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修士課程（理学領域） 
 

博士課程 
 

修士課程理学領域部会 
 

博士課程 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学院 
理工学教育部(※) 
 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 

 

 
 

新エネルギー科学専攻  

  

 
 

数理・ヒューマンシステム科学専攻 

 
 
ナノ新機能物質科学専攻  

  

 
 
地球生命環境科学専攻  

  

 
 教育委員会 

大学院  
生命融合科学教育部 

生体情報システム科学専攻 

先端ナノ・バイオ科学専攻 

(※)令和4年度より大学院改組により理工学研究科に変更。 

2. 2021 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） 

 ウェーブレットを用いた時間周波数解析と数理モデルの考察および数値実験（藤田景子, 上田肇一, 

川部達哉） 

 コロンボの理論を用いた単独保存則の解の特異性伝播に関する研究（出口英生） 

 スズナノ粒子のサイズに依存したα-β転移（池本弘之） 

 金属錯体触媒研究に必要なガスクロマトグラフの移設・整備（大津英揮） 

 有機化合物の構造決定に必要な分析機器，超電導核磁気共鳴スペクトル測定装置 JNM-ECX300 の修繕

（宮澤眞宏） 

 RNAを用いた無細胞系での遺伝子発現制御系の開発に必要な超低温冷凍庫の更新にかかる経費 

（松村茂祥） 

 国際的研究拠点化を目指した魚類モデルによる神経系及び内分泌系の制御機構に関する研究の継続的

推進に必要な機器類（蒸留水作成機）の補修（松田恒平） 

 ウイルスベクターを用いた覚醒中枢神経の選択的破壊と行動調節への影響（望月貴年） 

 遺伝子実験に必要な機器サーマルサイクラーの更新（山崎裕治） 

 気象観測と波長別太陽放射観測による蜃気楼に関する研究（青木一真） 

 真珠形成母貝アコヤガイの大量死を引き起こす 2つの感染症原因細菌を現場で検出する（酒德昭宏） 

 最新の地球化学分析と遺伝解析を組み合わせて、河川魚類の流域間ネットワークを可視化する 

（太田民久） 

 
  

富山大学理学部 Annual Report 2021 11

理学部を特徴付ける教育・研究



（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, 廣島 渚, 

廣林茂樹, 長谷川昌也, 成行泰裕, Eun-Kyung Park） 

3. SDGs達成に向けた地域活性化拠点としてのひみラボの機能強化（山崎裕治） 

4. 富山湾・魚津を中心とした大気光学現象（蜃気楼）の教育・研究情報発信体制の基盤整備（青木一真） 

5. X線自由電子レーザーによる気相、液相分子の幾何構造、電子構造の理論研究（畑田圭介） 

6. 重力の大きさの変化が植物の細胞分裂に与える影響の解明（玉置大介） 
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（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, 廣島 渚, 

廣林茂樹, 長谷川昌也, 成行泰裕, Eun-Kyung Park） 

3. SDGs達成に向けた地域活性化拠点としてのひみラボの機能強化（山崎裕治） 

4. 富山湾・魚津を中心とした大気光学現象（蜃気楼）の教育・研究情報発信体制の基盤整備（青木一真） 

5. X線自由電子レーザーによる気相、液相分子の幾何構造、電子構造の理論研究（畑田圭介） 

6. 重力の大きさの変化が植物の細胞分裂に与える影響の解明（玉置大介） 

 

 

プロジェクト報告 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（生物圏環境科学科） 

分担者 青木一真（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

タリング拠点形成のため，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.  

本年度の

活動 

 

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、通信機器の復旧と、電源増強（太陽電池パネルの増設、蓄電池の増設）を行っ

た。また、気象測定データ（気温、湿度、気圧、風向風速、日射など）の一部（気温、風向

風速）とカメラ映像について、2021 年 7月よりホームページ上で試験公開を開始した。冬期

は日照不足により 2月に通信停止したが、4月に復旧している。 

さらに新型コロナウィルス対策として、給排気装置の設置（太陽電池パネルの増設、蓄電

池の増設、熱交換器の製作、ダクトパイプの設置）を行った。一部については運用を開始し

ているが、次年度も継続して行う予定である。 

また、立山室堂平では 6 m以上の積雪が見られる。この積雪底面の温度測定を 2022年 6

月(予定)まで継続して実施している。また同時に、2021年秋に設置した積雪下層観察用のデ

ジタルカメラを 2022 年 6月(予定)に回収し、これらの画像とともに、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 4編、国内誌 1編、修士論文 2編、卒業論文 1編の論文

発表や、学会等での研究発表の他、4月に行った積雪断面観測（教員 2名、外部 2名、学生

4 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２年ぶりに開催した（ハイブリッド方式）。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.  

 

(主な成果論文) 

・ Masahiro Momoi, Hitoshi Irie, Miho Sekiguchi, Teruyuki Nakajima, Hideaki Takenaka, 
Kazuhiko Miura & Kazuma Aoki,; Rapid, accurate computation of narrow-band sky radiance 
in the 940 nm gas absorption region using the correlated k-distribution method for sun-
photometer observations. Prog Earth Planet Sci 9, 10 (2022). https://doi.org/10.1186/s40645-
022-00467-6. 

・ Teruya Maki, Kevin C. Lee, Stephen B. Pointing, Koichi Watanabe, Kazuma Aoki, Stephen 
D.J. Archer, Donnabella C.Lacap-Bugler, Akira Ishikawa,: Desert and anthropogenic mixing 
dust deposition influences microbial communities in surface waters of the western Pacific 
Ocean, Science of the Total Environment (2021), 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148026. 

・ Ambarish Pokhrel, Kimitaka Kawamura, Eri Tachibana, Bhagawati Kunwar, Kazuma Aoki,: 
Alpine snowpit profiles of polar organic compounds from Mt. Tateyama central Japan: 
Atmospheric transport of organic pollutants with Asian dust, Atmospheric Environment, 244, 
117923, 2021, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117923 
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プロジェクト報告 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), 廣島渚(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)，Eun-Kyung Park(国際機構) 

概要 

  

 

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・制御技術を開発し, KAGRAによる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宇宙の初期状態の解明を目指す。 

本年度の

活動 

 

 

理学部分野での活動内容について記述する。 

[A] 実験分野 

① 高出力レーザーの強度安定化の手法開発 

KAGRA に設置された強度安定化システムでは強度ノイズとビームの揺らぎに相関があった。

ビーム揺らぎがレーザー強度へ変換されることは様々な光学素子において起こり得るため，

揺らぎを押さえることが必要であるが，全体の系でそれを実施するのは容易ではない。フォ

トダイオード上での光ビームの揺らぎによる擬似的な強度揺らぎについて調べ，それを最小

化するビームスポットを探すことができることが分かった。安定化システム中にはビーム揺

らぎを押さえる系も導入し，2022 年末から開始の国際共同観測 O4 にむけてレーザー強度安

定化システムを設計・部品などを調達した。このシステムは，2022 年度に KAGRA へ設置を行

う予定である。 

② レーザーパワーの絶対値の測定技術の開発 

重力波信号強度の較正では，レーザーパワーが基準となり，そのパワーは積分球を米国 LIGO，

富山，KAGRA 間で移動して，それぞれの実験室で比較較正を繰り返している。設置時のずれな

どによる測定精度，安定性が重要であるためその測定を行った。積分球の設置では主に角度

ずれが起こりやすいが，出力の角度依存性は 0.2%以下であり，次回国際共同観測 O4での較正

目標に対しては十分に小さい値である。 

③ KAGRAサファイア鏡とその懸架系の性能向上 

 (i) 低温サファイアの光吸収の測定:必要な光学台や光学部品を準備した。(ii)サファイア

不純物の測定：2名の学部生と酒井客員教授、桑井教授とともに磁性を利用した測定を進めて

いる。(iii) 低温での鏡反射膜の機械的散逸の測定：今までの成果をまとめた論文を執筆中。

海外との共同研究の議論を進めている。(iv)パラメトリック不安定性：不安定モードの形状

を測定する装置の改良を進めている。(v)サファイア懸架系の雑音の低減：制御のためのモニ

ターをより雑音の小さい光てこに交換し、その性能を評価している。 

④ クリーンブースの整備 

重力波実験研究室のクリーンルームを利用して，O4 での稼働予定のハイパワーレーザーにつ

いて周波数・強度安定度の測定実験を行い，それらが必要なレベルに達していることを確認

した。また, KAGRAでの重力波信号強度を較正するためのレーザー光パワーの較正を行った。 

[B] 理論分野 

ゲージヒッグスモデルにおける宇宙の相転移由来の重力波と密接に関係のあるヒッグス粒

子の 3点結合の素粒子標準理論からのずれや、傍観アクシオン SU(2)モデルにおける量子揺

らぎ起源の重力波と暗黒輻射の検出可能性に関する研究を行った。 

また、暗黒物質の重力的な特性に基づく理論的研究を遂行した。高赤方偏移での暗黒物質

構造形成に注目し、小スケールハロー中での暗黒物質対消滅に起因したエネルギー・粒子注

入による 21cm線シグナルの変調を定量化した。これらの成果を論文として発表した。 

さらに、昨年度に引き続き解析的な構造形成モデリングを行っており、現在論文の投稿準備

中である。 

また，The 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier"

として，学外からの講師を招き，12月から 3月までの期間に 7回のオンライン講演会を開催

した。 
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プロジェクト報告 3 

プロジェ

クト名 
SDGs達成に向けた地域活性化拠点としてのひみラボの機能強化 

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）を拠点として、SDGs の 1 つである「陸の

豊かさも守ろう」の達成に向けた拠点機能の強化とそこを活用した活動として、以下の課題

に取り組んだ。 

 ①水田生態系を支える動物プランクトンの動態調査 

 ②SDGs の達成を目指した環境教育の実践 

 以上を通して、主要な一次産業である水田活動が、人間にとって重要であると同時に、陸域

生態系の豊かさの保全や持続的活用においても有益であることを、魚類とその餌生物である

動物プランクトンの双方の視点に基づき、解き明かした。また得られた成果を活用し、あるい

はその過程で協働し、地域住民や高校生など、多彩なステークホルダーを対象とした環境教

育を実践した。 

本年度の

活動 

 

 

 ひみラボとその周辺に広がる水田生態系において、以下の①と②を実施した。 

①水田生態系を支える動物プランクトンの動態調査 

 氷見市の仏生寺川および万尾川において、本川およびそこへの流入水路の動物プランクト

ン相、それらを利用する魚類の生息状況を調査した。その結果、動物プランクトン相、資源量

および多様度は、河川ごと、季節ごとに変化が大きいことが示され、特にミジンコ類は、用排

兼用の水利用様式を行なう水田周辺水域で多かった。これらの結果から、水田生態系の持続

性のために、用排兼用水利用様式が重要な役割を担っていることが示唆された。 

②SDGs の達成を目指した環境教育の実践 

 ひみラボを活用した環境教育として、以下の活動を実践した。 

1．富山大学大学院修士論文研究（①の魚類研究）（通年） 

2．富山大学卒業論文研究（①の動物プランクトン研究）（通年） 

3．外部資金（旭硝子財団助成金）の研究活動（通年） 

4．氷見高等学校との高大連携活動（2021 年 8 月 1 日実施） 

5．大阪高等学校との高大連携活動 

 ・オンラインミーティング、研究指導（2021 年 8 月 4 日実施） 

 ・ひみラボ周辺を活用した研究合宿の実施（2022 年 3 月 16 日～18 日実施） 

 ・大阪高等学校が主体となった日本水産学会での成果発表（2022 年 3 月 28 日実施） 

6．オンラインによる富山大学・高岡龍谷高校・大阪高等学校による合同研究発表会 

  （2021 年 12 月 20 日実施） 
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プロジェクト報告 4 

プロジェ

クト名 

 

富山湾・魚津を中心とした大気光学現象(蜃気楼)の教育・研究情報 発信体制の基盤整備 

 

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 

 

 

富山県北東部に位置する魚津市は、「蜃気楼の見える街」として、江戸時代以前から知ら

れてきた。蜃気楼という光学現象は、大気（空気）の密度（温度）差によって、風景が変

化して見える。見た目にわかりやすいため、地域を代表する観光として位置づけられてき

た。シンプルな光学現象であるはずが、これまで断片的な研究しかなく、蜃気楼予測情報

を期待して来る観光客をがっかりさせることもある。2019年より魚津埋没林博物館と富

山大学理学部は、蜃気楼に関わる教育・研究・社会貢献の分野における地域活性化に寄与

するための活動を始めた。この 2年間、洋上（富山湾）でのドローンによる気温観測をは

じめ、魚津埋没林博物館における太陽放射観測、ミラージュランドの観覧車橋脚での気温

の鉛直測定など研究体制を整えてきた。本申請では、これらの観測結果や気象庁、環境

省、富山県などのデータなどを統合し、蜃気楼を見せる気象として、広く情報発信するこ

とを目的する。 

 

 

本年度の

活動 

 

 

 

新型コロナによる影響や採択額の減額などにより、一部の事業計画に影響が出たが、魚津

市、魚津埋没林博物館、ミラージュランド、魚津水族館などと連携して、地域活性化のた

め活動を行えた。この事業を元に、令和４年度には、魚津市政７０周年記念事業として「魚

津の三大奇観：蜃気楼フォーラム（6/11）」に行うこととなった。また、大学院理工学教育

部博士課程地球生命環境科学専攻に社会人を受け入れて、蜃気楼分野における人材育成を

継続的に行い、魚津埋没林博物館を通して、地域再生のための人材育成活動にも協力中で

ある。 

 

（関連する成果） 

1. Amba Masahiro Momoi, Hitoshi Irie, Miho Sekiguchi, Teruyuki Nakajima, Hideaki 

Takenaka, Kazuhiko Miura & Kazuma Aoki,; Rapid, accurate computation of narrow-

band sky radiance in the 940 nm gas absorption region using the correlated k-

distribution method for sun-photometer observations. Prog Earth Planet Sci 9, 

10 (2022). https://doi.org/10.1186/s40645-022-00467-6.（査読有） 

2. Teruya Maki, Kevin C. Lee, Stephen B. Pointing, Koichi Watanabe, Kazuma Aoki, 

Stephen D.J. Archer, Donnabella C.Lacap-Bugler, Akira Ishikawa,: Desert and 

anthropogenic mixing dust deposition influences microbial communities in 

surface waters of the western Pacific Ocean, Science of the Total Environment 

(2021), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148026. （査読有） 

3. 青木一真：立山における大気エアロゾル・雲・雪の観測的研究（MIS23-10, JpGU Meeting 

2021、オンライン、2021年 6月 4日）【招待講演】 

（その他） 

報道（テレビ１件、ラジオ２件、新聞１件）、高大連携（２７件） 
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プロジェクト報告 5 

プロジェ

クト名 

 

X線自由電子レーザーによる気相、液相分子の幾何構造、電子構造の理論研究 

 

代表者 畑田圭介（物理学科) 

 

概要 

 

 

本計画は、気相・液相分子を対象として、分子の幾何構造、電子構造の変化を高時間分解能

(フェムト秒:10−15秒程度)で解明することを目的とする理論研究である。この目的を達する

研究手法として、X線自由電子レーザー(XFEL)を用いて観測される MFPADs(Molecular-Frame 

Photo-electron Angular Distributions) および XANES(X-ray Absorption Near Edge 

Structure) が挙げられる。本計画では、これらのスペクトルを精度良く解析する理論手法

の開発を行った。 

 

 

本年度の

活動 

 

 

 

新型コロナウイルス拡大により海外渡航が不可能となったため、計画していた海外渡航は全

て中止となった。そのために、海外との共同研究はズーム等を利用して遠隔により行った。

また、研究室の修士の学生が早期修了し、カメリーノ大学の博士課程に進学した。当該の学

生は、共同研究者の Di Ciccoの元で、Natoli と共同研究を行い、本来計画していた共同研

究は、形態を変えて順調に行われている。それにより、XAFS 計算に必要な相対論的な補正を

考慮したプログラムを開発した。現在は二原子分子に対する XAFS の干渉効果についての研

究を行っており、成果を論文に投稿した。昨年度カメリーノ大学とは大学間協定が結ばれた

ので、今後このパイプを使い、共同研究がより進展すると思われる。 

 

研究室志望の大学院生の増加、博士進学者があらわれたこと、並びに大規模計算が必要とな

ったため、ワークステーションを購入した。また、大規模データのバックアップ用に、専用

コンピューターを導入した。これにより研究活動の効率化が達成され、研究成果が増えた。 

 

Sebilleau氏との研究は順調に進み、今夏富山大に来ることになった。また、共同で申し込ん

だ、博士課程学生国際トレーニングネットワーク（MCSA-HORIZON-DN：総額３億７千万円４８

ヶ月）を獲得し、その予算で今後カメリーノ大学等から博士の学生が研究に来ることになっ

た。また、JASSO の資金を使い、学生を海外に派遣し、共同研究を行う。 

 

研究成果は続々と実を結んでおり、今年度は成果が多産になる。 

  

[出版物] 

• Y. Tamura, K. Yamazaki, K. Ueda and K. Hatada,"A multiple scattering 

theoretical approach to time delay in high energy core-level photoemission 

of heteronuclear diatomic molecules",Journal of Physics B: Atomic, 
Molecular and Optical Physics Letter 55 10LT01 (2022). 

