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2.3.1 理学部教務委員会
教務委員会委員長 石井 博

1.

委員会開催日
第 1 回 4 月 10 日

2.

検討課題
令和元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元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元粘度計画の実施
[理 1:1-1] 科目番号制（ナンバリング）を反映したカリキュラムを実施するとともに，科目番号制について
評価を行う．
・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．
・Moodle（e ラーニングプラットフォーム）を用いて 2 年生を対象にアンケート調査を実施した．
[理 1:2-1] シラバスの充実を図るとともに，シラバスの内容や活用について評価する．
・授業評価アンケートのシラバスの項目を集計し，評価，検討を行った．
[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．引き続きＧＰＡ制度を活用した進
級・卒業要件等を検討する．
・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．
・検証結果により，記載基準を見直し等を検討した．
・引き続きＧＰＡ制度を活用した進級・卒業要件等を検討した．
[理 5:12-1] ICT を活用した授業の改善を図るとともに，双方向型授業等について評価する．
・e ラーニング語学学習教材の更新について，担当業者から情報収集を行った．
・理学部安全講習会をモデルケースとして moodle を用いたビデオ配信，受講確認・評価のシステムを評価
しそのあり方について検討した．
[理 6:13-1] 分析資料の作成及び分析を実施するとともに，教育の改善に関する PDCA サイクルについて評
価する．
・自由に他の教員の講義を見学できる「授業互見期間」を２週間にわたって設けた．その際，授業評価ア
ンケートの高かった講義をリストアップし，見学する際の参考にしてもらった．
・授業評価アンケートを分析し，どの項目の評価が全体の評価に結びついているのか検討を行った．
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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 石井 博

1.

部会開催日
5 月 23 日(第 1 回)，7 月 11 日(第 2 回)，8 月 21 日(第 3 回)，10 月 11 日(第 4 回)，11 月 15 日(第 5 回)，
1 月 10 日(第 6 回)，2 月 18 日(第 7 回)の計 7 回開催した．

2.

令和元年度に検討，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，不登校学生，メンタルヘルス不調（精神疾患だけでなく軽い抑うつ状態などの生活の
質に影響を与えるもの）学生のリスクと対応方法に関して，教員のリスク回避と負担軽減を目的に，教育
委員会と合同で開催した．学生支援課 学生生活相談員の八島不二彦氏を講師とし「学生の就学困難状態
への対応とメンタルヘルス不調の予防について」というテーマで講演と質疑を行った．
(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) 卒業時アンケートの実施
昨年度に卒業生に実施したアンケートの結果を分析した．令和元年年度卒業生を対象としたアンケート
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．今回から回答はマークシートを使用することとした．
(5) 科目番号制・CAP 制に関するアンケートの実施
科目番号制・CAP 制に関するアンケート調査を行った．今回からは Moodle 上で実施することとした．
(6) 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元年 7 月および令和元年 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 e ラーニング教材が契約切れになるた
め，令和 3 年度の授業形態について検討を行った．
(7) 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検討し，成績評価分布の目標案として設定発っ
た「秀と優を合わせて概ね 45％以内とする」という目標が概ね達成されていることを確認した．
(8) 実務経験教員科目について
高等教育無償化対応に伴って「実務経験のある教員による授業科目」の照会に対して，該当科目がないか検
討した．
(9) CAP 制についての検討
ＣＡＰ制導入前後３か年分の学生自習時間の推移について解析を行った．ＣＡＰ制導入以後も学生の自習時間

はあまり増えていないことから，授業外での学習をこれまで以上に求める旨の呼びかけを各学科内で行ってい
くこととした．
(10) GPA 制度の活用
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．引き続きＧＰＡ制度の活用につい
て検討した．
(11) 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
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(12) 教職課程認定大学実地視察指摘事項への対応について
令和 2 年度以降の教職課程の実施に際し，教育実習に関わる体制の構築，教育実習の事後指導の充実，
教育実習の評価の客観性の担保に関する種々の課題に関して議論を行った．
(13) 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．
(14) 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．
(15) 長期履修学生取扱要項について
理学部の長期履修学生取扱要項を作成した．
(16) 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．
(17) 学生表彰制度の申合せについて
理学部の理学部における学生の表彰制度の運用に関する申合せの一部改正を行った．
(18) 人件費削減に伴う教育課程の見直しについて
昨今の人件費削減を受け，教育の質を下げずに教員の負担を増やさないためにどのような対策が必要か
議論を行った．
(19) 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リストアップし，後期に授業互見期間を設
けた．
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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 森脇 喜紀

1.

