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富山県
33.5％

      石川県
11.8％ 愛知県

21.7％

    岐阜県
10.2％

その他 6.7％

福井県 4.7％
静岡県 3.5％

＝10人 ＝1人

長野県 3.1％
新潟県 2.8％
三重県 2.0％

■入学料・授業料（平成26年4月現在）

■授業料減免制度

■入学定員（募集人員） ■入学試験方法

■入試のポイント

機械システム工学科 推薦入試

一般入試

前期日程
大学入試センター試験
＋個別学力検査

基礎学力テスト＋面接

Point.1 機械システム工学科・知能デザイン工学科・情報システム工学科・
環境工学科の受験は物理が必須です。

Point.3 センター試験の理科を複数受験している場合は高得点の科目を採用します。
Point.2 上記4学科への志願者は、他の学科（生物工学科を除く）から第2志望学科を選択できます。

後期日程
大学入試センター試験

学　科 入学定員

知能デザイン工学科

情報システム工学科

生物工学科

環境工学科

50名

50名

50名

40名

40名

進路ガイダンスや模擬面接など
さまざまなサポートを行っています。

“環境リテラシー”を備えたエンジニアと
なるためにさまざまなプログラムに挑戦します。

教養ゼミ

●キャリアセンター

就職率
全国トップクラス
毎年ほぼ100％

地域の専門機関等の協力を得ながら、
産業界で活躍できる人材を育成します。

●産業界のニーズに対応した人材育成

トピックゼミ プレゼンテーション演習・
専門ゼミ 卒業研究 環境教育の基礎｢環境論｣／体験型教育「エコツアー」／

参加・行動型教育「キャンパスフィールド活動」

私の夢をかなえるためにふさわしい
能力と生きる力を考え学びます。
キャリア形成論／トピックゼミ／技術者倫理／
プレゼンテーション演習／英語資格試験対策ゼミ 等

入学料

授業料

富山県の住民

授業料の全額または半額を減免
する制度

（ 年  額 ）

4 月納付金額

10月納付金額

※実習費・施設費を含みます。

※詳細については、「入学者選抜要項」、「学生募集要項」で確認してください。

188,000円

282,000円

535,800円

267,900円

267,900円

富山県以外
の住民

普通免除

1 年間の授業料および入学金を
減免する制度（富山県民のみ）特別免除

■奨学金制度

日本学生支援機構が貸与する奨学金

地方公共団体および

あしなが育英会などの奨学金

（平成26年5月1日現在） （平成26年度入学者 254名）

Q “環境リテラシー”って何？ A 環境に対する幅広い視野と倫理観のことです。
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○機械エネルギー工学講座

○エコデザイン工学講座

○エコマテリアル工学講座

機械システム工学科

水谷  風舞輝  さん
富山県／水橋高校出身

Q. 機械システム工学科を志望した理由は？
A. 数学が大好きで理系の道へ進みました。最初に
機械に興味を持ったのは小学生のとき。歯医者さん
で、自動で自在に動く治療イスに驚き、高校生になっ
て、どうしたらあんな便利なイスが作れるのかと思
い、機械システムをもっと知りたいと思いました。

Q. 専門ゼミ担当の川越先生の印象は？
A. 教員室にこんなに多くの本を持っておられる
先生は初めてです。私はゼミで数学者のオイラー
に関する本を読んでいますが、私が初めて知った
ことを話すと、先生はもちろんご存じで、さらに詳
しく教えてくださいます。本当に知識が豊富で尊敬
しています。