• S. Tsunekawa, A. Sakai, Y. Tamura, K. Hatada, T. Ina, K. Wang, T. Kawai and 

M. Yoshida,“Development of a MnOOH Mineral Electrocatalyst for Water 

Splitting by Controlling the Surface Defects of a Naturally Occurring 

Ore”, Chemistry Letters, The Chemical Society of Japan, 51 (1), pp. 50-53 
(2022). 

• Aika Takatsu, Sylvain Tricot, Philippe Schieffer, Kevin Dunseath, Mariko 

Terao-Dunseath, Keisuke Hatada, Didier Sébilleau, “Simple renormalization 

schemes for multiple scattering series expansions” Physical Chemistry 
Chemical Physics 24, 5658-5668 (2022) 

• Nodoka Hara, Andrea Di Cicco, Georghii Tchoudinov, Keisuke Hatada, Calogero 

Renzo Natoli “Relativistic Corrections to Phase Shift Calculation in the 

GNXAS Package”, Symmetry 13, 1021 (2021) 
• F. Ota, S. Abe, K. Hatada, K. Ueda, S. Díaz-Tendero, F. Martín “Imaging 

intramolecular hydrogen migration with time- and momentum-resolved 

photoelectron diffraction”, Physical Chemistry Chemical Physics 23, 20174-
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20182 (2021) 

• Fukiko Ota, Kaoru Yamazaki, Didier Sebilleau, Kiyoshi Ueda, Keisuke 

Hatada “Theory of polarization-averaged core-level molecular-frame 

photoelectron angular distributions: III. new formula for p-and s-wave 

interference analogous to Young's double-slit experiment for core-level 

photoemission from hetero-diatomic molecules”, Journal of Physics B: 
Atomic, Molecular and Optical Physics 54, 244002 (2021) 

[発表] 

• 吉川和輝, 太田蕗子, 田村嘉章, Fabio Iesari, 畑田圭介, “Full-potential 多重

散乱計算による AXAFS の検証”第 35回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポ

ジウム  (オンライン)  2022 年 01月（ポスター） 

• 田村嘉章，山崎馨，太田蕗子，上田潔，畑田圭介, ”CO分子の C(1s)内殻光イオン

化におけるアト秒光電子 Time delayへの多重散乱理論の応用” 第 15回分子科学討

論会  (北海道大学（オンライン）)  2021 年 09月（口頭） 

• 後藤颯希, 薛灏, 菅野学, 岸本直樹, 太田蕗子, 畑田圭介, 上田潔, “偏光平均さ

れた分子座標系光電子角度分布（PA-MFPADs）を用いた水素転位を伴うメタノール分

子の光解離過程の追跡” 第 15回分子科学討論会  (北海道大学（オンライ

ン）)  2021 年 09月 （ポスター）  

• 阿部繁，太田蕗子，畑田圭介，Sergio Díaz-Tendero，上田潔, Fernando 

Martìn、”PA-MFPADを用いたフェムト秒時間スケールの超高速水素転移の視覚化” 

第 15回分子科学討論会  (北海道大学（オンライン）)  2021年 09月（ポスター） 

• Y. Tamura, K. Yamazaki, F. Ota, K. Ueda and K. Hatada, “Attosecond delays 

in C(1s) core level photoemission of CO molecules in the framework of the 

multiple scattering model”、Young Scientist Symposium 2021  (Italy（オンラ

イン）)  2021年 09月（ポスター） 

• 原和花，Andrea Di Cicco，Georghii Tchoudinov， 畑田圭介，Calogero R. 

Natoli, “GNXAS パッケージの位相シフト計算に対する相対論的補正” 第 24回

XAFS討論会  (千葉大学（オンライン）)  2021年 09月 （口頭発表） 

• N. Hara, A. Di Cicco, G. Tchoudinov, K. Hatada and C. R. Natoli, 

“Relativistic corrections to phase shift calculation in the GNXAS 

Package”、18th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure 

(Australia（オンライン）) 2021年 07月（ポスター） 

• Y. Tamura, K. Yoshikawa, F. Iesari, T. Okajima and K. Hatada,“Full-

potential multiple scattering calculations in EXAFS regime”, 18th 

International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure (Australia（オ

ンライン）) 2021年 07月（ポスター） 
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プロジェクト報告 6 

プロジェ

クト名 

 

重力の大きさの変化が植物の細胞分裂に与える影響の解明 

 

代表者 玉置 大介(生物学科) 

 

概要 

 

重力の大きさの変化が植物の細胞伸長に与える影響は，抗重力反応としてよく調べられて

きたが，植物細胞の分裂に対する重力の大きさの変化の影響については統一された見解が導

かれていない．また，植物細胞の細胞分裂過程には紡錘体やフラグモプラストのような微小

管から成る構造体が形成され, 細胞分裂進行において重要な役割を果たすが，重力の大きさ

の変化がこれらの微小管構造体の形成に影響するかどうかも明らかになっていない. 我々

は, JAXAの 2019 年度の「きぼう」利用 FSテーマに「宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影

響の解明」という研究テーマを提案し,採択されており,国際宇宙ステーション(ISS)での宇宙

実験を計画している. 

本プロジェクトでは, ISS での宇宙実験に向けて, コレオケーテ(Coleochaete scutata 
Breb.)及びタバコ培養細胞(Nicotiana tabacum L.)を用いて, 遠心機による過重力及びクリ

ノスタットによる疑似微小重力実験を行い,重力の大きさの変化が植物の細胞分裂及び微小

管構造体の形成に影響を与えるか否かを明らかにする.加えて,トランスクリプトーム及びプ

ロテオーム解析を行うことで, 植物細胞において重力の大きさの変化により発現が変動する

細胞骨格及び細胞周期関連分子を明らかにし, 重力の変化が細胞分裂を制御する機構の解明

を目指す. 

加えて, ISSでの宇宙実験を実現するために必要な, サンプルの長期低温保存法,共焦点顕

微鏡観察可能な培養系,サンプル固定回収法等を確立する. 

 

本年度の

活動 

 

 

重力環境の大きさの変化が植物の細胞分裂に与える影響の解析については,タバコ培養細

胞またはコレオケーテを用いた過重力実験,クリノスタットによる疑似微小重力実験を行い,

重力の大きさの変化が植物細胞の細胞分裂に影響を与えることを明らかにした.加えて,本研

究により, 陸上植物と水生植物の間に細胞分裂において重力応答性の違いがあることを見出

した. 

重力環境の大きさの変化が微小管構造体の形成に与える影響の解析については,重力処理

直後の微小管・核可視化タバコ培養細胞を化学固定し,蛍光タンパク質標識された微小管の観

察を試みたが,定量的解析可能な像を得ることができなかったので,コレオケーテ同様に免疫

蛍光染色法による微小管の可視化を試みた.その結果,タバコ培養細胞またはコレオケーテに

適した微小管の免疫蛍光染色法を確立することはできたので,定量的な解析は次年度以降に

行う. 

過重力または疑似微小重力処理を行った植物細胞におけるオミクス解析については, タバ

コ培養細胞についてはプロテオーム解析及びトランスクリプトーム解析を実施することがで

きた.過重力または疑似微小重力処理を行ったタバコ培養細胞おいてnano-LC MS/MSによるプ

ロテオーム解析を行い, 重力の大きさの変化により発現が変動する数百個のタンパク質を同

定することができた. その中には細胞骨格・細胞周期に関連するものも含まれていた.また細

胞分裂に影響を与える疑似微小重力下でのみ発現が変化する数十個のタンパク質を同定し

た. RNA-seqによるトランスクリプトーム解析についても実施したが,現在データ解析中であ

る.コレオケーテのオミクス解析については次年度以降に行う. 

加えて, ISSでの宇宙実験を実現するために必要な,サンプルの長期低温保存法,共焦点顕

微鏡観察可能な培養系,サンプル固定回収法等については確立することができた. 

今後は宇宙実験の準備を進めると共に,オミクス解析,変異体や過剰発現体を用いた解析か

ら,植物の重力の変化による細胞分裂制御機構の分子メカニズムを明らかにする. 
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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. バーガース方程式に対する初期値問題の一般関数解について,  
Michael Oberguggenberger (インスブルック大学 教授),  
出口英生 

2. Hamilton-Jacobi flow と病的函数の研究,  
Antonio Siconolfi (ローマ大学サピエンツァ校, 准教授),  
藤田安啓 

物理学科 

1. 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 

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

3. 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 

4. URhIn5の磁性についてのバンド計算,  
Aleberto Marmodoro (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences (FZU), Czech 研究員),  
畑田圭介 

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

6. 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 

7. ウラン化合物の電子状態の計算,  
Aleberto Marmodoro (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences (FZU), Czech 研究員),  
松本裕司 

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,  
Luc Jaeger (University of California, Santa Barbara (UCSB), USA 教授),  
井川善也 

2. 質量分析装置を用いたベンゾキノン２量化反応の検出,  
ノーマン・B・ロバーツ (リバプール大学、英国 准教授),  
林 直人 
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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. バーガース方程式に対する初期値問題の一般関数解について,  
Michael Oberguggenberger (インスブルック大学 教授),  
出口英生 

2. Hamilton-Jacobi flow と病的函数の研究,  
Antonio Siconolfi (ローマ大学サピエンツァ校, 准教授),  
藤田安啓 

物理学科 

1. 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 

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

3. 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 

4. URhIn5の磁性についてのバンド計算,  
Aleberto Marmodoro (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences (FZU), Czech 研究員),  
畑田圭介 

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

6. 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 

7. ウラン化合物の電子状態の計算,  
Aleberto Marmodoro (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences (FZU), Czech 研究員),  
松本裕司 

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,  
Luc Jaeger (University of California, Santa Barbara (UCSB), USA 教授),  
井川善也 

2. 質量分析装置を用いたベンゾキノン２量化反応の検出,  
ノーマン・B・ロバーツ (リバプール大学、英国 准教授),  
林 直人 

 

 

生物学科 

1. 国際研究ネットワーク (PISI-NET: Plant-Insect-Symbiont Interactions Research Network)の
形成,  
Dr. Jean-Christophe Simon, Dr.Akiko Sugio (INRA), Dr.Yannick Outreman (Agrocampus 
Ouest), Dr. Federica Calevro (INSA), Dr.David Giron (CNRS), Dr. Géraldine Dubreuil (Univ. 
Tours), Dr. Fbrice vavre (Univ. Lyon)他,フランス側 全 15, 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 

2. 海外から北陸地方への侵入した害虫に関する集団遺伝構造の解析,  
Dr. Sihan Lu (Anhui Agricultural University, China),  
土`田 努 

3. 海外から北陸地方への侵入した害虫の寄生蜂に関する研究,  
Dr. Francesc Gomez Dr. Marco, Mark Hoddle (University of California Riverside, USA),  
土`田 努 

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

5. 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 

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 

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),  
酒徳昭宏 

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

5. 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 

6. 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, 酒徳昭宏 

7. BioSkyNet：バイオエアロゾルの国際共同研究ネットワーク,  
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Robert Ferguson (University of Essex, United Kingdom),  
田中大祐 

8. 鮮新世温暖期における西南極氷床の氷床動態の解析：IODP Exp379次航海,  
Claus-Dieter Hillenbrand (British Antarctic Survey, UK), Ellen A. Cowan (Appalachian State 
University, USA), Christine Siddoway (Colorado College, USA),  
堀川恵司 

9. Arctic and Alpine Plant Ecology,  
Elizabeth J Cooper (UiT The Arctic University of Norway),  
和田直也 

10. Forest Resurce and Management,  
Semyon V. Bryanin (Institue for Geology and Nature Management, Russian Academy of 
Science),  
和田直也 

11. Land Use in the Russian Borderlands,  
Natalia Ryzhova (Palacky University),  
和田直也 
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Robert Ferguson (University of Essex, United Kingdom),  
田中大祐 

8. 鮮新世温暖期における西南極氷床の氷床動態の解析：IODP Exp379次航海,  
Claus-Dieter Hillenbrand (British Antarctic Survey, UK), Ellen A. Cowan (Appalachian State 
University, USA), Christine Siddoway (Colorado College, USA),  
堀川恵司 

9. Arctic and Alpine Plant Ecology,  
Elizabeth J Cooper (UiT The Arctic University of Norway),  
和田直也 

10. Forest Resurce and Management,  
Semyon V. Bryanin (Institue for Geology and Nature Management, Russian Academy of 
Science),  
和田直也 

11. Land Use in the Russian Borderlands,  
Natalia Ryzhova (Palacky University),  
和田直也 

  

 

 

2.1.3 北陸地域との連携研究・教育 
  (題目, 相手先名, 担当者名)  

数学科 

なし 

物理学科 

1. 北陸合宿 (オンライン形式での集中講義),  
講師:京都大学 久徳浩太郎氏, 大阪大学 柳生慶氏,  
金沢大学他,  
柿崎 充, 廣島 渚 

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 

化学科 

1. SDGs に基づく有機合成化学,  
富山県高等学校教育研究会 化学教育懇談会,  

横山 初 

2. 緑の里講座「ビタミンの化学 -美容と健康を化学する-」,  

南砺市井波総合文化センター,  

宮澤眞宏 

生物学科 

1. 過重力環境がマメ科薬用植物カワラケツメイの生長および二次代謝成分に与える影響,  
西内 巧 (金沢大学),  
唐原一郎 

2. ムギ類赤かび病菌に対する植物の病害抵抗性機構の解析,  
西内 巧 (金沢大学),  
玉置大介 

3. 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, 弘中満太郎 (石川県大), 河瀬直幹 (みなくち子供の森), 
西田律夫 (京都大学),  
土`田 努 

