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物理って何を学ぶのだろう ?

　富山大学物理学科では、素粒子から、原子・分子、ナノ粒子、固体・

結晶、そして宇宙にいたるまで、いろいろな分野のことを学ぶこ

とができます。

　３年生までは、数学的素養や実験技術を含めて物理の基礎を

みっちり勉強します。４年生になると、自分の興味に応じて研究

室を選び、その分野の最先端の研究に間近に触れることになりま

す。

　青春の４年間、山と海と雪を楽しみながら、ここ富山の地でゆっ

たりと物理の世界に浸ってみませんか。

CZ-Si 結晶

KEK 提供
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物理学を学ぶ意味
　いま、日本の技術は大量生産型から脱皮して、次第に高度

な技術を売り物にする方向へ移行しています。このような時代

を切り開いてゆく原動力として、自然現象や物質について基

礎から熟知している人材がどうしても必要になってきます。

　物理学はよく自然科学の王様にたとえられますが、大学で

物理学を専攻した学生は、自然界の仕組みを基礎から体系的

に学び、様々な現象を広い視野から的確に理解することがで

きるようになります。

　これからの技術社会をになう人材として、また、将来をにな

う世代にしっかりとした理科教育のできる者として、物理学を

専攻した学生は多方面で必要とされるでしょう。

NASA 提供

電波望遠鏡 

( 高野秀路博士提供 )

水晶の結晶
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どんな授業が開講されているの?