部会開催日
5 月 9 日（第 1 回）
，8 月 7 日（第 2 回）
，11 月 6 日（第 3 回）
，2 月 10 日（第 4 回）

2. 平成 31 年度・令和元年に審議・検討，実施した事項
（１） 授業時間割（案）の作成
令和 2 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９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 1 月 8 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 4 名の教員が担当した．
（５） 五大学連携単位互換制度の提供科目の提示
地球科学科の都市デザイン学部移行と，学年進行に伴う提供科目の改訂を行った。五大学連携に関して
制度の運用や，科目名の取扱について継続審議することとした．
（６）教育実習についての訪問教員および令和 2 年度教育実習事前指導講師の選任
令和元年度の県内教育実習実施校に対する教員の訪問について，原則当該学生の指導教員が訪問するこ
ととした．また，令和 2 年度教育実習事前指導実施計画について，事前指導講師の担当学科を生物圏環
境科学科と決定した．
（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 2 年度授業日程（案）の審議
令和 2 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 2 年度新入生行事日程
令和 2 年度新入生行事日程について審議し，教授会に付議した．
（10）理学部規則一部改正
各学科の講義改善に伴う理学部規則別表の一部改正について審議し，教授会に付議した．
（11）第 3 年次編入学学生などの既修得単位の取扱に関する申し合わせの改正
教養改革が行われた平成 30 年度以降の入学者の学年進行に伴い，第 3 年次編入学学生などの既修得単
位の取扱に関する申し合わせの改正を行い，教授会に付議した．
（12）理学部インターンシップ実施要項の改訂
インターンシップを全学年で実施するため，理学部インターンシップ実施要項を改訂した．
（13）長期履修申請への対応
長期履修申請のあった学生について理学部長期履修学生取扱要項に基づき審議し，結果を教授会に付議
した．
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（14）ICT(情報通信技術)を活用した教材の開発について
理学部安全講習会をモデルケースとして，その内容について ICT を利用した教材を，moodle を用いて
開発し，その効果や普及について議論した．
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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 岩坪 美兼
1.

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 18 校（県内 10 校，県外 8 校）であり，昨年より７校減った．そのうちの
２校は PTA だけによる訪問であった．いずれも施設であった．PTA だけの訪問数は昨年より 3 校減少，一
昨年と同数になった．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 5 月から 11 月までの間に行われた．
特に 7 月と 10 月に集中したのが今年の傾向である．4 月および 12 月−3 月には高等学校からの訪問及び高
等学校への訪問の依頼はともに無かった．

2.

高等学校訪問
富山県，岐阜県，愛知県，長野県，山梨県内の 14 高等学校を訪問して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．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必ず行うようにし
た．これまでと同じく対象学年は主に 1,2 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．
出前講義
本年度は依頼が無かった．なお昨年度は富山県，新潟県，愛知県のそれぞれ 1 高等学校において４題のテ
ーマで出前講義を実施した.

3.

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，それに新潟県立新津高校学校の合わせて７校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 4 名，富山高等学校に 5 名，高岡高等学校に教員 3 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昨年同様に 3 月に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することが可能であった．

4.

サイエンスフェスティバルにおける高校生の発表
3 高等学校から以下の 6 題の発表があった(9 月 28 日)．最優秀賞 1 題，特別賞 1 題，理学部長賞４題の表
彰を行った．文部科学大臣賞を受賞していた研究発表を特別賞とした.
■最優秀賞
・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(富山中部高等学校)
■特別賞
・微速度撮影によるアカハライモリ発生時間の研究(富山第一高等学校)
■理学部長賞
・みんなで楽しいバドミントン！ 理想の対戦方式 (富山中部高等学校)
・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〜 (富山中
部高等学校)
・ハタタテネジリンボウとエビの共生について part 2 (富山中部高等学校)
・トミヨの環境ＤＮＡの検出と生息調査について (富山中部高等学校)
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5.