4. 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),  
土`田 努 

5. 海外から北陸地方への侵入した害虫に関する調査,  
嶋田圭介 (石川県立自然史資料館),  
土`田 努 

6. トラフグの摂食制御機構の解明に関する研究,  
北陸未来共創フォーラム,  
松田恒平 
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7. 高山帯に生息するクロサンショウウオ調査,  
白石俊明 (立山カルデラ博物館),  
山崎裕治 

8. 氷見市水田地帯におけるイタセンパラの保全研究,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会),  
山崎裕治 

9. タテヤママリモの保全研究,  
田中幸生 (立山町教育委員会),  
山崎裕治 

10. 環境DNAを用いた深海魚類調査,  
前田経雄, 大場隆史 (富山県農林水産総合技術センター 水産研究所),  
山崎裕治 

生物圏環境科学科 

1. 大分県高島における外来齧歯類 2種(クリハラリス・クマネズミ)の寄生虫および食性に関する研究,  
森林総合研究所九州支所 安田雅俊主任研究員,  
横畑泰志 

2. 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,  
鈴木信雄, 松原 創 (金沢大学), 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),  
酒徳昭宏 

3. 複数の化学トレーサーを用いた東シナ海の水塊形成と物質輸送過程の把握,  
金沢大学環日本海域環境研究センター,  
張 勁 

4. 過去の温暖期における地球環境研究,  
佐川拓也, 長谷川卓 (金沢大学),  
堀川恵司 

5. 環境論 (日本海学),  
富山県立大学,  
和田直也 

6. 北東アジア地域研究 ,  
人間文化研究機構,  
和田直也 

7. 水田用水の管理が周辺河川の水質に与える影響評価,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会),  
佐澤和人, 太田民久 

8. 次世代施設園芸における微生物叢の解析と病原微生物の検出に関する研究開発,  
伊澤真樹, 牧 文典, 庄司和幸, 畑 有英 (株式会社ニッポンジーン), 三室元気 (富山県農林水産総

合研究センター 農業研究所), 
田中大祐, 酒徳昭宏 

9. 北東アジアとSDGs,  
富山県,  
和田直也 
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7. 高山帯に生息するクロサンショウウオ調査,  
白石俊明 (立山カルデラ博物館),  
山崎裕治 

8. 氷見市水田地帯におけるイタセンパラの保全研究,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会),  
山崎裕治 

9. タテヤママリモの保全研究,  
田中幸生 (立山町教育委員会),  
山崎裕治 

10. 環境DNAを用いた深海魚類調査,  
前田経雄, 大場隆史 (富山県農林水産総合技術センター 水産研究所),  
山崎裕治 

生物圏環境科学科 

1. 大分県高島における外来齧歯類 2種(クリハラリス・クマネズミ)の寄生虫および食性に関する研究,  
森林総合研究所九州支所 安田雅俊主任研究員,  
横畑泰志 

2. 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,  
鈴木信雄, 松原 創 (金沢大学), 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),  
酒徳昭宏 

3. 複数の化学トレーサーを用いた東シナ海の水塊形成と物質輸送過程の把握,  
金沢大学環日本海域環境研究センター,  
張 勁 

4. 過去の温暖期における地球環境研究,  
佐川拓也, 長谷川卓 (金沢大学),  
堀川恵司 

5. 環境論 (日本海学),  
富山県立大学,  
和田直也 

6. 北東アジア地域研究 ,  
人間文化研究機構,  
和田直也 

7. 水田用水の管理が周辺河川の水質に与える影響評価,  
西尾正輝 (氷見市教育委員会),  
佐澤和人, 太田民久 

8. 次世代施設園芸における微生物叢の解析と病原微生物の検出に関する研究開発,  
伊澤真樹, 牧 文典, 庄司和幸, 畑 有英 (株式会社ニッポンジーン), 三室元気 (富山県農林水産総

合研究センター 農業研究所), 
田中大祐, 酒徳昭宏 

9. 北東アジアとSDGs,  
富山県,  
和田直也 

 

 

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. 「素材によって変わる、『体』の建築工法」 (からだ工務店),  
井上康博 (京都大学),  
秋山正和 

2. カイメン動物のPhase Field モデルに関する共同研究,  
井上康博 (京都大学) ,  
秋山正和 

3. ショウジョウバエ腸管の腸捻転の数理モデルに関する共同研究,  
松野健治 (大阪大学) ,  
秋山正和 

4. ショウジョウバエの細胞回転の数理モデルに関する共同研究,  
松野健治 (大阪大学),  
秋山正和 

5. ショウジョウバエ個眼の形態形成に関する共同研究,  
佐藤 純 (金沢大学),  
秋山正和 

6. バーテックスダイナミクスモデルに関する包括的な数学研究,  
須志田隆道 (サレジオ高専),  
秋山正和 

7. カイメン動物のPhase Field モデルに関する実験的点数理的な共同教育,  
船山典子 (京都大学) ,  
秋山正和 

8. ゼブラフィッシュ体節の形態形成に関する共同研究,  
武田洋幸 (東京大学) ,  
秋山正和 

9. 物質創生に向けた結晶構造シミュレーターの開発,  
桂ゆかり (NIMS),  
秋山正和 

10. Hamilton-Jacobi flow と病的函数の研究, 
山口範和 (富山大教育),  
藤田安啓 

物理学科 

1. Snナノ粒子の構造,  
宮永崇史 (弘前大学),  
池本弘之 

2. カーボンナノチューブに担持されたカルコゲン鎖の局所構造,  
宮永崇史 (弘前大学),  
池本弘之 
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3. カーボンナノチューブに担持されたカルコゲン鎖の電子状態,  
三村功次郎 (大阪府立大),  
池本弘之 

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

5. 時間分解XFELによる分子の光電子角度分光,  
上田 潔 (東北大 教授), 山崎 薫 (理研 研究員),  
畑田圭介 

6. CASSCFによる多電子計算のXANESへの応用,  
中谷直輝 (都立大 准教授),  
畑田圭介 

7. 金属ナノクラスターの構造解析,  
山添誠司 (都立大 教授),  
畑田圭介 

8. EXAFSの機械学習 ,  
岡島敏浩 (あいちSR), Fabi Iesari (あいちSR),  
畑田圭介 

9. ウラン金属間化合物の新物質合成とその物性,  
芳賀芳範 (日本原子力研究開発機構 主幹研究員),  
松本裕司 

10. Ce金属間化合物のEXAFS測定,  
岡島敏浩 (あいちSR), Fabi Iesari (あいちSR),  
松本裕司 

11. ヘリウムバッファーガス冷却による低温分子生成と分光,  
宮本祐樹 (岡山大学),  
榎本勝成 

12. Yb2分子のレーザー分光,  
馬場正昭 (神戸大学),  
榎本勝成 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

化学科 

1. RNA超ナノ構造体の構築とAFM観察に関する研究,  
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池本弘之 

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

5. 時間分解XFELによる分子の光電子角度分光,  
上田 潔 (東北大 教授), 山崎 薫 (理研 研究員),  
畑田圭介 

6. CASSCFによる多電子計算のXANESへの応用,  
中谷直輝 (都立大 准教授),  
畑田圭介 

7. 金属ナノクラスターの構造解析,  
山添誠司 (都立大 教授),  
畑田圭介 

8. EXAFSの機械学習 ,  
岡島敏浩 (あいちSR), Fabi Iesari (あいちSR),  
畑田圭介 

9. ウラン金属間化合物の新物質合成とその物性,  
芳賀芳範 (日本原子力研究開発機構 主幹研究員),  
松本裕司 

10. Ce金属間化合物のEXAFS測定,  
岡島敏浩 (あいちSR), Fabi Iesari (あいちSR),  
松本裕司 

11. ヘリウムバッファーガス冷却による低温分子生成と分光,  
宮本祐樹 (岡山大学),  
榎本勝成 

12. Yb2分子のレーザー分光,  
馬場正昭 (神戸大学),  
榎本勝成 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

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 (関西大学 准教授), 杉山 弘 (京都大学 教授),  
井川善也 

2. 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 

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

4. 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 

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

6. 発光性Pd錯体の分光計測,  
成蹊大学理工学部 (坪村研),  
岩村宗高 

7. 光誘起構造変型を示す銅錯体結晶の分光計測,  
東京工業大学理学部 (河野研),  
岩村宗高 

8. 包接結晶における凝集誘起発光挙動,  
飯田博一 (関東学院大学 准教授),  
林 直人 

9. ラジカル分子からなるアモルファス固体の磁気的性質の解明,  
高橋一志 (神戸大学 准教授),  
林 直人 

生物学科 

1. 根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化,  
峰雪芳宣 (兵庫県大), 山内大輔 (兵庫県大), 橋本博文 (宇宙研),  
唐原一郎 

2. ヒメツリガネゴケ宇宙実験 (スペース・モス),  
藤田知道 (北大・院・理), 久米 篤 (九大・院・農学), 半場祐子 (京工繊大・応用生物), 小野田雄

介 (京大・農),  
唐原一郎 

3. 胃腸管収縮ホルモンとして知られるモチリンの新規生理作用の解明,  
海谷啓之 (国立循環器病研究センター研究所 室長),  
今野紀文 

4. Anoctamin1の電気生理学的解析,  
神田真司 (東京大 准教授),  
今野紀文 

5. ヌタウナギの神経葉ホルモン受容体の細胞内シグナル解析,  

富山大学理学部 Annual Report 2021 27

理学部を特徴付ける教育・研究



 

 

山口陽子 (島根大 助教),  
今野紀文 

6. 肺魚の夏眠現象のメタボローム解析,  
西山 成 (香川大 教授), 北田研人 (香川大 助教),  
今野紀文 

7. 重力環境が植物の細胞分裂に与える影響,  
曽我康一 (大阪市立大学), 安原裕紀 (関西大学), 西内 巧 (金沢大学), 越水 静 (明治大学),  
玉置大介 

8. 植物の紡錘体形成機構の解析,  
村田 隆 (神奈川工科大学),  
玉置大介 

9. 分裂準備帯形成機構の解析,  
峰雪芳宣 (兵庫県立大), 中井朋則 (兵庫県立大), 安原裕紀 (関西大学),  
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), 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),  
土`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),  
土`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,  
眞岡孝至 (生産開発科学研),  
土`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),  
土`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),  
土`田 努 

15. マダラケシツブゾウムシのゴール形成過程での、植物・昆虫・共生細菌遺伝子間ネットワークの解

析,  
別所・上原奏子 (東北大学),  
土`田 努 

16. アブラムシの新規害虫制御技術開発に向けた培養細胞系及び ex vivo実験系の確立,  
粥川琢己 (農研機構),  
土`田 努 

17. PACAPの外分泌制御機構の解析,  
塩田清二 (湘南医療大学 教授),  
中町智哉 

18. 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),  
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山口陽子 (島根大 助教),  
今野紀文 

6. 肺魚の夏眠現象のメタボローム解析,  
西山 成 (香川大 教授), 北田研人 (香川大 助教),  
今野紀文 

7. 重力環境が植物の細胞分裂に与える影響,  
曽我康一 (大阪市立大学), 安原裕紀 (関西大学), 西内 巧 (金沢大学), 越水 静 (明治大学),  
玉置大介 

8. 植物の紡錘体形成機構の解析,  
村田 隆 (神奈川工科大学),  
玉置大介 

9. 分裂準備帯形成機構の解析,  
峰雪芳宣 (兵庫県立大), 中井朋則 (兵庫県立大), 安原裕紀 (関西大学),  
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), 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),  
土`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),  
土`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,  
眞岡孝至 (生産開発科学研),  
土`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),  
土`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),  
土`田 努 

15. マダラケシツブゾウムシのゴール形成過程での、植物・昆虫・共生細菌遺伝子間ネットワークの解

析,  
別所・上原奏子 (東北大学),  
土`田 努 

16. アブラムシの新規害虫制御技術開発に向けた培養細胞系及び ex vivo実験系の確立,  
粥川琢己 (農研機構),  
土`田 努 

17. PACAPの外分泌制御機構の解析,  
塩田清二 (湘南医療大学 教授),  
中町智哉 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 講師), 宮崎智史 (玉川

大 准教授), 北條 賢 (関西学院大 准教授), 矢口 甫 (関西学院大 研究員), 増岡裕大 (農研機構 
研究員),  
前川清人 

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

23. 生得的行動に及ぼす神経ペプチドの影響に関する研究,  
安東宏徳 (新潟大学), 高橋明義 (北里大学),  
松田恒平 

24. 魚類の体色調節に関する研究,  
高橋明義 (北里大学),  
松田恒平 

25. トラフグの摂食制御機構に係る解析,  
松原 創 (金沢大学), 鈴木信雄 (金沢大学),  
松田恒平 

26. 組換えウイルスベクターを用いたオレキシン神経特異的破壊と睡眠覚醒行動への影響,  
櫻井 武 (筑波大),  
 望月貴年 

27. ヒスタミン神経特異的刺激によるナルコレプシーマウスモデルへの影響,  
長沼史登 (東北医科薬科大),  
望月貴年 

28. 木曽川水系産イタセンパラ保護のための遺伝子解析,  
森 誠一 (岐阜協立大学), 池谷幸樹 (アクアトト岐阜), 北村淳一 (三重県総合博物館),  
山崎裕治 

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,  
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 

2. ペプチド修飾電極を用いた電気化学センサーの開発に関する研究,  
菅原一晴 (前橋工科大学 教授),  
倉光英樹 

3. 自律浮沈粒子を利用した水処理法の開発,  
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三原義広 (北海道科学大学 講師),  
倉光英樹 

4. 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), 久米 篤 (九州大), 半場祐子 (京都工繊大) , 小野田雄介 (京都大), 日渡裕二 
(宮城大 ), 松田 修 (九州大), 西山智明 (金沢大), 坂田洋一 (東京農業大), 笠原春夫 (JAXA), 鈴
木智美 (JAXA), 島津 徹 (日本宇宙フォーラム),  
 唐原一郎, 蒲池浩之 

5. アウターライズ断層における流体・物質循環に関する研究,  
東京大学, 海洋研究開発機構, 東京海洋大学, 高知大学,  
鹿児島渉悟 

6. 炭酸塩試料を用いた長期間かつ高解像度の古環境復元,  
東京大学, 高知大学,  
鹿児島渉悟 

7. 海溝海側の過程に関する横断的研究,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

8. 北海道摩周周辺における火山活動の時間変化に関する地球化学的調査,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

9. 太陽系最古の生命の痕跡を探す,  
東京大学, 海洋研究開発機構,  
鹿児島渉悟 

10. トカラ列島を中心とする火山活動に関する研究,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

11. 地球物理・化学的探査による海底火山および海底熱水活動の調査,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

12. 有用微細藻を利用した商品化への検討と藻類の安定生産の構築,  
山本 緑 (株式会社大林組),  
酒徳昭宏, 中村省吾 

13. 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),  
酒徳昭宏 

14. 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),  
酒徳昭宏 

15. 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 
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三原義広 (北海道科学大学 講師),  
倉光英樹 

4. 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), 久米 篤 (九州大), 半場祐子 (京都工繊大) , 小野田雄介 (京都大), 日渡裕二 
(宮城大 ), 松田 修 (九州大), 西山智明 (金沢大), 坂田洋一 (東京農業大), 笠原春夫 (JAXA), 鈴
木智美 (JAXA), 島津 徹 (日本宇宙フォーラム),  
 唐原一郎, 蒲池浩之 

5. アウターライズ断層における流体・物質循環に関する研究,  
東京大学, 海洋研究開発機構, 東京海洋大学, 高知大学,  
鹿児島渉悟 

6. 炭酸塩試料を用いた長期間かつ高解像度の古環境復元,  
東京大学, 高知大学,  
鹿児島渉悟 

7. 海溝海側の過程に関する横断的研究,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

8. 北海道摩周周辺における火山活動の時間変化に関する地球化学的調査,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

