 

代表者 井川善也（化学科） 

分担者 松村茂祥（化学科） 

概要 

 

我々の研究グループが見出した「無限集積によるRNA酵素の機能増強」は、進化における

「細胞構造」の起源、真核細胞の「メンブランレス・オルガネラ」などと関連する可能性を

有する興味深い知見であり、医薬応用での RNA の機能増強や DDS 能力の向上などへの応用

も期待できる。本研究では次世代バイオテクノロジーへの応用を視野に入れつつ RNA 集積

効果の分子機構の解明と生命初期進化における機能性 RNA 集積体の寄与と意義の解明を行

う。本学長裁量経費の趣旨である2019 年度の科研費（基盤B）で A評価・不採択であった

研究課題の発展展開を達成する。 

活動内容 
年度当初は【課題1：集積型 GI-Rz 酵素活性の精密解析】、【課題2：GI-Rz 集積構造の精

密解析】、【課題３：GI-Rz 集積構造による病変型 mRNA の校正修復】の３課題について並列

的に研究を進めた。同時に、本学長裁量経費の趣旨が2020年度の採択を目指した科研費基

盤 B への申請であることから、課題毎の進捗度合いや各課題に対する学外からの注目度を

考慮しつつ、科研費申請に適した項目の探索と重点化を踏まえてプロジェクト全体の構成

を検討した。 

その結果、課題１、課題２に対して、生命の起源や進化生物学分野からの注目が大きく、

これら研究分野の国内外のシンポジウムにおいて講演の依頼を受けたこと等も勘案し、課

題１、課題２を重点的に遂行し、「地球生命科学」分野での科研費申請を念頭に、研究プロ

ジェクトの内容の展開と構成の見直しを図った。 

生命の起源分野での研究計画立案に資する成果として、課題１においては GI-Rz の集積

次元を2D無限集積および3D立体集積に拡張した場合、正多角形型の孤立集積体に比べて、

集積状態での触媒活性が顕著に向上することを見出した。この成果は、機能性RNAの集積構

造が原始生命システム（RNAワールド）において一定の寄与を果たした可能性を示唆する実

験成果である。 

さらに、課題２において構造を基盤として集積の高次元化がもたらす活性向上の機構を

解析した結果、高次元の集積形状では、モノマーが集積して最終状態に至る経路で生成する

「より低次元の中間体構造」においても活性発現が部分的に誘導されることを見出した。そ

の活性型中間状態の可能な数が、集積次元が高まるにつれ増大する結果、集積構造の動的な

生成・解離が生じても活性型の GI-Rz の割合が増加することが機能向上の分子基盤である

ことを見出した。 

以上の成果を踏まえつつ、「地球生命科学」分野への申請として、より適切な研究プロジ

ェクトを編成するため、原始地球環境化を模した熱水（高温）条件下のリボザイムの酵素活

性についても解析した。その結果、RNasePリボザイムが75℃付近でも活性を維持すること

を見出した。また、細胞内環境である分子クラディング状態の単純モデル系として、高濃度

ポリエチレングリコール（PEG）添加、細胞内のRNA相互作用タンパク質の単純モデルとし

てポリリジンペプチドを添加し、それぞれのリボザイムの高温条件下での活性に対する添

加効果を検討した。高濃度ポリエチレングリコール（PEG）による分子クラディングは、37℃

付近ではリボザイムの活性を大きく向上させる一方、酵素の作動限界温度はやや（5℃程度）

低下させることが明らかとなった。 
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理学部教育研究プロジェクト 6 

プロジェクト名 空間反転対称性のない新しい六方晶希土類金属間化合物のトポロジカル現象の検証    

代表者 松本裕司（物理学科） 

概要 

 

RRh6Ge4 (R = 希土類)の単結晶を、テトラアーク炉を用いた引き上げ法、フラックス法

により育成し、その基底状態を明らかにしたのちに、RRh6Ge4 のトポロジカル半金属・超

伝導の検証を行う。  

理論計算よりトポロジカル半金属の可能性のあるRRh6Ge4 (R = La, Lu, Y, Sc) は半金

属的で表面は金属的な伝導を示すことが期待される。表面インピーダンス測定により、表

面伝導を観測し表面における電気伝導を観測し、結晶との伝導性の違いを明らかにする

ことで、トポロジカル半金属の検証を行う。さらに、これらの物質が超伝導になる場合、

空間反転中心が破れた系であるため、トポロジカル超伝導体になる可能性がある。この

時、通常の超伝導は磁場により破壊されるが、常磁性破壊効果が効かないため、強磁場か

においても超伝導状態は保持される。磁場中物性測定により、磁場中の超伝導状態を確認

することで、トポロジカル超伝導の検証を行う。 

 

活動内容 
まずは、トポロジカル反金属のある可能性のある LuRh6Ge4 の多結晶の育成を行っ

た。試料評価は粉末X線法を用い試料ができていることを確認した。 

さらに、トポロジカル現象の確認には、精密な電気輸送測定が必要になる。試料と

端子との接触抵抗を小さくし精密な輸送測定をするために、スポットウエルダーを用

いた溶接法の環境を整えた。まず、スポットウエルダー装置を購入し、銅板、タング

ステン線、金線を購入し、試料にスポット溶接により端子付けを行う環境を整えた。

これにより、スポット溶接により精密な電気輸送測定が行えるようになった。 

次に、スポットウエルダーを用いて端子付けを行いLuRh6Ge4の電気抵抗測定を行っ

た。本研究により、この物質は1.5K まで超伝導にならない通常金属的振る舞いであ

ることが解った。 

今後は、ほかの RRh6Ge4の純良な単結晶を育成し今回セットアップが完了したスポ

ットウエルダーを用いて精密電気輸送を行うことで、その基底状態を明らかにすると

ともに、トポロジカル現象の検証を行う。 
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理学部教育研究プロジェクト 7 

プロジェクト名 国際シンポジウム「Synchrotron Radiation Theory workshop」 

代表者 畑田圭介（物理学科） 

概要 

 

本会議は、シンクロトロン放射光研究に関わる国内外の研究者らの交流を促進することを目

的としたものである。また、 本研究分野で世界的に活躍する代表者(畑田)が本会議を主催

し、現在国際的に活躍している外国人研究者4名を招聘することで、今後富山大学をシン

クロトロン放射光研究における国際的な中心地と位置づけていくための礎とすることくを

念頭に置いた。本会議では、シンクロトロン放射光を用いた最先端のX線分光法、および

それを用いた物理・化学に関するテー マついての議論を行った。分子、固体、表面、ナノ

粒子などの幅広い物質の物性(原子・電子構造、磁性、超伝 導性など)をX線分光法を用い

て解明する理論研究の現状とその可能性について話し合った。本会議における発表および質

疑応答は英語で行った。 

活動内容 
2019年10月15日に以下のようなプログラムで、国際シンポジウム「Synchrotron 

Radiation Theory workshop」を富山大学五福キャンパス理学部多目的ホールにおいて開催

した。 

10:30-10:40 Opening  

10:40-11:20 Gerrit van der Laan (Diamond Light Source, UK) 

11:20-12:00 Fabio Iesari (SAGA Light Source, Japan) 

12:00-13:30 Lunch  

13:30-14:00 Kaori Kobayashi (University of Toyama, Japan) 

14:00-14:40 Didier Sébilleau (CNRS-University of Rennes 1, France) 

14:40-15:00 Coffee break 

15:00-15:30 Keisuke Hatada (University of Toyama, Japan) 

15:30-16:10 Cancelled -- Angela Trapananti (University of Camerino, Italy) 

16:10-16:40 Yuji Matsumoto (University of Toyama, Japan) 

16:40-17:10 Kazuhiro Yamamoto (University of Toyama, Japan) 

17:10-17:20 Closing  

右図のようなポスターならびにフライヤーを作り、 

理学部内のメールにて周知を行なった。 

海外からは、イギリス Diamond light source研究所 

のGerrit van der Laan教授およびCNRS-フランス  

レンヌ第一大学 Didier Sébilleau研 究員の3名、 

国内からは、JSPS外国人研究員として昨年度本学に 

在籍していた佐賀シンクロトロンの Fabio Iesari 

研究員を招聘し、講演をいただいた。 

イタリア カメリーノ大学のAngela Trapananti研究 

員は台風１９号の影響で来日することができなかっ 

た。 

Gerrit van der Laan先生はこの分野で最も有名な 

研究者で、２０００年にEurophysics Prizeを受賞 

している。この賞の受賞者から多くのノーベル賞受 

賞者が輩出されている。 

 Figure 1 国際シンポジウムポスター 
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今回のシンポジウムの全参加者は２０人程度であった。議論は白熱し、今後の国際共同研究

のための良いキックスタートとなった。学科内の様々な分野の方も参加され、融合的な共同

研究につながる議論がなされた。 
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理学部教育研究プロジェクト 8 

プロジェクト名 SCOR-GEOTRACESジョイント 英語セッション  

代表者 張 勁（学術研究部理学系・生物圏環境科学科） 

概要 

 

SCORは 1957年に設立され，国際科学評議会（ISC）と呼ばれる国際科学連合協議会が最初に

設立した永久的学際機関である．現在は31か国が加盟している．GEOTRACES計画はSCOR傘下の

大型海洋国際共同研究の一つで，1970年代に行われたGEOSECSの継承プログラムとして思案さ

れ，2005年に発足した．現在，40近い国が参画しており，海洋の縦断・横断的な断面観測など

を行い，微量元素・同位体などを手法に地球環境変動における海洋の生物地球化学的サイクル

の役割解明など，重要な研究課題を幅広く扱っている．昨今の顕在化する気候変動に直面し，

今後，更なる国際共同海洋調査として，物理学・化学・生物学などの学際的研究の進展が必要不

可欠である．本セッションでは学長裁量経費を活用し，GEOTRACES の他に WOCE，JGOFS，

InterRidge，SOLASなどの関連国際共同研究プログラムを含めて，国内外の第一線の研究者を迎

え，海洋における幅広い研究分野の発表と最新情報交換・交流の場を設けた． 

活動内容 
SCOR年会：2019年9月22-25日 

日本海洋学会秋季大会：2019年9月25-29日 

SCOR-GEOTRACES Joint Session“Biogeochemistry of trace elements and isotopes in the 

ocean - from GEOSECS to GEOTRACES (19-F8)” 

主 催：富山大学・日本海洋学会 

共 催：SCOR(国際海洋研究科学委員会)・国際GEOTRACES計画運営委員会・日本学術会議地球惑

星委員会SCOR分科会GEOTRACES小委員会 

協 賛：富山県・富山市 

実行委員会名誉会長：富山大学長 齊藤 滋 

実行委員長：富山大学大学院理工学研究部 教授 張 勁（国際SCOR副議長；GEOTRACES JAPAN

委員長） 

実行委員： 

 SCOR Executive Director  Dr. Ed Urban（University of Delaware） 

 国際GEOTRACES計画運営委員 小畑 元（東京大学大気海洋研究所 教授） 

会 場：富山国際会議場 

本セッションは，Wallace Broecker 氏の功績を讃えるとともに，GEOSECS を皮切りに現行の

GEOTRACESなどを取り上げ，物理学・化学・生物学の学際的・関連国際共同研究プログラムの歴

史も俯瞰している．その他にWOCE，JGOFS，InterRidge，SOLASなどの関連国際共同研究プログ

ラムも含めて，海洋における幅広い研究分野で，国内外の第一線の研究者らが24件の学際的な

発表を行った．本セッションにおける主な話題および研究内容は以下の通りである． 

WOCE 深澤 理郎 

Long Hydrographic Line → CLIVAR → GO-SHIP  

WOCE (WHPO，QC，CRM) 青山 道夫 

JGOFS Chen-Tung Arthur Chen 

GEOSECSからGEOTRACESへ：CFC・SF6 渡辺 豊 

GEOSECSからGEOTRACESへ：C14 熊本 雄一郎 

GEOTRACES（微量栄養塩，Fe） 西岡 純 

GEOTRACES（汚染物質，Pb） 則末 和宏 

GEOTRACES（海洋のプロセス，Ra同位体）Guebuem Kim 

GEOTRACES（古海洋プロキシ，Nd同位体）堀川 恵司 

GEOTRACES（Ba同位体）Zhimian Cao 
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具体的には 18 件の口頭発表と 6 件のポスター発表があり，5 か国より 80 名以上の参加があっ

