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2.3.1 理学部教務委員会

教務委員会委員長 古田 高士 
1. 委員会開催日

4月 7日（第1回），3月 11日～16日（第 2回メール会議）の計2回開催した． 
 

2. 令和2年度に検討，実施した事項

令和2年度に理学部教務委員会は，全体としての会議の後，改善部会と実施部会に分かれ，第 3期

中期目標・中期計画の理学部令和2年度計画の実施に加え，教務に関する以下の課題に取り組んだ．各

部会を中心とした活動は各部会報告で詳細に報告する． 
 
第 3期 中期目標・中期計画の理学部令和2年度計画の実施 

[理 1:1-1] カリキュラムを改善する． 
・科目番号制（ナンバリング）について，ガイダンス等で学生に周知した． 
・学生のアンケート等に基づき，カリキュラムの改善を図った． 
[理 1:2-1] 評価結果に基づきシラバスの改善を図る． 
・学生のアンケートに基づき，シラバスの改善を図った． 
[理 3:8-1] シラバスに明示した基準に基づく成績評価について検証する．また，GPA制度を活用した

進級・卒業要件等を明文化し，規則等に反映させる． 
・学生からの成績評価に関する申し立て，学期・学年・累積ＧＰＡ等により，成績評価基準について検

証した． 
・評価結果により，記載基準を見直し，シラバスの見直しを実施した． 
・ＧＰＡ制度を活用した進級・卒業要件等について検討し，学習指導の基準を履修のしおり等に反映さ

せ，学生に周知した． 
[理 5:12-1] ICTを活用した授業の拡大を図るとともに，学生の主体的な学修や社会人の学び直しを支

援する． 
・FD を開催して，ICT（情報通信技術）を活用した双方向授業の取り組み事例等の情報を周知した． 
・語学学修システム等の自習環境を整備し，授業（TOEIC英語 e-ラーニング）の拡大を図った． 
・授業収録・配信等による，学生の主体的な学習や社会人の学び直し支援を行った． 
・授業評価アンケートを実施した． 
[理 6:13-1] 分析資料の作成及び分析を実施するとともに，資料および分析方法等について評価する． 
・関連データの収集及び分析を実施した． 
・分析資料及び分析方法等について評価した． 
・分析方法の検証及び分析結果の教育改善への反映について検証した． 

 
富山大学理学部規則の改正 
・各学科の専門基礎科目に「地方創生環境学」を新設した． 
・他学部履修の取扱いについて，全学的な取り扱いの変更に基づき，所属学部長を経由して申請を行う

旨を削除した． 
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2.3.2 理学部教務委員会 教育改善部会

教育改善部会長 古田 高士 
1. 部会開催日

6 月 5日(第 1回)，7月 16日(第 2回)，8月 19日(第 3回)，10月 15日(第 4回)，11月 17日(第 5回)， 
1月 4日(第 6回)，１月26日～29日（第 7回メール会議），2月 10日(第 8回)の計 8回開催した． 
 

2. 令和2年度に検討，実施した事項

(1) 教員職能開発活動(FD)の実施 
本年度のＦＤは 3回開催した．1回目はコロナ禍対応で遠隔授業を実施するためのZOOM と

Moodleの利用方法について情報交換を行った．2回目は前学期末試験を控えて遠隔授業下での試験等

の実施に関する情報交換として，事例紹介を行った．3回目は学生による授業評価アンケートの授業満

足度の向上に向けて，前年度後学期に特に評価の高かった授業の担当教員 2名による事例紹介を行っ

た．

(2) シラバスチェックの実施 
昨年度に引き続きシラバス確認体制を整備し，チェックシートに基づいてシラバスのチェックと改

善を行った． 
(3) 卒業時調査の実施 

昨年度に卒業生に実施した調査の結果を分析した．令和 2年年度卒業生を対象とした調査を実施し

た．昨年度に引き続き，理学部独自設問に加え，全学共通の設問も含むアンケートとした． 
(4) 学位授与方針・教育課程編成方針の周知およびアンケートの実施 

学位授与方針および教育課程編成方針の周知を図るとともに，学位授与方針・教育課程編成方針ア

ンケートを後学期のはじめに実施した．  
(5) 理学部英語学修プログラムの実施 

グローバル人材の養成を目的として，主に 1年生を対象とし令和2年 7月および令和2年 12月に

TOEIC IPテストを受験させた．専門基礎科目として前期および後期にTOEIC英語 e-ラーニングを

実施し，単位認定を行い，成績優秀者に対しては表彰を行った．また，海外語学研修に対する事前授

業を実施した．｢TOEIC英語 e-ラーニング」については，令和3年度から新しい e-ラーニング教材

「アルクネットワークアカデミーネクスト」が導入されることとなり，令和3年度の授業は令和元年

度と同様の形態で行うこととした． 
(6) 成績評価の厳格化について 

成績評価の厳格化に関して理学部の成績評価基準案について再検討し，「秀を10％程度以内，秀と優を合

わせて45％以内とする」という目標案に変更することとした．また，令和元年度後学期及び令和2年度前

学期の各授業の成績評価分布について従来の目標内に収まっているかを点検した． 
(7) 実務経験教員科目について 

「実務経験のある教員による授業科目」に該当する科目に漏れがないか確認した． 
(8) CAP制についての検討 
令和4年度に向けてＣＡＰ制の上限単位数について見直しを行うために各学科で検討を始めることとし

