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■博士論文 
 富山県の陸水動態解析による沿岸海洋への栄養塩・炭素フラックスの長期変動の解明, 

片境紗希 
 Paleoceanographic reconstruction and Cordilleran Ice Sheet dynamics during the last deglaciation 

inferred from multiproxy geochemical records of the Gulf of Alaska sediment core (アラスカ湾堆積物コ

アの地球化学データによる融氷期の古海洋復元とコルディエラ氷床の動態), 
Md. Nurunnabi Mondal 

 
 

2.3.1 理学部教務委員会 
教務委員会委員長 林 直人 

1. 委員会開催日 
4月8日に開催した． 
 

2. 令和3年度に検討，実施した事項 
令和3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3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3年度計画の実施 

[理1:1-1] カリキュラムを改善する． 
・科目番号制（ナンバリング）について，ガイダンス等で学生に周知した． 
・学生のアンケート調査を卒業時調査と同時に行った． 
・第3期期間における，科目番号制（ナンバリング）について，カリキュラム改善に役立てたほか、学

生への認知が高まったものとして評価した． 
[理1:2-1] 評価結果に基づきシラバスの改善を図る． 
・繰り返し学生アンケート等を実施し，その結果に基づき，不断にシラバスの改善を図った． 
・第3期期間においては，シラバスは十分に活用され，学生の主体的な学修に貢献できたものとして評

価した． 
[理3:8-1] シラバスに明示した基準に基づく成績評価について検証する．また，GPA制度を活用した

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

証した． 
・GPA制度を活用し，一定値以下の学生に対して進級時に十分な指導を行うとする方針を策定し，実

施した 
・評価結果により，記載基準を見直し，シラバスの見直しを実施した． 
 
・検証結果に基づき第３期期間における成績評価基準は十分な成果をあげたものとして評価した。 
[理5:12-1] ICTを活用した授業の拡大を図るとともに，学生の主体的な学修や社会人の学び直しを支

援する． 
 
・ICT（情報通信技術）を活用した双方向型授業について検証するとともに，その結果に基づき，不足

している点の改善を図った． 
・検証結果に基づき，語学学修システム等の自習環境の改善を図った。 
・検証結果に基づき，授業収録・配信等による，学生の主体的な学修や社会人の学び直し支援の改善を

行った． 
・第3期期間における，ICT（情報通信技術）を活用した双方向型授業及び自習環境の成果の評価・検

証を行い，当初計画にしたがって教育環境の整備が行われたものと判断した． 
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[理6:13-1] 分析資料の作成及び分析を実施するとともに，資料および分析方法等について評価する． 
・前年度までに引き続き，関連データの収集及び分析を実施した． 
・分析資料及び分析方法等について評価した． 
・第3期期間における，分析方法の検証及び分析結果の教育改善への反映について評価・検証し，中期

計画にしたがって教育の質を不断に改善するためのシステムの整備が進んだものと判断した． 
 
新英語eラーニングシステムの導入及び今後の活用について 
 ・新英語eラーニングシステムについて審議した結果，理学部では主として「TOEIC英語e-ラーニン

グ」において活用することとし，必要に応じてその他の授業等でも補助的に利用することとした． 
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[理6:13-1] 分析資料の作成及び分析を実施するとともに，資料および分析方法等について評価する． 
・前年度までに引き続き，関連データの収集及び分析を実施した． 
・分析資料及び分析方法等について評価した． 
・第3期期間における，分析方法の検証及び分析結果の教育改善への反映について評価・検証し，中期

計画にしたがって教育の質を不断に改善するためのシステムの整備が進んだものと判断した． 
 
新英語eラーニングシステムの導入及び今後の活用について 
 ・新英語eラーニングシステムについて審議した結果，理学部では主として「TOEIC英語e-ラーニン

グ」において活用することとし，必要に応じてその他の授業等でも補助的に利用することとした． 
 
  

2.3.2 理学部教務委員会 教育改善部会 
教育改善部会長 林 直人 

1. 部会開催日 
6 月 15日(第 1回)，7 月 21日(第 2 回)，9月6 日(第 3回)，10 月 26日(第 4回)，11 月 29日(第 5回)， 
1月12日(第6回)，2月17日（第7回）の計7回開催した． 
 

2. 令和3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，大学院理工学教育部修士課程教育委員会との共催で，データサイエンス教育に関

する講習会（演題：データサイエンス教育の進め方について－モデルカリキュラム，新指導要領との

関連－，講師：本学データサイエンス推進センター長，栗本  猛 氏）を1回開催した．  
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． 
(2) 卒業時調査の実施 

昨年度に卒業生に実施した調査の結果を分析した．令和3年度卒業生を対象とした調査を実施し

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

学位授与方針・教育課程編成方針についての周知を行い，カリキュラム改善のための学生アンケー

トを実施した．  
(4) 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，令和3年7月および令和3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．｢TOEIC英語e-ラーニング」については，令和3年度から