9. 太陽系最古の生命の痕跡を探す,  
東京大学, 海洋研究開発機構,  
鹿児島渉悟 

10. トカラ列島を中心とする火山活動に関する研究,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

11. 地球物理・化学的探査による海底火山および海底熱水活動の調査,  
東京大学,  
鹿児島渉悟 

12. 有用微細藻を利用した商品化への検討と藻類の安定生産の構築,  
山本 緑 (株式会社大林組),  
酒徳昭宏, 中村省吾 

13. 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),  
酒徳昭宏 

14. 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),  
酒徳昭宏 

15. 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),  
酒徳昭宏 

16. 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,  
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構,  
 青木一真 

17. 西之島火山によるエアロゾルの光学的特性,  
九州大学応用力学研究所,  
青木一真 

18. 富山湾を挟むエアロゾルの光学的特性の変動,  
金沢大学環日本海域環境研究センター,  
青木一真 

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

20. 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,  
工藤 岳 (北海道大学 准教授),  
石井 博 

21. 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 」,  
遠藤貴洋 (九州大学応用力学研究所),  
張 勁 

22. 放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点「放射性核種を用いた日本海溝周辺海域に

おける沈降粒子輸送状況の評価」,  
青野辰雄 (医療部門高度被ばく医療センター福島再生支援研究部),  
張 勁 

23. 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」,  
陀安一郎 (総合地球環境学研究所),  
張 勁 

24. 暖化に伴う成層強化による東シナ海外部陸棚域の低栄養・貧酸素水塊の起源評価,  
浦本豪一郎 (高知大学海洋コア総合研究センター),  
張 勁 

25. 大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響評価に向けた基盤研究,  
丸山史人, 藤吉 奏 (広島大学), 加賀谷重浩 (富山大学), 木全恵子, 金谷潤一 (富山県衛生研究所),  
田中大祐 

26. 河川水からの局所麻酔薬リドカイン耐性細菌の単離とキャラクタリゼーション,  
田中仁志 (埼玉県環境科学国際センター),  
田中大祐 

27. 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,  
平沢尚彦 (国立極地研究所),  
島田 亙 

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

29. 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 

30. 鮮新世温暖期における西南極氷床の氷床動態の解析：IODP Exp379次航海,  
岩井雅夫 (高知大学), 浅原良浩 (名古屋大学), 板木拓也 (産総研),  
堀川恵司 

31. 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 ,  
安間 了 (徳島大学),  
堀川恵司 

32. リモートセンシングを用いた森林資源量評価,  
露木 聡 (東京大学),  
和田直也 

33. ショウジョウバカマの整体遺伝学的分化に関する研究,  
工藤 岳 (北海道大学),  
和田直也 

34. 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 

35. 海霧由来の栄養塩が森林生態系に与える影響の解明,  
陀安一郎 (総合地球環境学研究所 教授),  
太田民久 

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

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

38. 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,  
佐藤拓哉 (神戸大学 准教授) ,  
太田民久 

39. 長良川サツキマスの生活史推定,  
神戸大学 (佐藤拓哉 准教授), 長田 穣 (東北大学 助教),  
太田民久 

40. 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 

41. 樹高 50mにもなるアキタスギの生理特性の解明 ,  
東 若菜 (神戸大学 助教),  
太田民久 
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小杉健二 (防災科学技術研究所),  
島田 亙 

29. 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 

30. 鮮新世温暖期における西南極氷床の氷床動態の解析：IODP Exp379次航海,  
岩井雅夫 (高知大学), 浅原良浩 (名古屋大学), 板木拓也 (産総研),  
堀川恵司 

31. 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 ,  
安間 了 (徳島大学),  
堀川恵司 

32. リモートセンシングを用いた森林資源量評価,  
露木 聡 (東京大学),  
和田直也 

33. ショウジョウバカマの整体遺伝学的分化に関する研究,  
工藤 岳 (北海道大学),  
和田直也 

34. 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 

35. 海霧由来の栄養塩が森林生態系に与える影響の解明,  
陀安一郎 (総合地球環境学研究所 教授),  
太田民久 

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

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

38. 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,  
佐藤拓哉 (神戸大学 准教授) ,  
太田民久 

39. 長良川サツキマスの生活史推定,  
神戸大学 (佐藤拓哉 准教授), 長田 穣 (東北大学 助教),  
太田民久 

40. 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 

41. 樹高 50mにもなるアキタスギの生理特性の解明 ,  
東 若菜 (神戸大学 助教),  
太田民久 

 

 

42. ダム湖が淡水魚の行動様式に与える影響,  
末吉正尚 (国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センター 専門研究員),  
太田民久 

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 

なし 

物理学科 

1. What if a neutrinoless double beta decay is absent,  
理論物理学セミナー,  
石田裕之,  
廣島 渚, 6月 28日 

2. Primordial magnetic fields and its impact on the baryon asymmetry of the Universe,  
理論物理学セミナー,  
鎌田耕平,  
廣島 渚, 9月 30日 

3. Origin of pseudo-Nambu-Goldstone dark matter and grand unification,  
理論物理学セミナー,  
阿部慶彦,  
廣島 渚, 10月 2日 

4. ヒッグス物理,  
理論物理学セミナー,  
柳生 慶,  
柿崎 充, 12月 15日 

5. 銀河系矮小銀河で迫るダークマターの正体,  
理論物理学セミナー,  
林 航平,  
廣島 渚, 3月 10日 

6. Overview of Lepton Flavor Violation,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
山中真人,  
12月 7日 

7. New horizons in particle physics explored by Higgs physics,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
柳生 慶,  
12月 14日 

8. Unraveling mysteries of the most energetic particle in the universe,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
藤井俊博,  
12月 21日 

富山大学理学部 Annual Report 2021 33

理学部を特徴付ける教育・研究



 

 

9. Performance evaluation of magnetic plasma shield for protecting the cosmic radiation and 
obtaining the thrust,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
梶村好宏,  
2月 8日 

10. Hamiltonian mechanics, Nambu mechanics, and generalized phase space,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
佐藤直木,  
2月 22日 

11. The South Atlantic Anomaly: Variations of its Magnetic Field, Proton Flux and Radiation 
Environment due to Space Weather Conditions,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
Kirolosse Girgis,  
3月 8日 

12. An overview of space gravitational wave observations,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
和泉 究, 
3月 22日 

化学科 

1. ゼオライト，および水素同位体(H2-D2)の分離,  
化学教室セミナー,  
田口 明 (水素同位体科学研究センター), 
林 直人, 6月 11日   

2. 金属複核骨格を持つ銅および銀錯体の発光性, 
化学教室セミナー, 
柘植清志 (理学部化学科) 
林 直人, 10月 15日 

生物学科 

1. 宇宙植物学入門,  
富大祭 2021公開授業,  
唐原一郎   

2. 植物精子の形成に関わる因子の同定 －基底小体タンパク質BLD10の分子進化－,  
生物学科セミナー, 
越水 静 (明治大農学部生命科学科),  
玉置大介, 2月 22日 

3. チャハマキにおける共生微生物による宿主操作,  
生物学科セミナー, 
井上真紀 (東京農工大学大学院農学研究院 准教授),  
土`田 努, 11月 12日 

生物圏環境科学科 

1. Utilization of satellite images for detecting long- term changes in forest cover and disturbances 
in the Zeya State Nature Reserve, Russian Far East,  
LAND USE IN THE RUSSIAN EASTERN BORDERLANDS ONLINE WORKSHOP,  
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9. Performance evaluation of magnetic plasma shield for protecting the cosmic radiation and 
obtaining the thrust,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
梶村好宏,  
2月 8日 

10. Hamiltonian mechanics, Nambu mechanics, and generalized phase space,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
佐藤直木,  
2月 22日 

11. The South Atlantic Anomaly: Variations of its Magnetic Field, Proton Flux and Radiation 
Environment due to Space Weather Conditions,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
Kirolosse Girgis,  
3月 8日 

12. An overview of space gravitational wave observations,  
the 3rd Toyama International Symposium on "Physics at the Cosmic Frontier",  
和泉 究, 
3月 22日 

化学科 

1. ゼオライト，および水素同位体(H2-D2)の分離,  
化学教室セミナー,  
田口 明 (水素同位体科学研究センター), 
林 直人, 6月 11日   

2. 金属複核骨格を持つ銅および銀錯体の発光性, 
化学教室セミナー, 
柘植清志 (理学部化学科) 
林 直人, 10月 15日 

生物学科 

1. 宇宙植物学入門,  
富大祭 2021公開授業,  
唐原一郎   

2. 植物精子の形成に関わる因子の同定 －基底小体タンパク質BLD10の分子進化－,  
生物学科セミナー, 
越水 静 (明治大農学部生命科学科),  
玉置大介, 2月 22日 

3. チャハマキにおける共生微生物による宿主操作,  
生物学科セミナー, 
井上真紀 (東京農工大学大学院農学研究院 准教授),  
土`田 努, 11月 12日 

生物圏環境科学科 

1. Utilization of satellite images for detecting long- term changes in forest cover and disturbances 
in the Zeya State Nature Reserve, Russian Far East,  
LAND USE IN THE RUSSIAN EASTERN BORDERLANDS ONLINE WORKSHOP,  

 

 

和田直也,  
堀江典生, 5月 20日 

2. Ex-post evaluation on the effects of Zenibako Wind Farm construction on coastal ecosystems,  
NIHU 北東アジア地域研究プロジェクト 2021年度第2回ワークショップ,  
和田直也,  
和田直也, 8月 26日 

3. Variation in forest productivity along a latitudinal gradient in East Asia,  
NIHU 北東アジア地域研究プロジェクト 2021年度第3回ワークショップ,  
甲山哲生,  
和田直也, 10月 6日  

4. 人間社会の多様性：生態系生産の視点から,  
NIHU 北東アジア地域研究プロジェクト 2021年度第4回ワークショップ,  
甲山隆司,  
和田直也, 10月 12日 

5. A Framework for sustainable water use and management of water resources in Asian 
Countries,  
NIHU 北東アジア地域研究プロジェクト 2021年度第5回ワークショップ,  
Geetha Mohan,  
和田直也, 10月 27日  

6. 北東アジアにおけるカーボンニュートラル：現状と課題,  
環日本海学術ネットワーク特定テーマ研究支援事業シンポジウム,  
和田直也ほか 6名,  
和田直也, 11月 17日 

7. 北東アジアにおける国際分業の進化と資源の持続可能な利用,  
NIHU 北東アジア地域研究プロジェクト,  
和田直也ほか 7名,  
馬 駿, 3月 22日 
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2.1.6 長期研修報告 

令和３年度理学部教員長期研修報告会 
 

理学部長期研修制度を利用した2名の教員による報告会を開催した． 
 

日  時 ： 令和 3年 9月 24日（金）13時～14時 
場  所 ： 学部長室 
発 表 者  

1.  数学科 教授 藤田 景子 
研修期間： 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 
研究題目： ウェーブレット解析とその信号源分離への応用 

研修場所： 富山大学, 大阪教育大学 

  2.  物理学科 助教 松本 裕司 
研修期間： 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 

   研究題目： 強相関電子系化合物の新物質合成 
   研修場所： 富山大学, 日本原子力研究開発機構 

長期研修報告 1 

報 告 者 数学科 教授 藤田景子 

研修期間 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 

研究題目 ウェーブレット解析とその信号源分離への応用 

研修場所 富山大学、大阪教育大学 

研修の概要 

信号源分離への応用を念頭においてウェーブレット変換をはじめとした積分変

換の考察を行っている。 
信号源分離は、音響学、医学をはじめ物理、工学など広い分野で利用されている

が、そこで用いられている手法の正当性を保証するために必要となるが数学的な理

論である。数学的な理論を、ウェーブレット解析を用いた時間周波数解析の立場で

構築するため、最近は、信号源が球面にある場合を想定して考察している。 

研修の成果 研究面では特に目立った成果はない。 
敢えて、研修の成果といえば、人脈が増えたことである。 
人脈が増えるということは今後の研究活動に重要な役割を担うことになる。 
実際、２０２１年８月２日から開催される ISAAC国際会議で 
 ”Wavelet theory and its Related Topics”のセッションを企画しているが、今年

度は大阪教育大から４人、我々のセッションで講演してくれることになった。 

その他 

特記事項 
1. 最近、”やっと”、富山大もEduroamサービスに参加してくれたので、新規に大

教大のアカウントを作ってもらう必要もなく良かった。 

2. 大教大のネットワーク接続がすごく早くとても快適だった。学術情報ネットワ

ーク (SINET) の幹線に繋がっているからだそうだ。 

3. 長期研修なのにコロナで海外にも行けずとても残念であった。 
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2.1.6 長期研修報告 

令和３年度理学部教員長期研修報告会 
 

理学部長期研修制度を利用した2名の教員による報告会を開催した． 
 

日  時 ： 令和 3年 9月 24日（金）13時～14時 
場  所 ： 学部長室 
発 表 者  

1.  数学科 教授 藤田 景子 
研修期間： 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 
研究題目： ウェーブレット解析とその信号源分離への応用 

研修場所： 富山大学, 大阪教育大学 

  2.  物理学科 助教 松本 裕司 
研修期間： 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 

   研究題目： 強相関電子系化合物の新物質合成 
   研修場所： 富山大学, 日本原子力研究開発機構 

長期研修報告 1 

報 告 者 数学科 教授 藤田景子 

研修期間 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 

研究題目 ウェーブレット解析とその信号源分離への応用 

研修場所 富山大学、大阪教育大学 

研修の概要 

信号源分離への応用を念頭においてウェーブレット変換をはじめとした積分変

換の考察を行っている。 
信号源分離は、音響学、医学をはじめ物理、工学など広い分野で利用されている

が、そこで用いられている手法の正当性を保証するために必要となるが数学的な理

論である。数学的な理論を、ウェーブレット解析を用いた時間周波数解析の立場で

構築するため、最近は、信号源が球面にある場合を想定して考察している。 

研修の成果 研究面では特に目立った成果はない。 
敢えて、研修の成果といえば、人脈が増えたことである。 
人脈が増えるということは今後の研究活動に重要な役割を担うことになる。 
実際、２０２１年８月２日から開催される ISAAC国際会議で 
 ”Wavelet theory and its Related Topics”のセッションを企画しているが、今年

度は大阪教育大から４人、我々のセッションで講演してくれることになった。 

その他 

特記事項 
1. 最近、”やっと”、富山大もEduroamサービスに参加してくれたので、新規に大

教大のアカウントを作ってもらう必要もなく良かった。 

2. 大教大のネットワーク接続がすごく早くとても快適だった。学術情報ネットワ

ーク (SINET) の幹線に繋がっているからだそうだ。 

3. 長期研修なのにコロナで海外にも行けずとても残念であった。 

長期研修報告 2 

報 告 者 物理学科 助教 松本 裕司 

研修期間 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日 

研究題目 強相関電子系化合物の新物質合成 

研修場所 富山大学、日本原子力研究開発機構 

研修の概要 

本研修において、申請者は、希土類、アクチノイド金属間化合物を含む強相関電子

系の結晶育成を行う。さらに、結晶に空間反転中心がない系、キラル物質、局所的

に空間反転中心がない系の探索を行い、結晶構造に由来する新奇物理現象の発見

を目指す。また、既存の物質で単結晶育成の報告のない物質の純良単結晶育成を試

みる。 

 