物理学科で学ぶ物理学の体系

専門の学習内容
　物理学は積み重ねの学問ですので、理学部の物理

学科なら基礎科目についてはどの大学でも以下のよ

うな講義があります。

物理数学：高校までの物理とちがい、大学では多変

数の微分や積分、行列や複素関数などの数学を使い

ます。これにより物理学の様々な現象を具体的に記

述できます。

力学、電磁気学：まず、高校までに習った物理を体

系的に理解し、数学を使って正確に計算できるように

なります。もちろん、大学ではさらにいろいろな力学・

電磁気学の現象を習います。高校で習ったことが物

理のごく一部だということを実感するでしょう。

熱力学、統計力学：原子の世界を支配するとても不

思議な量子力学の法則と、日常の私たちの世界をあ

らわす法則がどのようにつながっているのかを教え

てくれます。

量子力学：原子や素粒子などのミクロの世界を理解

するのに必要な不思議な理論です。全ての分野の基

礎になる大切な科目で、大学で習う科目の代表格と

なるものです。

　本学ではこれらの基礎科目を、講義と演習により徹

底的に学習します。基礎科目で基礎を培ったあとは、

これに続くいろいろな専門科目の内容が理解できる

ようになります。物性物理学関係の科目では固体物

質の多様な物理現象を学び、光学や電磁波物理学な

どの科目では光、電波と物質の関係などを学習しま

す。原子核・素粒子関係の科目では、原子よりもさら

に小さな世界の物理や、逆に大きな宇宙まで含めた

物質の根源を考えさせてくれるでしょう。

　また、講義形式の科目のほかに、物理学実験のよ

うな大切な実習科目もあります。

　学年が高くなるにつれ、一般に学習内容は高度に

なり、少人数の講義や演習が多くなります。そして卒

業のころにはたくさんの学生が学会で発表するほどの

力をもっています。
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２年生の後期の授業  

高校の先生になることを目指して教職科目もばっちり履修している。

３年生の後期の授業

これぞ物理という授業ばかり。

時間割の例

　４年生は研究室に配属されて卒業研究に多くの時間を

使います。

新入生の前期の授業

入学したてなので専門科目はまだ少ないが、選んだ講義の中には

大切なものが多いのでしっかり勉強しようとはりきっている。

研究室でのひととき

物理学科ソフトボール大会

富
とみだい

大・物理学科の教育の特徴

(1 )導入教育による大学へのスムーズな移行
　大学では自主的に学習する態度が重んじられます。

どのように勉強をしたらよいのかを、入学直後に少人

数クラスで指導し、大学生活に早く慣れるように配慮

しています。

(�) 教養教育による豊かな人間性の育成
　広い視野から物事をとらえられるように、豊かな

教養をもった社会人を育成するのも大学の使命です。

本学では多様な科目による教養教育を用意していま

す。

(�) 実験・実習を重視した専門教育
　各学年に学生実験が配してあります。これにより講

義などで学んだ知識を実験を通じて体験的に身につ

けることができます。

(�)習熟度別授業による個人能力の引き出し

と学習の徹底
　これまでの大学教育では珍しかった習熟度別の授

業 ( 演習 ) があり、学生が個々の進度を考慮して選

択することができます。

(�) 卒業研究による自ら考える能力の育成
　自ら問題を見つけ、その解決方法を考えることの

できる人材を育てるのが大学の目標です。４年次で

は全ての学生が卒業研究を行い、専門として学習し

た物理学を中心に、自ら考える能力を鍛練します。

物理学科専門の科目 教養・基礎的科目理学部の基礎科目 教職科目

月 火 水 木 金

1限 
8:��-10:1�

放射線

基礎学

理科教育法

(教職 )

� 限  
10:�0-1�:00

電磁気学 I 電磁気学 I

� 限  
1�:00-1�:�0 物理学実験

Ａ

物理学演習

Ａ

基礎地球

科学実験
科学英語 力学 II

� 限 
1�:��-16:1�

熱力学

� 限 
16:�0-18:00

月 火 水 木 金
1限 

8:��-10:1�
統計力学

� 限  
10:�0-1�:00

量子力学 II
物性物理学

Ａ

電磁波物理

学

核・素粒子

物理学 A

� 限  
1�:00-1�:�0

統計力学
物理学実験

Ｂ，Ｃ

計算機演習

� 限 
1�:��-16:1�

物理学演習

Ｂ

� 限 
16:�0-18:00

月 火 水 木 金
1限 

8:��-10:1�
現代と教育 微分積分学 情報処理 線形代数学

� 限  
10:�0-1�:00

健康スポー

ツ

経済生活と

法
ドイツ語

物理数学

序論
ドイツ語

� 限  
1�:00-1�:�0

地球科学概

論

基礎物理

セミナー
英語

� 限 
1�:��-16:1�

英語 化学概論

� 限 
16:�0-18:00

市民生活と

法
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学生実験 (１、２、３年 )

　高校までの授業では実験を行う機会が少ない場合

がほとんどだと思います。富山大学の物理学科では、

各学年で自分の手を動かした実験を行い、物理法則

等を、自分の手、目で確認し、単なる物理公式だっ

たものを経験できるようにしています。１年生の基

礎物理セミナーでは、少人数教育のもとで教員から

細かく指導を受けながらいくつかのテーマについて

の実験をじっくり行います。２年生では１回ごとに

終了する比較的短い実験を行い、３年生ではひとつ

のテーマにそって実験を３回かけて徹底的に行いま

す。ひとつのテーマは４人程度の少人数グループで

行っています。

　２年生の物理学実験は基礎物理セミナーの応用編

です。物理学のいろいろな分野にわたる 1� の実験

テーマを幅広く体験できます。実験内容としては、物

体の大きさや密度を測るという素朴な実験から、交

流電圧の波形計測や温度測定のような実験技術上基

礎的な実験，光が粒子性をもつことを示した光電効

果などの物理学の発展に大きく寄与した歴史的に重

要な実験などがあります．

　３年生の物理学実験では８つのテーマについて学

びます。実験を通して講義で学んだ内容の理解を深

めるとともに、現代の物理実験において欠くことの

できない基礎的技術を習得します。レーザー回折で

は、物質のミクロな構造解析の原理を学ぶために、

目視できるスリットと可視光を用いた実験を行いま

す。放射線計測では、γ線と物質との相互作用を最

新の実験機器を用いて測定します。マイクロ波、レー

ザー技術に関する基礎的な実験を通じて、電磁波物

理学、レーザー物理学の理解をより一層深めます。

高温超伝導体の多結晶を自作し電気抵抗を測定する

ことで、試料作製に関する知識と電気抵抗の測定法

を学びます。回路工作では、人数分の装置を揃えて

ありますので、一人一人が独立に実験を行うことが

できます。４年次に実験系の講座に進む人にとって

は、卒業研究を行う上での重要な訓練となります。

　実験の結果はレポートとしてまとめて提出し、教

員のチェックやレポート作成指導を受けます。１年

から３年までの学生実験を通じて、４年次の卒業研

究や社会に出てからのレポート作成に必要な能力を

養うことを期待しています。

　物理学実験をうまくおこない実験結果を正しく解

釈するために知っておかなければならない、基本的

な事柄、様々なテクニックについての講義もありま

す。誤差など実験データの取扱、研究対象に応じて

最適な実験装置を工夫・開発するための機械や電気

の知識を学習します。

物理数学Ａ・Ｂ (１、２年 )　