新しい e-ラーニング教材「アルクネットワークアカデミーネクスト」が導入されることとなり，令和

3年度の授業は令和元年度と同様の形態で行うこととした． 
(5) 成績評価の厳格化について 

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

わせて45％以内とする」という目標案に変更することとした．また，令和2年度後学期及び令和3年度前

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

「実務経験のある教員による授業科目」に該当する科目に漏れがないか確認した． 
(7) CAP制についての検討 
令和6年度に向けてＣＡＰ制の上限単位数について見直しを行うために各学科で検討を行った． 

(8) 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 

(9) 理学部履修のしおりの見直しについて 
学科名の変更，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．  
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(10) 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．  

(11) 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． 

(12) 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，授業改善のための意見交換を行った． 

(13) カリキュラム編成上の工夫の取り組みについて 
カリキュラムの編成及び評価の参考とするため，企業や学生向けのアンケートを実施した． 

(14) 理学部教務委員会活動計画について 
教育改善部会と教育実施部会の活動計画について整理検討することとした． 

(15) カリキュラムの点検について 
各学科でカリキュラムの点検を実施し，教育改善部会で検討した． 

(16) 全国学生調査について 
理学部関係の回答結果を分析した． 

(17) 学外者へのアンケート 
学外者へのアンケートを実施した． 

(18) 学修成果の可視化について 
学修成果の可視化について審議した．部会では様々な問題点について指摘を行った。これに対して全

学とどのように調整していくかが今後の課題である． 
(19) カリキュラム・ポリシーについて 

各学科でカリキュラム・ポリシーを検討し，生物圏環境科学科の学科名称変更に伴う箇所を変更する

こととした． 
(20) GPA制度における再履修科目の取扱い等について 

GPA制度における再履修科目の取扱い等について検討した結果，全学の改正原案が理学部の現状に

沿ったものであることから、同案に賛成することとした． 
(21) 学芸員科目の取扱いについて 

学芸員科目が自由選択科目として算入されている取扱いについて検討した結果．理学部としては卒業

要件外とする扱いが妥当であるとの意見が複数出されたが、他学部との協調という観点から、従前の取

扱いを継続することとした。 
(22) 富山大学，金沢大学及び福井大学における数理・データサイエンス・AI に関する授業科目の単位互換

について 
富山大学，金沢大学及び福井大学における数理・データサイエンス・AIに関する授業科目の単位互

換について審議し，大学コンソーシアム単位互換科目と同様の取扱いとする旨了承された． 
(23) 「情報と職業」について 

令和５年度に専門基礎科目として新設される「情報と職業」について，全学科向けの科目とすること

が了承された． 
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(10) 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．  

(11) 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． 

(12) 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，授業改善のための意見交換を行った． 

(13) カリキュラム編成上の工夫の取り組みについて 
カリキュラムの編成及び評価の参考とするため，企業や学生向けのアンケートを実施した． 

(14) 理学部教務委員会活動計画について 
教育改善部会と教育実施部会の活動計画について整理検討することとした． 

(15) カリキュラムの点検について 
各学科でカリキュラムの点検を実施し，教育改善部会で検討した． 

(16) 全国学生調査について 
理学部関係の回答結果を分析した． 

(17) 学外者へのアンケート 
学外者へのアンケートを実施した． 

(18) 学修成果の可視化について 
学修成果の可視化について審議した．部会では様々な問題点について指摘を行った。これに対して全

学とどのように調整していくかが今後の課題である． 
(19) カリキュラム・ポリシーについて 

各学科でカリキュラム・ポリシーを検討し，生物圏環境科学科の学科名称変更に伴う箇所を変更する

こととした． 
(20) GPA制度における再履修科目の取扱い等について 

GPA制度における再履修科目の取扱い等について検討した結果，全学の改正原案が理学部の現状に

沿ったものであることから、同案に賛成することとした． 
(21) 学芸員科目の取扱いについて 

学芸員科目が自由選択科目として算入されている取扱いについて検討した結果．理学部としては卒業

要件外とする扱いが妥当であるとの意見が複数出されたが、他学部との協調という観点から、従前の取

扱いを継続することとした。 
(22) 富山大学，金沢大学及び福井大学における数理・データサイエンス・AI に関する授業科目の単位互換

について 
富山大学，金沢大学及び福井大学における数理・データサイエンス・AIに関する授業科目の単位互

換について審議し，大学コンソーシアム単位互換科目と同様の取扱いとする旨了承された． 
(23) 「情報と職業」について 

令和５年度に専門基礎科目として新設される「情報と職業」について，全学科向けの科目とすること

が了承された． 
 
 
 

 

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 古田 高士 

1. 部会開催日 
5月10日（第1回），8月19日（第2回），11月1日（第3回），2月1日（第4回） 
 

2. 令和3年度に審議・検討，実施した事項 
（１） 授業時間割（案）の作成 

令和3年度後学期授業時間割および令和4年度前学期・後学期授業時間割（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2名の応募があった．令和3年12月21日にプレゼンテーション審査会を開催し，