小学生・中学生・高校生への教育活動
・小学生とその家族を対象とした「ひみラボ感謝祭」を開催した（10 月 27 日）
．
・中学生・高校生を対象とした「ひみっ子ラボ 2019」を開催した（中学生・高校生対象：7 月 18〜29
日）
．

6.

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
富山県野生鳥獣保護管理検討委員会,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.

7.

来年度の探究科学科との連携
3 月 20 日に探究科学科設置 3 高等学校との間で来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
行った．

8.

「りっか」の発行
理学部後援会会報「りっか」第 15 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．第 15 号は，
数学科，物理学科，化学科の 3 学科を中心に紹介した．

9.

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．
・全国 SSH 生徒研究発表会（JST 主催）の審査委員として教員 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．
・3 月に実施予定の富山県内の高等学校理科・数学の校長と理学部の執行部等との話し合いは，新型コロナ
ウイルスの流行により，今年度は中止となった．
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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 2 年度理学部案内（スペクトラ 2020）を作成した．昨年度と同様に発行部数を 5000 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，PDF 版を公開した．
令和 3 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．各教員の
研究内容を紹介するページを追加し，令和 2 年度理学部案内と同様に「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（8 件）を紹介した。また，富山大学の改組に伴い，理学部の英語表記を「School of Science」に変更し
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。なお，理学部ホームページのアクセス数は昨年度に比べやや増加（5.4%増）した。

3.

ノベルティグッズの配布
理学部ノベルティグッズとして蛍光ペン 2 本セットを，高校生などを対象に約 930 セット配布した．

4.

顔写真パネル設置
理学部（及び都市デザイン学部）の玄関に理学部教員の顔写真パネルを設置した．

（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

数学科

3

物理学科

5

化学科

7

生物学科

9
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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
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大学院と大学関連施設
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2.3.6 理学部入試委員会
1.

2.

3.

入試委員会委員長 桑井 智彦
委員会開催日
4月4日(第1回)，5月9日(第2回)，6月7日(第3回)，9月2日(第4回)，11月5日(第5回)，12月12日(第6回・メール
開催)，3月17日(第7回)の計7回開催した.

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 桑井智彦
同副委員長 横山初
電算処理専門委員会委員 川部達哉，前川清人，桑井智彦
アドミッションセンター会議委員 柏木健司
令和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2年度入学者選抜要項(案) (4月4日)
・令和2年度第3年次編入学学生募集要項(案)，試験要項(案)及び実施要項 (5月9日)
・令和2年度特別入試，一般入試及び私費外国人留学生入試学生募集要項(案) (6月7日)
・令和2年度入学試験成績一覧表(案)及び電算処理仕様書(案) (6月7日)
・令和2年度アドミッション・オフィス(AO)入試試験要項・実施要領(案)(9月2日)
・令和2年度第3年次編入学第2次募集要項(案)(9月2日)
・令和2年度第3年次編入学第2次募集試験要項・実施要項(案)(11月5日)
・令和2年度特別入試要項・実施要項(案) (11月5日)
・令和3年度第3年次編入学学生募集要項(案) (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
(8月26日，於富山大学黒田講堂，前川清人(生)，桑井智彦(物) )
教員の派遣は，入試委員長と平成23年度から学科輪番で教員1名を選出することとなっており，今年度は
生物学科教員が担当となった.
・富山県高大連携セミナー
(10月25日，於小杉文化ホール，横山初(化)，桑井智彦(物))
5.

入学者選抜方法（AO 入試の導入等）と受験者の確保の検討
・
「大学入学共通テスト」の導入に伴う英語科目の試験採点の方式について，学部において昨年度に検討・決定
した.その結果に対して，全学の入学試験委員会で若干の修正を加えて，全学統一方式とすることとされた.
・多面的・総合的に評価のできる募集定員 3 名に対して 4 名の志願があったが，最終選抜を経て合格者は定員
を 2 名下回る 1 名であった.今後，対策を検討することとした.
・物理学科および生物学科においても，令和 3 年年度入試において推薦入試を廃止し，新たに AO 入試を実施
することを 2 年前予告により公表した.現在，選抜方法の詳細内容について検討を行っており，間もなく確
定の見込みにある.
・学外受験場の検討や理学部の宣伝等について検討を行い，引き続き検討継続することとした.令和元年度入試
の倍率等から受験生の動向を分析し，確保に務めるべく対応を検討することとした.
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2.3.7 理学部就職指導委員会
就職指導委員会委員長 丸茂 克美
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．
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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
4 月 22 日(月)14：45～16：15 会場：理学部多目的ホール
・岸本寿生(就職・キャリア支援センター副センター長)「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長)「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) 「就活スケ-ジュールの確認とインターンシップについて」
10 月 9 日(水)14：15～16：15 会場：理学部多目的ホール
・舟木智美氏(株式会社株式会社マイナビ)「自己 PR 作成講座」

2.