研修の成果 
希土類金属間化合物において、新物質の探索を行った。Ce-Pd-Alの 3元状態図

において六方晶 Th2Ni17 型構造を持つ Ce2(Pd6Al11)の相を発見した。さらに、

Sc0.67Ni2Si5型構造を持つ Ce2Pt6Al15の育成に成功した。ウラン化合物の新物質探索

を日本原子力研究開発機構の共同研究で行った。その結果新物質 U2Pt13Al4を発見

した。 

物理学実験 Bの設備の更新を行った。X線回折実験において、X線回折装置を更

新し実験テーマを新しく構築した。磁化測定実験は Hall素子を用いた低温測定が

行えるようにした。熱膨張測定装置を作成し現在調整中である。高温超伝導体の装

置の改良を行った。 
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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。 
  本年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により、従来行ってきた活動の中にはできなかった

ものもありましたが、感染防止に十分留意の上、以下の活動を行いました。 
 

【主な教育研究活動】 
 1．研究（カッコ内は主な担当教員） 
 ・淡水魚（バラタナゴ類）の交雑に関する研究（山崎、修士論文研究） 
 ・動物プランクトン群集に関する研究（山崎、卒業論文研究） 
  ・淡水魚（イタセンパラなど）の遺伝的多様性に関する研究（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） 
 ・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） 
 ・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） 
 

【主な普及啓発活動】 

 1．氷見高校との高大連携活動の開催 
氷見高校の文理探究コース課題研究として、「水田生態系を調べて、SDGs を考える」と題して、

ひみラボ周辺での生物調査およびひみラボでの生物観察や座学、ディスカッションを行いました。

実習には高校生 2名が参加しました。 

 2．大阪高等学校との高大連携活動の開催 
大阪高等学校との高大活動として、オンラインでの講習やミーティングを経て、ひみラボ周辺に

おける生物調査およびひみラボにおける DNA 実習そして発表会を行いました。実習には高校生

6名が参加しました。 

 3．理学部生と複数高校の高校生によるオンライン発表会の開催 
富山大学理学部、高岡龍谷高校、大阪高等学校の学生・生徒が参加し、研究発表会をオンライン

で開催しました。合計 5題の研究・活動発表の後、ワールドカフェ型式によるチャット機能も用

いたディスカッションを行いました。 

 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。本年度は、新型コロナウィルス感染症対策として、体験型活動を

減らすなど、例年と展示や提供内容を変更しました。 
年間入館者数：2021年 8,796名（参考：2020年 4,525名、2019 年 7009名、2018年 6598名） 

 5．ホームページ運営 https://sites.google.com/site/himilab/ 
  ホームページをリニューアルし、従来の幅広い活動情報（一部は英語化）の発信に加えて、研究

業績や出前授業についても掲載しました。  
 

【主な実施・関連イベント】 
 4月～（複数回） 大阪高等学校とのオンライン講習・ミーティング 
 8月 2日、3日  氷見高校文理探究コース・フィールド実習、講義 
  12月 20日  理学部と複数高校との合同発表会（オンライン） 
 3月 16日～18日 大阪高等学校によるフィールド調査、DNA実験、発表会 
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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。 
  本年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により、従来行ってきた活動の中にはできなかった

ものもありましたが、感染防止に十分留意の上、以下の活動を行いました。 
 

【主な教育研究活動】 
 1．研究（カッコ内は主な担当教員） 
 ・淡水魚（バラタナゴ類）の交雑に関する研究（山崎、修士論文研究） 
 ・動物プランクトン群集に関する研究（山崎、卒業論文研究） 
  ・淡水魚（イタセンパラなど）の遺伝的多様性に関する研究（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） 
 ・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） 
 ・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） 
 

【主な普及啓発活動】 

 1．氷見高校との高大連携活動の開催 
氷見高校の文理探究コース課題研究として、「水田生態系を調べて、SDGs を考える」と題して、

ひみラボ周辺での生物調査およびひみラボでの生物観察や座学、ディスカッションを行いました。

実習には高校生 2名が参加しました。 

 2．大阪高等学校との高大連携活動の開催 
大阪高等学校との高大活動として、オンラインでの講習やミーティングを経て、ひみラボ周辺に

おける生物調査およびひみラボにおける DNA 実習そして発表会を行いました。実習には高校生

6名が参加しました。 

 3．理学部生と複数高校の高校生によるオンライン発表会の開催 
富山大学理学部、高岡龍谷高校、大阪高等学校の学生・生徒が参加し、研究発表会をオンライン

で開催しました。合計 5題の研究・活動発表の後、ワールドカフェ型式によるチャット機能も用

いたディスカッションを行いました。 

 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。本年度は、新型コロナウィルス感染症対策として、体験型活動を

減らすなど、例年と展示や提供内容を変更しました。 
年間入館者数：2021年 8,796名（参考：2020年 4,525名、2019 年 7009名、2018年 6598名） 

 5．ホームページ運営 https://sites.google.com/site/himilab/ 
  ホームページをリニューアルし、従来の幅広い活動情報（一部は英語化）の発信に加えて、研究

業績や出前授業についても掲載しました。  
 

【主な実施・関連イベント】 
 4月～（複数回） 大阪高等学校とのオンライン講習・ミーティング 
 8月 2日、3日  氷見高校文理探究コース・フィールド実習、講義 
  12月 20日  理学部と複数高校との合同発表会（オンライン） 
 3月 16日～18日 大阪高等学校によるフィールド調査、DNA実験、発表会 

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

廣川奈美子氏には内容を伝える際の言葉の選び方や話し方について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企画から作成・実施まで行う最終実践課題を設定している．昨年度

に引き続き 2021 年度もコロナ禍で，4 月の時点ではこの授業の形態も不透明な状況であったが，な

んとか対面で外部講師の方々の授業を行う事ができたおかげで，課題への流れをつくることができ

た．具体的な実施内容は以下の通りである． 

前期の実践学習課題は，科学を分かりやすく，興味深く伝える場としてサイエンスカフェを，学

生自身が発案・企画し，実際に運営することである．本来は対面で行う企画であるが，コロナ拡大の

状況を考慮して，オンラインで開催する企画にした．オンラインであっても参加者と双方向のやり

とりをしながら一緒に考えてもらうのがサイエンスカフェのあるべき姿と考え，動画配信ではなく

リモート開催で 3 つの班が次の企画 A，B，C を 9 月 26 日(日)に催すことにした．画面共有しスラ

イドをみせながら内容を説明するだけでなく，簡単な実験を一緒に行ってもらったり，問題を出し

て答えてもらう事で，その不思議さや面白さを体感してもらったり，参加者それぞれが改めて考え

直すきっかけを与えていた． 

企画 A は「知っておきたいプラスチックのこと！ ～環境に優しいレジ袋を考える～」．プラスチ

ックからレジ袋まで，問題に答えてもらいながら現在の様式を確認し，これからの形や対処の方向

をいくつか提示し，一人一人どう行動すべきか参加者と意見を交わしていた． 

企画 B は「海の水は世界を回る？」．海水と淡水の違い，温度による水の重さの違いなどから，水

の海洋循環まで，問題を出しながら説明していた．カルピスを使った実験動画が効果的であった．

地球温暖化による影響についても言及し，直面している深刻な問題も投げかけていた． 

企画 C は「レモンミルクティーはいかが？ ～混ぜないのはわけがある？～」．レモン果汁とミル

クを混ぜる実験から始まり，なぜそうなるかを説明した後，沈殿せずにどちらの風味も味わえる方

法がないかを試行した．他にも身近にある素材でいろいろ試してみたくなるような実験だったと思

う． 

後期の授業の課題は，科学記事を作成することである．具体的には，まず学生が取材対象となる

大学生や大学院生を選び，元村講師から取材技術，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．2021 年度は受講生 5 人が 2 班に分かれて各班 1 篇ずつ記事を作成

し，Moodle に記事検討用掲示板を設けて推敲しながら，元村講師のリモート添削授業と再提出によ

る厳しい添削指導を経てようやく記事が完成した． 
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サイエンスカフェ（リモート開催）左から順に A 班，B 班，C 班の Zoom でのリモート中継の様子． 

 

後期授業で記事作成に必要な考え方やスキ

ルを教える客員教授の元村氏． 

 

取材対象の一人は安永数明研究室修士 1 年生の辻泰成さん．降水タイプの環境による特性を調べ

判別について研究されている．もう一人は森脇喜紀研究室修士 2 年生の山下堪太さん．マイケルソ

ン干渉計の仕組みを使った重力波望遠鏡 KAGRA の観測で，レーザーのノイズを如何に軽減できる

かを研究されている．作成記事 2 篇は理学部後援会報「りっか」に掲載し，理学部案内「スペクト

ラ」にも 1 篇掲載される．「りっか」の記事は理学部出身の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研究

する若手の生活の生の姿を知る情報となる． 

受講生は取材した研究内容を文字におこしてみて初めて，わかりやすい言葉に置き換えながら興

味深く伝える事の難しさに気づいたようだ．最終稿提出までの検討や確認の重要性など，彼らが記

事作成を通して学んだ事は大きい． 

受講生それぞれの今後の進路において，この授業で培った考え方や実践力の更なる成果がある事

を期待している．  

 

理学部後援会誌りっか第 17 号に掲載された研究紹介記事． 
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サイエンスカフェ（リモート開催）左から順に A 班，B 班，C 班の Zoom でのリモート中継の様子． 

 

後期授業で記事作成に必要な考え方やスキ

ルを教える客員教授の元村氏． 

 

取材対象の一人は安永数明研究室修士 1 年生の辻泰成さん．降水タイプの環境による特性を調べ

判別について研究されている．もう一人は森脇喜紀研究室修士 2 年生の山下堪太さん．マイケルソ

ン干渉計の仕組みを使った重力波望遠鏡 KAGRA の観測で，レーザーのノイズを如何に軽減できる

かを研究されている．作成記事 2 篇は理学部後援会報「りっか」に掲載し，理学部案内「スペクト

ラ」にも 1 篇掲載される．「りっか」の記事は理学部出身の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研究

する若手の生活の生の姿を知る情報となる． 

受講生は取材した研究内容を文字におこしてみて初めて，わかりやすい言葉に置き換えながら興

味深く伝える事の難しさに気づいたようだ．最終稿提出までの検討や確認の重要性など，彼らが記

事作成を通して学んだ事は大きい． 

受講生それぞれの今後の進路において，この授業で培った考え方や実践力の更なる成果がある事

を期待している．  

 

理学部後援会誌りっか第 17 号に掲載された研究紹介記事． 

2.1.9 キャリア支援教育 2021 
就職指導委員会委員長 田中 大祐 

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 2021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 

5月20日～6月30日 
moodleによるオンデマン
ド方式 

尾山 特命准教授(就職・キャリア支援センター副センター長) 
「大学生活の送り方」 

舟木 智美 氏 (株式会社マイナビ)  
「1年生の心構え」 

第1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 

4月28日  
14：45～16：15 
会場：Zoom開催 

尾山 特命准教授(就職・キャリア支援センター副センター長)
「就職活動とキャリアデザイン」 

田中 教授 (理学部就職指導委員長)  
「2020年度理学部卒業生・修了生の進路」 

森 愛子 氏 (株式会社株式会社マイナビ) 
「インターンシップの進め方」 

村田 恭平 氏 (株式会社リクルート)  
  「理学生に求められる力とインターンシップの関係」 

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13日  
13：00～14：30   
会場：理学部多目的ホール 

土佐 明日香 氏 (株式会社リクルート) 
「富山大学理学部の皆さんへ 後期キャリアガイダンス」 

比留間 健人 氏 (株式会社マイナビ) 
「就活準備ガイダンス 秋冬インターンシップ活用講座」 

2 
インターンシップへの
取り組み 

6月16日  
14：45～16：15 
16：30～18：00 
会場：理学部多目的ホール 

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27日13:00～14:30 
会場：A424号室 

藤川 武命 氏 (高岡向陵高等学校) 
「学校教育の ICT化と探究的な学びの実践 ～理学部での学
びを活かして～」 

11月1日13:00～14:30 
会場：A424号室 

服部 忠幸 氏 (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」 

11月10日13:00～13:45 
会場：A424号室 

11月10日13:45～14:30 
会場：A424号室 

中居 聡子 氏 (日医工株式会社) 
「精励恪勤 ～ジェネリック医薬品の開発業務～」 

山下 淳 氏 (矢崎総業株式会社) 
「理学部出身であることの強み（異分野に取り組むときの始
め方）」 
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11月17日13:00～13:45 
会場：Zoom 

11月17日13:45～14:30 
会場：A424号室 

蛭田 健司 氏 (株式会社AKALI) 
「発展を続けるゲーム業界の展望とキャリアの築き方」 

関  誠 氏 (テイカ製薬株式会社) 
「富山の製薬企業で働くということ」 

12月1日13:00～14:30 
会場：A424号室  

池田 陽一 氏 (東北大学金属材料研究所) 
「16年度程前に富山大学物理学科を卒業した一学生がアカデ
ミック研究職に就くまでと、その後のおはなし。」 

12月8日13:00～13:45 
会場：A424号室 

12月8日13:45～14:30 
会場：A424号室 

脇本 孝俊 氏 (金森産業株式会社) 
「社会で活かされる理学部の学び」 

石田 有正 氏 (元小矢部市立石動中学校校長) 
「人を育てる仕事に就いて」 

12月15日13:00～13:45 
会場：Zoom 

12月15日13:45～14:30 
会場：Zoom 

神田 柚紀 氏 (株式会社インテック) 
「IT業界と未経験で IT企業に入ることについて」 

野原 秀将 氏 (株式会社広貫堂) 
「一般用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～」 

12月22日13:00～13:45 
会場：A424号室 

12月22日13:45～14:30 
会場：A424号室 

宮本 憲優 氏 (エーザイ株式会社) 
「微小電極アレイシステムを用いた薬物誘発リスク評価法の
開発及び世界規制動向リーディング」 

岡田 知子 氏 (北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社) 
「仕事が好きになるために」 

1月19日13:00～13:45 
会場：Zoom 

1月19日13:45～14:30 
会場：A424号室 

藤原 良彦 氏 (アステラスファーマテック株式会社) 
「ものづくりと環境～お金の流れが変わる！？ESGの観点か
ら見えてくる今後の企業の環境への取り組み」 

西川 久信 氏 (救急薬品工業株式会社) 
「医薬品メーカーでの経験から」 

4 
理学部就職・進学合同
説明会 

10月6日  
14：45～15：45 
会場：理学部多目的ホール 

就職内定学生による就職活動体験談 
松波 詩乃 さん (理学部数学科) 
白鳥 裕太郎 さん (大学院修士課程生物圏環境科学専攻) 

田中就職指導委員長 
「就職実績の現状と今後の対応について」 

  