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

て認定することを教授会に付議した．審査委員は3名の教員が担当した． 
（５） 令和3年度前学期理学部TOEIC IPテストの表彰について 

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

た。 
（６） 令和3年度前学期TOEIC英語e-ラーニングの単位認定について 

令和 3 年度前学期のTOEIC 英語 e-ラーニングの単位認定について審議し，従来の基準に従い対象

学生を選定した。 
（７） 令和3年度教育実習事前・事後指導について 

令和 3 年度教育実習に係り，事前指導および事後指導について，学科輪番により本年度は数学科の

教務委員が担当し，4月21日1限と12月15日（水）5限に実施した。 
（８） 大学コンソーシアム富山単位互換科目の単位認定について 

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

授会に付議した。 
（９） 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． 
（１０） 令和４年度授業日程（案）の審議 

令和4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． 
（１１） 令和4年度新入生行事日程 

令和4年度新入生行事日程について審議し，教授会に付議した． 
（１２） 理学部第３年次編入学生等の既修得単位の取扱いに関する申合せの改正 

理学部第３年次編入学生等の既修得単位の取扱いに関する申合せの改正について審議し，学科

長会議及び教授会に付議した． 

（１３） 令和４年度以降入学生の学芸員用選択科目 
令和４年度以降入学生の学芸員用選択科目について，授業内容と科目区分を鑑み，科目を整理
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した． 

（１４） 学外体験実習の単位認定 
学外体験実習の単位認定について，１）単年度に１単位分のインターンシップを２回行った場

合は２単位分の認定を行うこと，２）各学年でインターンシップを行った場合は最大２単位分

の認定を行うこと，の2点について審議し，了承した． 

（１５） 令和4年度理学部規則の改正 
生物圏環境科学科を自然環境科学科に名称変更することに伴う理学部規則の改正について審議し，

教授会に付議した． 
 

富山大学理学部 Annual Report 2021140

委員会活動 



 

した． 

（１４） 学外体験実習の単位認定 
学外体験実習の単位認定について，１）単年度に１単位分のインターンシップを２回行った場

合は２単位分の認定を行うこと，２）各学年でインターンシップを行った場合は最大２単位分

の認定を行うこと，の2点について審議し，了承した． 

（１５） 令和4年度理学部規則の改正 
生物圏環境科学科を自然環境科学科に名称変更することに伴う理学部規則の改正について審議し，

教授会に付議した． 
 

 

2.3.4 理学部広報委員会 高大連携部会 

広報委員会委員長 高大連携部会長 青木 一真 
1. 2021年度の全般の広報活動について 

2021年度の全般の活動は，2020年度と同様に新型コロナウィルスによる移動制限やオンライン対応な

ど，活動が出来なかった時期があった．様々な制約があり，本来の広報活動が出来なかった． 

2. 高等学校生徒・保護者の理学部訪問     
高等学校からの理学部訪問数は10校（県内8校，県外2校）であり，昨年より8校減った．うち2校

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

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

ぞれの希望に合わせて実施した．高校からの理学部訪問は 7月から10月までの間に行われた．特に，新

型コロナの影響により中止や延期になったことにより7月から10月に集中した．  

3. 高等学校訪問  
富山県，岐阜県，愛知県，新潟県内の14高等学校を訪問もしくは，オンラインで理学部の紹介または

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

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

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

ても理学部紹介は行うようにした．これまでと同じく対象学年は主に 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．また，新型コロナの影響なのか，通常は年内までの依頼が，年度末

ぎりぎりの3月に2校の依頼があった． 

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

様に，県外の高等学校は，Zoomによるオンライン対応となった． 

4. 探究科学科等の課題研究への協力 
富山県内の探究科学科設置校である富山中部，富山，高岡の３高等学校，県内の高岡南高校，富山東

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

課題研究指導 
富山中部高等学校に教員 4名，富山高等学校に 6名，高岡高等学校に教員 2名，北信越地区高等学校

自然科学部に教員 2名が課題研究の指導または発表会の講評に協力した．富山中部高等学校，富山高等

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

題研究テーマに専門の近い教員へ依頼した． 

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

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

キャンパス期間中（2021年8月3日〜8月15日オンライン開催）に公開した．現在，富山大学ウェブか

らも閲覧することが可能である． 

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

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

7. 小学生・中学生・高校生への教育活動 

・ひみラボにおいて，高校生を対象とした「遺伝子実験」を開催した（高校生対象：8月3〜5日）． 
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8. 社会教育関係職員の研修活動を支援・サポートして地域との連携をはかる 

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

サポートを行った. 