た．セッション中はOMIX（海洋混合学の創設）やGEOTRACESに関わる幅広い研究成果を共有す

るとともに，海洋化学と海洋物理の相乗効果による海洋科学の進歩への共通理解を深めること

ができた．また，本セッションは英語による発表であり，理工学教育部の学生 3 名（修士課程

２名，博士課程１名）が研究発表を行うなど，本校の学生への国際的な研究発表の場も提供す

ることができた． 

なお，セッションの概要および要旨集を作成し，発表者および聴講者に配布した．この電子版

は以下のサイトにも記載した． 

http://omix.aori.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2020/03/Booklet_SCOR-GEOTRACES-

Session.pdf 
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2.1.2 国際交流 
    (題目, 相手先名, 担当者名)  

数学科 

1. コロンボの理論を用いた単独保存則に対する初期値問題の研究,  
Michael Oberguggenberger (インスブルック大学 教授) ,  
出口英生 

物理学科 

1. 低温分子気体のマイクロ波トラップ,  
百瀬孝昌 (ブリティッシュコロンビア大学 教授),  
榎本勝成, 

2. 初期宇宙の相転移からの重力波,  
神野隆介 (Institute for Basic Science, Korea 研究員) ,  
柿﨑 充 

3. ギ酸メチルの遠赤外分光,  
Dennis W. Tokaryk (University of New Brunswick 教授) ,  
小林かおり  

4. 星間分子イオンのマイクロ波分光,  
Stephan Schlemmer (Universität zu Köln 教授) ,  
小林かおり  

5. エタノール分子のダイナミクスの光電子角度分光と第一原理量子化学計算,  
Fernando Martín (Univ. Mardir-IMDEA-Nano, Madrid, Spain 教授) ,  
畑田圭介  

6. EXAFS の相対論効果,  
Andrea Di Cicco (University of Camerino, Marche, Italy 教授) ,  
畑田圭介  

7. 量子化学計算と多重散乱理論の融合によるXANES計算,  
Thomas Kroll (SLAC-Stanford Univ. 研究員) ,  
畑田圭介  

8. URhIn5の磁性についてのバンド計算,  
Aleberto Marmodoro (LMU, Munich Germany 研究員) ,  
畑田圭介  

9. 多重散乱行列の収束性,  
Didier Sebilleau (CNRS-Univ. Rennes 1, Rennes, France 研究員),  
畑田圭介  

10. X線光電子分光のスリット様効果,  
Calogero Natoli (LNF-INFN, Frascati, Italy 主任研究員) ,  
畑田圭介  

11. 光強度の測定技術の開発,  
Wang-Yau Cheng (台湾中央大学) ,  
森脇喜紀 

2.1.2 国際交流 
 (題目, 相手先名, 担当者名)  

数学科 

1. コロンボの理論を用いた単独保存則に対する初期値問題の研究,  
Michael Oberguggenberger (インスブルック大学 教授) ,  
出口英生 

物理学科 

1. 低温分子気体のマイクロ波トラップ,  
百瀬孝昌 (ブリティッシュコロンビア大学 教授),  
榎本勝成, 

2. 初期宇宙の相転移からの重力波,  
神野隆介 (Institute for Basic Science, Korea 研究員) ,  
柿﨑 充 

3. ギ酸メチルの遠赤外分光,  
Dennis W. Tokaryk (University of New Brunswick 教授) ,  
小林かおり  

4. 星間分子イオンのマイクロ波分光,  
Stephan Schlemmer (Universität zu Köln 教授) ,  
小林かおり  

5. エタノール分子のダイナミクスの光電子角度分光と第一原理量子化学計算,  
Fernando Martín (Univ. Mardir-IMDEA-Nano, Madrid, Spain 教授) ,  
畑田圭介  

6. EXAFS の相対論効果,  
Andrea Di Cicco (University of Camerino, Marche, Italy 教授) ,  
畑田圭介  

7. 量子化学計算と多重散乱理論の融合によるXANES 計算,  
Thomas Kroll (SLAC-Stanford Univ. 研究員) ,  
畑田圭介  

8. URhIn5の磁性についてのバンド計算,  
Aleberto Marmodoro (LMU, Munich Germany 研究員) ,  
畑田圭介  

9. 多重散乱行列の収束性,  
Didier Sebilleau (CNRS-Univ. Rennes 1, Rennes, France 研究員),  
畑田圭介  

10. X 線光電子分光のスリット様効果,  
Calogero Natoli (LNF-INFN, Frascati, Italy 主任研究員) ,  
畑田圭介  

11. 光強度の測定技術の開発,  
Wang-Yau Cheng (台湾中央大学) ,  
森脇喜紀 
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12. CaH分子の高分解能電子遷移,  
Stephen C. Ross (University of New Brunswick 教授) ,  
森脇喜紀, 小林かおり 

13. [学生の渡航]博士課程1年生・1名,  
National Tsing Hua University, Taiwan,  
柿﨑 充 

14. [学生の渡航]博士課程1年生・1名,  
University of Illinois, Urbana-Chamgagne,  
小林かおり 

15. [学生の渡航]博士課程2年生・1名 
Universität zu Köln,  
小林かおり 

16. [学生の渡航]学部4年生・1名 
University of Camerino, Marche, Italy,  
畑田圭介 

17. [学生の渡航]修士課程1年生・2名 
LMU, Munich, Germany,  
畑田圭介 

18. [学生の渡航]修士課程1年生・1名 
Univ. Rennes 1, Rennes, France,  
畑田圭介 

19. [学生の渡航]博士課程2年生・1名 
IMDEA-Nano, Madrid, Spain,  
畑田圭介 

20. [学生の渡航]学部4年生・1名 
University of Camerino, Marche, Italy,  
山元一広,  

21. [海外からの学生] 博士課程2年生・1名 
台湾中央大学 
森脇喜紀 

化学科 

1. RNAモチーフの人工創製と機能解析に関する研究,  
Prof. Luc Jaeger (University of California, Santa Barbara (UCSB) , USA) ,  
井川善也 

2. 人工RNAレセプターの創製と解析に関する研究,  
Dr. Pascal Auffinger (IBMC/CNRS, Strasbourg, France) ,  
井川善也,  

生物学科 

1. 重力環境が植物のリグニン形成に与える影響,  
Dr. Lukas Schreiber (Univ. Bonn),  
唐原一郎, 玉置大介  
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2. 植物試料の加圧凍結固定法と電子線トモグラフィー,  
Dr. Byung-Ho Kang (Chinese Univ. of Hong Kong),  
唐原一郎, 玉置大介 

3. 国際研究ネットワーク (PISI-NET: Plant-Insect-Symbiont Interactions Research Network) の形成,  
Jean-Christophe Simon, Akiko Sugio (INRA), Yannick Outreman (Agrocampus Ouest), Federica 
Calevro (INSA), David Giron (CNRS), Géraldine Dubreuil (Univ. Tours), Fbrice vavre (Univ. Lyon) 
他, フランス側 全15名, 陰山大輔 (農研機構) , 大島一正 (京都府大) 他, 日本側 全6名,  
土`田 努 

4. 部局間学術交流協定の締結,  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (Thailand) ,  
𡈽𡈽田 努  

5. Functional analysis of PACAP using PACAP deficient mouse,  
Dr. Dora Reglodi (University of Pécs, Hungary),  
中町智哉  

6. キゴキブリの分子生態学的研究,  
Dr. Christine Nalepa (North Carolina State University, USA) ,  
前川清人  

7. モナッシュ大学－富山大学脳科学研究拠点の形成,  
Prof. Ishwar Parhar, Dr. Tomoko Soga and Dr. Satoshi Ogawa (Monash University Malaysia) ,  
松田恒平 

8. [学生の渡航] 修士課程2年1名 
Monash University Malaysia,  
松田恒平  

9. [学生の渡航] 学部1年3名, 学部2年2名, 修士課程1年1名, 修士課程2年2名 
Monash University Malaysia,  
松田恒平  

10. [学生の渡航] 修士課程2年1名 
Monash University Malaysia,  
松田恒平  

11. [海外からの学生] 学部3年1名 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,  
𡈽𡈽田 努 

12. [海外からの学生] 学部4年1名 
Monash University Malaysia,  
松田恒平 

13. [海外からの学生] 学部3年1名 
The Chinese University of Hong Kong,  
唐原一郎, 玉置大介 

生物圏環境科学科 
1. 泥炭火災による土壌有機物質の変性に関する調査研究,  

Yustiawati 他 (Lembaga Ilmu Pengetahuan: LIPI) ,  
倉光英樹, 佐澤和人 
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2. 長周期ファイバーグレーディングを利用した新規センサーの開発,  
Faidz A. Rahman (Universiti Tunku Abdul Rahman) ,  
倉光英樹 

3. 微生物が産生する分解酵素の酵素学的諸性質の解析,  
Alexander Steinbüchel (University of Münster, Germany) ,  
酒德昭宏 

4. 一級品真珠形成率向上のための国際的ネットワークの構築,  
Qingheng Wang (Guangdong Ocean University, China) ,  
酒德昭宏 

5. 南米チリにおける大気汚染とバイオエアロゾルの統合解析による健康影響評価基盤の構築,  
Milko Jorquera (Universidad de La Frontera, Chile) ,  
田中大祐, 酒德昭宏 

6. 二国間交流事業 共同研究・セミナー「地球温暖化に起因する東シナ海の成層構造と物質循環の変化

過程の解明」,  
Meixun ZHAO (Ocean University of China・Key Laboratory of Theoretical and Applied Marine 
Chemistry of the Ministry of Education・Professor) ,  
張 勁 

7. [学生の渡航] 修士課程2年1名 
インドネシア科学院, パランカラヤ大学,  
倉光英樹, 佐澤和人 

8. [学生の渡航] 修士課程1年1名 
GEOTRACES-CHINA GP09 cruise,  
張 勁  

9. [学生の渡航] 修士課程1年1名 
Japan International Cooperation Agency (Laos) ,  
張 勁 

10. [学生の渡航] 博士課程2年1名 
Elizabeth J Cooper (UiT The Arctic University of Norway) ,  
張 勁 

11. [学生の渡航] 博士課程2年1名 
Goldschmidt 2019 (Barcelona, Spain) ,  
張 勁 

12. [学生の渡航] 博士課程2年1名 
Henrietta Dulai (Universiy of Hawaii at Manoa) ,  
張 勁 

13. [学生の渡航] 博士課程2年1名 
Japan International Cooperation Agency (Laos) ,  
張 勁 

14. [海外からの学生] 博士課程2年1名 
Cao, Axiang (Ocean University of China) ,  
張 勁 

15. [海外からの学生] 博士課程3年1名 
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Luo, Chunle (Ocean University of China) ,  
張 勁 

16. [海外からの学生] 修士課程2年1名 
Su, Chenglong (Ocean University of China) ,  
張 勁 
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2.1.3 北陸地域と連携研の究・教育 
   (題目, 相手先名, 担当者名)  

数学科 

なし 

物理学科 

1. 深層学習によるGISAXS解析,  
唐山英明 (富山県立大学 教授) ,  
池本弘之 

2. 希土類金属化合物における極低温精密物性測定,  
谷田博司 (富山県立大学 准教授) ,  
田山 孝 

3. 超伝導微粒子の空間捕捉を利用した光物性,  
熊倉光孝 (福井大学 教授) ,  
森脇喜紀 

4. 希土類化合物の極低温熱電物性,  
谷田博司 (富山県立大 准教授) ,  
桑井智彦 

5. 希土類化合物の極低温熱・熱電特性,  
室 裕司 (富山県立大 准教授) ,  
桑井智彦 

6. 希土類化合物の極低温磁気・熱特性,  
福原 忠 (富山県立大 教授) ,  
桑井智彦 

7. ギ酸メチルのマイクロ波分光,  
藤竹正晴 (金沢大学 准教授) ,  
小林かおり 

8. 星間分子のマイクロ波分光,  
古屋 岳 (福井大学 助教) ,  
小林かおり 

化学科 

1. 第31回配位化合物の光化学討論会 (事務局) ,  
金太郎温泉,  
岩村宗高 

2. 第31回配位化合物の光化学討論会 (世話人) ,  
金太郎温泉,  
柘植清志, 野崎浩一, 大津英揮 

生物学科 

1. トンボおよびアブラムシに関する研究会,  
三沢典彦, 竹村美保, 小栁 喬, 上田哲行, 弘中満太 (石川県大) ,  
𡈽𡈽田 努 
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2. メラトニンの新規機能解析,  
鈴木信雄 (金沢大学) ,  
松田恒平 