た． 
(9) GPA制度の活用 
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GPA制度を活用した進級・卒業要件について検討し，履修のしおりに明記することとした． 
(10) DP達成度調査について 

全学で学年末に行うDP達成度調査の実施に協力した 
(11)理学部履修のしおりの見直しについて 

理学部規則の変更，理学部カリキュラムの変更等を受け，履修のしおりの見直しを行った．  
(12)TOEIC英語 e-ラーニングの単位認定について 

条件をすべて満たした学生に対し単位認定を行った．  
(13)成績異議申立てについて 

成績異議申し立て制度について学生へ通知した． 
(14)授業改善に向けた取り組みについて 

授業評価アンケートの集計結果から総合満足度の高い授業を２つ選出して，授業満足度向上を目標

とするFDを開催した． 
(15)カリキュラム編成上の工夫の取り組みについて 

理学部教務委員会内規に，カリキュラムの編成及び評価を行う際に，必要に応じて学生や企業の意見

を聴くことができる旨の条文を追加した． 
(16)理学部教務委員会活動計画について 

教育改善部会と教育実施部会の活動計画について整理検討することとした． 
(17)令和4年度に向けた教養教育単位数の見直しについて 

令和4年度の教養教育カリキュラムの改正に際して，教養教育単位数の見直しを行った． 
(18)カリキュラムの点検について 

各学科でカリキュラムの点検を実施し，教育改善部会で検討した． 
(19)データ・サイエンス講習会の開催 

理学部教務委員会主催で理学部 1年生を対象としてデータ・サイエンス講習会を開催した． 
(20)SDGｓ教育プログラムについて 

令和3年度以降入学生を対象として新規に計画された教育プログラムに該当する授業を選出した． 
(21)全国学生調査について 

理学部関係の回答結果を分析した． 
(22)放送大学との単位互換協定について 

令和3年度から放送大学との単位互換協定を締結する件について審議し問題点等を検討した． 
(23)学外者へのアンケート 

学外者へのアンケートを実施した． 
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2.3.3 理学部教務委員会 教育実施部会

教育実施部会部会長 林 直人

1. 部会開催日

5 月12日（第1回），8月12日（第2回），11月5日（第3回），2月4日（第4回） 

2. 令和２年度に審議・検討，実施した事項

（１） 授業時間割（案）の作成

令和3年度前期・後期授業時間割（案）について，各学科で作成した時間割案をとりまとめて審議

し，教授会に付議した． 
（２） 既修得単位，大学以外の教育施設等における学修および他大学における単位認定

第 3年次編入学生の既修得単位の認定，実用英語技能検定・TOEIC IPの成績等に基づく単位の認

定，海外短期語学研修における単位の認定，大学コンソーシアム富山単位互換科目(他大学開講)の単

位認定について審議し，教授会に付議した． 
（３） 観察実験アシスタント業務における単位認定

観察実験アシスタント業務において，所定の時間以上の勤務実績がある学生８名に対しての単位認

定を審議し，教授会に付議した． 
（４） サイエンスメディエーターの認定について

本年度は，学生 5 名の応募があった．令和 2 年 12 月 21 日にプレゼンテーション審査会を開催し，

プレゼンテーションと書類審査を総合して応募者全員を合格とし，サイエンスメディエーターとし

て認定することを教授会に付議した．審査委員は 3名の教員が担当した． 
（５） 理学部教務委員会内規の改正について

カリキュラム編成に際し全学的に学生の意見聴取を求められていることへの対応に係り，富山大学

理学部教務委員会内規の改正について提案があった。教育改善部会で審議を行い，学科長会議に付

議した。 
（６） 令和２年度後期理学部TOEIC IPテストの表彰について

12月に実施した理学部TOEIC IPテストの成績優秀者の表彰について審議し，対象学生を選定し

た。 
（７） 令和２年度後期 TOEIC英語 e-ラーニングの単位認定について

令和２年度後学期のTOEIC 英語 e-ラーニングの単位認定について審議し，従来の基準に従い対象

学生を選定した。 
（８） 令和 2年度教育実習について

令和２年度教育実習に係り，今年度から実施する学部全体での事後指導について審議を行い，１２

月２日（水）４限に実施した。 
（９） 大学コンソーシアム富山単位互換科目の単位認定について

大学コンソーシアム富山単位互換科目を自由選択科目として認定することについて審議を行い，教

授会に付議した。 
（７）教職実践演習の最終評価と教職課程認定変更届けについて

教職実践演習の最終評価を教務委員が担当した．また，各学科での教職課程認定変更内容について

精査し，届出書類を確認した． 
（８）令和 3年度授業日程（案）の審議

令和3年度授業日程のうち理学部補講日について審議し，教授会に付議した． 
（９）令和 3年度新入生行事日程

令和3年度新入生行事日程について審議し，教授会に付議した． 
（ ）教職実践演習の最終評価と教職課程認定変更届けについて
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教職実践演習の最終評価を教務委員が担当した．また，各学科での教職課程認定変更内容について精