　大学で物理学を勉強する上で必要な数学の知識と

技術を身につけるための授業です。90 分の授業の

１/３を演習に、残り２/３を講義にあてています。

(1 ) 毎回の授業ノートと演習問題をＷＷＷで掲示し

ています。

(�) 演習として、授業の最初に前回の授業内容につ

いて小テストを行います。解答時に本やノートを見

てもかまいません。答案は赤で添削して返却します。

授業訪問

(�) コンピュータを使ったグラフや計算例を示した

り、説明している数学が物理のどの分野で用いられ

るかを解説したりして、物理的なイメージを養うこ

とができるようにしています。

(�) 高校で数学を十分に勉強する時間がとれなかっ

た人のために、この授業や他の自然科学の授業に必

要な数学の知識や技術を自習するための教材を準備

し、ＷＷＷで掲示しています。

http://k2.sci.u-toyama.ac.jp/suugaku/
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現代の錬金術
　結晶物理学研究室 ( 通称３研 ) では物質の構造と

その物質の性質との関係を研究しています。物質の

構造の原子レベルでの研究には、Ｘ線などを用いて

います。特殊なＸ線を利用するために学外のシンク

ロトロン放射光施設に出張して実験することもあり

ます。以下では炭素や金を例にして構造物性物理学

の一端を紹介しましょう。

　物質の性質はその物質の構造に強く依存します。

例えば、ダイヤモンドと黒鉛はどちらも炭素という

1 種類の元

素 だ け か

ら で き て

いますが、

そ の 性 質

は 大 き く

異 な り ま

す。 同 じ

元 素 だ け

か ら で き

ている物質

でもこのように大きな性質の違いを示すのはなぜで

しょうか？それはダイヤモンドでも黒鉛でもその中

には炭素原子が規則正しく整然と周期的に並んでい

るのですが、その並び方がダイヤモンドと黒鉛とで

は全く異なるからです。炭素という 1 種類の元素だ

けからできている物質には、ダイヤモンドと黒鉛以

外にも、ロウソクを燃やしたときに出るスス (炭素

原子の並び方が不規則な物質）や最近流行のフラー

レン (炭素原子が６０個、丁度サッカーボールのよ

うに並んだ物質）、カーボンナノチューブなどがあ

ります。これらの物質中ではダイヤモンドとも黒鉛

とも異なる配置の仕方で炭素原子が並んでいます。

そのことを反映してこれらの物質の性質もまたダイ

ヤモンドや黒鉛のそれとは大いに異なリます。この

ように物質の構造に敏感な物質の性質を原子レベル

から理解しようとする研究分野を構造物性物理学と

呼んでいます。

　物質の性質は原子の並び方だけでなく、物質の

大きさにも依存します。もう一つ例を挙げましょ

う。金は黄金色に輝く金属です。金の延べ棒も金を

薄く延ばした金箔もどちらも金色に輝きます。でも、

金の原子一個では金色には見えないでしょう。で

は、金原子が何個集まれば金色に見えるのでしょう

か？これは実験で確かめることができます。金を真

空中で溶かして蒸気にして飛ばし、ガラスや紙の上

にゆっくりくっつけていくと、降り積もった金原子

の厚みが増すにつれて、少し緑色がかった薄黒い色

だったものがだんだん金色になってきます。このよ

うにある物質の性質は原子の並び方だけでなく、ど

の程度の大きさにわたって並ぶかにもよるのです。

　我々が実際に扱っている物質は炭素や金のように

単純なものばかりではありません。物質の構造とそ

の物質の性質との関係を明らかにすること、物質の

構造や物質の形状を制御することを通して、物質の

性質の制御、新しい性質の創成につながればよいと

思っています。(結晶物理学研究室）

どんな先生がいるの？

　１�名の個性的な教員が教育・研究にあたっています。

研究紹介の内容が示すように各教員の専門は低温・磁

性物理学、素粒子物理学、宇宙論、結晶物理学、分子

分光学、原子分子物理学など多岐にわたっており、卒

業研究では、それぞれの研究室に所属して、これらの

専門分野を学ぶことができます。

　大学には担任という制度やホームルームはありませ

んが、富山大学では、学生それぞれに履修や授業のこ

となどで相談できるアドバイザーとなる助言教員を配

どんな研究をやっているの?
クリスタル

ナノ粒子の作製

置しています。新入生のガイダンスの際に助言教員との

顔合わせがあり、３年生までの間には助言教員との懇談

を行う週間が設けられています。もちろん困ったときに

は随時、相談を受ける体制です。４年生では配属された