理学部保護者懇談会での就職支援についての説明
・理学部保護者懇談会，4月4日(木) 会場：理学部多目的ホール
新入生の保護者に対し，2018年度卒業・修了生の就職状況につき説明するとともに，理学部の就職支援体
制につき説明を行った．

3.

理学部 1 年生を対象としたキャリアガイダンスの開催
4 月 19 日(水) 14：45～16：15 於：多目的ホール
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．株式会社マイナビ「企業の求める人材像および若年者をとりまく雇用環境等について」
３．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」

4.

インターンシップへの取り組み
58 名の理学部学生インターンシップ希望者および，40 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．6
月 26 日(水)14：45 から理学部(4 階) A424 教室で，インターンシップ希望者に対する DVD 講習会を行っ
た．

5.

理学部同窓会との協力などによるキャリア支援授業の開講
平成24年度からキャリア支援科目を学部と大学院修士課程の学生を対象に開講している．最近の就職活
動の早期化に対応するため，キャリア支援授業を学部2年生の後期に開講することとした．本年度は，理学
部同窓会の協力のもとに，主に県内外企業で活躍している理学部OB･OG等を講師に招いての講義8 回を行
った．さらに，人材派遣会社2社から講師を理系のスキルを活かした働き方についての講義を2回行った．
受講登録者数は2年生が43名，3年生が10名，修士1年が1名であり，単位取得者は50名であった．

6.

理学部就職・進学合同説明会の開催
10月2日(水)14：45－15：45 会場：理学部多目的ホール
・丸茂学生指導委員長挨拶
・就職内定者から金子圭佑君(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)
「就職内定学生による就職活動体験談発表」
・丸茂就職指導委員会委員長)「昨年度の就職状況と今後の就職活動について」

7.

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
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会，インターンシップ情報などを掲載した．求人情報掲載ページ

8.