査し，届出書類を確認した． 
（ ）令和3年度授業日程（案）の審議

令和3年度授業日程のうち理学部補講日について審議し，教授会に付議した． 
（ ）令和3年度新入生行事日程

令和3年度新入生行事日程について審議し，教授会に付議した． 
 
 
 
 

富山大学理学部 Annual Report 2020 135

委員会活動 



 

2.3.4 理学部広報委員会 高大連携部会

広報委員会委員長 高大連携部会長 青木 一真 
1. 2020年度の全般の広報活動について

年度の全般の活動は，新型コロナウィルスによる移動制限やオンライン対応など，特に， 月〜

月までの活動が出来なかった． 月以降も様々な制約があり，本来の広報活動が出来なかった．

2. 高等学校生徒・保護者の理学部訪問    
高等学校からの理学部訪問数は 校（県内 校，県外 校）であり，昨年より 校減った．うち 校

は だけによる訪問であった．いずれも理学部校舎で行った． だけの訪問数は昨年と同数であっ

た．高校生の訪問の場合には事前に模擬授業，施設見学，もしくは双方の希望の連絡があるため，それ

ぞれの希望に合わせて実施した．高校からの理学部訪問は 月から 月までの間に行われた．特に，新

型コロナの影響により中止や延期になったことにより 月から 月に集中した．

3. 高等学校訪問 
富山県，岐阜県，愛知県，新潟県内の 高等学校を訪問もしくは，オンラインで理学部の紹介または

模擬授業を兼ねた理学部紹介を行った．新型コロナの影響により，富山県内の高等学校以外の県外の高

等学校は，全て によるオンライン対応となった．高等学校での希望が模擬授業であっても，模擬授

業と理学部紹介の双方を希望している場合が多いことが判明していることから，模擬授業の依頼であっ

ても理学部紹介は行うようにした．これまでと同じく対象学年は主に 年であった．なお一部の高等

学校では複数学年が混在していた．また，新型コロナの影響なのか，通常は年内までの依頼が，年度末

ぎりぎりの 月に 校の依頼があった．

出前講義  
本年度は，富山県，愛知県のそれぞれ 1 高等学校において出前講義を実施した．ただし，高校訪問同

様に，県外の高等学校は， によるオンライン対応となった． 

4. 探究科学科等の課題研究への協力

富山県内の探究科学科設置校である富山中部，富山，高岡の３高等学校，県内の高岡南高校，富山東

高等学校，氷見高等学校，北信越地区高等学校自然科学部の課題研究に協力した．  

課題研究指導 
富山中部高等学校に教員 名，富山高等学校に 名，高岡高等学校に教員 名，北信越地区高等学校

自然科学部に教員 名が課題研究の指導または発表会の講評に協力した．富山中部高等学校，富山高等

学校，それに高岡高等学校とは派遣教員希望数および課題研究の内容の提示があったため，学部内で課

題研究テーマに専門の近い教員へ依頼した．

5. オープンキャンパス

例年，オープンキャンパスは，理学部校舎で開催していたが，新型コロナの影響によりオンライン開

催となった．高校生にわかりやすい学部・学科説明を行うために，動画を作成し，オンラインオープン

キャンパス期間中（ 年 月 日〜 月 日オンライン開催）に公開した．現在，富山大学ウェブか

らも閲覧することが可能である．

6. サイエンスフェスティバルにおける高校生の発表

例年，サイエンスフェスティバル開催時に高校生の発表を行っていたが，サイエンスフェスティバル

自体が，新型コロナの影響によりオンライン開催となったため，本年度の高校生の発表を中止とした．

7. 小学生・中学生・高校生への教育活動 

・ひみラボにおいて，高校生を対象とした「遺伝子実験」を開催した（高校生対象： 月 〜 日）．
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8. 社会教育関係職員の研修活動を支援・サポートして地域との連携をはかる 

氷見市イタセンパラ保護活用指導委員会委員として，研修活動を専門的な立場から教員１名が支援・

サポートを行った. 