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

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

予定である． 

10. 「りっか」の発行 
理学部後援会会報「りっか」第 17号の編集を，広報委員長，杉田 昇理工系総務課長，「科学コミュニ

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

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

いる．その運営指導員として教員１名が協力した． 

・富山東高等学校の運営指導評議員会委員として教員3名が協力した．  
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8. 社会教育関係職員の研修活動を支援・サポートして地域との連携をはかる 

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

サポートを行った. 

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

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

予定である． 

10. 「りっか」の発行 
理学部後援会会報「りっか」第 17号の編集を，広報委員長，杉田 昇理工系総務課長，「科学コミュニ

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

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

いる．その運営指導員として教員１名が協力した． 

・富山東高等学校の運営指導評議員会委員として教員3名が協力した．  

 

2.3.5 理学部広報委員会 情報・広報部会 

広報委員会 情報・広報部会長 上田 肇一 

1. 理学部案内（スペクトラ）の作成（資料1参照） 
令和 3 年度理学部案内（スペクトラ 2022）を作成した。今年度は発行部数を 4000 部として発注し，

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

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

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

が作成したインタビュー記事を掲載することとした。 
 

2. 理学部ホームページの更新・改訂 
・ イベント，受賞，講演会などに関する情報を随時発信し，「トピックス」では理学部で行われている

研究内容（6件）を紹介した。 
・ 次年度に実施する理学部ホームページのレスポンシブ対応のためにウェブサイト改修作業を行なっ

た。 
・ 富山大学理学部公式YouTubeチャンネルを開設した。 
・ 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に関する検討を行った。 

 

（資料1）理学部案内（スペクトラ） 
 

 
 
 
 

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

スペクトラ 2022表紙と目次（右） 
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令和 3 年度 理学部入試委員会活動報告 
 

入試委員会委員長 松田 恒平 
 
1. 委員会開催日 

令和3年4月9日(第1回)，5月13日(第2回)，7月8日(第3回)，8月26日(第4回)，11月8日(第5回)，
令和4年3月11日(第6回 メイル会議)の計6回開催した． 

 

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

アドミッションセンター会議委員 横山 初 
 

3. 令和３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4年度入学者選抜要項(案) (4月9日)  
・令和4年度理学部総合型選抜学生募集要項（案）(5月13日)  
・令和4年度理学部第3年次編入学試験実施マニュアル（案）(5月13日)  
・令和4年度入学試験成績一覧表(案)及び電算処理仕様書(案) (5月13日)  
・令和4年度特別選抜募集要項(案) (7月8日)  
・令和4年度一般選抜，私費外国人留学生入試学生募集要項（案）(7月8日)  
・令和4年度総合型選抜要項・実施要項（案）（8月26日） 
・令和4年度理学部第3年次編入学第２次募集日程表（案）及び理学部第3年次編入学第２次

募集要項（案）（8月26日） 
・令和4年度特別選抜要項（案）・同実施要項（案）（11月8日） 
・令和4年度理学部第3年次編入学（第2次募集）試験要項（案）・同実施要項（案）（11月8
日） 

・令和3年度計画実施状況報告の作成（11月8日） 
・令和5年度理学部第3年次編入学学生募集要項（案）（令和4年3月11日） 
・令和3年度活動報告（案）（3月30日） 

 

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

(8月30日，於富山大学，松田恒平，川部達哉) 
 

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

拡充して実施した。令和 3 年度一般選抜前期日程における出願倍率の減少傾向に関して，

受験者数(入試倍率)と入学者の質を維持向上するための具体的方策について意見交換し，検

討を行ってきた。理学部再編に向けて更に検討を行うこととした。  
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令和 3 年度 理学部入試委員会活動報告 
 

入試委員会委員長 松田 恒平 
 
1. 委員会開催日 

令和3年4月9日(第1回)，5月13日(第2回)，7月8日(第3回)，8月26日(第4回)，11月8日(第5回)，
令和4年3月11日(第6回 メイル会議)の計6回開催した． 

 

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

アドミッションセンター会議委員 横山 初 
 

3. 令和３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4年度入学者選抜要項(案) (4月9日)  
・令和4年度理学部総合型選抜学生募集要項（案）(5月13日)  
・令和4年度理学部第3年次編入学試験実施マニュアル（案）(5月13日)  
・令和4年度入学試験成績一覧表(案)及び電算処理仕様書(案) (5月13日)  
・令和4年度特別選抜募集要項(案) (7月8日)  
・令和4年度一般選抜，私費外国人留学生入試学生募集要項（案）(7月8日)  
・令和4年度総合型選抜要項・実施要項（案）（8月26日） 
・令和4年度理学部第3年次編入学第２次募集日程表（案）及び理学部第3年次編入学第２次

募集要項（案）（8月26日） 
・令和4年度特別選抜要項（案）・同実施要項（案）（11月8日） 
・令和4年度理学部第3年次編入学（第2次募集）試験要項（案）・同実施要項（案）（11月8
日） 