その他
就職指導委員会の開催（2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．また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てクラブ活動の支援，奨学支援活動も
行う．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 11 月 20 日
第 2 回 9 月 09 日
第 5 回 11 月 29 日
第 3 回 10 月 21 日
第 6 回 03 月 04 日
（第 5 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
7 月 10 日(水) 13：00～13：30 に，
「障害学生の支援について～入学後の支援の流れと学内連携」という演
題で，教職員を対象とした講演会を開催した. 学生支援センター特命講師の桶谷文哲先生にお願いし，H28 年
4 月より施行された障害者差別解消法に基づいた障害者支援について，本学の状況やポイントについての講演を
頂いた. 講演終了後，身体ならびに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，昨年度と同様，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（計 4 回開催：6 月 26 日，7 月 8 日，7 月 12 日，11 月 12 日）
．対象学生は全員参加
とし，受講後に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 年生を対象として上記の講演会を開催した（二つの講演会を連続して開催）
．4 月 10 日 10 時から開催した
に講習会では富山県消費生活センター講師(富山県弁護士会所属弁護士)に「大学生に必要な消費生活知識」という題
で消費生活での注意点について講演して頂いた.引き続いて 11 時より「盗難，痴漢等の加害者・被害者にならない
ための防犯対策」という題で富山西警察署生活安全課長に，犯罪の被害者，加害者にならないための基本的な知識
をご教示頂いた．学生のアンケートはいずれも概ね好評であった．両講習会は昨年まで 7 月上旬に開催されてきた
が, 新入生が学生生活を始める上で重要な内容であるため今年度は入学時に開催した．
5．サイエンスフェスティバル 2019 の支援
本年度のサイエンスフェスティバルは，9 月 28 日(土)，29 日(日)の 2 日間に亘り，多くの機関による協賛の
下，学生による実験展示企画，サイエンスカフェ企画，理工共同特別講演会，学部・学科の教育研究紹介，高校
生による研究成果発表会など，盛り沢山の内容を用意して実施された．2 日間とも事故の発生もなく，全企画行
事を予定通りこなして盛況の内に終了した．また，車による来場者の交通整理のために学生による誘導係を各所
に配置し，特段の混乱はなかった．自動車による来場者が多く駐車スペースも限られているので，次年度以降も
交通整理をスムーズに行うことは重要である．来場者のアンケート結果については，サイエンスフェスティバル
実行委員会が集計し，概ね好評の結果を得た．
6．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 2 月 10 日に実施した.
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学生の出席者 6 名はいずれも大学院生であった. 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への配慮，英語での情報提
供の充実，ヘルンシステムでの学生連絡の英語対応，留学生が日本文化へ触れる機会の充実，富山での日常生活
における英語サポートの充実，などの要望があった. 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.
留学生が日本文化へ触れる機会の充実を図る試みとして，五箇山集落，和紙の里，北陸コカ・コーラボトリン
グ工場見学の日帰り実地見学旅行を 11 月 21 日に開催し，留学生 8 名と学生生活委員会委員 4 名, 教務職員 1 名
が参加した. 日本文化の理解とともに，留学生間，留学生と教員間の親睦においても有意義な企画となった．
7．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
ート体制の一層の充実が各部局で求められたことに伴い，平成 26 年度に策定された「学生との面談の際の留意
事項について」を増補改定し，新たに「助言教員の学生指導・支援の際の留意事項について」を策定して理学部
教員に配布した. 尚このマニュアルは 10 月 2 日開催の学科長会議において審議・承認された．
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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 杉浦 幸之助
はじめに
国際交流委員会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方策
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
討を開始する．
1．委員会開催日
第1回 4月9日
第 6 回 10 月 7 日
第 2 回 4 月 17 日〜23 日
第 7 回 10 月 11 日〜16 日
第 3 回 5 月 14 日
第 8 回 11 月 22 日
第 4 回 6 月 17 日
第 9 回 2 月 19 日〜26 日
第 5 回 8 月 21 日
（第 2 回，第 7 回，第 9 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