9. 次年度の探究科学科との連携 
探究科学科設置3 高等学校との間で次年度の高大連携について意見交換を行い，高等学校から提出さ

れた計画書に基づいて，派遣要請教員の分担を理学部，工学部，都市デザイン学部との間で協議を行う

予定である． 

10. 「りっか」の発行 
理学部後援会会報「りっか」第16号の編集を，広報委員長，杉田 昇理工系総務課長，「科学コミュニ

ケーション」担当の川部達哉准教授，それに能登印刷の担当者，インタビュアーの連携で行った． 

11. その他 
・富山県では SSH（スーパーサイエンスハイスクール）に富山中部高等学校・探究科学科が指定されて

いる．その運営指導員として教員１名が協力した． 

・富山東高等学校の運営指導評議員会委員として教員1名が協力した．  

・富山県高文連自然科学部研究発表会が富山大学理学部を会場として開催され、審査員として教員3名 

が協力した．  
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2.3.5 理学部広報委員会 情報・広報部会

広報委員会 情報・広報部会長 上田 肇一 

1. 理学部案内（スペクトラ）の作成（資料 1参照）

令和 3 年度理学部案内（スペクトラ 2021）を作成した。今年度は発行部数を 4000 部として発注し，

6 月に納品された。理学部案内は，高校訪問や出前講義などで配布するとともに，理学部のウェブペー

ジにて閲覧できるように，電子ブック版及びPDF版を公開した。 
令和 4 年度理学部案内を作成するために，学科毎のページ，学科共通のページの作成を行った。令和

3 年度理学部案内と同様に教員の研究内容の紹介記事及び「科学コミュニケーションⅡ」の授業で学生

が作成したインタビュー記事を掲載することとした。 
 

2. 理学部ホームページの更新・改訂

イベント，受賞，講演会などに関する情報を随時発信し，「トピックス」では理学部で行われている研

究内容（７件）を紹介した。また，セキュリティーを強化するために理学部ホームページを https 化し

た。 
更新アクセス数を集計し，理学部のホームページの発信内容，及び外国語ホームページの言語対応方

針に関する検討を行った。WEB オープンキャンパスの開催や遠隔授業の実施により，理学部ホームペ

ージのアクセス数は昨年度に比べ増加（27.55%増）した。 
 

（資料1）理学部案内（スペクトラ）

 
 

 
 

ようこそ！富山大学理学部へ  1  
理学部入学者受入方針    2  
数学科      3  
物理学科      5  
化学科      7  
生物学科      9  
生物圏環境科学科    11  
教員研究テーマ    13  
RESEARCH TPICS   15 
研究者レポート    16  
入試情報     17 
理学部イベント情報   18 
データが語る富山大学理学部  19 
大学院と大学関連施設   21 
キャンパスライフ    23 
キャンパススケジュール   25 

スペクトラ 2021表紙と目次（右） 
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2.3.6 理学部入試委員会 
 

入試委員会委員長 松田 恒平 
 
1. 委員会開催日 

令和2年4月13日(第1回)，5月18日(第2回)，6月8日(第3回)，6月30日(第4回)，7月30日(第5回)，8月31
日(第6回)，10月28日(第7回)，12月9日(第8回メール開催)，12月21日（第9回），令和3年3月17日（第

10回）の計10回開催した． 
 

2. 委員長及び全学入学試験委員会等委員の選出 
入学試験委員会委員 松田恒平 
電算処理専門委員会委員 松田恒平，川部達哉，横山初 

アドミッションセンター会議委員 柏木健司 
 

3. 令和 2年度入学試験委員会年間計画の作成 
審議のうえ，教授会に付議した案件 

・令和3年度入学者選抜要項(案) (4月13日)  
・令和3年度以降の特別入試（社会人入試）の募集要項人員変更 (5月18日)  
・令和3年度理学部第3年次編入学入学者選抜試験実施の延期 (5月18日)  
・令和3年度理学部総合型選抜学生募集要項（案）(5月18日)  
・令和3年度入学試験成績一覧表(案)及び電算処理仕様書(案) (5月18日)  
・令和3年度特別入試学生募集要項(案) (6月8日)  
・WEBオープンキャンパスにおける総合型選抜概要説明に係る動画作成（6月8日） 
・令和3年度一般選抜，私費外国人留学生入試学生募集要項（案）(6月30日)  
・令和3年度理学部第3年次編入学入学者選抜試験期日の再設定 (6月30日) 
・令和3年度理学部第3年次編入学入学者選抜試験実施マニュアル（案）(6月30日) 
・全学入試委員会からの照会事項3点（6月30日） 
・全学入試委員会からの照会事項2点（7月30日） 
・令和3年度総合型選抜要項・実施要項（案）（8月31日） 
・令和3年度理学部第3年次編入学第２次募集日程表（案）及び理学部第3年次編入学第２次募集要項