(資料 2)令和 3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 日本カーバイド工業株式会社 1名 10日間 
2 株式会社ティア 1名 1日間 
3 一般社団法人全日本テレビ番組制作社連盟（ATP） 1名 1日間 
4 株式会社国土開発センター 1名 10日間 
5 富山大学 1名 3日間 
6 国立研究開発法人防災科学技術研究所 1名 5日間 
7 富山県西部森林組合 1名 1日間 
8 Keeper技研株式会社 1名 3日間 
9 田原市役所 1名 5日間 
10 日本公営株式会社 1名 10日間 
11 一正蒲鉾株式会社 1名 1日間 
12 株式会社たかの 1名 1日間 
13 ㈱さなる 1名 1日間 
14 株式会社アース・コーポレーション 1名 3日間 
15 富山県西部森林組合 1名 5日間 
16 北陸コンピュータ・サービス株式会社 2名 5日間 
17 村沼繊維興業株式会社 2名 1日間 
18 北陸電気工事株式会社 1名 5日間 
19 株式会社フューレックス 1名 5日間 
20 株式会社ユードム 1名 5日間 
21 富山県庁 1名 12日間 
22 北電技術コンサルタント株式会社 1名 1日間 
23 金森産業/株式会社安全性研究センター 1名 1日間 
24 三重化学工業 1名 17日間 
25 昭和電工㈱ 1名 1日間 
26 株式会社谷口美装 1名 1日間 
27 日東メディック株式会社 1名 1日間 
28 株式会社ケイズ 1名 1日間 
29 根上工業株式会社 1名 1日間 
30 小松マテーレ株式会社 1名 2日間 
31 株式会社スギヨ 1名 1日間 
32 株式会社オープンシステムズ（JOPS） 1名 5日間 
33 株式会社インテック 1名 2日間 
34 長野八ヶ岳農業協同組合 1名 1日間 
35 創和テキスタイル株式会社 1名 3日間 
36 株式会社ダイシン 1名 1日間 
37 バイホロン株式会社 1名 5日間 
38 十全化学株式会社 1名 1日間 
39 建設ドットウェブ 1名 5日間 
40 志貴野メッキ株式会社 1名 1日間 
41 株式会社フジミインコーポレーテッド 1名 1日間 
42 株式会社クスリのアオキ 1名 1日間 
43 久目地区地域づくり協議会 1名 5日間 
44 山田工業株式会社 1名 1日間 
45 株式会社野上緑化 1名 3日間 
46 応用技術株式会社 1名 1日間 
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11月17日13:00～13:45 
会場：Zoom 

11月17日13:45～14:30 
会場：A424号室 

蛭田 健司 氏 (株式会社AKALI) 
「発展を続けるゲーム業界の展望とキャリアの築き方」 

関  誠 氏 (テイカ製薬株式会社) 
「富山の製薬企業で働くということ」 

12月1日13:00～14:30 
会場：A424号室  

池田 陽一 氏 (東北大学金属材料研究所) 
「16年度程前に富山大学物理学科を卒業した一学生がアカデ
ミック研究職に就くまでと、その後のおはなし。」 

12月8日13:00～13:45 
会場：A424号室 

12月8日13:45～14:30 
会場：A424号室 

脇本 孝俊 氏 (金森産業株式会社) 
「社会で活かされる理学部の学び」 

石田 有正 氏 (元小矢部市立石動中学校校長) 
「人を育てる仕事に就いて」 

12月15日13:00～13:45 
会場：Zoom 

12月15日13:45～14:30 
会場：Zoom 

神田 柚紀 氏 (株式会社インテック) 
「IT業界と未経験で IT企業に入ることについて」 

野原 秀将 氏 (株式会社広貫堂) 
「一般用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～」 

12月22日13:00～13:45 
会場：A424号室 

12月22日13:45～14:30 
会場：A424号室 

宮本 憲優 氏 (エーザイ株式会社) 
「微小電極アレイシステムを用いた薬物誘発リスク評価法の
開発及び世界規制動向リーディング」 

岡田 知子 氏 (北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社) 
「仕事が好きになるために」 

1月19日13:00～13:45 
会場：Zoom 

1月19日13:45～14:30 
会場：A424号室 

藤原 良彦 氏 (アステラスファーマテック株式会社) 
「ものづくりと環境～お金の流れが変わる！？ESGの観点か
ら見えてくる今後の企業の環境への取り組み」 

西川 久信 氏 (救急薬品工業株式会社) 
「医薬品メーカーでの経験から」 

4 
理学部就職・進学合同
説明会 

10月6日  
14：45～15：45 
会場：理学部多目的ホール 

就職内定学生による就職活動体験談 
松波 詩乃 さん (理学部数学科) 
白鳥 裕太郎 さん (大学院修士課程生物圏環境科学専攻) 

田中就職指導委員長 
「就職実績の現状と今後の対応について」 

  

(資料 2)令和 3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 日本カーバイド工業株式会社 1名 10日間 
2 株式会社ティア 1名 1日間 
3 一般社団法人全日本テレビ番組制作社連盟（ATP） 1名 1日間 
4 株式会社国土開発センター 1名 10日間 
5 富山大学 1名 3日間 
6 国立研究開発法人防災科学技術研究所 1名 5日間 
7 富山県西部森林組合 1名 1日間 
8 Keeper技研株式会社 1名 3日間 
9 田原市役所 1名 5日間 
10 日本公営株式会社 1名 10日間 
11 一正蒲鉾株式会社 1名 1日間 
12 株式会社たかの 1名 1日間 
13 ㈱さなる 1名 1日間 
14 株式会社アース・コーポレーション 1名 3日間 
15 富山県西部森林組合 1名 5日間 
16 北陸コンピュータ・サービス株式会社 2名 5日間 
17 村沼繊維興業株式会社 2名 1日間 
18 北陸電気工事株式会社 1名 5日間 
19 株式会社フューレックス 1名 5日間 
20 株式会社ユードム 1名 5日間 
21 富山県庁 1名 12日間 
22 北電技術コンサルタント株式会社 1名 1日間 
23 金森産業/株式会社安全性研究センター 1名 1日間 
24 三重化学工業 1名 17日間 
25 昭和電工㈱ 1名 1日間 
26 株式会社谷口美装 1名 1日間 
27 日東メディック株式会社 1名 1日間 
28 株式会社ケイズ 1名 1日間 
29 根上工業株式会社 1名 1日間 
30 小松マテーレ株式会社 1名 2日間 
31 株式会社スギヨ 1名 1日間 
32 株式会社オープンシステムズ（JOPS） 1名 5日間 
33 株式会社インテック 1名 2日間 
34 長野八ヶ岳農業協同組合 1名 1日間 
35 創和テキスタイル株式会社 1名 3日間 
36 株式会社ダイシン 1名 1日間 
37 バイホロン株式会社 1名 5日間 
38 十全化学株式会社 1名 1日間 
39 建設ドットウェブ 1名 5日間 
40 志貴野メッキ株式会社 1名 1日間 
41 株式会社フジミインコーポレーテッド 1名 1日間 
42 株式会社クスリのアオキ 1名 1日間 
43 久目地区地域づくり協議会 1名 5日間 
44 山田工業株式会社 1名 1日間 
45 株式会社野上緑化 1名 3日間 
46 応用技術株式会社 1名 1日間 
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2.1.10 サイエンスフェスティバル 2021 

 
理学部副学部長 柘植 清志 

 
日時  令和 3 年 9 月 25 日(土)から 10 月 10 日（日） 
場所：オンライン（COVID-19 の感染拡大防止のため） 
主催：サイエンスフェスティバル運営委員会、富山大学理学部 
 
開催趣旨と概要： 
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、「サイエンスフェスティバル 2021」を開催

しました。COVID-19 の影響を受け例年通りの対面型の実施はかないませんでしたが、行動が制限され

る中でも、科学の世界を少しでも楽しんでいただきたく、サイエンスフェスティバル運営委員会が早く

から実施形態を検討し、オンライン形式で実施しました。 
「サイエンスフェスティバル」では、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

伝えるために、理学部の学生たちが 7 月頃から様々な企画を準備しました。理学部特別講演会、実行委

員によるサイエンスショー、サイエンスクイズ、サイエンスムービーや科学実験ブースを 6 テーマ、サ

イエンスカフェを 3 テーマ、オンライン会議ツール Zoom を用いて実施しました。理学部特別講演会で

は、法師人響 氏に「なぜ『虫』を撮るのか？」をご講演いただきました。また、科学実験ブースでは、

当日に配信を行わなかった 12 テーマの動画コンテンツを YouTube にて公開しました。配信終了後は、

配信を行った実行委員による 3 企画、科学実験ブース(一部を除く)の動画コンテンツを公開しました。

恒例であった KNB 共同企画や、高校生による研究発表は今年度の開催は出来ませんでした。 
配信には、最大で約 80 名の方に同時視聴していただき、YouTube に掲載されている動画では、約 110
回再生されたものもありました。最も参加者が多かったのは富山県内でしたが、オンライン開催とした

ため、関東、中部、近畿など日本国内各地からご参加いただきました。 
 

イベント内容： 

サイエンスショー(配信)                                       9月 25日(土)  9：30～10:20  

サイエンスショー(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日)  

 

サイエンスムービー(配信)                                     9月 25日(土) 10：30～11:10  

サイエンスムービー(配信終了後、動画公開)                     9月 27日(月)から 10月 10日(日)   

 

サイエンスクイズ(配信)                                       9月 25日(土) 11：20～12:00   

サイエンスクイズ(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日)    

 

理学部特別講演会(配信)                                       9月 25日(土) 13：00～14:30 

法師人 響 氏 昆虫写真家 「Tokyo bug boys」で活動中 

「なぜ『虫』を撮るのか？」 

 

科学実験ブース 「こん中に、数学クイズ楽しめないと思ってる人いる？いねぇよな！！楽しむぞー！」 

(配信)                                         9月 25日(土) 14：30～15:00 

 

科学実験ブース 「パネルクイズアバット 25～クイズを通じて地質学を学ぼう～」 

(配信)                                         9月 25日(土) 14：30～15:30 

47 平和酒造株式会社 2名 1日間 
48 富山県生活協同組合 1名 1日間 
49 丸栄運輸機工株式会社 2名 1日間 
50 株式会社富士通ゼネラル 1名 1日間 
51 アイザック 1名 5日間 
52 富山市役所 1名 5日間 
53 シン・エナジー株式会社 1名 1日間 
54 株式会社ハイテックス 3名 5日間 
55 株式会社東振精機 2名 5日間 
56 丸井織物株式会社 1名 1日間 
57 東振グループ 1名 6日間 
58 キタノ製作株式会社 1名 3日間 

 (注1)理工学教育部大学院生（修士）を含む． 
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2.1.10 サイエンスフェスティバル 2021 

 
理学部副学部長 柘植 清志 

 
日時  令和 3 年 9 月 25 日(土)から 10 月 10 日（日） 
場所：オンライン（COVID-19 の感染拡大防止のため） 
主催：サイエンスフェスティバル運営委員会、富山大学理学部 
 
開催趣旨と概要： 
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、「サイエンスフェスティバル 2021」を開催

しました。COVID-19 の影響を受け例年通りの対面型の実施はかないませんでしたが、行動が制限され

る中でも、科学の世界を少しでも楽しんでいただきたく、サイエンスフェスティバル運営委員会が早く

から実施形態を検討し、オンライン形式で実施しました。 
「サイエンスフェスティバル」では、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

伝えるために、理学部の学生たちが 7 月頃から様々な企画を準備しました。理学部特別講演会、実行委

員によるサイエンスショー、サイエンスクイズ、サイエンスムービーや科学実験ブースを 6 テーマ、サ

イエンスカフェを 3 テーマ、オンライン会議ツール Zoom を用いて実施しました。理学部特別講演会で

は、法師人響 氏に「なぜ『虫』を撮るのか？」をご講演いただきました。また、科学実験ブースでは、

当日に配信を行わなかった 12 テーマの動画コンテンツを YouTube にて公開しました。配信終了後は、

配信を行った実行委員による 3 企画、科学実験ブース(一部を除く)の動画コンテンツを公開しました。

恒例であった KNB 共同企画や、高校生による研究発表は今年度の開催は出来ませんでした。 
配信には、最大で約 80 名の方に同時視聴していただき、YouTube に掲載されている動画では、約 110
回再生されたものもありました。最も参加者が多かったのは富山県内でしたが、オンライン開催とした

ため、関東、中部、近畿など日本国内各地からご参加いただきました。 
 

イベント内容： 

サイエンスショー(配信)                                       9月 25日(土)  9：30～10:20  

サイエンスショー(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日)  

 

サイエンスムービー(配信)                                     9月 25日(土) 10：30～11:10  

サイエンスムービー(配信終了後、動画公開)                     9月 27日(月)から 10月 10日(日)   

 

サイエンスクイズ(配信)                                       9月 25日(土) 11：20～12:00   

サイエンスクイズ(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日)    

 

理学部特別講演会(配信)                                       9月 25日(土) 13：00～14:30 

法師人 響 氏 昆虫写真家 「Tokyo bug boys」で活動中 

「なぜ『虫』を撮るのか？」 

 

科学実験ブース 「こん中に、数学クイズ楽しめないと思ってる人いる？いねぇよな！！楽しむぞー！」 

(配信)                                         9月 25日(土) 14：30～15:00 

 

科学実験ブース 「パネルクイズアバット 25～クイズを通じて地質学を学ぼう～」 

(配信)                                         9月 25日(土) 14：30～15:30 

47 平和酒造株式会社 2名 1日間 
48 富山県生活協同組合 1名 1日間 
49 丸栄運輸機工株式会社 2名 1日間 
50 株式会社富士通ゼネラル 1名 1日間 
51 アイザック 1名 5日間 
52 富山市役所 1名 5日間 
53 シン・エナジー株式会社 1名 1日間 
54 株式会社ハイテックス 3名 5日間 
55 株式会社東振精機 2名 5日間 
56 丸井織物株式会社 1名 1日間 
57 東振グループ 1名 6日間 
58 キタノ製作株式会社 1名 3日間 

 (注1)理工学教育部大学院生（修士）を含む． 
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科学実験ブース 「オリガミ→ムゲンダイ～フシギな折り紙を折ってみよう～」 

(配信)                                         9月 25日(土) 15：00～16:00 

 

科学実験ブース 「「お家でできる解剖実験！」～イカの解剖と観察、脊椎動物との比較～」 

(配信)                                9月 25日(土) 15：00～15:30 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日) 

 

科学実験ブース 「ビー玉ループコースター」 

(配信)                                9月 25日(土) 15：30～16:00 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日) 

 

 

科学実験ブース 「雪と空の謎」 

(配信)                                9月 25日(土) 16：00～16:30 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27日(月)から 10月 10日(日) 

 

 

科学実験ブース(配信されていない動画コンテンツ)          9月 25日(土) から 10月 10日(日) 

12テーマ 

                         
 
 
サイエンスカフェ 

テーマ 1．「知っておきたいプラスチックのこと！～環境にやさしいレジ袋を考える～」 

9月 26日(土) 10：30～11:30 

 

テーマ 2．「海の水は世界を回る？」 

9月 26日(土) 13：00～14:00 

 

テーマ 3．「レモンミルクティーはいかが？～混ぜないのはわけがある？～」 

9月 26日(土) 15：00～16:00 

 

入場者数： 

 サイエンスフェスティバル 2021 （事前登録者数計） 343人 
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科学実験ブース 「オリガミ→ムゲンダイ～フシギな折り紙を折ってみよう～」 

(配信)                                         9月 25日(土) 15：00～16:00 

 

科学実験ブース 「「お家でできる解剖実験！」～イカの解剖と観察、脊椎動物との比較～」 

(配信)                                9月 25日(土) 15：00～15:30 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27 日(月)から 10月 10日(日) 

 

科学実験ブース 「ビー玉ループコースター」 

(配信)                                9月 25日(土) 15：30～16:00 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27 日(月)から 10月 10日(日) 

 

 

科学実験ブース 「雪と空の謎」 

(配信)                                9月 25日(土) 16：00～16:30 

(配信終了後、動画公開)                       9月 27 日(月)から 10月 10日(日) 

 

 

科学実験ブース(配信されていない動画コンテンツ)          9月 25日(土) から 10月 10日(日) 

12テーマ 

                         
 