の海外英語研修プログラムを継続して実施した．4学部（理学部・工学部・経済学部・都市デザイン学部）によ
るプログラムとなり，16名が研修に参加した．参加学生の内訳は，理学部5名，工学部4名，経済学部3名，都市
デザイン学部2名，理工学教育部（修士・理学領域）１名，理工学教育部（修士・工学領域）１名であった．研
修は8月12日〜8月25日（往復の旅程を含む）の日程で実施された．また昨年度に続き，部局間協定先であるモ
ナッシュ大学マレーシア・サンウェイ脳科学研究所での研修が，語学研修プログラム終了後のオプションプロ
グラムとして8月25日〜8月28日（復路の旅程を含む）に実施され，9名が参加した．
UTARでの英語研修は今回が5回目の実施であり，研修プログラムの内容も定着しつつある．本研修の実施に
ついては昨年度同様，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，事前授業（実践英会話レクチチャー）
，UTARとの研修プログラムの計画・調整，研修期
間中の引率などの重要な業務を担当いただいた．加えて，往路には青木一益先生（経済学部）
，復路には中路正
先生（工学部）
，オプションには松田恒平先生（理学部）に引率の業務をご担当いただいた．なお，参加4学部
の担当者による本プログラムのワーキンググループは，理学部国際交流委員会委員長を座長として計5回のマレ
ーシア英語研修打合せを開催した．
3．学生の海外派遣，留学生の受け入れ事業の推進
今年度前期後期ともに，英語専門コーディネーター駐在を継続して実施した．海外科学英語研修の参加の際に
TOEIC 成績を評価基準の一つとし，
「実践英会話レクチャー」の受講により参加者のレベルを引き上げた．
令和 2 年度海外留学支援制度（タイプ B）には令和元年度採択・実施のプログラム 1 件を継続申請（2 年目）
し，令和 2 年度海外留学支援制度（タイプ A）には新規プログラム 1 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．また，
富山大学五福キャンパス国際交流事業基金学生海外渡航補助事業（前期）に 5 名，学生海外渡航補助事業（後期）
に 1 名を推薦した．
令和元年度海外留学支援制度（タイプ B）により 9 名の学生（理学部・工学部・経済学部・都市デザイン学部・
理工学教育部）をマレーシアに派遣した．部局間協定を締結したマレーシア モナッシュ大学・モナッシュサンウ
ェイ脳科学研究所との学生交換プログラム（理工学教育部学生 1 名）を実施した．日本人学生教職員の海外派遣
および外国からの留学生研究者の受入れ支援に取り組み，理工学教育部 4 名および理学部 2 名の学生をドイツ，
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スペイン，フランス，イタリアに派遣した．本学が主催する短期語学研修プログラム（米国，ニュージーランド）
に学部生が 3 名参加した．一方，本学が主催するハワイ大学マウイカレッジ英語研修プログラムに 1 名参加予定
のところ，新型コロナウイルスの影響により，プログラムの実施が中止された．富山大学基金事業学生海外留学
支援プログラムに学生 2 名（理工学教育部．米国，フランス）が応募し，採用された．学生 2 名（理工学教育部）
が「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム第 12 期生」に応募し，1 名が採用された．
名古屋で開催された留学生向け合同進学説明会に富山大学紹介としての教員を派遣した．長期研修制度に基づ
き，今年度は生物圏環境科学科教員 1 名の長期研修を実施した．
4．大学間・部局間学術交流協定の締結
新たな部局間協定がタイ王国キングモンクット工科大学ラカバン校農業技術学部，イタリア共和国カメリーノ
大学理工学部，チェコ共和国西ボヘミア大学新技術研究センターと締結された．また，フランス共和国オルレア
ン大学との大学間協定が締結された．
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．教育委員会と連携して大学院入試での外部英語試験活用の検討を進めたところ，
「外部英語試験の
結果で外国語の筆記試験を免除している専攻では平均得点が高いことや平成 31 年度入試については平均得点が
大きく上がったことなどの意見があった．
また，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．
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
本委員会委員の任期を 2 年とすることに係る検討について，昨年度からの引継ぎ事項の一つとなっていた．他
の主要な委員会に合わせて本委員会委員の任期を２年に変更することに関して議論を進め，了承された．
マレーシア英語研修の今後の方向性に関する意見集約と方針の決定について，昨年度からの引継ぎ課題にあが
っていた．平成 26 年度から本学部が主体となって実施してきた本研修は，参加学部が４学部となり，研修内容
でも理系と文系の選択内容が加えられる等，理学部の枠を超えた研修プログラムとしての面が強まっている．ま
たこれまでの本委員会報告において，マレーシア英語研修は全学の語学研修事業として移管する方針が明記され
ている．このような背景もふまえて，ワーキンググループで全学への移管を含めた今後の方針について意見交換
をした．そして，国際機構運営会議で意見交換をし，全学への移管を見据えて国際機構の担当者も含めてマレー
シア英語研修を安定して引き継いでいくための仕組みを構築してくこととなった．今後は，国際機構の担当者も
含めて議論をして，着実に進めることを次年度の本委員会へ申し送ることとした.
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2.3.10 理工学教育部修士課程理学領域部会教育委員会
教育委員会委員長 田中 大祐