Q. 学科に関連した内容で、今いちばん興味のある
ことは？
A. 材料力学の授業が好きで、金属の強さに興味が
あります。たとえば体重100kgの人が、どれだけ薄い
1㎥の金属板に乗れるか？など気になっていて、計算
するのがとても楽しいです。

Q. 将来の夢や希望する進路は？
A. 今はまだ深い研究はしていませんが、機械システ
ム工学の基礎をしっかり身につけたいです。将来は、
世の中にまだないものを自分で設計しかたちにして、
ものづくりで人の役に立ちたいと思います。

Q. 工学の魅力、面白さを教えてください。
A.人間が作るもの、“人工系”を対象にした科学と技術である点です。明治時代に
「科学（分科の学問）」という訳語を充てられた「science」ですが、その本質はもの
ごとが「なぜ」そのような在り様を示すのかを根源的に問いかけることです。しか
し日本の科学・技術は「なぜ」の問いかけが希薄で、技術の比重がアンバランスに
大きい状態が続いています。私は学生の皆さんと一緒に「なぜ」の問いかけ、つま
りscienceの比重が大きくなるよう研究を進めています。scienceを積極的に意
識すれば、より基礎的で深い知見が得られ、工学はもっと面白くなるでしょう。

Q. 工学の分野で女性に期待することを教えてください。
A.設計におけるデザイン（意匠）のセンスに期待します。形や色、使いやすさなど、
機能美に富んだ製品は、消費者に長く大切に使われます。高い耐久性と優れた
デザインを兼ね備えた工業製品は、環境調和の視点からも価値があり、市場での
競争力も大きいと思います。

Q. 今後の目標、抱負などを教えてください。
A.定年まで３年半となり、大学教員としての仕事をきちんと総括することが目標
です。具体的には、講義内容を教科書としてまとめ、また研究成果を論文として発
表したいと考えています。加えて科学技術論の講義を通して、「工学」という学問
について、いろいろな視点から学生と一緒に考えを深めていきたいと思います。
この講義では単に知識を与えるのではなく、学生の皆さん自身に考えてもらうこ
とを大切にしています。

工業力学は、専門科目で必要となる「力
学」の基礎です！物体のさまざまな状態
を想定したモデルを用いて、ものづくり
における安全性と効率性の基本を学び
ます。

工業力学演習

「ものづくり」には設計図面が欠かせま
せん！昔ながらの手書き図面や、計算機
センターの PC を使って CAD 図面を学
びます。自分で作図できるので面白い
です。

機械設計製図

産業機械や乗り物、身近なものでは
ゲーム機や自動販売機などに生かされています。
省エネルギー・省資源に関する研究も、
機械システム工学なしでは語れません。
わたしたちの生活の根幹を支えています。

　現在、２つのテーマで研究を行っています。
　１つ目は「高分子ガラスの破損法則の研究」です。高分子ガラス
には、たとえばメガネレンズや光通信用ファイバーなど幅広く使わ
れるポリメチルメタクリレート、家電製品などに使われるポリスチ
レン、CDなどに使われるポリカーボネードのほか、ポリ塩化ビニ
ル、ペットボトルのポリエチレンテレフタレートなどがあり、透明
性を生かして広く活用されています。
　これらが力を受けて変形したり破壊する現象を破損と言い、この
研究では高分子ガラスの破損現象の始まりに、どのような法則が
あるのかを探究しています。破損の法則を明らかにすることは、
強くて長持ちする優れた品質の製品を設計するために重要です。
またミクロのスケールで破損を解明していくときの手がかりにも
なります。
　高分子ガラスの破損には２つのタイプがあります。「せん断流
動」というタイプはすでに法則が確立されましたが、もう１つの
「クレイズの形成」については理解が統一されていません。そこで
多くの種類の高分子を対象にして実験を行い、これまでの仮説を
検証して、クレイズ形成の条件の確立をめざしています。
　最近かなりよい結果が出て、探していた法則にたどり着いた実感

を得ました。見えなかっ
た世界の扉を開けたよ
うな感動がありました。
これが研究の醍醐味で
すね。自然界のどんな
現象にも法則があることを、あらためて不思議に感じ、自然に対
して謙虚で敬虔な気持ちにもなりました。
　２つ目の研究は「高分子-バイオマス系複合材料の研究」で、富山
県の工業技術センター・ものづくり研究開発センターと共同で
行っています。ポリプロピレンに稲のもみ殻を混ぜて、材料の性能
を高める実験的研究です。センターにあるセルロース混合可塑
化成形装置を使うと、大量のもみ殻を入れても成形でき、成形品
の性能も向上することがわかりました。すでにスプーンや箸として
一部試作されていますが、これまで捨てられていた
もみ殻を活かせるよう研究を進めたいと
思います。