3. 重力環境が植物の遺伝子発現に与える影響,  
西内 巧 (金沢大学 准教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

4. 土壌中の環境ストレスがイネ一次根の組織に与える影響,  
塩野克宏 (福井県立大学 准教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

5. 赤かび病菌に対する植物の抵抗性機構に関する研究,  
西内 巧 (金沢大学 准教授) ,  
玉置大介 

6. 天然記念物イタセンパラ保全のための遺伝学的・生態学的研究,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会) ,  
山崎裕治 

7. 吸汁性害虫に関する学術交流,  
青木由美 (富山県農林水産総合技術センター 農業研究所 病理昆虫課 主任研究員) ,  
𡈽𡈽田 努 

生物圏環境科学科 

1. 七尾湾におけるトラフグの産卵回遊メカニズムに関するプロジェクト研究,  
上田 宏・沖野龍文 (北海道大学) , 庄司隆行 (東海大学) , 安東宏徳 (新潟大学) , 鈴木信雄・松原 創 (金
沢大学) ,  
酒德昭宏 

2. 氷見ブリの回遊履歴解明に向けた同位体分析,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会) ,  
太田民久 

3. コメのカドミウム含量低減化に向けたHMA3遺伝子の発現解析と育種への応用,  
荘司和明 (富山県農林水産総合技術センター) ,  
蒲池浩之 

4. 希少淡水二枚貝イシガイ類の保護に向けたDNA分析,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会)  
田中大祐 

5. 魚津市水循環関係調査研究,  
魚津市,  
張 勁 

6. 陸から海への贈り物, 栄養塩 〜豊かな富山湾と街づくりを目指して〜 
とやま呉西圏域調査研究事業 
張 勁 

7. 氷見市の谷津地形における野生鳥獣のビオトープ利用の把握 ―効果的な管理手法の提案に向けて― 
西尾正輝 (氷見市教育委員会) ,  
横畑泰志 
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2.1.4 共同研究・共同教育 
   (題目, 相手先名, 担当者名)  

数学科 

1. 数理モデリングを基盤とした数理皮膚科学の創設,  
長山雅晴 (北海道大学電子科学研究所 教授) ,  
上田肇一 

2. 生命現象における時空間パターンを支配する普遍的数理モデル導出に向けた数学理論の構築,  
栄 伸一郎 (北海道大学大学院理学研究院 教授) ,  
上田肇一 

3. 円分関数体の相対類数について,  
中島匠一 (学習院大学 教授) ,  
木村 巌 

物理学科 

1. カーボンナノチューブ中に包摂したカルコゲン鎖の構造,  
宮永崇史 (弘前大学 教授) , 田渕雅夫 (名古屋大学 教授) ,  
池本弘之 

2. Biナノ粒子の構造,  
宮永崇史 (弘前大学 教授) , 田渕雅夫 (名古屋大学 教授) ,  
池本弘之 

3. Yb!分子の分光研究,  
馬場正昭 (京都大学 教授) ,  
榎本勝成 

4. 原子分子の高感度イメージング法の研究,  
高橋義朗 (京都大学 教授) ,  
榎本勝成 

5. 初期宇宙の相転移からの重力波,  
兼村晋哉 (大阪大学 教授) , 高橋 智 (佐賀大学 准教授) , 端野克哉 (大阪大学 研究員)  
柿﨑 充 

6. 希土類化合物の精密物性測定,  
榊原俊郎 (東京大学 教授) ,  
田山 孝 

7. Sm化合物の新奇な秩序状態の研究,  
青木勇二 (首都東京大学 教授) ,  
田山 孝 

8. 充填スクッテルダイトの異常秩序状態の研究,  
菅原 仁 (神戸大学 教授) ,  
田山 孝 

9. 重い電子化合物における非従来型超伝導状態の研究,  
横山 淳 (茨城大学 准教授) ,  
田山 孝 

10. V2O5のXANES計算,  
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Peter Kruger(千葉大学 教授) ,  
畑田圭介 

11. 共鳴X線散乱の理論,  
長尾辰哉 (群馬大学 教授) ,  
畑田圭介 

12. 時間分解XFELによる分子の光電子角度分光,  
上田 潔 (東北大学 教授) ,  
畑田圭介 

13. CASSCFによる多電子計算のXANESへの応用,  
中谷直輝 (首都大学 准教授) ,  
畑田圭介 

14. 金属ナノクラスターの構造解析,  
山添誠司 (首都大学 教授) ,  
畑田圭介 

15. Dark matter search in extended dwarf spheroidal galaxies with CTA,  
淺賀岳彦 (新潟大学 教授) ,  
廣島 渚 

16. KAGRAにおけるレーザー強度安定化のためのR&D,  
東京大学宇宙線研究所 共同利用研究,  
森脇喜紀, 山元一広, 小林かおり,  

17. 超伝導微粒子の空間捕捉を利用した光物性,  
熊倉光孝 (福井大学 教授) , 芦田昌明 (大阪大学 教授) ,  
森脇喜紀 

化学科 

1. RNA 超ナノ構造体の構築とAFM観察に関する研究,  
遠藤政幸 (京都大学 准教授) , 杉山 弘 (京都大学 教授) ,  
井川善也 

2. リボザイムナノ構造に対するL7Aeタンパク質の添加効果,  
斎藤博英 (京都大学 教授) ,  
井川善也 

3. リボザイム酵素と核酸等温増幅法に対するポリアミンの添加効果,  
梅澤直樹 (名古屋市立大学 准教授) , 樋口恒彦 (名古屋市立大学 教授) ,  
井川善也, 松村茂祥 

4. 金属錯体の超高速過程,  
理化学研究所 (田原研) ,  
岩村宗高 

5. ヘリカル配位子を持つ希土類錯体の円偏光発光分光,  
青山学院大学 (長谷川研) ,  
岩村宗高 

6. ピレンダイマーの円偏光発光,  
富山大薬学部 (井上研) ,  
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岩村宗高 

7. アニソール類縁体のペニングイオン化電子分光,  
山北佳宏 (電気通信大学) ,  
林 直人 

8. 含ラジカルアモルファス固体の磁気的性質,  
高橋一志 (神戸大学) ,  
林 直人 

9. 包接結晶における凝集誘起発光挙動の構造－物性相関,  
飯田博一 (関東学院大学) ,  
林 直人 

10. DMF保護シングルナノサイズ金属微粒子触媒を用いた有機合成反応の開発と天然物合成への応用,  
大洞康嗣 (関西大学 教授) ,  
宮澤眞宏 

生物学科 

1. 宇宙環境がコケの生活環に与える影響,  
藤田知道 (北海道大 教授) , 半場祐子 (京都工繊大 教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

2. 植物の過重力栽培,  
久米 篤 (九州大学 教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

3. X線マイクロCTを用いた植物組織の3次元形態解析,  
峰雪芳宣 (兵庫県立大学 教授) , 山内大輔 (兵庫県立大学 准教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

4. 電子線トモグラフィーによる植物組織微細構造の3D解析,  
峰雪芳宣 (兵庫県立大学 教授) , 山内大輔 (兵庫県立大学 准教授) , 竹内美由紀 (東京大学 助教) , 村
田和義 (生理研 准教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

5. 微小重力環境が植物の生活環に与える影響,  
矢野幸子 (JAXA) , 笠原宏一 (東海大学 准教授) , 保尊隆享 (大阪市立大学 教授) , 曽我康一 (大阪市
立大学 准教授) , 吉田久美 (名古屋大学 教授) ,  
唐原一郎, 玉置大介 

6. 土壌中の環境ストレスがイネ一次根の組織に与える影響,  
阿部 淳 (東海大学 教授)  
唐原一郎, 玉置大介 

7. 紡錘体の双極性維持機構に関する研究,  
村田 隆 (基礎生物学研究所 准教授) ,  
玉置大介 

8. 分裂準備帯の形成に関する研究,  
峰雪芳宣 (兵庫県立大学 教授) , 中井朋則 (兵庫県立大学 助教) , 安原 裕紀 (関西大学 准教授) ,  
玉置大介 

9. 宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響の解明,  
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曽我康一 (大阪市立大学 准教授) ,  
玉置大介 

10. 害虫内部の必須共生機能を標的とした低環境負荷型防除資材の開発,  
藤原亜希子 (群馬大学) , 小川健司 (日大 生物資源) , 八代田陽子 (理研) , 森 光太郎 (石原産業) ,  
𡈽𡈽田 努 

11. コナジラミ類の複合共生系に見られる“菌細胞内棲み分け”の多様性と形成機構の解析／重要害虫コ
ナジラミ類の新侵入系統および共生細菌のモニタリング,  
藤原亜希子 (群馬大学) ,  
𡈽𡈽田 努 

12. トンボおよびアブラムシのカロテノイドに関する研究会,  
眞岡孝至 (生産開発科学研) ,  
𡈽𡈽田 努 

13. マダラケシツブゾウムシによるゴール形成に関わる植物ホルモンの解析,  
鈴木義人 (茨城大学) ,  
𡈽𡈽田 努 

14. マダラケシツブゾウムシによって形成されるアメリカネナシカズラゴールの光合成活性の解析,  
半場祐子 (京都工繊大) ,  
𡈽𡈽田 努 

15. PACAPの外分泌制御機構の解析,  
塩田清二 (星薬科大学 教授) ,  
中町智哉 

16. PACAP受容体の機能解析,  
海谷啓之 (国立循環器病研究センター研究所 室長) ,  
中町智哉 

17. PACAPの免疫制御機構の解析,  
大滝博和 (昭和大学 准教授) ,  
中町智哉 

18. PACAPの摂食制御機構の解析,  
宮田篤郎 (鹿児島大学 教授) ,  
中町智哉 

19. シロアリのソシオゲノミクス,  
三浦 徹 (東京大 教授) , 重信秀治 (基礎生物学研 教授) , 林 良信 (慶應大学 講師) , 宮崎智史 (玉川
大学 准教授) , 北條 賢 (関西学院大 准教授) , 矢口 甫 (関西学院大学 研究員) , 増岡裕大 (農研機構 
研究員) ,  
前川清人 

20. アリの分子発生学的研究,  
宮崎智史 (玉川大学 准教授) , 下地博之 (関西学院大 助教) ,  
前川清人 

21. 周年リズムの実体解明,  
安東宏徳 (新潟大学) ,  
松田恒平 

22. ミネラルコルチコイド受容体の機能解析,  
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坂本竜哉 (岡山大学) ,  
松田恒平 

23. メラニン凝集ホルモンの中枢作用の解析,  
高橋明義, 水澤寛太 (北里大学) ,  
松田恒平 

24. ニューロメディンUの特徴づけ及び中枢機能の解析,  
丸山圭介 (宮崎大学)  
松田恒平 

25. メラトニンの新規機能解析,  
鈴木信雄 (金沢大学) ,  
松田恒平 

26. 木曽川水系産イタセンパラ保護のための遺伝子分析,  
森 誠一 (岐阜協立大学) , 池谷幸樹 (アクア・トトぎふ) ,  
山崎裕治 

27. ゴマリグナン生合成機構の解明,  
堀川 学 (サントリー生命科学財団生物有機科学研究所 研究員) ,  
山本将之 

生物圏環境科学科 

1. エアロゾルの光学的特性の時空間変動の地上検証と気候影響についての研究,  
宇宙航空研究開発機構,  
青木一真 

2. 海洋上のエアロゾルの光学的特性,  
海洋開発研究機構,  
青木一真 

3. 九州北部地方における日射とエアロゾルの関係について,  
九州大学応用力学研究所,  
青木一真 

4. 長期観測からわかる北海道の大気エアロゾルの動態変化,  
北海道大学低温科学研究所,  
青木一真 

5. ハナバチ送粉系の生態系機能の解明：植物群集の開花構造と形質進化 ,  
北海道大学 工藤 岳 准教授,  
石井 博 

6. 半自然草原における送粉生態系構造の解析,  
神戸大学 丑丸 敦 教授,  
石井 博 

7. カツオの移動履歴を解明する手法の開発,  
国立研究開発法人水産研究・教育機構, 国際水産研究所,  
太田民久 

8. 海霧由来の栄養塩が森林生態系に与える影響の解明,  
総合地球環境学研究所 (陀安一郎教授) , 名古屋大学 (鎌内宏光研究員) ,  
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太田民久 