研究室の教員が助言教員となります。

　ホームページには、教員の横顔を写真付きで紹介して

いますので、訪れてみてください。

http://www.sci.u-toyama.ac.jp/phys/

の左欄の「教員一覧」をクリック。

　大学の授業の内容を紹介するシラバスもホームページ

に公開されています。
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極低温・強磁場で

新たな物質を探る・創る
　物質の示す磁気現象は、物質１ｃｍ３あたりに

１０２３個程度もの莫大な数含まれる電子集団の量

子的挙動によってもたらされます。強い磁力や高温

超伝導も電子間にはたらく特殊な相互作用によっ

て生じます。私たちの研究室では、自然界に存在

する９２種類の元素を組み合わせて１０００℃以

上の高温で溶かして新しい物質を合成し、それら

を電子の本来の性質を見るのに適した絶対零度 (－

２７３. １５℃ ) に近い極低温の下で、電流や磁場、

熱や圧力に対する反応を調べることにより、電子集

団が持つ未知の磁気的・量子的性質を探っています。

新奇な性質を持つ物質が見つかると、人類の文明進

歩に大きく貢献する可能性が拡がります。私たちの

研究室は熱電能という熱電気的物性量測定に関して

世界的に卓越した技術と実績を有しており、それら

を駆使しながら、超伝導を凌ぐ新たな物理特性の発

見を目指して日夜研究を行っています。(磁気・低温・

磁気共鳴物理学研究室）

レーザーを用いた

極限的測定の追求
　光、とくにレーザー光を使う技術はこの何十年か

の間に飛躍的に進歩しました。近年、身近な電気製

品はほとんど光の技術でできあがっています。物理

学の最先端でもレーザーを使った研究が多くなりま

した。この１０年来のノーベル賞の多くがレーザー

を利用した研究にあたえられているのも偶然ではあ

りません。

　レーザー物理学研究室では、レーザーを利用して

原子や分子のようなミクロの世界に見られる物理現

象を調べたり、新しいレーザー光源を開発していま

す。たとえば、空間を飛び回っている原子をレーザー

光で１カ所に集めて閉じ込め、精密に測定したり、

極低温の液体ヘリウムのような極端な環境下に閉じ

込められた原子の振る舞いをレーザー光で調べてい

ます。また、これまで作ることの難しかったきれい

な遠赤外光をレーザーを使って発生させ、分子の遠

赤外スペクトルを世界中で最も正確に測定していま

す。

　これらの研究で得られる結果は、世の中をリード

する精密光技術や、人類の知的好奇心を育む天文学

の世界で、最も基礎的なデータとして利用されます。

(レーザー物理学研究室）レーザー光の周波数安定化

アーク溶解炉を用いた試料の作製

どんな研究をやっているの?
極限の世界
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宇
 そ ら 

宙を統
す

べる理
ことわり

を探求する
（理論物理学研究室）

宇宙を分子で探る
　私たちの研究室では電波を使った分子の研究をし

ています。電波はラジオ、テレビ、携帯電話、電波

時計、電子レンジなど身近な存在ですが、見えない

ので意識することは少ないかもしれません。電子レ

ンジで食べ物を温めることができるのは食べ物が電

波のエネルギーを吸収するからです。分子も同じよ

うに電波を吸収しますが、分子ごとに吸収する電波

の周波数が違います。ラジオにたとえると、ラジオ

の受信周波数を変えると別の局が受信できますが、

各々のラジオ局がひとつひとつの分子で、分子の吸

収する周波数がラジオ周波数にあたります。この周

波数を知るためには分子に照射する電波 (源）を色々

な周波数に変えてみる必要がありますので、電波源

の開発を行い、電波の周波数を変えて分子の吸収の

様子を調べています (これを分光といいます）。

　研究によって得られた分子の周波数は、宇宙にど

のような分子がどこにどのような環境で存在し、ど

のように変化しているのかといったことを解明する

重要なツールになります。私たちの研究室のデータ

もインターネットで検索できるようにして公開する

ことによって世界の研究者が使えるようにしていま

す。日米欧の協力で南米チリに建設中の電波望遠鏡

が運用を開始し、この研究はさらなる発展が期待さ

れます。宇宙空間にはこれまでに１６０種類以上の

分子がみつかっていますが、この数は地球に存在す

る分子の数から考えると非常に少なく、まだこれか

らも色々な分子が見つかることが予想されます。生

命につながるような分子の発見にも関心が持たれて