機械システム工学科

川越  誠  教授
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Q. 工学の魅力、面白さを教えてください。
A.普段の生活の中で便利だと思うものは、すべてエンジニアが作り上げたも
のです。生まれたときから便利な生活をしていると、ありがたみに気づきにく
いですが、たとえば車やコンピュータがないと、間違いなく不便です。しかし
工学を学んでエンジニアになれば、誰かが問題を解決してくれるのを待つの
ではなく、自分たちで解決できる可能性があります。自分で改良したり、新た
なアイデアを形にすることもできる。これが工学を学ぶ魅力だと思います。

Q. 工学の分野で女性に期待することを教えてください。
A.女性という点にのみ注目して、特別な何かを期待するかと問われると、特
に良い答えは見つかりません。私の研究室では、女子もハンダ付けや穴開け
もして、機械を作り、制御プログラムを作るなど、性別に関係なく何でもやっ
ています。強いて言えば、他の人とは違う新しい発想に期待しています。男女
の間には違いもあると思いますが、その違いを生かして、それぞれに行動し
ていけばよいのではないでしょうか。

Q. 今後の目標、抱負などを教えてください。
A.今後も３つの柱で活動したいと考えています。１つ目は測定に関する研究
開発で、これまで測定できなくて困っているもの、あるいは測定が非常に
難しいものにチャレンジしたいですね。２つ目は「からくり（メカニズム）」を、
ものづくりの現場にもっと普及させる仕事に取り組み続けます。そして人類
の明るい未来のために、優れた技術者は不可欠です。3つ目として、ちびっ子
技術者の教育に取り組み、未来の工学者の芽を育みたいと思います。

知能デザイン工学科

神谷 和秀 准教授

○知能システム工学講座

○知的インタフェース工学講座

○マイクロ・ナノシステム工学講座

○電子ナノデバイス工学講座

パステル工房の機械を使って実習を行い
ます。初めて見る実習用の機械は興味を
惹かれるものばかりです。「ものづくり」の
基礎、そして「安全作業」を体験し、習得し
ます。実習では、ペン立てを自作します。

機械製作実習

3年次では、それまでの2年間で学んできた
さまざまな分野・科目について、実際に実験
を行います。特性測定、信号解析、移動ロ
ボットでの実験など内容は幅広い分野にわ
たり、実用されている技術を体験できます。

知能デザイン工学実験１～２

知能デザイン工学科

新山  あゆ実  さん
富山県／福岡高校出身

Q. 知能デザイン工学科を志望した理由は？
A. 進路を決めるとき、なかなか学科を決められなかったの
ですが、知能デザイン工学科では、機械、電子、情報の３つの
分野を学べることを知り、幅広い分野の知識を身につけな
がら、専門分野を絞っていきたいと思いました。

Q. 研究室の神谷先生の印象は？
A. 神谷先生は好奇心旺盛で、いつも笑顔な印象があります。
先生の「こうしたらいいんじゃない？」というアドバイスはつ
ねに的確です。研究のこと以外でも知識が幅広く、何でも
知っている先生をとても尊敬しています。

Q. 現在の研究室を選んだ理由、研究室の魅力は？
A. マイクロ・ナノシステム工学講座には、計測と加工の両方
の研究室があり、これは全国的にも珍しいそうです。計測対
象について知りたい時など、加工の先生にも質問できます。
学生の人数も多く、和気あいあいと過ごしています。

Q. 卒業研究の内容と、その面白さは？
A. デンタル・インプラント治療の施術時に、ドリルの先端か
ら歯槽管までの距離を検出するシステムを開発しています。
治療方法については自分で調べて学ぶことが必要です。
大変ですが、日々新しい発見があり、やりがいを感じます。