9. 草食動物のナトリウム獲得戦略に関する研究,  
京都大学 (半谷吾郎 准教授) ,  
太田民久 

10. スギの地理変異が森林生態系に与える影響の解明,  
北海道大学 (日浦 勉 教授)  
太田民久 

11. 両側回遊魚の遡上フェノロジーの多様性が河川生態系に与える影響,  
神戸大学 (佐藤拓哉 准教授) ,  
太田民久 

12. 森林土壌に含まれる鉛同位体比を用いた待機沈着負荷量の推定,  
浦川梨恵子 (アジア大気汚染センター 主任研究員) , 佐瀬裕之 (アジア大気汚染センター 部長) , 柴田
英昭 (北海道大学 教授) ,  
太田民久 

13. 宇宙におけるコケ植物の環境応答と宇宙利用 (スペース・モス) ,  
藤田知道 (北海道大 教授) , 久米 篤 (九州大 教授) , 唐原一郎 (富山大 教授) , 半場祐子 (京都工繊大 
教授) , 小野田雄介 (京都大 助教) , 日渡裕二 (宮城大 教授) , 松田 修 (九州大 助教) , 西山智明 (金
沢大 助教) , 坂田洋一 (東京農業大 教授) , 笠原春夫 (JAXA) , 鈴木智美 (JAXA) , 島津 徹 (日本宇
宙フォーラム) ,  
蒲池浩之 

14. 泥炭火災による土壌有機物質の変性に関する調査研究,  
藏崎正明 (北海道大学 准教授) , 齋藤 健 (北海道大学 教授) , 佐々木隆広 (北海道医療大学 助教) ,  
倉光英樹, 佐澤和人 

15. 磁性マイクロ粒子を用いたバイオセンシングに関する研究,  
菅原一晴 (前橋工科大学 教授) ,  
倉光英樹 

16. 地熱流体スケールセンサーの開発,  
岡崎琢也 (明治大学 助教) ,  
倉光英樹 

17. 真珠形成母貝アコヤガイ貝殻黒変に起因した真珠の品質低下を減らす研究,  
藤村卓也 (若狭大月真珠養殖株式会社) , 一色 正 (三重大学) ,  
酒德昭宏 

18. 環境に配慮した沿岸増養殖研究ネットワーク,  
古丸 明 (三重大学), 遠藤晃平 (三重県水産研究所), 山川 紘 (東京海洋大学), 清水清三 (三重県漁業
共同組合連合会), 平井善正 (全国真珠養殖漁業連合会), 村瀬 昇 (水産大学校), 鹿野陽介 (山口県水産
研究センター), 北村裕司 (北村物産), 阿知波英明 (愛知県水産試験場), 海老久美子 (立命館大学), 高
島成剛 (公益財団法人名古屋産業振興公社プラズマ技術産業応用センター),  
酒德昭宏 

19. カロテノイドを生産する新規藻 (AB-1C株) の効率的な培養法の研究及び性能評価,  
山本 緑 (株式会社大林組) ,  
酒徳昭宏, 中村省吾 

20. 寒冷域における降雪観測や雪結晶の研究と教育の今後の展望,  
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平沢尚彦 (国立極地研究所) ,  
島田 亙 

21. 雪えくぼの発生条件とその形状に関する研究,  
小杉健二 (防災科学技術研究所) ,  
島田 亙 

22. 積雪内における融雪水の非一様流下過程に関する研究,  
竹内由香里 (森林総合研究所) ,  
島田 亙 

23. 大気バイオエアロゾルの動態解明とモニタリングに関する研究,  
丸山史人 (広島大学) , 藤吉 奏 (京都大学) , 能田 淳 (酪農学園大学) ,  
田中大祐, 酒徳昭宏 

24. DNA分析による大気バイオエアロゾルのモニタリングの研究,  
ムラタ計測器サービス株式会社,  
田中大祐 

25. 希少淡水二枚貝イシガイ類の保護に向けたDNA分析,  
田中仁志 (埼玉県環境科学国際センター) ,  
田中大祐 

26. 抗腐敗物質の効果の探求,  
株式会社三重ティーエルオー,  
田中大祐 

27. 応用力学の共同利用・共同研究拠点「国際共同研究体制の構築：地球温暖化に起因する東シナ海の成層
構造と物質循環の変化に関する研究 」,  
九州大学応用力学研究所 (千手智晴) ,  
張 勁 

28. 放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点「放射性核種を化学トレーサーに用いた海底湧
水による沿岸海域への水・物質輸送状況の解明」,  
医療部門高度被ばく医療センター福島再生支援研究部 (青野辰雄) ,  
張 勁 

29. 愛媛大学共同利用・共同研究拠点「化学汚染・沿岸環境研究拠点」：「化学トレーサーによる東シナ海の
水塊形成と大陸棚から黒潮域への物質輸送に関する研究」,  
愛媛大学沿岸環境科学研究センター (郭 新宇) ,  
張 勁 

30. 総合地球環境学研究所「同位体環境学」：「高低差4000mの富山‐水・物質循環モデル：環境激変が山
‐森‐里‐海の繋がりに及ぼす影響」,  
総合地球環境学研究所 (陀安一郎) ,  
張 勁 

31. 「GEOTRACESと連携した国際共同研究の推進」,  
東京大学大会海洋研究所 (安田一郎) ,  
張 勁 

32. バリウム同位体を使った氷河・氷床イベントの検出,  
海洋研究開発機構 (若木重行, 宮崎 隆) ,  
堀川恵司 
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33. 氷河誘拐によるアラスカ湾の生物相への影響：堆積物の地球化学・分子生物学的解析,  
北海道大学低温科学研究所 (関宰) , 高知大学 (村山雅史) ,  
堀川恵司 

34. 珪質微化石の殻に記録された海洋環境：同位体比及び微量元素の種レベル分析,  
国立研究開発法人産業技術総合研究所 (板木拓也) ,  
堀川恵司 

35. 最終間氷期の突然かつ急激な南極氷床崩壊イベントの検証とメカニズムの解明,  
北海道大学低温科学研究所 (関 宰) ,  
堀川恵司 

36. 古代西アジアをめぐる水と土と都市の相生・相克と都市鉱山の起源,  
徳島大学 (安間 了) ,  
堀川恵司 

37. 大分県高島における外来種クリハラリスの寄生虫群集に関する研究,  
森林総合研究所九州支所 (安田雅俊 主任研究員) ,  
横畑泰志 

38. 高解像度人工衛星画像による尖閣諸島魚釣島の植生の現状の把握,  
酪農学園大学 農食環境学群 (金子正美 教授, 星野仏方 教授) ,  
横畑泰志 

39. 積雪表面の色彩を利用した火山ガスの影響評価,  
川村健介 (国立研究開発法人国際農林水産業研究センター) , 安田泰輔 (富士山科学研究所) ,  
和田直也, 佐澤和人 
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2.1.5 講演会・セミナー・集中講義 
 (講演題目, 講演会・セミナー・集中講義名, 講演者名, 担当者名, 期間) 本学学生を対象としたもの 

数学科 

1. 北陸数論セミナー (14 回) ,  
木村 巌, 2019年度前後期 (隔週開催)  

2. 第18 回北陸数論研究集会,  
木村 巌, 12月26 日, 27 日 

3. On Levi forms of real hypersurfaces in a non-flat complex space form,  
第1 回数学科談話会,  
髙木 蓮 (富山大学) ,  
古田高士, 川部達哉 , 6月5 日 

4. 写像の視点による「一般化された高木函数が引き起こす奇妙な現象について」の再訪,  
第2 回数学科談話会,  
齋藤祐助 (不二越工業高等学校) ,  
古田高士, 川部達哉 , 7月17 日 

5. The center subalgebra of the quantized enveloping algebra of a finite dimensional simple Lie 
algebra,  
第3 回数学科談話会,  
Libin Li (Yangzhou University, China) ,  
古田高士, 川部達哉 , 8月23 日 

6. Cocycles and cleft extensions in left braided categories,  
第4 回数学科談話会,  
Kevin Wolf (Philipps-Universitat Marburg) ,  
古田高士, 川部達哉 , 9月24 日 

7. On quantum dilogarithm identities arising from the product formula for the universal R-matrices 
of affine quantum groups,  
第5 回数学科談話会,  
菅原 優 (東北大学) ,  
古田高士, 川部達哉 , 12月19 日 

8. 第6 回数学科談話会,  
大学院理工学教育部数学専攻修士2年生7名,  
古田高士, 川部達哉 , 2月13 日 

9. The 2nd Meeting for Study of Number theory, Hopf algebras and related topics (国際研究集会) ,  
木村 巌, 山根宏之, 2月15 日〜18 日 

物理学科 

1. 宇宙の観測と暗黒物質,  
物理学教室セミナー 
廣島 渚, 
柿﨑 充, 1月16 日 

2. 2nd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier" (PCF2020) (オンライン
開催) ,  
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講演24件,  
柿﨑 充, 3月3日〜6日 

3. Recent Progress on the SO (5) ×U (1) GHU models,  
理論物理学セミナー,  
舩津周一郎 (華中師範大学 研究員) ,  
柿﨑 充, 2月6日 

4. 擬スカラー粒子が媒介する暗黒物質模型の次世代直接探索実験における検証可能性,  
理論物理学セミナー,  
藤原素子 (名古屋大学・D1) ,  
柿﨑 充, 1月23日 

5. Dark matter search in extended dwarf spheroidal galaxies with CTA,  
理論物理学セミナー,  
廣島 渚 (理化学研究所 研究員) ,  
柿﨑 充, 11月7日 

6. Leptogenesis in the model with modular A_4 invarianc,  
理論物理学セミナー,  
吉田貴弘 (新潟大学・D2) ,  
柿﨑 充, 10月10日 

7. Ｘ線磁気分光により探る次世代スピンオービトロニクスの物理と化学,  
物理学教室セミナー,  
岡林 潤 (東京大学 准教授) ,  
畑田圭介, 4月17日 

8. An application of combinated dimensional analysis and self-similarity of second kind : Intermediate 
asymptotics on dynamical impact of solid sphere on mili-textured surface.,  
物理学教室セミナー,  
丸岡敬和 (関西学院大学 研究員) ,  
畑田圭介, 7月19日 

9. 恒星スーパーフレアとその分光観測, 
日本物理学会北陸支部特別講演会, 
前原裕之 (自然科学研究機構 国立天文台ハワイ観測所岡山分室), 
小林かおり, 1月20日 

化学科 
なし 

生物学科 

1. 育種会社おける病害研究と今後の展望,  
生物学科セミナー,  
加野彰人 (タキイ種苗株式会社 研究農場 研究員) ,  
玉置大介, 12月19日 

生物圏環境科学科 

1 環境修復のための新規吸着材の開発,  
生物圏環境科学セミナー,  
田中俊逸 (北海道大学 名誉教授) ,  
石井 博, 3月4日 
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2.1.6 長期研修報告 
 

令和元年度理学部教員長期研修報告会 
 

本年度、理学部長期研修制度を利用した1名の教員による報告会を開催した． 
 

日  時 ： 令和元年12 月25 日（水）11 時～11 時30 分 
場  所 ： 学部長室 
発 表 者 ：  

生物圏環境科学科 講師 酒德 昭宏 
研修期間： 平成31 年4 月1 日～令和元年10 月31 日 
研究題目：・ 微生物が産生する分解酵素の酵素学的諸性質の解析 

・ 一級品真珠形成率向上のための国際的ネットワークの構築 

研修場所：・ ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学 (ミュンスター大学) 

・ 広東海洋大学 
 
長期研修報告 

報 告 者 生物圏環境科学科 講師 酒德 昭宏 

研修期間 平成31 年4 月1 日～令和元年10 月31 日 

研究題目 
・ 微生物が産生する分解酵素の酵素学的諸性質の解析 

・ 一級品真珠形成率向上のための国際的ネットワークの構築 

研修場所 
・ ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学 (ミュンスター大学) 

・ 広東海洋大学 

研修の概要 
 4月1日から7月31日までヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学(ドイツ) で研究を