・令和3年度計画実施状況報告の作成（11月8日） 
・令和5年度理学部第3年次編入学学生募集要項（案）（令和4年3月11日） 
・令和3年度活動報告（案）（3月30日） 

 

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

(8月30日，於富山大学，松田恒平，川部達哉) 
 

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

拡充して実施した。令和 3 年度一般選抜前期日程における出願倍率の減少傾向に関して，

受験者数(入試倍率)と入学者の質を維持向上するための具体的方策について意見交換し，検

討を行ってきた。理学部再編に向けて更に検討を行うこととした。  

 

2.3.7 理学部就職指導委員会 

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

れている．そのために就職指導委員会として以下の活動を行った． 

1. 理学部3年生および大学院1年生を対象にしたキャリア支援ガイダンスの開催 
４月28日(水) 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」 
10月13日(水)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. 理学部1年生を対象としたキャリアガイダンスの実施 
5月20日～6月30日 moodleによるオンデマンド方式 
１．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」 
２．舟木 智美 氏 (株式会社マイナビ)「1年生の心構え」 

3. インターンシップへの取り組み 
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（講習会）を以下の通

り実施し，理学部生23名, 修士理学大学院生9名が参加した． 
 6月16日(水) ①14：45〜16：15 ②16：30〜18：00 会場：理学部多目的ホール 

4. 理学部就職・進学合同説明会の開催 
10月6日(水)14：45－15：45 会場：理学部多目的ホール 
・就職内定者による就職活動体験談発表 

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) 

・田中就職指導委員会委員長「就職実績の現状と今後の対応について」 

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

会，インターンシップ情報などを掲載した．  

6. その他 
就職指導委員会の開催（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 石井 博 

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

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

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

る．なお本年度は昨年度に引き続き、コロナウィルスに伴い，各種行事に大幅な変更が生じたが，

例年は学生が主体となって開催するサイエンスフェスティバルの支援，全学の学生支援センター会

議と連携したクラブ活動の支援，奨学支援活動も本委員会の活動として行っている．本年度の主な

活動内容は以下の通りである． 
 

1．委員会開催日 
第 1 回  4 月 13 日 第 3 回  10 月 26 日  
第 2 回  9 月 21 日 第 4 回  3 月 15 日 
 

 

2．学生生活に関する FD 研修会の実施 
11 月 10 日(水) 13：00～13：30 に，「新型コロナ下における学生支援について」という演題で，

教職員を対象とした講演会をオンラインにて開催した. 富山大学学術研究部医学系感染症学講座 

教の山本善裕先生にお願いし，学生や教職員に対する感染対策を前提とした一般的なコロナウィル

ス感染症の話を，事例などを紹介しつつ講演を頂いた. 講演終了後，意見交換が行われた． 
 

 

3．著作権及び知的財産所有権保護に関する説明会の実施 
P2P ソフトの使用，違法コピー等の著作権侵害の防止を目的として，総合情報基盤センターの遠

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

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

10，11 月に変更し、まず 4 回（10 月 18 日，10 月 28 日，11 月 11 日，11 月 15 日）開催した．対

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

ートの提出を課した．４回の説明会のいずれにもに参加しなかった学生向けに、追加で説明会（12
月 14 日）を開催することで、全員参加を徹底した。 

 
 

4．防犯および消費生活知識に関する講習会 
1 年生を対象とする上記の講演会は，令話元年度は大講義室を使用して 4 月上旬に開催したが，

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

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

ンラインでの動画や資料の配信（オンデマンド受講）により実施した．令和 3 年 6 月 21 日から 7 月

20 日を受講期間として実施し，受講後にはレポートの提出を課した． 
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５．留学生や障害のある学生に対する支援 
新型コロナウィルスの影響で,令和 3 年度の留学生は 3 名と少なく, また,彼らの都合もつかなかっ

たため, 外国人留学生と学生生活委員会委員との懇談会は今年度は開催せず，かわりに学生生活に

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.  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ロナ禍，アフターコロナの国際交流の在り方について検討が必要であることが浮き彫りとなった。 

1．委員会開催日 
第 1 回 4 月 5 日    
第 2 回 4 月 19 日〜22 日   
第 3 回 1 月 11 日〜13 日    
第 4 回 2 月 10 日〜14 日   
第 5 回 3 月 17 日〜22 日 

（第 2 回～5 回はメール会議として開催） 

2．マレーシア（トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学, UTAR）での英語研修の実施 
 本学部が主体となり平成26年度に開始したマレーシア・UTAR（トゥンク・アブドゥル・ラー