 
サイエンスカフェ 

テーマ 1．「知っておきたいプラスチックのこと！～環境にやさしいレジ袋を考える～」 

9月 26日(土) 10：30～11:30 

 

テーマ 2．「海の水は世界を回る？」 

9月 26日(土) 13：00～14:00 

 

テーマ 3．「レモンミルクティーはいかが？～混ぜないのはわけがある？～」 

9月 26日(土) 15：00～16:00 

 

入場者数： 

 サイエンスフェスティバル 2021 （事前登録者数計） 343人 

 
 

サイエンスフェスティバル２０２1 開催の様子 

理学部特別講演会 「なぜ『虫』を撮るのか？」 

 

 

サイエンスショー 

 

 

科学実験ブース 

 
 

サイエンスカフェ 
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2.1.11 高大連携事業 
広報委員会委員長 高大連携部会長 青木 一真 

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運営指導委員会 (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） 

8. 北信越地区高等学校自然科学部研究発表会（資料 8） 

9. 高大合同発表会（資料 9） 

10. 大阪高等学校・富山研究合宿（資料 10） 
 

(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 石動高校 5/19 
9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：30 模擬授業 
2年生 13人 生物圏 青木一真 

2 石川県 鹿西高校 7/1 
13：50～14：20 学部説明 

14：30～15：30 模擬授業 
2年生 6人 生物圏 青木一真 

3 富山県 
富山北部 

高校 
7/5 9：20～12：30 1年生 22人 生物圏 青木一真 

4 富山県 富山東高校 7/6 

9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：30 模擬授業 

13：00～14：00 模擬授業 

2年生 40人 
生物圏 

数学 

佐澤和人 

上田肇一 

5 富山県 滑川高校 7/9 9：30～10：30説明・施設見学 2年生 23人 生物圏 青木一真 

6 岐阜県 吉城高校 7/26 
13：00～13：40 学部説明 

13：55～14：55 模擬授業 
1・2年生 3人 生物 山崎裕治 

7 山梨県 日川高校 7/27 
13：00～13：30 学部説明 

13：45～14：45 模擬授業 
2年生 10人 生物圏 青木一真 

8 新潟県 糸魚川高校 7/30 
9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：15 模擬授業 
1年生 16人 生物圏 青木一真 

9 富山県 魚津高校 8/3 10：00～16：00 2年生 17人 
生物圏 

物理 

青木一真 

山元一広 

10 富山県 魚津高校 10/13 
9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：30 模擬授業 
1年生 58人 生物圏 青木一真 

11 富山県 富山南高校 10/15 
9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：30 模擬授業 
2年生 25人 生物圏 青木一真 

12 富山県 
富山第一 

高校 
10/19 

9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：00 模擬授業 
1年生 43人 生物圏 青木一真 

13 石川県 鹿西高校 10/25 15：15～15：45 1年生 11人 生物圏 青木一真 

14 岐阜県 
益田清風 

高校 
10/27 

11：30～12：00 学部説明 

13：40～14：40 模擬授業 
1年生 10人 生物圏 青木一真 

15 富山県 
富山第一 

高校 
10/28 

9：20～ 9：50 学部説明 

10：00～10：50 模擬授業 
2年生 25人 生物圏 青木一真 
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2.1.11 高大連携事業 
広報委員会委員長 高大連携部会長 青木 一真 

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運営指導委員会 (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） 

8. 北信越地区高等学校自然科学部研究発表会（資料 8） 

9. 高大合同発表会（資料 9） 

10. 大阪高等学校・富山研究合宿（資料 10） 
 

(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 石動高校 5/19 
9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：30 模擬授業 
2年生 13人 生物圏 青木一真 

2 石川県 鹿西高校 7/1 
13：50～14：20 学部説明 

14：30～15：30 模擬授業 
2年生 6人 生物圏 青木一真 

3 富山県 
富山北部 

高校 
7/5 9：20～12：30 1年生 22人 生物圏 青木一真 

4 富山県 富山東高校 7/6 

9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：30 模擬授業 

13：00～14：00 模擬授業 

2年生 40人 
生物圏 

数学 

佐澤和人 

上田肇一 

5 富山県 滑川高校 7/9 9：30～10：30説明・施設見学 2年生 23人 生物圏 青木一真 

6 岐阜県 吉城高校 7/26 
13：00～13：40 学部説明 

13：55～14：55 模擬授業 
1・2年生 3人 生物 山崎裕治 

7 山梨県 日川高校 7/27 
13：00～13：30 学部説明 

13：45～14：45 模擬授業 
2年生 10人 生物圏 青木一真 

8 新潟県 糸魚川高校 7/30 
9：30～10：00 学部説明 

10：15～11：15 模擬授業 
1年生 16人 生物圏 青木一真 

9 富山県 魚津高校 8/3 10：00～16：00 2年生 17人 
生物圏 

物理 

青木一真 

山元一広 

10 富山県 魚津高校 10/13 
9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：30 模擬授業 
1年生 58人 生物圏 青木一真 

11 富山県 富山南高校 10/15 
9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：30 模擬授業 
2年生 25人 生物圏 青木一真 

12 富山県 
富山第一 

高校 
10/19 

9：45～10：15 学部説明 

10：30～11：00 模擬授業 
1年生 43人 生物圏 青木一真 

13 石川県 鹿西高校 10/25 15：15～15：45 1年生 11人 生物圏 青木一真 

14 岐阜県 
益田清風 

高校 
10/27 

11：30～12：00 学部説明 

13：40～14：40 模擬授業 
1年生 10人 生物圏 青木一真 

15 富山県 
富山第一 

高校 
10/28 

9：20～ 9：50 学部説明 

10：00～10：50 模擬授業 
2年生 25人 生物圏 青木一真 

 (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 入善高校 4/30 
①13：20～14：00 
② 14：20～15：00 

2年生 
① 8人 

②11人 
物理 廣島 渚 

2 富山県 
高岡第一 

高校 
4/30 

①13：00～15：00 
②14：30～16：00 

3年生 

 

239人 

ブース訪問

形式 

生物圏 青木一真 

3 富山県 富山南高校 6/1 15：15～16：05 1年生 10人 生物圏 青木一真 

4 大阪府 
大阪高校 

（オンライン開催） 
6/30 

①10：40～11：10 
②12：20～12：50 

3年生 15人 
生物圏 

生物 

青木一真 

山崎裕治 

5 富山県 
南砺福野 

高校 
7/7 14：40～15：40 2年生 11人 生物 山崎裕治 

6 富山県 滑川高校 7/8 14：00～14：50 1・2年生 16人 生物圏 青木一真 

7 富山県 桜井高校 7/12 
①13：25～14：15 
② 14：25～15：15 

2年生 
①18人 

②16人 
生物圏 青木一真 

8 福井県 羽水学園 7/15 
①13：50～14：05 
②14：05～14：50 

2年生 9人 生物圏 青木一真 

9 富山県 大門高校 7/15 
① 9:50～10：40 
②10：50～11：40 

1年生 
①29人 

②21人 
数学 幸山直人 

10 石川県 
星稜高校 

（オンライン開催） 
7/17 8：45～12：15 1～3年生 25人 生物 山崎裕治 

11 富山県 氷見高校 7/20 
① 8：45～ 9：35 
② 9：45～10：35 

1年生 
① 6人 

② 5人 
生物圏 青木一真 

12 岐阜県 大垣北高校 9/9 15：20～16：10 2年生 28人 生物圏 青木一真 

13 富山県 
高岡龍谷 

高校 
12/13 12：00～12：50 1・2年生 37人 生物圏 青木一真 

14 富山県 八尾高校 12/17 
10：45～11：45模擬授業 
11：55～12：20学部説明  

1・2年生 25人 生物圏 青木一真 

15 富山県 
富山いずみ 

高校 
12/17 

①10：50～11：40 
②11：50～12：40 

2年生 
①14人 

②13人 
生物 山崎裕治 

 (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 富山県 
富山国際大

学附属高校 
5/15 13：50～15：00 1～3年生 150人 物理 栗本 猛 

2 富山県 富山東高校 6/18 14：10～15：10 2・3年生 
物理 41人 

生物 26人 

物理 

生物 

小林かおり 

山崎裕治 
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 (資料 4)課題研究等 派遣教員  
No 実施校(場所) 実施期日 派遣教員名 

1 氷見高校 4月23日(金)、8月2日(月）、9月17日(金) 山崎裕治 

2 富山高校 

6月1日(火) 吉田範夫 
5月25日(火)、10月26日(火) 川部達哉 
6月 1日(火)、10月19日(火) 宮澤眞宏 
5月11日(火)、10月19日(火) 玉置大介 
5月25日(火)、10月5日(火) 土`田 努 
1月14日(月)、2月3日(木) 青木一真 

3 高岡南高校 
5月25日(火)、 7月26日(月)、9月21日(火)、
10月26日(火)、11月6日(土) 

松本裕司 

4 富山中部高校 
6月18日(金)、11月5日(金) 木村 巌, 廣島 渚 

6月18日(金)、11月5日(金)、1月28日(金) 唐原一郎, 小林久壽雄 

5 高岡高校 5月17日(木)、10月2日(土)、1月20日(木) 今野紀文, 酒徳昭宏 

6 砺波高校 
10月21日(木) 青木一真 
11月20日(土) 佐澤和人 

(資料 5) SSH運営指導委員会 
No 実施校(場所) 実施期日 担当者名 

1 富山中部高校 7月8日(木)、2月18日(金) 岩坪美兼 

(資料 6) 富山県高等学校自然科学部研究発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 富山大学理学部 11月13日(土) 

若杉達也 

青木一真 

廣島 渚 

宮澤眞宏 

佐藤杏子 

(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26日(土)、2月19日(土) 岩坪美兼 

(資料 8）北信越地区高等学校自然科学部研究発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1   
長野市オクト文化ホール 

展示室（オンライン開催） 
2月11日(金) 青木一真 

(資料 9）高大合同発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 富山大学（オンライン開催） 12月20日(月) 山崎裕治 

(資料 10）大阪高等学校・富山研究合宿 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 ひみラボ 3月16日(水)～3月18日(金) 山崎裕治 
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 (資料 4)課題研究等 派遣教員  
No 実施校(場所) 実施期日 派遣教員名 

1 氷見高校 4月23日(金)、8月2日(月）、9月17日(金) 山崎裕治 

2 富山高校 

6月1日(火) 吉田範夫 
5月25日(火)、10月26日(火) 川部達哉 
6月 1日(火)、10月19日(火) 宮澤眞宏 
5月11日(火)、10月19日(火) 玉置大介 
5月25日(火)、10月5日(火) 土`田 努 
1月14日(月)、2月3日(木) 青木一真 

3 高岡南高校 
5月25日(火)、 7月26日(月)、9月21日(火)、
10月26日(火)、11月6日(土) 

松本裕司 

4 富山中部高校 
6月18日(金)、11月5日(金) 木村 巌, 廣島 渚 

6月18日(金)、11月5日(金)、1月28日(金) 唐原一郎, 小林久壽雄 

5 高岡高校 5月17日(木)、10月2日(土)、1月20日(木) 今野紀文, 酒徳昭宏 

6 砺波高校 
10月21日(木) 青木一真 
11月20日(土) 佐澤和人 

(資料 5) SSH運営指導委員会 
No 実施校(場所) 実施期日 担当者名 

1 富山中部高校 7月8日(木)、2月18日(金) 岩坪美兼 

(資料 6) 富山県高等学校自然科学部研究発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 富山大学理学部 11月13日(土) 

若杉達也 

青木一真 

廣島 渚 

宮澤眞宏 

佐藤杏子 

(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26日(土)、2月19日(土) 岩坪美兼 

(資料 8）北信越地区高等学校自然科学部研究発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1   
長野市オクト文化ホール 

展示室（オンライン開催） 
2月11日(金) 青木一真 

(資料 9）高大合同発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 富山大学（オンライン開催） 12月20日(月) 山崎裕治 

(資料 10）大阪高等学校・富山研究合宿 
No 実施場所 実施期日 担当者名 

1 ひみラボ 3月16日(水)～3月18日(金) 山崎裕治 

2.1.12 受賞学生及び研究助成に採択された学生  

■令和３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15名) 
数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学科 

〇角田 蓮 

清雄 風香 

虎間 友里香 

〇安田 新 

小林 大地 

立松 希望 

 

◎堀田 健司 

〇三浦 弘翼 

宮崎 優大 

野口 唱 

◎清水 京杏 

○桶屋 美帆 

富樫 彩音 

岡田 幸笑 

〇深山 美里 

中野 萌笑 

中屋 舞美 

(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 

松岡 広太郎 田村 嘉章 山田 貴裕 岩岡 優真 髙橋 秀徳 松浦 匠真 

 

■2021年度 TOEIC IPテスト 優秀者 
理学部・理工学教育部の学生を対象に，TOEIC IPテストを実施した． 
特に優秀な成績を修めた学生を表彰した．なお後期は教養教育院で実施したテストも対象に含めた． 

前期(テスト実施：７月21日)  後期(テスト実施：12月15日) 

最優秀賞 山下 正太郎  最優秀賞 熊 佳慧 

優秀賞 

佐藤 佳輔 

山木 泰陽 

髙田 新哉 

井上 直樹 

小栗 神智 

島田 一世 

古野 敦己 

桶屋 美帆 

大塚 紗樹 

齋藤 真之介 

田嶋 由 

山田 修太郎 

樋山 桜子 

 
 

優秀賞 

貫里 海斗 

山下 正太郎 

井上 善晴 

前田 一統 

中屋 里菜 

古野 敦己 

三宅 嶺温 

佐竹 桜子 

新田 亮介 

酒井 春帆 

石原 巧海 

相澤 愛可 

田端 桂介 

桑名 ひまり 

濱崎 栞 

中村 優希 

宮沢 紗李奈 

奨励賞 
550点以上 

清水 遼太 

田口 直樹 

上田 麻央 

本馬 愛美 

齋藤 真之介 

相原 真生 

長瀬 恭一 

小林 健 

長谷川 彩花 

伊澤 勇人 

橋 実穂 

安原 佑真 

奨励賞 
550点以上 

新田 亮介 

石原 巧海 

藤村 優 

三浦 弘翼 

加藤 杏果 

宮内 大輔 

宇佐美 昂成 

垣内 遼希 
奨励賞（得点差） 佐竹 桜子 

 奨励賞（授業枠） 該当者なし 

 (22名)   (31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：16名) 
 

数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学

科 

４

年 

國枝 由紀恵 
相原 真生 
甲斐 嵩文 

立松 希望 
玉城 磨生 
安田 新 
横山 知将 

宮崎 優大 
野口 唱 
井上 大知 

株本 慧 
長瀬 茉莉 
金子 寛 

阿部 巴音 
中野 萌笑 
田嶋 由 

 
2)単年度成績優秀者(45名) 

 数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学

科 

２

年 

島田 一世 
山本 啓太 
菅田 幸生 

北 浩志 
林 祐太 
大角 将勝 

古坊 依歩 
野田 賢司 
高橋 涼葉 

萩 明日花 
山木 泰陽 
桑原 想 

三神 崇重 
池井 歩夢 
日比野 晴穂 

３

年 

山本 健二朗 
打矢 冬馬 
佐藤 正晴 

河原崎 琉 
小林 学夢 
山田 龍人 

武藤 太一 
山室 友梨華 
原田 紘明 

中屋 里菜 
渡辺 帆乃花 
小林 健 

佐竹 桜子 
岩本 玲佳 
鈴木 貴也 

４

年 

清雄 風香 
角田 蓮 
粟 苑花 

安田 新 
松本 仁千翔 
玉城 磨生 

堀田 健司 
野口 唱 
丸茂 尚哉 

清水 京杏 
桶屋 美帆 
岡田 幸笑 

小林 直樹 
深山 美里 
山口 圭一 

 