行った．ここでは, バイオプラスチック産生菌Ralstonia eutropha H16のβ酸化に関与

すると考えられる遺伝子群を欠損させた突然変異体を作成した．そして, 様々な炭素鎖数

の脂肪酸を基質に増殖を調べることで, その遺伝子群の機能を推定した．9 月 16 日から

20日は広東海洋大学 (中国) を訪問した．ここでは, 真珠養殖場の視察と今後の研究打

ち合わせを行った． 

研修の成果 
 ミュンスター大学では, Alexander Steinbüchel教授の元で, 遺伝子欠損突然変異体の

作成方法 (コンジュゲーション) を修得した．さらに, 作成した変異体R． eutropha Δ

B1367-73とΔB2555を用いて, 中鎖 (C6, C7) と長鎖 (C12, C13) の脂肪酸を基質とし

た増殖能を調べた．その結果, B1367-73クラスターの欠損は増殖に全く影響はなかった．

一方で, B2555の欠損は中鎖脂肪酸の代謝には影響がなかったが, 長鎖脂肪酸の代謝には

若干の影響が出ることが判った． 

広東海洋大学では, Qingheng Wang教授を訪問し, 今後の共同研究についての打ち合わ

せをした．また, 中国の真珠養殖場を視察し, 2019年夏季に発生したアコヤガイ大量死

について意見交換した． 
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2.1.7 富山大学理学部・氷見市連携研究室における活動報告 

 理学部生物学科 准教授 山崎 裕治 

【活動目的・概要】 
 地域の豊かな自然を守り，その豊かさを広く活用・発信していくために，氷見市における希少生物や生息

環境の保全に関する学術研究の展開，富山大学理学部教育における活用，地域への普及啓発活動などを氷見

市との連携活動として行っています．これら活動は，富山大学が掲げる教育・研究・地域貢献という大きな

目標に即した活動でもあります． 
【主な教育研究活動】 

 1．共同研究（カッコ内は主な担当教員） 
・天然記念物イタセンパラの生活史とや繁殖生態および遺伝的多様性に関する研究（山崎） 

  【関連論文の発表】Nishio et al. (In press) Ecology of Freshwater Fish  
 ・環境DNA技術を用いた希少種探索手法の開発（山崎） 
  【関連論文の発表】山崎・西尾 (2019) 魚類学雑誌  

 ・糞を用いたDNA 分析による哺乳類の生息状況調査（山崎） 
 ・外来種アライグマの生息状況調査（山崎） 
 ・淡水魚(イタセンパラなど)の行動履歴を追跡する手法の開発（太田） 

・ネオジム同位体比を用いた氷見ブリの回遊履歴の推定（太田） 
 ・イタセンパラが生息する万尾川と仏生寺川の水質の季節変化に関する調査（佐澤） 

 2．講義・セミナー 
   ・野外実習 I，臨海実験 I，ゼミナール（理学部生物学科対象） 
   ・理学部学生を対象とした環境DNA 分析実習 
   ・ひみラボ自然史研究会および他大学との合同野外調査 
【主な普及啓発活動】 

 1．市民公開講座を開催 
「身近な生物の現状と課題」と題し，理学部教員（山崎・太田），理学部学生，近畿大学教員が講師

を務め，一般市民および研究者を対象としたシンポジウムを開催しました． 
 2．「ひみラボ感謝祭」を開催 

市民向けに，ひみラボにおける各種活動紹介，体験実習・イベントを開催しました．運営には，理

学部教員（山崎・岩坪）の他，理学部学部生（生物学科 2 年～4 年生）も参加しました． 
 3．高校生による実習・合同野外調査の開催 

氷見高校と連携し，環境DNA実習およびアライグマ生息状況調査を行いました． 
 4．ミニ水族館「ひみラボ水族館」の運営 

身近な魚を展示したミニ水族館を運営し，生物の生態や自然保護に関する研究事例などの学術的な

情報の提供を行っています．年間入館者数：2019 年 7,009 名（参考：2018年6598名，2017年6432名） 
 5．ホームページ運営 https://sites.google.com/site/himilab/ 
  ホームページを運営し，幅広い活動情報（一部は英語化）の発信を行っています．  

【主な実施・関連イベント】 
5 月 7 日 氷見高校探究科・講義 
6 月1 日～2 日 ひみラボ自然史研究会（富山大，信州大，岐阜大，近畿大学他）・40 名参加 
6 月2 日 市民公開シンポジウム「身近な生物の現状と課題」 
6 月29 日～30 日 富山大学理学部講義「野外実習 I」（前川・今野） 
7 月18 日ほか 氷見高校探究科・環境DNA実習 
8 月2 日ほか 氷見高校探究科・アライグマ合同調査 
8 月20 日～21 日 富山大学理学部講義「臨海実験 I」（山崎・中町） 
8 月29 日～30 日 富山大学・東邦大学合同調査 
10 月8 日 石井隆一富山県知事・林正之氷見市長によるひみラボ視察 
10 月27 日 ひみラボ感謝祭・162 名来場 
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～サイエンスカフェ～ 偏光フィルタのしくみを 

寸劇を通して伝えようとする受講生の様子 

 

講師の元村氏から記事作成に必要な考え方や 

スキルを学ぶ受講生の様子 

 

2.1.8 科学コミュニケーション 
科学コミュニケーション 世話人 島田 亙・川部 達哉 

 近年，国民全般には正しい科学の基礎・基本知識を持つこと（いわゆる科学リテラシー）が期待されるよう

になった．そこで，理系大学生・大学院生に対し，自身が考える科学の見方や知識を社会へ正しく効果的に発

信する力をつける目的から，理学部で開設された授業が「科学コミュニケーション」である．この授業では“科

学を（科学で）伝える”ことをテーマにして，コミュニケーション能力の育成に取り組んでいる． 
この授業の特徴の一つは，学生自身の科学コミュニケーション能力開発を目的として，その分野で実際に活

躍されている社会人を講師として招いて実施していることである．毎日新聞論説委員兼編集委員の元村有希子

氏には TV 番組出演時や新聞記事作成時における実例を挙げながら科学を紹介する技法や記事の書き方を，

NHK 制作局大型企画開発センター チ－フプロデュ－サ－の井上智広氏には科学番組制作に携わる立場から

効果的な視聴覚的手法と情報伝達の注意点を，また，アナウンサーの廣川奈美子氏には伝えたい内容を言葉で

伝える方法やスキルを御教授していただいている． 
またこの授業の特徴の二つめは，単に座学だけで終わることなく，実践学習を含めていることである．前期

と後期のそれぞれで最終実践課題を設定し実施する．この概要と 2019 年度の実施内容は次の通り． 
前期の実践学習は，科学を分かりやすく，興味深く伝える場として各地で行われるようになったサイエンス

カフェを，元村講師の指導の下に学生自身が発案・企画し，実際に運営することである．2019 年度も，秋の「理

学部サイエンスフェスティバル 2019」の機会を利用して，9 月 29 日(日)の午前と午後に分けて 2つのテーマ

でサイエンスカフェを催した．どちらも多数の聴衆の参加があった．2 つの企画共に話し手の繋ぎがスムーズ

になるよう司会進行役を立て，また来聴者への補助担当を割り当てて，細かな配慮を心がけていた． 
企画 A は「水の硬さの違いで生じる味の変化」．硬水と軟水とでは何が違うのか，流域の地盤の成り立ちに

も裏付けされた成分の影響に関する解説の後，実際にコーヒーや米などで来場者の方々に試してもらい味の違

いをアンケートと共に確認した．最後に富山の水質の季節的変化などにも触れ，生活用水としての適性や，身

の回りの環境をあらためて考えてもらうきっかけになったのではないかと思う．  
企画 B は「偏光のしくみの解説と活用工作」．前半は偏光フィルタのしくみを寸劇を通して聴衆の子供たち

の興味が湧くような説明をしていた．後半に活用工作としてセロハンテープを用いた偏光板アートの作成を行

った．来場者の方々が楽しく積極的に参加できる良い構成であった． 
後期の実践学習は，科学記事を作成することである．受講生が大学院生にインタビューして，大学院生の研

究内容を分かりやすく紹介する．具体的には，まず学生が取材対象を選び，講師の元村氏から取材技術，文章

作成のコツなどの指導を受けた後，実際に取材し，記事を作成・推敲する．2019 年度は受講生12人が3班に

分かれて各班1篇ずつ記事を作成・推敲し，元村講師の厳しい添削指導を経てようやく記事が完成した．作成

記事 3 篇は理学部後援会報「りっか」と理学部案内「スペクトラ」に分けて掲載されることとなった．「りっ

か」の記事は理学部で行われている若手の研究を学生の保護者等が知る手立てとなり，「スペクトラ」の記事は

富山大学理学部を志望する高校生等が聞き手の学生を通して大学院生の研究生活の生の姿を知る情報となる． 
このような実践学習を含めた講義により，各受講生は，科学を伝える重要さや難しさを単に理解するだけで

なく，実際に難しい内容を一般の人々に興味深く伝えるために必要な自身の課題（サイエンスメディエーター

としてのスキルなど）についても少なからず認識し，考える経験ができたことだろう． 

受講生それぞれのこれからの進路において，この経験の更なる成果があることを期待している． 
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2.1.9 キャリア支援教育 2019 
就職指導委員会委員長 丸茂克美 

労働環境・就職状況の変化に伴い，学生への就職支援，キャリア教育の強化が求められている．理学部では，

学生が社会で活躍できるための力を育成するとともに，自己の適正を考え，社会のどの方面で活躍できるかを

判断する力を身につけることができるようにキャリア支援教育を行った． 

(資料1)キャリア支援教育2019実施内容 
  キャリア⽀援教育 ⽇時・場所 内容 

1 

理学部新⼊⽣を対象に
したキャリアガイダン
スの開催 

4 ⽉19 ⽇ 14：45〜16：15 
会場：理学部多⽬的ホール 

岸本教授（就職・キャリア⽀援センター副センター⻑） 
⾈⽊智美⽒（株式会社マイナビ）「企業の求める⼈材像及
び若年者をとりまく雇⽤環境等について」 
尾⼭真特命准教授・COC+統括コーディネーター「進路を
意識した⼤学⽣活の送り⽅」 

第1 回理学部3 年⽣
および⼤学院新⼊⽣を
を対象にしたキャリア
ガイダンスの開催 

4 ⽉22 ⽇ 10：30〜12：00 
会場：理学部多⽬的ホール 

岸本教授（就職・キャリア⽀援センター副センター⻑）
「キャリアデザインについて考える」 
野崎教授（理学部前就職指導委員⻑）「平成30 年度理学部
卒業⽣の進路」 
村⽥恭平⽒（株式会社リクルートキャリア）「就職活動の
状況とインターンシップについて」  

第2 回理学部3 年⽣
および⼤学院新⼊⽣を
対象にしたキャリアガ
イダンスの開催 

10 ⽉9 ⽇ 14：15〜16：15 
会場：理学部多⽬的ホール ⾈⽊智美⽒（株式会社マイナビ）「⾃⼰PR 作成講座」 

2 インターンシップへの
取り組み 

6 ⽉26 ⽇ 14：45〜 
会場：A424 講座室 インターンシップ希望者に対するDVD 講習会 

3 

理学部同窓会や理学部
各学科の協⼒によるキ
ャリア⽀援授業（理系
キャリアデザイン講
座・理学⼈材キャリア
形成講座）の開講 

10 ⽉2 ⽇ 13：00〜13：45 
会場：A424 号室 
 
10 ⽉2 ⽇ 13：45〜14：30 
      
会場：A424 号室 

蛭⽥健司⽒（株式会社AKAIL）「発展を続けるゲーム業界
の展望とキャリアの築き⽅」 
岡⽥知⼦（北陸コカ・コーラプロダクト株式会社穂波⼯場
「“好き”だけで、仕事ができるか」 
  

10 ⽉9 ⽇ 13：00〜13：45 
会場：A424 号室 
 
10 ⽉9 ⽇ 13：45〜14：30 
会場：A424 号室  

池内雄⼀郎（⽇医⼯株式会社）「理学部（理学研究科）か
ら社会に出て〜社会に出る前と出た後で⼤事なこと〜」 
野原秀将（株式会社広貫堂）「⼀般医薬品の開発について
〜成功例、失敗例を通して学んだこと〜」 

10 ⽉23 ⽇ 13：00〜13：45 
会場：A424 号室 
 
 
10 ⽉23 ⽇ 13：45〜14：30 
会場：A424 号室 
  

⼤野⿇波（YKK AP 株式会社）「YKK精神「善の循環」か
ら学んだ私の仕事（数値解析シミュレーション）の歩み〜
そのときベストをつくす〜」 
⻘⽊功介（株式会社インテック）「IT技術（AI、画像処
理、ネットワーク）を駆使した問題の解決〜企業における
研究者の役割とは〜」 