1．委員会開催日
4月2日(第1回)，5月7日(第2回)，6月5日(第3回)，7月8日(第4回)，8月7日(第5回)，9月30日(第6回)，10月24
日(第7回)，12月20日(第8回)，1月16日(第9回)，2月10日(第10回)，2月28日(第11回，メール開催)の計11回開
催した．
2．理工学教育部修士課程理学領域部会教育委員会の令和元年度の取り組みと成果
(1) 研究指導等に係る体制の整備について
・大学機関別認証評価への対応のため，大学全体として研究等の進め方について統一化を図ることとな
り，研究実施予定表と研究指導計画書を作成した．
(2) 大学院(修士課程)教育，入試，行事等の実施に係る事項の審議
・4 月 5 日に，新入生に対する全体オリエンテーション及び専攻別オリエンテーションを実施し，ファー
マ・メディカルエンジニア(PME)養成プログラムについても説明を行った．
・令和元年度後期及び令和 2 年度前期の授業時間割案，令和 2 年度授業計画案，令和 2 年度入学生用の課
程表等を作成・審議した．
・令和元年 10 月入学・令和 2 年 4 月入学の一般入試，自己推薦・GPA 特別入試および社会人・外国人留
学生特別入試の募集と，一般入試及び社会人・外国人留学生特別入試の２次募集について，募集要項案
を作成した．さらに，各入試・募集について，入試要項・実施要項・実施点検マニュアル等の案を作成
した．以上，入試に係る各種要項等の案を理学領域部会へ付議した．
・自己推薦・GPA 特別入試を 7 月 5 日に，一般入試を 8 月 27・28 日の両日に，２次募集入試を 11 月 28
日(物理学，化学の各専攻)と 1 月 29 日(数学，生物学，地球科学，生物圏環境科学の各専攻)に分けて実
施した．
・令和元年 9 月修了者と令和 2 年 3 月修了者について，修士論文審査委員を選出し理学領域部会に付議し
た．
(3) 現在の大学院(修士課程)教育の改善に向けた検討
・大学院授業評価アンケートおよび採用企業関係者へのアンケートは例年通り実施した．修了時アンケー
トの結果，英語力の取得が十分でなかったという意見が多かった。また，インターンシップの参加率は
55％で，過半数が参加していた．
・理工学教育部で領域横断的に実施しているキャリア教育プログラムである， PME 養成への，理学領域
からの履修登録者数は 12 名と比較的多かった．本年度は，化学専攻から 3 名の修了者が出た．また，
PME の実習を担当することが可能な教員が，理学領域で 1 名増となった．
・理学部及び理工学教育部合同の FD 研修会を 12 月 5 日に実施した．今年度は，
「学生の就学困難状態へ
の対応とメンタルヘルス不調の予防について」と題し，学生支援課係長・八島不二彦 氏を講師としてお
招きし，教員のリスク回避と負担軽減を目的に，不登校学生，メンタルヘルス不調学生のリスクと対応
方法を中心に研修した．
・シラバス作成マニュアルに従って，専攻ごとにチェックシートを取りまとめた．また，英語での講義や
シラバスの英語表記を増やしていく必要があることを確認した．
(4) 横断的カリキュラム（大学院共通科目）の検討
・教育・学生支援機構教育推進センター大学院教務専門会議での審議を受けて，大学院共通科目として実
施できる授業について，理学領域からは「理学人材キャリア形成」が開講可能と考えて検討を進めた．
現時点での当該授業は理学部・理工学教育部修士課程（理学領域）の卒業・修了生による外部講師のみ
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であり，学部と合同で行っているので，学部との調整も必要であることなどを報告した．
(5) 大学院入試での外部英語試験活用の検討
・国際交流委員会から依頼を受けて，大学院入試への TOEIC 導入の効果を検証した．外部英語試験の結果
で外国語の筆記試験を免除している専攻では平均得点が高かったことや H31 年度入試については平均得
点が大きく上がっていたことなどを報告した．3 年分のデータでは検討材料が少ないため，今後も必要に
応じて集計をして検討していくこととした．
(6) 学会等参加の単位化，実用英語の科目の単位化に向けた検討
・授業評価アンケートを実施し，学会等参加の単位化について学生の意見を集めたところ，肯定的な意見
が 58％と多かった．委員会では，分野間の差や財源の問題など公平性の観点で課題が挙げられているの
で，引き続き検討していくことにした．
・理工学教育部理学領域の専攻が合同の研究成果発表会として，サイエンスフェスティバルの中で「理学
部の最先端研究紹介」という企画を開催し，大学院生がポスターによる発表を行った．また，各専攻ご
とに，次年度の大学院生の学会派遣計画（学会名，人数等）を取り纏めることとした．
・授業評価アンケートを実施し，TOEIC に関する講義を修士課程でも受講したいかどうかについて学生の
意見を集めたところ，受講を希望する学生は 19％と多くはなかった．また，学部の TOEIC に関する講
義を修士課程でも受講する場合には，評価方法などでの問題が考えられてきている．
(7) 研究者倫理教育
・中教審分科会が大学院教育改革の具体的方策として挙げる研究者倫理教育について，10 月 16 日，理学
領域の教員が指導する修士課程・博士課程の学生を主たる対象に，研究倫理セミナーを実施した．昨年
にも実施して頂いた，大阪大学 全学教育推進機構 准教授 中村 征樹 先生を講師としてお招きし，
「研
究不正の防止と責任ある研究活動」と題した 90 分の講演（於 黒田講堂）と 60 分のグループワーク（於
多目的ホール）を行って頂いた．なお，中村先生には，翌日にも，他の研究科・教育部の大学院生を対
象に同じ内容で研究倫理セミナーを担当して頂き，横断的カリキュラム（大学院共通科目）の試行とし
て実施した．
・上記講演会等欠席者については，日本学術振興会の研究倫理 e-learning コースを年内に各人で受講し，
受講修了証を取得するよう指導した．
(8) その他
・令和元年度中期計画実施状況および報告書をまとめた．