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

る共同実施プログラムとして実施していたが，本年度からは，全学の語学研修として実施するこ

とになった．本年度は，コロナ感染症の影響により非対面での実施となったが，参加学生からは

好評を得ている．  

3．学生の海外派遣，留学生の受け入れ事業の推進 
 令和 4 年度海外留学支援制度（タイプ B）には，「欧米諸国における持続型基礎研究留学プログ

ラム」（理）を継続申請し，令和 3 年度海外留学支援制度（タイプ B）「アジアの環境課題に取り

組むグローバル人材育成 First Step プログラム」は研修が中止となったため利用できなかった

（当該支援事業の規定が R4 から変わり，渡航期間 31 日以上の研修のみが対象になったため、既

存プログラムでの新規申請はしていない）。 
 
 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．  
 
 昨年度から公募申請となった，全学的共通経費（外国人留学生経費）による外国人留学生支援

事業に以下の 3 件の企画を申請し，3 件とも採択された。 
外国人留学生のための教育研究基盤経費 
（執行予定額：500 千円，配分額：250 千円） 

  外国人留学生の人的学修・就職支援経費 
（執行予定額：200 千円，配分額：200 千円） 

  博士課程留学生の“研究の質”向上に資する洋書専門図書の購入・整備 
（執行予定額：200 千円，配分額：200 千円）  

 また，令和 4 年度の全学的共通経費（外国人留学生経費）による外国人留学生支援事業に以下

の 3 件の企画を申請した。 
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2.3.9 理学部国際交流委員会 

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

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

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

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

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

ロナ禍，アフターコロナの国際交流の在り方について検討が必要であることが浮き彫りとなった。 

1．委員会開催日 
第 1 回 4 月 5 日    
第 2 回 4 月 19 日〜22 日   
第 3 回 1 月 11 日〜13 日    
第 4 回 2 月 10 日〜14 日   
第 5 回 3 月 17 日〜22 日 

（第 2 回～5 回はメール会議として開催） 

2．マレーシア（トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学, UTAR）での英語研修の実施 
 本学部が主体となり平成26年度に開始したマレーシア・UTAR（トゥンク・アブドゥル・ラー

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

る共同実施プログラムとして実施していたが，本年度からは，全学の語学研修として実施するこ

とになった．本年度は，コロナ感染症の影響により非対面での実施となったが，参加学生からは

好評を得ている．  

3．学生の海外派遣，留学生の受け入れ事業の推進 
 令和 4 年度海外留学支援制度（タイプ B）には，「欧米諸国における持続型基礎研究留学プログ

ラム」（理）を継続申請し，令和 3 年度海外留学支援制度（タイプ B）「アジアの環境課題に取り

組むグローバル人材育成 First Step プログラム」は研修が中止となったため利用できなかった

（当該支援事業の規定が R4 から変わり，渡航期間 31 日以上の研修のみが対象になったため、既

存プログラムでの新規申請はしていない）。 
 
 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．  
 
 昨年度から公募申請となった，全学的共通経費（外国人留学生経費）による外国人留学生支援

事業に以下の 3 件の企画を申請し，3 件とも採択された。 
外国人留学生のための教育研究基盤経費 

（執行予定額：500 千円，配分額：250 千円） 
  外国人留学生の人的学修・就職支援経費 

（執行予定額：200 千円，配分額：200 千円） 
  博士課程留学生の“研究の質”向上に資する洋書専門図書の購入・整備 

（執行予定額：200 千円，配分額：200 千円）  
 また，令和 4 年度の全学的共通経費（外国人留学生経費）による外国人留学生支援事業に以下

の 3 件の企画を申請した。 

 

外国人留学生のための特別研究経費 
（執行予定額：300 千円） 

  外国人留学生の人的学修・就職支援経費 
（執行予定額：250 千円） 

  博士課程留学生の”研究の質”向上に資する洋書専門図書の購入・整備 
（執行予定額：200 千円）  

 さらに，同支援事業に工学部，都市デザイン学部，理学部が共同で，以下の企画を申請した（申

請は工学部より）。 
   外国人留学生の日本文化理解・日本の工場における生産技術等の学習の補助 
    （執行予定額：1,200 千円） 
 
令和 3 年度「外国人留学生のためのオンライン富山大学説明会」に参加した．昨年度に引き続

き，本学部への入学を希望する留学生に対応した． 
 
県内外の日本語学校に対して，大学院改組と持続可能社会創成学環の入学説明会を実施し，数

名が入試を受けた． 
 
ASEAN からの優秀な留学生の獲得を目的とし，2022 年度「国費外国人留学生の優先配置を行

う特別プログラム」に申請し，採択された． 

4．大学間・部局間学術交流協定の締結 
「イタリア共和国カメリーノ大学との部局間学術交流協定」について，幅広い分野の研究者・

学生交流をより推進するために大学間交流協定への格上げを審議し，了承した． 

5．他の委員会との連携事業 
 日本人学生の英語による教育向上のために，教務委員会・教育委員会と連携しながら，継続し

て TOEIC 受験を推進した． 
 
英語による授業およびシラバスの英語化を修士課程で推進するために，本年度は「学部プロジ

ェクト推進経費」（学長裁量経費（部局長リーダーシップ経費）を活用した． 
 
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 
 これまで JASSO の支援を受けて実施してきた海外研修事業に関して，令和 4 年度以降は 31 日