10 ⽉30 ⽇ 13：00〜14：30 
会場：A424 号室 

新平雅典（株式会社不⼆越）「グローバル化するものづく
り」 

11 ⽉6 ⽇ 13：00〜14：30 
会場：A424 号室 

服部忠幸（株式会社フォーラムエンジニアリング）「理学
部出⾝の活躍の場：学びが武器になる」 

11 ⽉13 ⽇ 13：00〜14：30 
会場：A424 号室 

平原淳⼦（WDB株式会社エウレカ）「理系のスキルで活躍
する様々なキャリアの可能性」 

富山大学理学部 Annual Report 2019 45

理学部を特徴付ける教育・研究



11 ⽉20 ⽇ 13：00〜13：45 
会場：A424 号室 
 
11 ⽉20 ⽇ 13：45〜14：30 
会場：A424 号室  

脇本孝俊（株式会社⼟⽊管理総合研究所）「⼤学で学んだ
事は⽣かせるのか？〜⼤学院卒で理系専⾨職に就いて〜」 
⻄川久信（救急薬品⼯業株式会社）「医薬品メーカーでの
経験から〜やりがいを感じること、⼤変なこと〜」 

12 ⽉4 ⽇ 13：00〜13：45 
会場：A424 号室 
 
12 ⽉4 ⽇ 13：45〜14：30 
会場：A424 号室  

藤原良彦（アステラファーマチック株式会社）「ものづく
りと環境」 
藤川武命（学校法⼈新井学園⾼岡向陵⼝頭学校）「⾼等学
校における外部とのつながり〜地域貢献や課題研究の実践
〜」 

12 ⽉11 ⽇ 13：00〜14：30 
会場：A424 号室 

宮本憲優（エーザイ株式会社）「プレ・コンペティティブ
な企業間連携における価値創造〜ヒト iPS細胞応⽤安全性
評価コンソーシアム〜」 

1 ⽉8⽇ 13：00〜14：30 
会場：A424 号室 

株式会社アサノ⼤成基礎エンジニアリング「社会インフラ
整備を通じての社会貢献：建設コンサルタント技術者の⽣
きがい」 

4 理学部就職・進学合同
説明会 

10 ⽉2 ⽇ 14：45〜15：45 
会場：多⽬的ホール 

就職内定学⽣による就職活動体験談発表会 
⾦⼦圭佑君（⼤学院理⼯学教育部修⼠課程数学専攻） 
⼭下⼤輔君（理学部物理学科） 
丸茂就職指導委員⻑「就職実績の現状と今後の対応につい
て」 

(資料2)令和元年度インターンシップ実習状況 
 企 業(団 体) 名 受入人数 実働日数 

1 YKK株式会社 1 名 10 日間 
2 朝日印刷株式会社 1 名 2 日間 
3 朝日建設株式会社 1 名 5 日間 
4 朝日建設株式会社 1 名 10 日間 
5 株式会社池田模範堂 3 名 1 日間 
6 石川ダイハツ販売株式会社 1 名 2 日間 
7 一正蒲鉾株式会社 1 名 1 日間 
8 一般財団法人日本気象協会 1 名 1 日間 
9 今村証券株式会社 1 名 1 日間 
10 核融合科学研究所 1 名 5 日間 
11 金沢市役所 1 名 5 日間 
12 株式会社MINAMI 1 名 5 日間 
13 株式会社SHIMARS 1 名 1 日間 
14 株式会社アイザック 1 名 2 日間 
15 株式会社アイザック 2 名 3 日間 
16 株式会社アドヴィックス 1 名 8 日間 
17 株式会社石金精機 1 名 2 日間 
18 株式会社インテック 2 名 2 日間 
19 株式会社キミコン 2 名 5 日間 
20 株式会社共立メンテナンス 1 名 10 日間 
21 株式会社システムサーバー 1 名 1 日間 
22 株式会社トーキン 1 名 5 日間 
23 株式会社とだか建設 1 名 3 日間 
24 株式会社日本オープンシステムズ 1 名 5 日間 
25 株式会社野上緑化 2 名 2 日間 
26 株式会社野手組 1 名 1 日間 
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27 株式会社ノバック 1 名 1 日間 
28 株式会社ハイテックス 1 名 2 日間 
29 株式会社ハウステック富山工場 1 名 5 日間 
30 株式会社ピューマ(オートバックス） 1 名 5 日間 
31 株式会社北陸銀行 1 名 5 日間 
32 株式会社ユーコム 1 名 1 日間 
33 京都府庁 1 名 1 日間 
34 協和ファーマケミカル株式会社 2 名 1 日間 
35 金属技研株式会社 1 名 1 日間 
36 ゲンキー株式会社 1 名 1 日間 
37 コーセル株式会社 1 名 3 日間 
38 国立研究開発法人防災科学技術研究所 1 名 5 日間 
39 コマニー株式会社 1 名 1 日間 
40 助野株式会社 1 名 1 日間 
41 セイコーエプソン株式会社 1 名 5 日間 
42 ダイト株式会社 2 名 2 日間 
43 田岡化学工業株式会社 1 名 2 日間 
44 高尾建設株式会社 1 名 5 日間 
45 高崎信用金庫 1 名 1 日間 
46 立山化成株式会社 1 名 5 日間 
47 田中精密工業株式会社 1 名 1 日間 
48 東亜薬品工業株式会社 2 名 2 日間 
49 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 1 名 1 日間 
50 富山県環境科学センター 2 名 5 日間 
51 富山県西部森林組合 1 名 3 日間 
52 富山県西部森林組合 1 名 1 日間 
53 富山県庁 4 名 5 日間 
54 富山県農林水産総合技術センター 1 名 5 日間 
55 富山小林製薬株式会社 1 名 1 日間 
56 富山市役所 1 名 5 日間 
57 富山第一銀行 1 名 5 日間 
58 富山大学 5 名 5 日間 
59 長野県庁 1 名 5 日間 
60 長野市役所 1 名 3 日間 
61 日東メディック株式会社 1 名 2 日間 
62 日本システム開発株式会社 1 名 3 日間 
63 日本ソフテック株式会社 1 名 1 日間 
64 ビニフレーム工業株式会社 1 名 1 日間 
65 ファインネクス株式会社 1 名 5 日間 
66 福井育英センター 1 名 5 日間 
67 福井県桜木図書館 1 名 5 日間 
68 福井山田化学工業株式会社 1 名 5 日間 
69 北銀ソフトウエア株式会社 2 名 5 日間 
70 北銀ソフトウエア株式会社 1 名 1 日間 
71 北陸コンピューターサービス株式会社 1 名 5 日間 
72 北陸コンピューターサービス株式会社 1 名 10 日間 
73 丸栄運輸機工株式会社 1 名 1 日間 
74 山岡石材工業株式会社 1 名 2 日間 
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75 ルネサンスエレクトロニクス 1 名 5 日間 
76 株式会社小松村田製作所 1 名 3 日間 
77 株式会社富山村田製作所 1 名 5 日間 
78 日本カーバイト工業株式会社 1 名 2 日間 
79 日本海環境サービス㈱ 1 名 5 日間 
80 大連企業実地研修 1 名 8 日間 

 (注1)大学院 理工学教育部大学院生を含む． 
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2.1.10 サイエンスフェスティバル 2019  

理学部副学部長 柘植清志 
 
日時： 令和元年9月28日(土) 10時～16時30分,9月29日(日) 10時～16時 

主催： サイエンスフェスティバル運営委員会、富山大学「理工ジョイントフェスタ」実行委員会、 

富山大学理学部、富山大学工学部 

共催： 富山大学地域連携推進機構、仰岳会（富山大学工学部同窓会）、富山大学理学部同窓会、 

北日本放送株式会社、株式会社北陸銀行 

後援： 富山県教育委員会、富山市教育委員会 

協賛： 県内企業・団体等 48社 

 
青少年の「理科離れ」が言われて久しいなか、科学の不思議さ、面白さ、そして日本経済を支える「ものづ

くり」への興味喚起と楽しさを青少年に伝えるために、富山大学の理学部と工学部が、日頃の教育・研究や社

会貢献活動で培った内容を元に、地域の小中高校生から一般の人までの幅広い方々を対象に、「サイエンスフェ

スティバル 2019」(理学部)と「夢大学 in工学部 2019」(工学部)よりなる富山大学開放事業「理工ジョイント

フェスタ2019」を共同開催しました。  
「サイエンスフェスティバル 2019」では、「飛び込もう！未知と創造の海へ～まだ見ぬ発見を求めて～」のテ

ーマの下、理学部の学生たちが約25テーマの科学体験実験や展示を実施しました。各ブース・展示とも、小中

高校生をはじめ一般の方にサイエンスをわかり易く楽しく伝えようと、夏休みから準備を行ってきました。理

学部特別講演会では、「地震はなぜ起こるの？～富山の地震について学び・深め・伝えよう～」というタイトル

で、富山大学大学院理工学研究部の安江健一先生に講演を頂きました。恒例となってきた KNB との共同企画

「紙でプログラミング 自動制御モーターカーでバトル‼」には多くの小学生が参加し、自分でモーターカーを

制御し、歓声をあげていました。高校生の研究発表会では、県内高校生による 6件の口頭発表があり、富山中

部高等学校の「直方体から正八面体に変化する NaCl 結晶 〜ポリアクリル酸ナトリウムによるミラー指数

｛1,1,1｝面の安定化〜」が最優秀賞を、富山第一高等学校の「微速度撮影によるアカハライモリ発生時間の研

究」が特別賞を、富山中部高等学校の「みんなで楽しいバドミントン！－ 理想の対戦方式 －」、「ナタマメと

ダイズ粉末のウレアーゼ活性 〜高い酵素活性をもつ種子粉末の活用を目指して〜」、「ハタタテネジリンボウ

とエビの共生についてpart 2」、「トミヨの環境ＤＮＡの検出と生息調査について」が理学部長賞を受賞しまし

た。理工共同特別講演では、毎日新聞論説委員の元村有希子様による「カガク力を強くする」というタイトル

でご講演を頂きました。多くの一般客の来場があり、アンケートの結果約94％の来場者から「また来たい」と

の回答を頂きました。さらに、今年度のリピート率も50%を上回りました。 

イベント内容： 
学生が企画した科学体験実験コーナー 約 25テーマ    9月28日(土) 10：00～16:30、 

   9月29日(日) 10：00～16:00 
 
KNBとの共催企画  紙でプログラミング自動制御モーターカーでバトル‼ 

   9月28日(土) 13：30～15:30  
 
サイエンスショー                                   9月28(土) 11：00～12:00 
 
高校生による科学研究発表会 理学部多目的ホール     9月28日(土) 10：00～12:00   
 
サイエンスカフェ 

「美味しさの秘密は水にある！～軟水と硬水、地形が育む水の違い～」 9月29日(日) 11：00～12:00 

「光の不思議～偏光板アートに挑戦しよう！～」                9月29日(日) 15：00～16:00 

 

「知識を試せ！サイエンスカードゲーム」             9月28日(土)12:15～13:15 

                                    9月29日(日)13:00～14:00 
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「とんぼ玉をつくろう！」                    9月28日(土) 9月29日(日) 

 

「理学部の最先端研究紹介」                   9月28日(土) 9月29日(日) 

 

【理学部特別講演会】 理学部多目的ホール9月28日(土) 13：00～14:30 

  富山大学大学院理工学研究部 安江健一 先生  

   『地震はなぜ起こるの？～富山の地震について学び・深め・伝えよう～』 

 

【理工共同企画特別講演会】 理学部多目的ホール9月29日(土) 13：30～14:30 

   毎日新聞論説委員 元村有希子 氏 

   『カガク力(りょく)を強くする！』 

 

入場者数：（入り口での入場者数計） 

    １日目 649人、 ２日目 723人  計 1,372人  

 

サイエンスフェスティバル２０１９開催の様子 

数学科                    物理学科 
   
 
 
 
 
 
 
 

化学科                    生物学科 
  
 
 
 
 
 
 
 

地球科学科                  生物圏環境科学科 
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理学部特別講演会                   横畑先生主催 

「地震はなぜ起こるの？～                        「あなたはここでモグラに会える」 

富山の地震について学び・深め・伝えよう～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理工共同企画特別講演会            