います。(電波物理学研究室）

どんな研究をやっているの?
宇宙をみる

オリオン座の星間

分子雲には、メタ

ノール、アンモニ

ア、ギ酸メチル等

の分子が見つかっ

ている
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学生生活・上級生インタビュー

コーヒーを淹れて、歯を磨き、

自転車に乗って、大学に行こう
学部 �年　　渡邉　拓 (新潟県出身 )　

　富山大学の物理学科に入学し、気づけば � 年生

になっていた。今までを振り返ると多くの人との

出会いがあり、様々な経験を通して、成長をして

少しは大人に近づけたかと思っている。それほど、

大学生活を経験して多くのことを学べた。

　大学で物理を勉強している感想として、ぴった

りな言葉がある。それを紹介したい。

"The unreasonable effectiveness of 　　　　

　    mathematics in the natural sciences."

Eugene Paul Wigner

そもそも、物理学とはなんだろうか。人により様々

な意見があるだろうが、私は、この世界に宿って

いる普遍的な構造を、長い間の観測事実に基づい

て見つけ出すことだと思っている。そして、それ

には数学が役に立つということの一種の不思議さ、

驚きが、上記の言葉に詰まっていると感じる。も

研究室の活動と物理の泥臭さ

修士課程 1年　吉原　隆之昌　(新潟県出身）　

　私は現在大学院の修士課程における２年間の１年

目を過ごしている。昨年度の学部 � 年生時は研究室

に配属されて 1 年目で研究室での活動は全てが初め

てなことでばかりで瞬くに 1 年が過ぎ去っていった。

今年は昨年の経験があるので比較的に落ち着いて研

究室の活動ができている。大学院生になると先生か

ら幅広い指示が出される。その指示を１つずつ丁寧

に行っていくことで確実に柔軟性が付いてきている

ことを感じる。それは物理学科の研究室では先生か

らきめ細やかな指導が行われて着実に自らの活動能

力を高められているから

である。

　研究以外の活動も充実

しているが、そういうこ

とはなかなか外部の方に

は想像しにくかったり伝

わらないものである。実

際には研究室に所属して

いる学生は研究だけを行っているわけではなくスポー

ツ大会や飲み会の企画、細かいところでは研究室内の

メンバーでパソコンのネットワーク管理、日用用品の

補充等を分担している。このように研究やそれ以外の

活動を日々行っている研究室で大学院生は学部生や先

生と連携をとっていく研究室の中心であるから日々の

活動が充実してやりがいを感じている。

　物理学科の先生からの学生へのメッセージとして

「物理は泥臭いものです。その泥臭さに負けないで物

理を楽しんでください。」と HP に書いてある方がいる。

この言葉は研究活動を行っていけばいくほど身にしみ

てきている。私は物理が泥臭いのは物理の研究におい

て初めて目の当たりにすることが多いからであるから

と思っている。決まった答えが用意されているわけで

もなく、試行錯誤して前進していくからこそ泥臭く感

じるのである。そう考えると決してこの泥臭さは物理

に限った事ではない。先生の本当のメッセージは「○

○は泥臭いものです。その泥臭さに負けないで○○を

楽しんでください。」で、○○は学生１人１人によって

異なり、それは自分の芯になるものということなのか

もしれない。

ク

ラ

ブ

活

動

し、このことに感銘を受けたことがある人ならば、大

学で物理学を学ぶと痺れるような知的興奮を感じられ

るだろう。

　少し堅い話になって申し訳なかったが、大学は自由

だ。自己責任だけど、何をしてもいい。勉強を頑張っ

てもいいし、恋愛やアルバイト、友人たちと飲み明か

す などなど。 　

 これらは大学でしか経験できないことだ。私自身も、

� 年の夏休みにサイエンスフェスティバル ( 詳しいこ

とは理学部のホームページで ) を投げ出して、四国に

自転車旅行に行ってきた。貴重

な体験が出来てとても楽しかっ

た。ぜひ、大学時代は旅行に行

くべきだと思う。青春の一部分

を富山で過ごし、立山連峰を眺

めながら勉強をし、キャンパス

ライフを楽しむといいのではな

いだろうか。さあ、コーヒーを

淹れて、歯を磨き、自転車に乗っ

て、大学に行こう。



http://www.sci.u-toyama.ac.jp/phys/

11

就職支援

　進路・就職先のより詳しい情報は富山大学キャ

リア・就職支援のホームページ (http://www.