（案）（8月31日） 
・令和3年度特別選抜要項（案）・同実施要項（案）（10月28日） 
・令和3年度理学部第3年次編入学（第2次募集）試験要項（案）・同実施要項（案）（10月28日） 
・令和2年度計画実施状況報告の作成（10月28日） 
・令和3年度理学部第3年次編入学の欠員補充（12月9日） 
・新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じた対応シミュレーションの再確認（12月21日） 
・令和4年度理学部第3年次編入学学生募集要項（案）（令和3年3月17日） 
・令和2年度活動報告（3月17日） 

 

4. 入試関連懇談会等への教員派遣 
・高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会（於 富山大学） 

(8月21日，於富山大学，松田恒平，柏木健司) 
 

5. 入学者選抜方法と受験者の確保の検討 
令和 3 年度選抜試験より総合型選抜を物理学科，生物学科，生物圏環境科学科の 3 学科に拡充して

実施した。令和 3 年度一般選抜前期日程における出願倍率の減少傾向に関して，受験者数(入試倍率)
と入学者の質を維持向上するための具体的方策について意見交換し，今後も検討を行うこととした。  

 
 

富山大学理学部 Annual Report 2020 139

委員会活動 



 

2.3.7 理学部就職指導委員会

就職指導委員会委員長 池本弘之 
 
就職活動時期の変更，求人状況の変化などに伴い，学生への就職支援をさらに充実させることが求めら

れている．そのために就職指導委員会として以下の活動を行った． 

1. 理学部3年生および大学院1年生を対象にしたキャリア支援ガイダンスの開催

7月 15日(月)14：45～16：15 会場：Zoom開催 
・岸本寿生(就職・キャリア支援センター副センター長) 「変化する就職環境とキャリアデザイン」 
・池本教授(理学部就職指導委員長) 「2019年度理学部卒業生・修了生の進路」 
・舟木智美氏(株式会社株式会社マイナビ)  「就職活動の状況とインターンシップについて」 
10月 14日(水)13：00～14：30 会場：理学部多目的ホール 
・村田恭平氏(株式会社リクルートキャリア)「富山大学理学部の皆さんへ 後期キャリアガイダンス」 

2. 理学部1年生を対象としたキャリアガイダンスの実施

4 月20日（月）から moodleによるオンライン配信 
１．就職支援課「富山大学の就職支援・キャリア支援について」 
２．舟木智美氏(株式会社株式会社マイナビ) 「1年生の心構え」 
３．尾山 真(地域連携戦略室 特命准教授)「進路を意識した大学生活の送り方」 

3. インターンシップへの取り組み

25名の理学部学生インターンシップ希望者および，9名の修士理学大学院生インターンシップ希望

者に対してインターンシップを行うにあたっての研修を実施し，インターンシップ先との調整を行っ

た． 
7月 29日(水)14：45〜16：15，インターンシップ希望者に対するDVD 講習会を行い，理学部生 38

名, 修士理学大学院生 19名が参加した。 

4. 理学部就職・進学合同説明会の開催

10月7日(水)14：45－15：45 会場：理学部多目的ホール 
・池本就職指導委員長挨拶 
・就職内定者による就職活動体験談発表 
 松谷拓紀君 (大学院理工学教育部修士課程生物専攻) 
 三野佳樹君 (理学部化学科) 
・池本就職指導委員会委員長「就職実績の現状と今後の対応について」 

5. 理学部就職関連情報Webページの運営

理学部ホームページ内に設置している就職支援情報のWebページに，本年度の就職支援講習会や説明

会，インターンシップ情報などを掲載した．  

6. その他

就職指導委員会の開催（３回），富山大学「就職の手引き」の配布など，これまで行われてきた委員

会活動を継続して行った． 
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2.3.8 理学部学生生活委員会

学生生活委員会委員長 井川 善也 
 
はじめに 

本委員会は，学部学生に加え，大学院生や外国人留学生を含む本学理学部に在籍する学生が大学

に入学してから社会に巣立つまで，心身共に健康な生活を送るため，就学および生活に関する支援

を行う. この支援には，大学生活上のさまざまな問題や悩み，福利厚生に関する相談事なども含まれ

る．なお本年度はコロナウィルスに伴い，各種行事に大幅な変更が生じたが，例年は学生が主体と

なって開催するサイエンスフェスティバルの支援，全学の学生支援センター会議と連携したクラブ

活動の支援，奨学支援活動も本委員会の活動として行っている．本年度の主な活動内容は以下の通

りである． 
 

1．委員会開催日

第 1 回  4 月 15 日 第 4 回 10 月 29 日 
第 2 回  7 月 20 日 第 5 回 03 月 04 日 
第 3 回  8 月 24〜25 日  
（第１回はオンライン会議、第３回は持ち回り会議として開催） 

 