「カガク力(りょく)を強くする！」                  とんぼ玉をつくろう！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

サイエンスフェスティバル 2019 アンケート集計 

項目 内訳 1 日目 ２日目 合計 

年齢 

一般 70 75 145 

高３ 6 5 11 

高２ 0 2 2 

高１ 0 7 7 

中３ 6 1 7 

中２ 5 0 5 

中１ 2 4 6 

小６ 10 5 15 

小５ 15 20 35 

小４ 13 13 26 

小３ 14 14 28 

小２ 9 10 19 

小１ 8 14 22 

小学生未満 8 8 16 

小学生(学年不詳) 2 1 3 

計 168 179 347 
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性別 

男性 76 73 149 

女性 97 95 192 

計 173 168 341 

どこから？ 

県内 

富山市 73 76 149 

高岡市 21 20 41 

魚津市 2 2 4 

氷見市 4 3 7 

滑川市 4 3 7 

黒部市 7 7 14 

砺波市 9 15 24 

小矢部市 3 0 3 

南砺市 5 4 9 

射水市 9 4 13 

上市町 6 0 6 

立山町 1 14 15 

入善町 5 2 7 

県内(市町村名不詳) 12 11 23 

計 161 161 322 

県外 

石川県 4 3 7 

長野県 0 1 1 

三重県 0 1 1 

北海道 0 1 1 

愛知県 1 0 1 

県外(都道府県名不詳) 2 4 6 

計 7 10 17 

交通手段は？ 

自動車 131 148 279 

電車 15 15 30 

自転車 1 4 5 

徒歩 18 5 23 

バス 1 1 2 

電車＋バス 0 0 0 

サイフェスに来たことは？ 
ある 76 96 172 

ない 96 73 169 

何で知りましたか？ 

チラシ 113 106 219 

ポスター 11 3 14 

テレビ 7 14 21 

ラジオ 0 10 10 

新聞 10 3 13 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 21 11 32 

知人 25 23 48 

その他 8 13 21 

富山大学理学部 Annual Report 201952

理学部を特徴付ける教育・研究



参加してよかったですか？ 

とてもよかった 127 129 256 

よかった 38 36 74 

ふつう 8 2 10 

あまりよくなかった 0 0 0 

よくなかった 0 0 0 

また来たいですか？ 

来たい 151 162 313 

来たくない 2 0 2 

わからない 14 4 18 
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2.1.11 高大連携事業 2.1.11 高大連携事業 
広報委員会委員長 高大連携部会長 岩坪 美兼 

理学部では，広報委員会 高大連携部会を中心として，下記の高大連携事業に取り組んでいる． 
 

1. 理学部への高校生およびPTA の来訪 (資料1) 
2. 高校からの要請により教員が高校へ出向いて実施した進学説明会・模擬授業 (資料2) 
3. 高等学校等からの要請により，教員が出向いて実施した出前講義 (資料3) 
4. 富山県内の高等学校への課題研究指導 (資料4) 
5. SSH評価委員会 実施状況 (資料5) 
6. 富山県高文連自然科学部研究発表会 (資料6) 
7. 富山東高校運営評議員会 (資料7） 

 

(資料1) 大学見学 実施状況 
 

No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 

1 富山県 高岡南高校 5/28 10：30～11：50 2年生 22名 化学 宮澤 

2 富山県 氷見高校 6/19 10：25～10：55 2年生 5名 生物 岩坪 

3 富山県 第一学院高校 6/20 14：40～15：10 全学年 10名 数学 幸山 

4 富山県 南砺福野高校 7/2 10：00～10：30 ＰＴＡ 8名 生物 岩坪 

5 富山県 富山いずみ高校 7/5 9：40～10：50 1年生 16名 生物 岩坪 

6 富山県 滑川高校 7/8 10:30～11:15 2年生 13名 生物 岩坪 

7 富山県 富山東高校 7/9 9：00～15：10 2年生 66名 

物理 
生物 
化学 
生物圏 

榎本 
山崎 
宮澤 
蒲池 

8 富山県 富山北部高校 7/16 10：25～10：55 1年生 17名 化学 宮澤 

9 岐阜県 吉城高校 7/26 
13：00～説明・見学 
13：55～模擬授業 

1・2年生 12名 生物 
岩坪 
山崎 

10 富山県 魚津高校 8/22 
①11：35～12：35 
②14：00～15：00 
15：00～見学・説明  

1年生 
①41名 
②36名 

物理 
生物 
学部説明 

柿﨑 
山崎 
岩坪 

11 石川県 小松高校 10/10 10：15～10：45 PTA 26名 生物 岩坪 

12 石川県 市立小松高校 10/15 10：15～11：15 1年生 11名 生物 岩坪 

13 新潟県 髙田北城高校 10/17 
13：00～模擬授業 
14：05～見学・説明 

1年生 15名 生物圏 波多 

14 富山県 
富山国際大学付

属高校 
10/24 15：35～16：05 1年生 14名 生物圏 波多 

15 三重県 津東高校 10/25   3年生 高校生1人 数学 上田 

16 岐阜県 郡上高校 10/29 
13：00～13：30 
13：50～14：20 

２年生 
D班：6名 
F班：9名 

生物 岩坪 

17 岐阜県 益田清風高校 10/30 13：25～13：55 1年生 13名 生物 岩坪 

18 石川県 鹿西高校 10/31 14：15～14：45 １年生 28名 生物圏 波多 
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 (資料2) 進学説明会・模擬授業 実施状況 
No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 

1 富山県 
富山高等 
専門学校 

5/16     50名 化学 野﨑 

2 富山県 富山南高校 6/18 15：15～16：05 1年生 23名 生物 岩坪 

3 富山県 南砺福野高校 7/3 14：40～15：40 2・3年生 7名 生物圏 波多 

4 富山県 滑川高校 7/4 14：00～14：50 1・2年生 17名 化学 宮澤 

5 富山県 桜井高校 7/11 
① 13：25～14：15 
② 14：25～15：15 

2年生 
①11名 
②12名 

生物圏 波多 

6 愛知県 
名古屋市立緑

高校 
7/12 9：30～11：50 1～3年生 

①15名 
②27名 

生物 岩坪 

7 富山県 富山北部高校 8/27 9：40～11：10 2年生 7名 生物圏 
波多 
佐澤 

8 愛知県 刈谷北高校 9/3 
①13：25～13：55 
②14：10～14：40 

1年生 
①33名 
②35名 

生物 岩坪 

9 富山県 
富山いずみ高

校 
9/24 

①14：20～15：10 
②15：20～16：10 

2年生 
①17名 
②14名 

生物 岩坪 

10 山梨県 甲府南高校 9/27 13：55～15：15 2年生 24名 生物 岩坪 

11 愛知県 刈谷北高校 10/24 14：30～15：50 2年生 35名 物理 柿﨑 

12 長野県 長野吉田高校 10/26 
9：00～10：15 
10：30～11：45 

２年生 
①31名 
②29名 

生物 岩坪 

13 愛知県 
愛知工業大学

名電高校 
11/7 13：00～14：30 1・2年生 124名 化学 柘植 

14 岐阜県 吉城高校 11/20 
①13：35～14：25 
②14：35～15：25 

2年生 
①18名 
②18名 

生物圏 波多 

(資料3) 出前講義 実施状況 

No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 

1 新潟県 新津高校 6/17 14：10～16：00 ２年生 22名 数学 古田 

2 富山県 富山高校 7/9 13:20～14：30 １年生 22名 物理 山元 

3 長野県 屋代高校 9/21 
①10：00～11：00 
②11：15～12：15 

2年生 
①30名 
②23名 

物理 栗本 

4 新潟県 髙田北城高校 12/3 13：00～14：30 ２年生 9名 化学 野﨑 
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(資料4) 課題研究 派遣教員 実施状況 
No 実施校(場所) 実施期日 派遣教員名 

1 富山高校 

5月14日(火)、9月24日（火） 濱名正道 

5月28日(火)、9月24日（火） 川部達哉 

5月14日(火)、9月24日（火）、10月16日(水) 宮澤眞宏 

5月14日(火)、10月1日（火） 吉田範夫, 中町智哉, 岩坪美兼 

2 富山中部高校 

6月17日(月)、10月28日(月)、1月24日(金) 小林久壽雄, 川部達哉, 松本裕司 

6月17日(月)、11月18日(月)、1月24日(金) 唐原一郎 

1月24日(金) 岩坪美兼 

3 高岡高校 

5月9日(木)、9月28日(土) 田中大祐 

5月23日(木)、9月28日(土) 
柏木健司, 堀川恵司 

1月23日(木) 田中大祐, 堀川恵司 

4 高岡高校 11月7日(木) 田中大祐 

5 高岡南高校 5月28日(火)、8月24日(土)、10月1日(火) 宮澤眞宏 

6 新潟県立新津高校 6月17日(月) 古田高士 

7 氷見高校 5月7日(火)、9月13日(金) 山崎裕治 

8 富山東高校 9月27日(金) 玉置大介, 丸茂克美, 阿部幸隆 

9 富山東高校 10月4日(金) 柿﨑 充, 岩坪美兼 

10 富山東高校 2月8日(土) 岩坪美兼, 玉置大介 

11 
三校合同課題研究発表会 
富山中部、富山、高岡 

12月15日(日) 岩坪美兼 

 
(資料5) SSH評価委員会 実施状況 

No 実施校(場所) 実施期日 担当者名 

1 富山中部高校  7月9日(火)、2月12日(水) 岩坪美兼 

 
(資料6) 富山県高文連自然科学部研究発表会 

No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 審査員 11月16日(土) 岩坪美兼 

畑田圭介 

山崎裕治 

 
(資料7）富山東高校運営評議員会 

No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 富山東高校 6月29日(土)、2月22日(土) 岩坪美兼 
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2.1.12 受賞学生及び研究助成に採択された学生  

■令和元年度 理学部・理工学教育部修士課程 (理学領域) 学生表彰対象者 
1) 理学部 (学長表彰２名，学部長表彰18名)  

数学科 物理学科 化学科 生物学科 地球科学科 生物圏環境科学科 
〇松岡 広太郎 

油井 駿斗 

福岡 雄介 

◎原 和花 

〇菅野 聡 

中山 遥太 

蟹 雄介 

◎山下 大輔 

〇中根 龍 

望月 海飛 

志村 朋哉 

○金子 杏日香 

山浦 遼平 

土本 舞子 

〇引地 祥子 

進藤 愛可 

髙橋 秀徳 

〇小宮山 陽平 

倉澤 央 

松浦 匠真 

 (注)  ○は各学科の成績最優秀者，◎は学長表彰対象者 
 

2) 理工学教育部修士課程 (理学領域：教育部長表彰6名)  
数学専攻 物理学専攻 化学専攻 生物学専攻 地球科学専攻 生物圏環境科学専攻 

青山 大輝 杉本 良介 Lee Sun Eui 市川 陽菜 更科 孟 後藤 元志 

 
■2019 年度 TOEIC IPテスト 優秀者 
理学部１年生を対象 (２年生以上は希望者) にTOEIC IPテストを実施した． 
その中で，特に優秀な成績を修めた学生を表彰した． 

前期 (テスト実施：７月３日)   後期 (テスト実施：12月18日)  

最優秀賞 熊 佳慧  最優秀賞 川﨑 光 
熊 佳慧 

優秀賞 

田村 誠也 

市野 光太朗 

増山 慈 

中込 華加 

原田 紘明 

山﨑 優香 

白濱 直幸 

山本 健二朗 

油屋 紫乃 

武藤 太一 

井上 直樹 

相澤 愛可 

貫里 海斗 

福田 拓郎 

中屋 里菜 

稲垣 里菜 

藤本 美柚 

築田 姫乃 

藤村 優 

 
 

優秀賞 

市野 光太朗 

原田 紘明 

小林 健 

山本 健二朗 

大西 匠 

貫里 海斗 

堀田 健司 

角村 佑稀 

稲垣 里菜 

大津 岳士 

長瀬 茉莉 

奨励賞 
550点以上 

樋山 桜子 

松本 茉倫 

高橋 光希 

堀内 優希 

若林 孝尚 

相澤 愛可 

山田 瑞樹 

奨励賞 
550点以上 

小林 健 

平井 泰蔵 

大塚 紗樹 

木瀬 拓哉 

大西 匠 

丸橋 直生 

大林 瑛 

奨励賞 
 (得点差)  堀内 優希 

 奨励賞 
 (授業枠)  鈴木 陽斗 

  (27 名)     (22 名)  
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■意欲的単位修得者及び単年度成績優秀者を表彰対象者 
1) 意欲的単位修得者 (４年生：18名)  