以上の留学のみが支援対象となることから，今後の方針を考える必要がある．引き続き，コロナ

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

討しなくてはならない．更に，未渡日学生や「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラ

ム」採択にともって増加する留学生への対応を検討する必要がある． 
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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 

委員長 野﨑浩一 
1．委員会開催日 

4月5日(第1回)，4月28日(第2回)，5月25日(第3回)，7月6日(第4回)，8月4日(第5回)，8月25日(第6回)，
10月4日(第7回)，11月1日(第8回)，12月6日(第9回)，1月12日(第10回)，2月1日(第11回)に開催した。 

 

2． 令和 3年度の取り組みと成果 

(1) 研究指導に係る体制整備 
・研究実施予定表と研究指導計画書について，昨年度の実施状況を踏まえて見直しを行った。研究実施

予定表については一部修正を行った。研究計画書の提出については，紙での理工系学務課（理学部事務

室）への提出を廃止し，Moodle上に開設した専攻別のコースを用いて，計画書様式の配信，および提

出を行うようにオンライン化した。 
 

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

テーションを最小化し，専攻毎に分かれた後，十分な時間を確保して専攻別オリエンテーションを実

施した。 
・１０月入学自己推薦・GPA特別入試, 一般入試，社会人・外国人留学生特別入試について募集要項

案，入試要項・実施要項・実施点検マニュアル等の案を作成し理学領域部会へ付議した。 
・9月・3月修了者の修士論文審査委員を選出し教授会に付議した。 
・前・後学期成績評価に対する異議申立て期間については，今後も教養教育の日程に合わせることをル

ール化することとした。 
・令和４年度授業時間割案を作成した。 

(3) 大学院生を対象とした研究者倫理教育 
・大学院生を対象とした研究倫理セミナーは，R４年度より研究科等を横断した大学院共通科目として

全学的に実施されることに決定されている。R３年度については，「大学院研究倫理セミナー」とし

て11月29～2月28の期間，オンデマンド形式で実施されることになった。理工学教育部の大学院

生に対し，ヘルンシステムを介して受講するように周知した。  

(4) 就職・進学合同説明会 
・本年度の進学説明会については，R4年度より理工が融合した新大学院に移行するため，教育委員会

は主催しないこととした。10月6日（水）に実施した進学説明会では，新大学院の概要について，

理学部長から全体説明を行ったあと，プログラム毎に分かれて各プログラム責任者等による説明が行

われた。 

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

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

や，新入生オリエンテーションで学生と情報共有することとした。 

(6) 大学院修了者の採用企業関係者へのアンケート 
・企業向けアンケートを実施した。来年度より新大学院が設立されるため，アンケート結果をカリキュ

ラム編成に反映することは難しくなったが，学修内容に関する要望については授業などに積極的に取

り入れて改善するようにした。 
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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 

委員長 野﨑浩一 
1．委員会開催日 

4月5日(第1回)，4月28日(第2回)，5月25日(第3回)，7月6日(第4回)，8月4日(第5回)，8月25日(第6回)，
10月4日(第7回)，11月1日(第8回)，12月6日(第9回)，1月12日(第10回)，2月1日(第11回)に開催した。 

 

2． 令和 3年度の取り組みと成果 

(1) 研究指導に係る体制整備 
・研究実施予定表と研究指導計画書について，昨年度の実施状況を踏まえて見直しを行った。研究実施

予定表については一部修正を行った。研究計画書の提出については，紙での理工系学務課（理学部事務

室）への提出を廃止し，Moodle上に開設した専攻別のコースを用いて，計画書様式の配信，および提

出を行うようにオンライン化した。 
 

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

テーションを最小化し，専攻毎に分かれた後，十分な時間を確保して専攻別オリエンテーションを実

施した。 
・１０月入学自己推薦・GPA特別入試, 一般入試，社会人・外国人留学生特別入試について募集要項

案，入試要項・実施要項・実施点検マニュアル等の案を作成し理学領域部会へ付議した。 
・9月・3月修了者の修士論文審査委員を選出し教授会に付議した。 
・前・後学期成績評価に対する異議申立て期間については，今後も教養教育の日程に合わせることをル