2．学生生活に関する FD研修会の実施

9 月 2 日(水) 13：00～13：30 に，「新型コロナの影響を受けた学生について（生活やメンタル等

への影響）」という演題で，教職員を対象とした講演会をオンラインにて開催した. 学生支援課

（学生生活相談員）の八島不二彦様にお願いし，新型コロナウィルスに伴う学生の修学および生活

への影響や後学期の対面授業の再開に伴うメンタルケアへの留意点などについて，学生相談の事例

などを紹介しつつ講演を頂いた. 講演終了後，メンタル面の支援を必要とする学生のサポートや指

導に関して意見交換が行われた． 
 

3．著作権及び知的財産所有権保護に関する説明会の実施

P2P ソフトの使用，違法コピー等の著作権侵害の防止を目的として，総合情報基盤センターの遠

山和大先生を講師に迎え，理学部 4 年生及び大学院理工学教育部修士課程学生（いずれも留学生を

含む）を対象とした説明会を開催した．新型コロナウィルスの影響で開催時期を例年の 6，7 月から

10，11 月に変更した（計 4 回開催：10 月 19 日，10 月 29 日，11 月 12 日，11 月 16 日）．対象学生

は全員参加とし，各回の受講人数を厳格に管理し，３蜜を避けて実施した。受講後にはレポートの

提出を課した． 
 

4．防犯および消費生活知識に関する講習会

1 年生を対象とする上記の講演会は，令話元年度は大講義室を使用して 4 月上旬に開催したが，

今年度は新型コロナウィルスの影響のため，富山西警察署から提供いただいた防犯に関する講習ビデ

オ，および富山県消費生活センターから提供いただいた電子版資料をそれぞれ用い，Moodle を用いたオ

ンラインでの動画や資料の配信（オンデマンド受講）により実施した．令和 2 年 8 月 21 日から 10
月 1 日を受講期間として実施し，受講後にはレポートの提出を課した． 
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５．留学生や障害のある学生に対する支援

学部及び大学院で修学する外国人留学生と学生生活委員会委員との懇談会を，令和 2 年 12 月 17
日に実施した. 学生の出席者４名の内訳は学部学生１名，大学院生 3 名であった. 現在困っているこ

と，大学への要望等について忌憚なく意見を聞かせてほしい旨の委員長の発言の後，各留学生から,
学生食堂についてムスリム学生向けのハラルメニューの充実，昨年度に実施された日帰りバス旅行

のような留学生が日本文化へ触れるイベントの再開や充実，留学生同士また留学生と日本人学生の

交流の機会やイベントの情報を留学生が利用しやすい SNS などで情報提供して欲しい，などの要望

があった. また新型コロナウィルスの影響として，アルバイトの減少などの意見も寄せられた． 
留学生懇談会に欠席した学生も含めて，学生生活に関するアンケートを実施し，要望や困ってい

る点の更なる調査を行った. さらに今回は国際交流委員会からの要望で，新型コロナウィルスに関

する質問，日本での就職，チューター制度に関する質問など，５つの質問項目を追加してアンケー

トを実施した． 
 

６．その他

平成 30 年度に本学で学生の自殺に関わる深刻な事態が発生したことを受けて学生の学修と生活

に対するサポート体制の充実と，定期面談等を介した学生の修学生活指導の確実な実施がこの数年

間，全学的に求められている．本委員会では昨年度に策定配布した「助言教員の学生指導・支援の

際の留意事項について」のマニュアルや「教職員のための学生サポート・マニュアル」の活用を呼

びかけるとともに，助言教員による年２回の定期面談の実施率を学科ごとに集計し，各学科での面

談実施率 100％に向けての情報提供を積極的に行った． 
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2.3.9 理学部国際交流委員会

国際交流委員会委員長 倉光 英樹 
 
はじめに 
国際交流委員会では，理学部の国際交流を推進するために，必要な諸課題について継続的に検討

しつつ必要な業務を実施した．具体的な活動は以下の方針に基づいた．１）前年度から継続し委員

会の年度計画に記載されている活動を推進する，２）第 3 期中期計画に記載された計画を実施する，

３）今後重要と考えられる案件について検討する．短期語学研修や留学生説明会などが新型コロナ

ウイルス感染症の影響で中止になるなど，例年通りの活動ができなかった一方で，コロナ禍，アフ

ターコロナの国際交流の在り方について検討が必要であることが。 

1．委員会開催日

第 1 回 4 月 3 日    
第 2 回 4 月 16 日〜22 日   
第 3 回 8 月 27 日    
第 4 回 9 月 3 日〜11 日   
第 5 回 10 月 12 日〜20 日 
第 6 回 12 月 3 日〜11 日 
第 7 回 3 月 24 日 
（第 2 回，第 4 回，第 5 回，第 6 回はメール会議として開催） 