 
数学科 物理学科 化学科 生物学科 地球科学科 生物圏環境科 

学科 

４

年 

瀧澤 蓮 
油井 駿斗 
原 悠恭 

犬飼 春陽 
原 和花 
大川 皓資 

安部 雄大 
中村 拓美 
小池 裕太 

鵜嶋 涼 
渡辺 拓実 
土本 舞子 

江藤 聡志 
相川 唯 
髙橋 秀徳 

武井 柚佳 
青木 茉奈 
馬庭 千菜実 

 
2) 単年度成績優秀者 (53名)  

 数学科 物理学科 化学科 生物学科 地球科学科 生物圏環境科

学科 

２

年 

牛島 正宗 
角田 蓮 
谷本 晃太 

安田 新 
前川 翔 
下地 巧真 

堀田 健司 
三浦 弘翼 
宮崎 優大 

清水 京杏 
綿谷 みなも 
桶屋 美帆 

 
深山 美里 
田嶋 由 
中屋 舞美 

３

年 

藤原 礼子 
金堂 優哉 
樋口 和紀 
深田 智大 

阿部 繁 
明法寺 龍也 
長谷川 珠実 

山田 修太郎 
植田 智貴 
河村 賢悟 

田母神  さく
ら 
田口 直哉 
小出 みなみ 
近藤 聡実 

花里 佳奈穂 
辻 泰成 
晴柀 茜 

峯村 友都 
藤本 美柚 
大塚 進平 

４

年 

松岡 広太郎 
油井 駿斗 
福岡 雄介 

菅野 聡 
原 和花 
中山 遥太 

望月 海飛 
中根 龍 
安部 雄大 

渡辺 拓実 
金子 杏日香 
山浦 遼平 

染谷 由樹 
引地 祥子 
中村 皓大 

倉澤 央 
小宮山 陽平 
松浦 匠真 

 
■令和元年度学生受賞者 

1. 片境 紗希 (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) , 

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 ‐海底地下水湧出に着目して‐, 

2018年度笹川科学研究奨励賞 

2. 森 裕紀 (理工学教育部化学専攻 修士課程１年), 

人工改変リボザイムによる多彩なRNAナノ多角形の構築とAFM観測 

日本生化学会北陸支部 第 37回大会, 学生トラベル・アワード 

3. 海野 奏 (大学院理工学教育部 地球科学専攻 修士課程１年), 

「生きている生痕化石」の形成実験：カブトガニ類生痕に関する堆積学的・行動学的検討, 

日本古生物学会2019年年会, 優秀ポスター賞 

4. 渡邉 佳佑 (大学院理工学教育部 生物学専攻 修士課程 2年), 

キンギョの摂食行動と情動行動に及ぼすアルギニンバソトシン (AVT) の脳室内投与の影響, 

第 34回日本下垂体研究会学術集会, 優秀発表賞 

5. 太田 蕗子 (大学院理工学教育部 博士課程 ナノ新機能物質科学専攻 2年), 

Full-potential多重散乱理論による偏光方向平均された分子座標系光電子角度分布の理論研究, 

第 22回 XAFS討論会, 学生奨励賞 

6. Chanika Chanthasa (大学院理工学教育部博士課程 3年), 

Removal of dissolved humic substances by using poly-γ-glutamic acid as coagulant aid, 

The International Conference on Inventions and Innovations for Sustainable Agriculture 2019 

 (持続可能な農業のための発明とイノベーションに関する国際会議),  

Outstanding oral presentation award  (優秀発表賞)  

7. 小濵 望 (大学院理工学教育部修士課程 2年), 

分散微粒子による吸着を用いた高感度な簡易分析法の開発と環境水への応用, 
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第 38回分析化学中部夏期セミナー, 優秀ポスター賞 

8. 桑名 李沙 (大学院理工学教育部修士課程 2年), 

ITOを被覆した光ファイバーによる金属イオンの分光電気化学センシング, 

日本分析化学会 第 68年会, 若手ポスター賞 

9. 開発 輝一 (大学院理工学教育部修士課程 1年),  

森 有紀乃 (大学院理工学教育部修士課程 1年), 

New noise search method by portable PEMs, 

The 23rd KAGRA face-to-face meeting, Best poster award 

10. 松浦 匠真 (生物圏環境科学科4年), 

局在表面プラズモン共鳴を利用したプローブ型電気化学－光ファイバーセンサーの開発, 

2019年度 北陸地区講演会と研究発表会, 優秀ポスター賞 
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2.1.13 理学部での英語教育 2019  
 教務委員会委員長 石井博 

Ⅰ．背景 
社会，経済のグローバル化に伴い産業界からグローバル人材育成が要請されている．特に理系人材の実用英

語力養成は急務であるとされている．国内では，実用英語力を測る指標として，東アジアで受験者が特に多い

実用ビジネス英語能力を測る指標であるTOEICテストスコアが用いられている． 
「上場企業における英語活用実態調査 2013 年」報告書（国際ビジネスコミュニケーション協会）によると，

7割の企業が採用時にTOEIC スコアを参考にし，16％の企業（304社回答）でTOEIC スコアを異動，昇進・

昇格の要件にしている． 
しかし，理学部には英語の苦手な学生が多く，卒業時の学生へのアンケート調査結果においても，英語など

の外国語によるコミュニケーション能力の問い（問5「母語以外の外国語（英語など）の語学力（聞く，話す，

読む，書く）」）に対してポジティブに評価する回答である「十分身に付けることができた」「ある程度身に付け

ることができた」の数値は，他の質問項目と比べてきわめて低い．  
 

Ⅱ．今年度の取り組みと結果 
1) 2019年度に実施した英語教育 

 理学部では，英語強化プログラムとして，海外英語研修プログラム，e ラーニング教材アルクネットアカデ

ミー2 を利用した「TOEIC英語 e-ラーニング」を行っている． TOEIC英語 e-ラーニングを開始した2019
年度の前期 に行った1 年生のTOEICテスト平均スコアは397点であった（表1）．TOEIC スコアを異動，

昇進・昇格の要件にしている企業が新入社員に期待するスコアは565点であることから，この目標に到達す

るためには約170点のアップを目指す必要がある．そのため，「TOEIC英語 e-ラーニング」を継続的に履修

できるように，前期・後期に1単位ずつ専門基礎科目として開設している.また海外留学促進も意識した海外

英語研修プログラムも実施している． 
 

2)専門基礎科目「TOEIC英語 e-ラーニング」 

・年間スケジュールは以下の通り 
（前期） 
第1回(4 月17 日) TOEIC(R)英語力アップセミナー 
第2回(4 月24 日) e-Learningへの導入.TOEIC(R)テストの目標点を設定 
第3回(5 月8 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第4回(5 月15 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第5回(5 月22 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第6回(5 月29 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第7回(6 月5 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第8回(6 月12 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第9回(6 月19 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第10回(6 月26 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第11回(7 月3 日)  TOEIC(R) IP受験(@共通教育棟) 
第12回(7 月24 日)  TOEIC(R) TOEIC® L&R 苦手パート対策法，夏休み対策，後期に向けて 
（後期） 
第1回(10 月2 日) TOEIC(R)英語力アップセミナー ガイダンスののちクラス登録申請の作業。 
第2回(10 月9 日) e-Learningへの導入. TOEIC(R)テストの目標点を設定 
第3回(10 月23 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第4回(10 月30 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第5回(11 月6 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習  
第6回(11 月13 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第7回(11 月20 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第8回(11 月27 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習  
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第9回(12 月4 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第10回(12 月11 日) テキストおよび e ラーニング教材を用いた演習 
第11回(12 月18 日) TOEIC® L&R IP受験(@共通教育棟)  
第12回(1 月22 日)  TOEIC® L&R 苦手パート対策法 
 

3)結果 

 理学部新入生オリエンテーション及び保護者懇談会で英語学習の必要性を強調した．特に新入生オリエンテ

ーションでは，実社会における英語能力の重要性や，理学部学生の TOEIC スコアの現状と目指すべき数値等

を挙げ，英語学習の重要性を強調した．しかし，2019 年度前期にTOEIC英語学修プログラムの履修登録を行

ったのは59 名と，この5 年間で最低となった（表2）．要因としては，2018 年度から始まった教養教育一元化

に伴い，今年度入学生は1 年次により多くの教養科目の履修の必要があったためではないかと考えられる．本

年度も，昨年までと同様、3 限目は多目的ホールでアドバイザーによるペアワークを含めた講義形式，4 限目

は情報基盤センターで ALC NetAcademy2 を用いた自習およびアドバイザーによる個別指導の形をとった．

中間段階でTOEIC模擬テストを，期末にTOEIC IP受験を行ったのち，振り返りを行った．後期にも引き続

き開講することを強調したが，後期の履修登録者数は21 名と，昨年と同様かなり少なかった． 
 本年度のTOEIC IP のスコアは，前年度よりわずかに低いものの，履修者の1 年生後期のスコアは505点と

高い水準だった（表 3）．本年度の e-ラーニング受講者の平均点は 63.5点もの大幅な上昇がみられた．これは

後期の未受講者の平均点の伸び（7.5点）と比べると非常に大きく、e-ラーニングによる英語力向上の成果と思

われた． 
 
表1  2015～2019 年度に行ったTOEIC IPテストの結果 

 
 
 
 
 
 
 

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

１年生 平均点 437 397 439 395 482 426 420 404 448 404

標準偏差 140 127 132 113 103 98 104 99 125 117

最高点 825 870 930 845 850 690 680 765 835 755

最低点 205 160 240 190 280 220 205 165 175 150

受験者 77 174 39 149 79 177 85 192 66 220

前期IPのみで後期IP非受験者（１年） 平均点 - 372 396 412 399 385

人数 - 100 126 125 117 162

２年生以上学部 平均点 508 499 475 475 509 426 442 447 448 469

標準偏差 139 115 162 109 128 98 119 108 125 136

受験者数 16 23 16 15 18 177 26 11 66 12

大学院 平均点 - 534 615 275 490 419 488

標準偏差 - 121 117 113

受験者数 - 4 1 0 0 1 0 1 14 9

TOEIC英語e-ラーニング受講者全体 平均点 507 450 471 418 463 445 437 407 460 413

標準偏差 163 141 150 114 93 104 109 99 123 117

最高点 775 870 930 845 610 690 680 765 760 755

最低点 205 185 250 195 305 220 205 195 225 175

2019 2018 2017 2016 2015
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表2  TOEIC 英語学習プログラム履修登録者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表3  TOEIC 英語 e-ラーニング履修登録者のスコア平均 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表4  1 年生前後期両方受験者及び履修者のスコアの伸び 
 

 
 

 

Ⅲ．今後の課題 

「TOEIC英語 e ラーニング」の 2019 年度の履修者数は過去 6 年間で最低であったことから，2020 年度は

新入生オリエンテーションなどで、これまで以上に受講を強く推奨する必要がある．また，前期振り返りの際

に後期も履修するよう強くアナウンスすることが必要であると考えられる．ただし、2020 年度は ALC 
NetAcademy2 のサポート期間が切れてしまうため，その中でいかにして受講者を確保していくかも課題であ

る。今後は，1 年生の本講義受講者を増やすとともに，2 年次以降も継続して英語学習を続けていく環境を整

備していくことも重要であると考えられる． 

 

 

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

１年生前後期両受験者 438.7 431.2 451.7 408.5 489.3 464.6 421.1 411.0 460.1 458.2

平均値の伸び 7.5 - 43.2 - 24.6 - 10.1 - 1.9 -

１年生前後期両受験者かつ後期履修者 504.2 440.8 508.8 463.5 470.3 440.3 433.7 416.9 460.3 426.8

平均値の伸び 63.5 - 45.4 - 30 - 16.8 - 33.5 -

2019 2018 2017 2016 2015

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

全体 21 59 19 74 26 137 54 182 28 153

１年生 14 53 13 69 21 133 49 182 24 147

２年生以上 7 6 6 5 5 4 5 0 4 6

2019 2018 2017 2016 2015

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

全体 507 450 471 418 482 445 437 407 460 413

１年生 505 453 509 418 475 443 434 407 457 413

２年生以上 514 415 372 407 509 503 497 - 395 413

2019 2018 2017 2016 2015
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