u-toyama.ac.jp/jp/career/index.html) か

ら簡単にアクセスできます。求人情報の提供、各種

就職ガイダンスやインターンシップの情報等が掲載

されています。物理学科のホームページにも就職支

援情報があり、物理学科に寄せられる求人情報など

の情報が得られます。

大学院への進学

　物理学科からはおよそ半分の学生が、大学院修士

課程に進学しています。進学実績のある大学院を下

記にあげました。平成�1 -  ��年度の進学者数を(　)

に示しています。富山大学大学院の物理学専攻の募

集人数は 1� 名です。富山大学大学院への進学者は

修了後は就職を希望する人がほとんどですが、さら

に博士課程へ進学して、研究を続ける人もいます。

森　法道さん 　

平成１９年度修士課程修了 

（株）東芝 タービン生産技術部勤務

　大学院修了後、私はメーカへ就職し、蒸気タービンの設

計課に配属となりました。そこで設計について４年間学ん

だ後、現在は生産技術部において生産管理に携わっています。

　どんな製品についても同様ですが、一つの製品を製造し、

出荷するまでには、様々な関連部門が関わっており、生産

管理はそれら各部門がスムーズに連携を取れるようコー

ディネイトする仕事です。そこでは、自社のみならず国内・

海外の調達先も含め様々な人達と調整業務を行う必要があ

るため、相手の立場をよく考え、責任を持って行動するこ

とが重要となります。配属当初は戸惑うことも多く、思う

ようにいかないこともありましたが、その時に大学での様々

な経験が役に立ったことを覚えています。特に色々な人達

と協力しながら仕事を進めていくという点では、大学での

部活動の経験が今に活きていると感じています。

　私は大学で軽音楽部に所属していたのですが、そこでは、

自分達で機材等を用意し、一からライブを作り上げており、

ビラ配りから、ステージ作り、照明、音響、各パートのセッ

ティング、受付、写真・ビデオ係など様々な役割の部員と協

力し、一丸となって取り組んでいました。それゆえ、執行部

となり部員をまとめる立場になった時は、信頼関係がいかに

大切か実感したのを覚えています。そして、この経験が社会

人となった今でも活きていると感じています。

　また、物理学科での経験についても、今の私の仕事の取り

組み方に大きな影響を与えていると感じています。特に卒業

研究においては、既存の方法で実験を行っても、思った通り

の結果が得られないことが多く、その度になぜ上手くいかな

いのかデータを分析しながら原因を考える、ということを繰

り返していましたが、そうすることにより、その実験の本質

が見えてきたことを覚えています。このことは、「与えられ

た情報に対して正しく疑問を持つ」という現在の仕事の取り

組み方に活きていると感じています。

　大学は、ただ知識を詰め込むところではなく自身の幅を広

げるところだと言われていますが、考え方や価値観等、自ら

考えて行動する力を養うことも重要となってきます。皆さん

もこれから大学生活を始める際に、そうした部分も意識しな

がら何を学べばよいのか考えてみてはどうでしょうか。そう

すればきっと大学生活が有意義で楽しいものとなるはずです。

卒業生から皆さんへ

富山大学大学院 (��)

名古屋大学大学院 (�)

金沢大学大学院 (�)

大阪大学大学院 (�)

東北大学大学院 (�)

総合研究大学院大学 (�)

岐阜大学大学院 (� )

キヤノンファインテック

アイシン・メタルテック

立山科学グループ

スギノマシン

富山富士通

富士通北陸システムズ

コーセル

JR 西日本

大洋薬品工業

PFU

富山県高校教員

富山県警

他

キャリア・就職支援と進路 (進学・就職 )

進路別比率 (平成�1－��年度学部卒業生）

就職

　最近は就職活動が早くなり実質的に３年生のうち

に始まります。東京、大阪、名古屋等の大都市周辺、

出身地、あるいは富山近郊で活動する人が多いよう

です。大学からの推薦で就職先が決まる学生もいま

す。平成 �1 -  �� 年度卒業生の就職先のいくつかを

下記に掲載しました。