ール化することとした。 
・令和４年度授業時間割案を作成した。 

(3) 大学院生を対象とした研究者倫理教育 
・大学院生を対象とした研究倫理セミナーは，R４年度より研究科等を横断した大学院共通科目として

全学的に実施されることに決定されている。R３年度については，「大学院研究倫理セミナー」とし

て11月29～2月28の期間，オンデマンド形式で実施されることになった。理工学教育部の大学院

生に対し，ヘルンシステムを介して受講するように周知した。  

(4) 就職・進学合同説明会 
・本年度の進学説明会については，R4年度より理工が融合した新大学院に移行するため，教育委員会

は主催しないこととした。10月6日（水）に実施した進学説明会では，新大学院の概要について，

理学部長から全体説明を行ったあと，プログラム毎に分かれて各プログラム責任者等による説明が行

われた。 

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

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

や，新入生オリエンテーションで学生と情報共有することとした。 

(6) 大学院修了者の採用企業関係者へのアンケート 
・企業向けアンケートを実施した。来年度より新大学院が設立されるため，アンケート結果をカリキュ

ラム編成に反映することは難しくなったが，学修内容に関する要望については授業などに積極的に取

り入れて改善するようにした。 

 

(7) FD研修会 
・本学のデータサイエンスのモデルカリキュラムや「情報」を含む新学習指導要領についての情報交換

を行うために，下記のテーマで教務委員会との合同FD 研修会を行った。 
 
データサイエンス教育の進め方について - モデルカリキュラム，新指導要領との関連 -  
日時: 令和3年12月1日(金) 13:00~13:30 
場所：オンライン（Zoom）開催 
講師: 富山大学データサイエンス推進センター長，総合情報基盤センター長， 
教養教育院 教授 栗本  猛 氏 

(8) 令和４年度の理工学研究科の科目について 
・令和４年度に設置される理工学研究科の科目に係るナンバリング付番，シラバスチェックなどについ

て，本年度は理工学教育部教育委員会で行うよう要請があり実施した。また，理工学教育部で開講さ

れる科目について単位読替表を作成し，修士１年生に周知した。 

(9) 令和３年度学部プロジェクト推進経費（学長裁量経費（部局長リーダーシップ経費)）について 

・今年度は，大学院生の学会発表支援と理学系学生のための新たな情報科学講習会の２件のプロジェ

クトを実施した。 

１）大学院生の学会発表支援プロジェクトについて 
  部局版年度計画の中期計画２－７では，「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。」となっているが，昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，生活が困窮

している学生が増えている。そこで，大学院生が積極的に学会に参加できるように，学部プロジェク

トの経費を利用して，学会発表する学生に対し一件当たり２千円の図書カードを一律支給することと

した。10月と2月にMoodleを利用して支援希望者を募ったところ，修士74名98件，博士10名

13件の多数の申請があり，本支援プロジェクトの効果がみとめられた。 

２）理学系学生のための新たな情報科学講習会について 
R２年度に引き続きデジタルサイエンス教育プログラムの開発を行った。昨年度に開発したデジタ

ルサイエンスおよび IoT関連の教材を用いた大学院特別講義を９月に開講した。また，機械学習やメ

ディアプログラミング技術などについての新たな教育プログラムを開発し，３月に講習会を開催し

た。① 大学院特別講義について 
R２年度の学部プロジェクト推進経費で３月に試験的に行った講習会についてのアンケート結果な

どを検討し，専攻横断した大学院特別講義として下記の要領で実施し，19名（内３名はB4）が受講

した。 
9/27(月)  2，3，4，5限  : 理学部端末室 
パソコン操作の基本からPython入門まで（木村） 

9/28(火) 1, 2限 : 理学部端末室 
Python，Excel によるデータの統計解析 (栗本) 

9/28(火) 3, 4限  : 理学部端末室 
方程式の数値解の解法/最小二乗法（森脇） 

9/29(水) 3, 4限  : 理学部端末室 
デジタルフィルタ技術（野﨑） 

9/29(水) 5限  : 理学部端末室（変更） 
シングルボードコンピュータや IoTを利用した研究の紹介（勝間田，土’田，野﨑） 
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9/30(木) 2, 3, 4, 5限  : C302 （補講）10/2(土) 2, 3, 4, 5限 
IoTのためのプログラミング実践（野﨑） 

 
② メディアプログラミング実習について 
最近の理学系の研究では，静止画処理や動画像処理を行うことが多くなってきたことから，強力な

画像処理ライブラリであるOpenCVを使ったPythonプログラミングについてに講習会を企画・実

施し，２０名が参加した。 
3/9（水）10:00~12:00 講義（於A336） 
・ 画像処理に関するデータ構造と色のデータ形式（RGBとHSV） 
・ 二次元デジタルフィルタ（平均，ガウシアン，メジアン，ラプラシアン等） 
・ Hough変換 

 
3/9(水) 13:00~17:30  Raspberry pi 4B＋CCDを用いた画像処理プログラミング実習（於

C302） 
・ 塗りつぶし，単色画像，色分解，グレー化などの基本操作 
・ 二次元デジタルフィルタ（平均，ガウシアン，メジアン等） 
・ 二次元デジタルフィルタによる物体の輪郭作成（Canny法，ラプラシアンフィルタ，） 
・ HSVマスクによる画像情報の抽出 
・ 物体の輪郭検出と物体の面積や重心座標の計算 
・ 背景差分による物体の追跡 
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