Q. 将来の夢や希望する進路は？
A. 将来は技術者として、人に喜んでもらえる仕事がしたい
と思っています。そのためにも、卒業までに多くのことを学び、
たくさんの人と関わることを大切にしていきたいと思います。

　「光で測る」をキーワードに、光応用計測を研究のメインテーマとし、

これに２つのテーマを加えた３本柱で研究を行っています。

　１本目の柱では、主にレンズや金型など工業製品の形状などを、光

の波動性や粒子性を利用して測定するシステムを開発しています。

　波動性の利用とは、文字通り光が波であることを利用します。波が

重なって、強め合ったり、弱め合ったりする、干渉という現象によって、

測定対象の情報を含んだ縞模様を生成します。光の波長は0.6マイ

クロメートル（１マイクロメートル＝1/1000ミリ）で、地図の等高線の

ように、波長の半分の0.3マイクロメートルおきに縞模様ができます。

この縞模様をコンピュータなどで解析することで、ナノメートル

（1/1000マイクロメートル）サイズの凹凸が測定できます。粒子性の

利用では、光がまっすぐ進むことを利用します。物体に光を当て、反射

した光がどこへ行くか、理想と現実の差から凸凹を測ります。基本は

単純ですが、マイクロメートルサイズの凸凹が比較的簡単に測定でき

ます。最近は生体を対象にした計測にも取り組み始めました。歯科の

インプラント治療をより安全に行えるよう、光応用計測によるサポート

をめざしています。

　２本目の柱は、メカニズム（からくり）を生産現場の改善に活用してもら

うための普及活動です。

講演活動や業界誌での

記事の連載のほか、大学

（地域連携センター）へ

寄せられる県内企業の

相談にも積極的にアドバイスしています。

　３本目の柱が、未来の機械技術者である、ちびっ子たちへの啓蒙活動

です。レオナル・ド・ダヴィンチが残した数々の機械の手稿（手書きメモ）

から、私の父が趣味で復元した模型をもとに、子どもたちでも組み立てら

れるキットを開発しました。ダ・ヴィンチ祭をはじめ、さまざまなイベントで

キットの製作教室を開き、からくりの面白さを体感して

もらっています。『子どもの頃、製作教室に参加して

感動しました！』と言う学生や研究者が

現れる日が来るか…？

楽しみですね。

生産現場ではもちろん、現在では医療・福祉・介護の世界でも
知能ロボットが活躍。情報通信技術、インタフェース技術が
発達した現代、「機械」、「電子」、「情報」を組み合わせた
「知能デザイン工学」の可能性は無限大。
自分たちの手がける研究が、未来の
生活を変えるかも！
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○情報メディア工学講座 

○通信ネットワーク工学講座 

○ソフトウェア工学講座 

「コンピュータシステムとは？」「ネットワー
クとは？」普段パソコンやメールを使って
いても、詳しく知らないことが多いですが、
情報技術者となるためには必要な知識で
す。情報系の入門知識を分かりやすく、楽
しく学ぶことができ、実践もできます。

コンピュータシステム演習

コンピュータによってさまざまな情報処理を
行うためにはプログラミングの技術が不可欠
です。講義科目と演習科目があり、習ったプロ
グラミング言語（Ｃ言語）を使って、実際に
プログラミングを行うので、主体的に講義に
参加でき、理解も深まります。

プログラミング

情報システム工学科

安宅  祐香  さん
新潟県／北越高校出身

Q. 情報システム工学科を志望した理由は？
A. 高校では数学が好きで、理系に進みました。情報システム工
学という学科は、進路について調べていた際に知りました。発展
し続けるIT社会に必要な最先端の技術を学びたいと思い、
この学科を志望しました。

Q. 研究室の石坂先生の印象は？
A. いつもお忙しそうで、研究のために大学を不在にされること
も多いのですが、とても面倒見のよい先生です。県立大の卒業
生でもあり、学生の気持ちをよく理解してくださるので、親しみ
やすく頼もしいですね。

Q. 現在の研究室を選んだ理由、研究室の魅力は？
A. やはり一番興味のあることがしたいと思い、ロケット観測や
火星着陸機のアンテナ開発をしている研究室を選びました。
3つの研究室の学生が合同で同じ教室にいるので、さまざまな
先輩がいて面白いですよ。