2．マレーシア（トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学, UTAR）での英語研修の実施

本学部が主体となり平成26年度に開始したマレーシア・UTAR（トゥンク・アブドゥル・ラーマ

ン大学）での短期語学研修は，4学部（理学部・工学部・経済学部・都市デザイン学部）による共

同実施プログラムとして，湯川純幸先生（富山大学名誉教授・元人文学部）にグローバル人材育成

推進事業コーディネーターを依頼して準備していたが，コロナ感染症の影響により中止することと

なった．これに伴い，事前授業（実践英会話レクチチャー）や渡航前講習なども取り止めた．本学

が全学で実施している語学研修に関しても中止となったため，学生への参加の呼びかけなどもしな

かった． 
現在，理学部主体で実施しているUTARでの英語研修は，令和4年度からの全学プログラムへの

移行に向け，令和3年度から交換留学・海外派遣プログラム強化WGで内容を検討し，方針を決め

ることが第3回国際機構運営会議（12月11日）で承認されている． 

3．学生の海外派遣，留学生の受け入れ事業の推進

令和 3 年度海外留学支援制度（タイプ B）には，「アジアの環境課題に取り組むグローバル人材育

成 First Step プログラム」（理工，経済，都市）と「欧米諸国における持続型基礎研究留学プログラ

ム」（理）の 2 件を申請し，2 件とも採択された． 
富山大学五福キャンパス国際交流事業基金「大学院外国人留学生奨学金援助事業」に 2 名を推薦

した．  
本年度から公募申請となった，全学的共通経費（外国人留学生経費）による外国人留学生支援事

業に以下の 4 件の企画を申請し，2 件が採択された。令和 3 年度の外国人留学生支援事業への公募

に申請した。 
外国人留学生のための教育研究基盤経費（500 千円）  採択 
外国人留学生特別指導経費（250 千円）    採択 
外国人留学生の RA 経費の補填（500 千円）   不採択 
外国人留学生の就職支援旅費等の補助（250 千円）  不採択 

令和 2 年度「外国人留学生のためのオンライン富山大学説明会」に参加した．初めてのオンライ

ン開催であったが，例年よりも参加者が多かった． 
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4．大学間・部局間学術交流協定の締結

「イタリア共和国トリノ工科大学との大学間学術交流協定」「オランダ王国ライデン大学メディ

カルセンターとの大学間プロジェクト協定」「スイス連邦バーゼル大学との大学間学術交流覚書（修

正）」「ノルウェー王国 UiT ノルウェー北極大学との大学間学術交流協定及び大学間学術交流覚書」

の締結を審議し，了承した．

5．他の委員会との連携事業

日本人学生の英語による教育向上のために，教務委員会・教育委員会と連携しながら，継続して

TOEIC 受験を推進した． 
英語による授業およびシラバスの英語化を修士課程で推進し，英語での講義内容の併記が散見さ

れるようになった． 
学部および大学院留学生向け文書を指導教員と同時にチューターにも送信し，題目・見出し文書

などの英語化を継続して実施した． 
令和 2 年度「学部プロジェクト推進経費」（学長裁量経費（部局長リーダーシップ経費）に申請し，

web 会議用マイクスピーカー対応人数 8～40 人（YAMAHA 製 YVC-1000）を 2 台導入した。 

6．昨年度からの引き継ぎ課題および次年度への引継ぎ課題

マレーシア英語研修に関しては，全学の語学研修事業として国際機構の担当者へ協力しながら引

き継いでいく．これまで JASSO の支援を受け，実施してきた事業であるが，令和 3 年度が最後であ

り（令和 4 年度以降は 31 日以上の留学のみが支援対象），令和 4 年度以降の安定的な継続の方針を

考える必要がある．

コロナ禍における教育・研究の国際交流，留学生の受け入れ拡充，在学留学生への支援などの方

策を検討しなくてはならない．

富山大学理学部 Annual Report 2020144

委員会活動 



 

2.3.10 理工学教育部修士課程理学領域部会教育委員会

委員長 森脇喜紀 
1．委員会開催日 

4月3日(第1回)，5月11日(第2回)，6月8日(第3回)，7月6日(第4回)，8月4日(第5回)，9月2日(第6回)，10
月8日(第7回)，10月29日(第8回)，12月3日(第9回)，1月12日(第10回)，2月1日(第11回) ，3月2日(第12回)
に開催した． 

 

．令和 年度の取り組みと成果

(1) 研究指導に係る体制整備 
・本年度から研究実施予定表と研究指導計画書を利用しているが，運用のチェック機能を持たせ，また

押印の省略化を含めて研究計画書を修正した。運用に当たっては，各専攻から提出があった計画書を専

攻主任が確認・修正の上，再度理工系学務課（理学部事務室）に提出することとした。 
 

(2) 大学院教育行事の実施 
・新入生オリエンテーションを 4月 7日に実施した。コロナ禍での三密を避けるため，全体オリエン

テーションを最小化し，専攻毎に分かれた後十分な時間を確保して実施した。 
・自己推薦・GPA特別入試, 一般入試，社会人・外国人留学生特別入試について募集要項案，入試要

項・実施要項・実施点検マニュアル等の案を作成し理学領域部会へ付議した。 
英語外部試験の利用にあたっては，コロナ禍で英語外部試験の受験が制約されていることを鑑み，利