■令和3年度学生受賞者 

1. 安部 俊輔（大学院理工学教育部 化学専攻 修士1年）, 
蛍光RNAアプタマー17-3の2次構造解明を目指した生化学解析, 
日本生化学会北陸支部第39回大会, 学生ベスト発表賞 

2. 大原 倫仁（大学院理工学教育部 生物学専攻 修士課程1年）, 
ソマトラクチン(SL)遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型(外部形態)の観察, 
第35回日本下垂体研究会学術集会, 優秀発表賞 

3. 原 和花（大学院理工学教育部 物理学専攻 修士課程2年）, 
GNXASパッケージの位相シフト計算に対する相対論的補正, 
第24回XAFS討論会, 学生奨励賞 

4. 川畑 美佳（理工学教育部 生物圏環境科学専攻 修士課程2年）, 
分散微粒子抽出法（8）－海水に適応可能なオンサイトCOD画像測色法の開発－, 
日本分析化学会第70年会, 若手ポスター発表賞 
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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：16名) 
 

数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学

科 

４

年 

國枝 由紀恵 
相原 真生 
甲斐 嵩文 

立松 希望 
玉城 磨生 
安田 新 
横山 知将 

宮崎 優大 
野口 唱 
井上 大知 

株本 慧 
長瀬 茉莉 
金子 寛 

阿部 巴音 
中野 萌笑 
田嶋 由 

 
2)単年度成績優秀者(45名) 

 数学科 物理学科 化学科 生物学科 生物圏環境科学

科 

２

年 

島田 一世 
山本 啓太 
菅田 幸生 

北 浩志 
林 祐太 
大角 将勝 

古坊 依歩 
野田 賢司 
高橋 涼葉 

萩 明日花 
山木 泰陽 
桑原 想 

三神 崇重 
池井 歩夢 
日比野 晴穂 

３

年 

山本 健二朗 
打矢 冬馬 
佐藤 正晴 

河原崎 琉 
小林 学夢 
山田 龍人 

武藤 太一 
山室 友梨華 
原田 紘明 

中屋 里菜 
渡辺 帆乃花 
小林 健 

佐竹 桜子 
岩本 玲佳 
鈴木 貴也 

４

年 

清雄 風香 
角田 蓮 
粟 苑花 

安田 新 
松本 仁千翔 
玉城 磨生 

堀田 健司 
野口 唱 
丸茂 尚哉 

清水 京杏 
桶屋 美帆 
岡田 幸笑 

小林 直樹 
深山 美里 
山口 圭一 

 

■令和3年度学生受賞者 

1. 安部 俊輔（大学院理工学教育部 化学専攻 修士1年）, 
蛍光RNAアプタマー17-3の2次構造解明を目指した生化学解析, 
日本生化学会北陸支部第39回大会, 学生ベスト発表賞 

2. 大原 倫仁（大学院理工学教育部 生物学専攻 修士課程1年）, 
ソマトラクチン(SL)遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型(外部形態)の観察, 
第35回日本下垂体研究会学術集会, 優秀発表賞 

3. 原 和花（大学院理工学教育部 物理学専攻 修士課程2年）, 
GNXASパッケージの位相シフト計算に対する相対論的補正, 
第24回XAFS討論会, 学生奨励賞 

4. 川畑 美佳（理工学教育部 生物圏環境科学専攻 修士課程2年）, 
分散微粒子抽出法（8）－海水に適応可能なオンサイトCOD画像測色法の開発－, 
日本分析化学会第70年会, 若手ポスター発表賞 

5. 松浦 匠真（理工学教育部 生物圏環境科学専攻 修士課程2年）, 
電気化学－局在表面プラズモン共鳴を利用したニードル型光ファイバーセンサーの開発, 
日本分析化学会第70年会, 若手ポスター発表賞 

6. 山浦 遼平氏（富山大学 理工学教育部 生物学専攻 修士課程2年）, 
ヒメツリガネゴケ仮根系の X 線マイクロ CT による可視化の試み, 
日本宇宙生物科学会第35回大会, 優秀発表賞 

7. 片境 紗希（大学院理工学教育部 地球生命環境科学専攻 博士課程3年）, 
高低差4,000 mの富山 森-里-富山湾の物質循環像, 
2021年海洋若手研究集会, 優秀発表賞 

8. 小宮山 朋花（生物圏環境科学科4年）, 
富山県氷見市の小河川からみた水田排水の流入が河川水質に与える影響評価, 
2021年度 北陸地区講演会と研究発表会, 優秀ポスター賞 

9. 阿部 隼也（生物圏環境科学科4年）, 
好気的および嫌気的条件下の加熱により熱帯泥炭中に生成する多環芳香族炭化水素の濃度・組成に関する研

究, 
2021年度 北陸地区講演会と研究発表会, 優秀ポスター賞 

10. 善端 大貴（大学院理工学教育部 生物学専攻 修士課程2年）, 
ゼブラフィッシュの脳梗塞モデルに対するヒトの脳梗塞治療薬の有効性の検証, 
日本動物学会 令和3年度中部支部大会, 大学院生発表 優秀発表賞 

11. 片境 紗希（大学院理工学教育部 地球生命環境科学専攻 博士課程3年）, 
過去 20 年間の日本中緯度地域の少雪・多雨化による淡水性海底湧水の湧出量増加と溶存無機炭素供給量の

倍増, 
日本地下水学会2021年秋季講演会, 若手優秀講演賞 
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2.1.13 理学部での英語教育 2021  
 教務委員会委員長 林 直人 

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． 
また，大学院入試においても，TOEICスコアが必須であるところが多い． 
理学部には英語が苦手であるという学生が多く，苦手意識を克服し，英語によるコミュニケーション力

を高める方策が必要である． 
 

Ⅱ．今年度の取り組みと結果 
1) 2021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や，英語の e-ラーニング教材（アル

クネットアカデミー2，アルクネットアカデミーネクスト）を利用した授業「TOEIC英語 e-ラーニング」

を提供してきている． 2020年度は英語の e-ラーニング教材の更新時期であったために，授業で e-ラーニ

ングを利用することはできず，主にテキストを中心とした授業であった．一方で2021年度は，e-ラーニ

ング教材の更新が完了し，授業でも新しい eラーニング教材を活用できた．また，コロナ禍の影響によ

り，前学期・後学期ともZoomを利用した遠隔授業を行った．各学期の終わりにはTOEIC IPテストを受

験して各人の目標スコアの獲得を目指した． 
TOEIC英語 e-ラーニングの授業は，1年次から 4年次まで受講可能であり，合計 4単位まで履修でき

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」 

・授業計画は以下の通り 
（前期） 
第 1回(4月 14日) TOEIC(R) L&Rテスト学習法セミナーとガイダンス 
第 2回(4月 21日) TOEIC(R)テストの目標点を設定、Unit 1 Parties & Events (1)を学習、eラーニング学

習 
第 3回(4月 28日) テキストUnit 2 Parties & Events (2)を学習、eラーニング学習 
第 4回(5月 12日) テキストUnit 3 Instructionsを学習、eラーニング学習 
第 5回(5月 19日) テキストUnit 4 Travel (1)を学習、eラーニング学習 
第 6回(5月 26日) テキストUnit 5 Travel (2)を学習、eラーニング学習 
第 7回(6月 2日) テキストUnit 6 Hotels & Restaurantsを学習、模擬テスト受験、eラーニング学習 
第 8回(6月 9日) テキストUnit 7 Hotels & Restaurants (2)を学習、eラーニング学習 
第 9回(6月 16日) テキストUnit 8 Advertising (1)を学習、eラーニング学習 
第 10回(6月 23日) テキストUnit 9 Advertising (2)を学習、eラーニング学習 
第 11回(7月 14日) テキストUnit 10 Airports & Airplanes を学習、eラーニング学習 
第 12回(7月 21日)  TOEIC(R) L&R IP受験、eラーニング学習 
（後期） 
第 1回(10月 6日) TOEIC(R) L&Rテスト学習法セミナーと授業ガイダンス 
第 2回(10月 13日) テキストUnit 11 Shoppingを学習、eラーニング学習 
第 3回(10月 20日) テキストUnit 12 Training & Educationを学習、eラーニング学習 
第 4回(10月 27日) テキストUnit 13 Manegementを学習、eラーニング学習 
第 5回(11月 10日) テキストUnit 14 Hospitalsを学習、eラーニング学習 
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2.1.13 理学部での英語教育 2021  
 教務委員会委員長 林 直人 

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． 
また，大学院入試においても，TOEICスコアが必須であるところが多い． 
理学部には英語が苦手であるという学生が多く，苦手意識を克服し，英語によるコミュニケーション力

を高める方策が必要である． 
 

Ⅱ．今年度の取り組みと結果 
1) 2021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や，英語の e-ラーニング教材（アル

クネットアカデミー2，アルクネットアカデミーネクスト）を利用した授業「TOEIC英語 e-ラーニング」

を提供してきている． 2020年度は英語の e-ラーニング教材の更新時期であったために，授業で e-ラーニ

ングを利用することはできず，主にテキストを中心とした授業であった．一方で2021年度は，e-ラーニ

ング教材の更新が完了し，授業でも新しい eラーニング教材を活用できた．また，コロナ禍の影響によ

り，前学期・後学期ともZoomを利用した遠隔授業を行った．各学期の終わりにはTOEIC IPテストを受

験して各人の目標スコアの獲得を目指した． 
TOEIC英語 e-ラーニングの授業は，1年次から 4年次まで受講可能であり，合計 4単位まで履修でき

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」 

・授業計画は以下の通り 
（前期） 
第 1回(4月 14日) TOEIC(R) L&Rテスト学習法セミナーとガイダンス 
第 2回(4月 21日) TOEIC(R)テストの目標点を設定、Unit 1 Parties & Events (1)を学習、eラーニング学

習 
第 3回(4月 28日) テキストUnit 2 Parties & Events (2)を学習、eラーニング学習 
第 4回(5月 12日) テキストUnit 3 Instructionsを学習、eラーニング学習 
第 5回(5月 19日) テキストUnit 4 Travel (1)を学習、eラーニング学習 
第 6回(5月 26日) テキストUnit 5 Travel (2)を学習、eラーニング学習 
第 7回(6月 2日) テキストUnit 6 Hotels & Restaurantsを学習、模擬テスト受験、eラーニング学習 
第 8回(6月 9日) テキストUnit 7 Hotels & Restaurants (2)を学習、eラーニング学習 
第 9回(6月 16日) テキストUnit 8 Advertising (1)を学習、eラーニング学習 
第 10回(6月 23日) テキストUnit 9 Advertising (2)を学習、eラーニング学習 
第 11回(7月 14日) テキストUnit 10 Airports & Airplanes を学習、eラーニング学習 
第 12回(7月 21日)  TOEIC(R) L&R IP受験、eラーニング学習 
（後期） 
第 1回(10月 6日) TOEIC(R) L&Rテスト学習法セミナーと授業ガイダンス 
第 2回(10月 13日) テキストUnit 11 Shoppingを学習、eラーニング学習 
第 3回(10月 20日) テキストUnit 12 Training & Educationを学習、eラーニング学習 
第 4回(10月 27日) テキストUnit 13 Manegementを学習、eラーニング学習 
第 5回(11月 10日) テキストUnit 14 Hospitalsを学習、eラーニング学習 

第 6回(11月 17日) テキストUnit 15 Complaintsを学習、eラーニング学習 
第 7回(11月 24日) テキストUnit 16 Meetings (1)課題自己学習、模擬テスト受験、、eラーニング学習 
第 8回(12月 1日) テキストUnit 17 Meetings (2)を学習、eラーニング学習 
第 9回(12月 8日) テキストUnit 18 Shipping & Deliveryを学習、eラーニング学習 
第 10回(12月 15日) TOEIC(R) L&R IP受験、eラーニング学習 
第 11回(12月 22日) テキストUUnit 19 Orders＆ Billingを学習、eラーニング学習 
第 12回(1月 19日)  テキストUnit 20 News & Weatherを学習、eラーニング学習 
 

3)結果 

 本年度の TOEIC 英語 e-ラーニングは，コロナ禍の影響により，Zoom を用いた遠隔授業が中心となっ

た．受講者は前年度とほぼ同じく，前学期 47名，後学期 23名であった． 
 本年度のTOEIC IPのスコアは以下の表の通りである．なお参考までに過去4年分も記載してある． 
 
表 1 2017～2021年度に行ったTOEIC IPテストの結果 

    2021a 2020b 2019b 2018b 2017b 
  

 
後期 c 前期d 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 

1年生 平均点 396 438 485 417 437 397 439 395 482 426 
  最高点 780 860 870 840 825 870 930 845 850 690 
  最低点 170 230 180 210 205 160 240 190 280 220 
  受験者 157 34 45 81 77 174 39 149 79 177 
2年生以上 
学部 
  

平均点 471 464 423 484 508 499 475 475 509 426 

受験者数 65 43 23 31 16 23 16 15 18 177 
大学院 平均点 450 631 530 486   534 615     275 
  受験者数 4 8 1 3   4 1 0 0 1 

 

表 2 TOEIC英語学習プログラム履修登録者数 

  

  
2021 2020 2019 2018 2017 

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 

全体 23 47 23 52 21 59 19 74 26 137 
1年生 10 34 17 40 14 53 13 69 21 133 
2年生以上 13 13 6 12 7 6 6 5 5 4 

 

表 3 TOEIC英語 e-ラーニング履修登録者のTOEIC IP テストのスコア平均 
  

  
2021 2020 2019 2018 2017 

後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 
全体 461 457 470 431 507 450 471 418 482 445 
1年生 420 435 472 430 505 453 509 418 475 443 
2年生以上 502 522 463 434 514 415 372 407 509 497 
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表 4 1年生前後期両方受験者及び履修者のTOEIC IP テストのスコアの伸び 
  
  

2021 2020 2019 2018 2017 
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 396 435 513.2 481.6 438.7 431.2 451.7 408.5 489.3 464.6 

平均値の伸び -39 - 31.6 - 7.5 - 43.2 - 24.6 - 

1 年生前後期両

受験者かつ後期

履修者 
420 446 503.7 502.9 504.2 440.8 508.8 463.5 470.3 440.3 

平均値の伸び -26 - 0.8 - 63.5 - 45.4 - 30 - 

・2020年度分までは、理学部で実施した TOEIC IPテスト結果のみ集計対象とした。 

・2021年度は、教養教育院主催で全１年生向けの TOEIC IPテストが行われた(4月,1月)。併せて、３年生

の希望者向けの TOEIC IPテストも行われた(1月)。後期の集計のみ、理学部で実施した IPテストの結果

の他、これらの結果も反映した。 

a 教養教育院(4 月,1 月)および理学部(7 月,12 月)で実施。b 理学部で実施。c 教養教育院および理学部で

実施したテストの結果を合算集計。d理学部で実施したテストの結果のみを集計。 

 

Ⅲ．今後の課題 

2021年度も 2020年度に引き続きコロナ禍に翻弄され，「TOEIC英語 e-ラーニング」の授業展開が大変

難しかったものの，例年と同程度の受講者があったことはよろこばしい．ただし受講者数には上限までに

まだ余裕があることや，TOEIC IP テストの理学部全体の平均点を考えたときに，次年度以降は受講者数

を増やし，理学部学生の英語力の英語力向上にさらに役立てることが望まれる．  
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