3．教育委員会の次年度以降の課題
本学の中期目標・中期計画では，多様な課題に果敢に挑戦し解決でき，学位に応じた幅広い知識と多角的
な視点に基づく業務・研究遂行能力を持ち，国際的に活躍できる人材を育成するために体系的で高度な専門
教育を充実することが掲げられている．具体的には，以下の 1～3 の項目の検討を要請されており，大学院教
務専門会議でも全学的な具体的取り組みについて検討が進められている．その一方で，①各種アンケートで
学生や修了者は現状の教育に肯定的であり，②教員側にも上記要請を重視する意見が必ずしも多くはない．
この現状を踏まえた上での教育改革の取り組みが必要となる．1～3 の検討項目に関する具体的な課題を，今
年度委員会からの申し送りとして追記した．
1
1.1

（中期計画 5）各専攻における大学院教育を充実させるとともに，領域横断的な教育やキャリア教
育を推進するため，各研究科等が連携してカリキュラムの編成を行い実施する．
研究科・教育部内の専攻の枠を超えた共通コア科目や，各専攻の中でも，学生が異なる教育分野の
コースワークを受講するようなカリキュラムを検討・実施する．領域横断的な PME 養成プログラ
ムについては引きつづき連携を進める．
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研究科・教育部を越えた高度教養科目の設置は，大学院教務専門会議で検討されるが，その具体的
な試みとして，研究倫理に関する共通科目が来年度も引き続き試行される予定である．その際の外
部講師として，理学領域の研究者倫理教育の講師を担当して頂いた大阪大学の中村先生が外部講師
の候補となっている．これまで理学領域で行ってきた研究者倫理教育との摺り合わせが必要とな
る．さらに，大学院共通科目として実施できる理学領域からの授業を検討し，
「理学人材キャリア形
成」が開講可能と考えて検討を進めている．この科目については，前述のように学部や同窓会とも
調整が必要である．
国内外の複数の大学院が協力して実施する共同学位プログラムについては引きつづき検討する．
（中期計画 6）高度な専門性に加え，現代社会のニーズに応える幅広い課題設定・課題解決能力を
育む教育を推進するため，各研究科において体系的で実質化された大学院カリキュラムの編成を行
い実施する．
専攻内あるいは専攻を横断した PBL(Problem-Based Learning)形式の授業を取り入れるよう努力す
る．
授業評価アンケートを実施したところ，TOEIC に関する講義について受講を希望する学生は多くは
なく，学部の TOEIC に関する講義を修士課程でも受講する場合には評価方法などでの問題が挙げ
られているので，現状では難しいと考えられた．今後も，カリキュラムについて，授業評価アンケ
ートも活用して検討を進める．また，大学院入試に外部英語試験を導入したことによる効果の検証
と改善の検討を必要に応じて進める．
（中期計画 7）セミナー，研究会や学会等に学生を積極的に参加させ，研究者との交流を通じて，
専門分野の知識と技能を身につけさせるとともに，コミュニケーション能力を強化する．
学会等参加の単位化，実用英語科目の単位化を引きつづき検討する予定である．その際，アンケー
トで浮かび上がった上述の課題解決が必要となる．学会等派遣の年度計画を作成し，派遣を実施す
る．学会等として，サイエンスフェスティバルの中で合同研究成果発表会等を実施したが，パネル
の準備等で課題が挙げられた．
機関別認証評価での指摘を受けた，研究指導等に係る体制の整備については，大学院教務専門会議
から検討を求められ，研究実施予定表と研究指導計画書を作成した．今後，それらに基づいて研究
指導していく必要がある．
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