用の取りやめや，利用できないものへの別途試験によるなど専攻毎に多応することとした。 
コロナ禍対応を事前に検討し，入試の実施方法や追試などについて検討した。結果，学生 1名に対し

て，追試の対応を行った。 
・サイエンスコミュニケーターの応募者に対してプレゼンテーション発表会を実施し，1名を認定し

た。 
・9月・3月修了者の修士論文審査委員を選出し教授会に付議した。 
・前・後学期成績評価に対する異議申立て期間については，今後も教養教育の日程に合わせることをル

ール化することとした。 
・令和 2年度後学期授業時間割案を作成した。次年度分から前期・後期分の時間割をまとめて作成する

こととし，3年度前期・後期授業時間割案を作成した。 

(3) 大学院生を対象とした研究者倫理教育 
・コロナ禍対応のため講堂での多人数での一斉講習会の開催はとりやめ，日本学術振興会の e-ラーニン

グを受講させることとした。受講期間を 8月～9月末までとし，受講が完了していない学生について

は適宜受講を促し 在学生について全員受講が完了した。 

(4) 就職・進学合同説明会 
・10月 7日（水）に実施した。新大学院設置のため，次年度大学院入試日程や方法等について不確定

な点が多いことから，今年度のものから変更になる可能性がある旨を予め学生に周知した。 

(5) 理工学教育部教授会修士課程理学領域部会教育委員会要項の改正 
・カリキュラム編成等について，必要に応じてアンケート等により企業等の意見を聴くこととすること

を明記した。 

(6) 理工学教育部規則改正 
・大学院設置基準の一部を改正する文科省令に対応するため，他の大学院で修得した単位，入学する前
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に他の大学院において修得した単位などを，教育部で修得したものとみなすことができること，及

び，この場合に 1年を超えない範囲で教育部に在学したものとみなせることなどに関する改正案を教

授会に付議した。また，大学院科目の早期履修などについて検討することとした。 

(7) 授業評価アンケート・修了者アンケート 
・カリキュラム編成や学修内容に関する要望を調査できるようにアンケートを改正し, Moodle上で動

作確認・修正の上で実施した。昨年度実施した修了者アンケートの結果については，就職指導委員会

や，新入生オリエンテーションで学生と情報共有することとした。 

(8) 大学院修了者の採用企業関係者へのアンケート 
・カリキュラム編成や学修内容に関する要望を調査できるようにアンケートを改正し，12月中に発送

することとした。なお，次年度以降については，時期を早めてアンケートを実施することとした。 

(9) 学院生のポスター発表 
・コロナ禍で多くの学会でWeb学会等発表の機会があることや，学内では専門的な内容での発表につ

いて評価しにくいことから，今年度は実施しない事とした。 

(10) FD 研修会 
・コロナ禍対応のオンライン講義を準備するために(1), (2)のFD を企画・実施した。また，アンケート

結果を教員間で共有しカリキュラム編成検討の基礎とするため，また，PBLの実践例を学ぶための

FD(3)を企画・実施した。 
(1) オンライン授業における「Moodleの使い方」「Zoomの使い方」などに関する情報交換会  (教務委

員会との合同FD) 
日時: 令和2年 4月 17日(金)3限 
場所：Zoomで参加もしくは理学部多目的ホール 
講師: 古田教授，森脇教授，木村准教授，上田教授 
(2) 遠隔授業における期末試験に関して(教務委員会との合同FD) 
日時：令和 2年 7月 8日（水）13時 00分～13時 30分（オンライン開催） 
講師: 藤田教授 
(3) 大学院教育のアンケートによるフィードバック 
日時: 1月 20日（水） 
講師: 森脇教授, 安江准教授, 立石准教授 

(11) 令和４年度大学院改組に伴う教職課程認定について 
・改組に伴う教職課程認定を受けるための準備を検討し，作業をすすめた。 

(12) 令和２年度学部プロジェクト推進経費（学長裁量経費（部局長リーダーシップ経費)）による理学系学

生のための新たな情報科学講習会について 
・大学院でのデータサイエンス教育の組織的取組としてWG を作り試験的な講習会を企画・実施し

た。実施日・内容は下記の通りである。 
1/27(水) Raspberry PiとPython を用いた IoT実習（野崎） 
3/15(月) パソコン操作の基本からPython 入門まで（木村） 
3/16(火) Python，Excel によるデータの統計解析（栗本） 
3/17(水) Excelで学ぶデジタルフィルタ技術（野崎） 
3/18(木) Excelで学ぶ方程式の数値解の解法/最小2乗法（森脇） 
3/19(金) Raspberry Pi等を用いた実習成果発表会（森脇・野崎） 
各回, 数名から 20名の学生が参加した。参加学生にアンケートを実施し，それを元に来年度の本格実

施を検討する。 
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