Q. 卒業研究の内容と、その面白さは？
A. 「次期火星着陸機搭載用電波受信機の開発」がテーマです。
今は研究室の環境に慣れることに一生懸命で、正直まだ先は見え
ていません。でもいつか人類が火星に移住する時代に、私の研究
が役立てたらいいなと思い描いています。

Q. 将来の夢や希望する進路は？
A. 学部卒業後は大学院に進学し、学部で学んだことを基礎に、
より高度な研究開発に取り組みたいです。将来的には、研究室で
学んだことを活かして、これまでにない新しい技術を開発できる
技術者をめざします。

　地上から宇宙までの領域で、電波を使っていろいろな研究を行って

います。情報システム工学の中では、異色の研究室かもしれませんね。

　現在はJAXAとの共同研究として、地球放射線帯探査機ERG、水星

探査機MMO、木星探査機JUICE、火星探査機・着陸機などの探査機

プロジェクトに参加し、これらの探査機に搭載する電波受信機を開発

しています。また地上60km以上に存在する電離圏（電子やイオンが

大量にある領域）での電波の伝わり方を調査するために観測ロケット

実験を行っています。観測ロケットに電波受信機を搭載し、地上から

発信されているAMラジオ電波や、電波時計用の電波を受信して、

電離圏中の様子を解析します。地球周辺や惑星周辺の電波環境を

調査することで、宇宙ステーションと地球の間で行っている通信や

衛星放送、また近い将来必要になる地球と惑星（月や火星など）間の

通信の安全性・信頼性の向上をめざします。

　電波受信機は自分たちでゼロから開発します。ハードウェアを設計

し、基板づくりから始めて、試作を重ねて完成させ、ロケットに搭載し、

得られたデータの解析を行う、その一連のすべてに携わります。ハード

ありソフトあり、アナログありデジタルあり…そんな毎日です。現在は、

日本が計画している火星地表面での科学探査において、世界初となる

火星地表面での電波観

測を提案し、着陸機に搭

載する電波受信機を学

生と一緒に開発していま

す。できるだけ小さく収納

でき、展開すると大きくなるアンテナが必要で、アンテナの形状・材料、

収納方法などを検討しています。

　これら搭載機器の開発で得た技術（小型化、高信頼性・高性能化な

ど）を、人の位置検知などに活かす研究も進めています。特に電波受信

機の高性能化技術を応用して、電波発信機を持った人の位置が検知

できるシステムの構築を計画しています。実現できれば、認知症患者の

徘徊問題や、山での遭難者捜索などへ活用が期待できます。

現代の社会でなくてはならない
インターネット技術を筆頭として通信ネットワークや
ソフトウェアの開発などに、
情報システム工学は生かされいています。
今特に身近で、注目されている工学です！

Q. 工学の魅力、面白さを教えてください。
A.工学では、科学的・実用的なものを開発することが多いと思いま
すが、やはり何もないところから、目に見えるものを作り上げ、成果
を得るということが魅力であり、面白さでもあると思います。特に私
の研究は、目に見えない電波の研究です。どうやって自然界の電波
を受信して、目に見える形にするかを考え続けています。検討を重ね
て開発した受信機で、自然界の電波が観測されたときは非常に充実
感があります。

Q. 工学の分野で女性に期待することを教えてください。
A.最近、宇宙探査プロジェクトの現場では女性が非常に多く参加し
ています。ですから特に女性だから期待するというよりは、プロジェ
クトを成功させるために最大限努力して、自分ができることを出し
切ってほしいと思います。私の研究室でも男女関係なく、基板づくり
から始めてもらいます。失敗を恐れないで取り組んでほしいですね。
また、さまざまな人とのコミュニケーションが必要になりますので、
物怖じせず誰とでも話せることが大切です。

Q. 今後の目標、抱負などを教えてください。
A.現在、進行している水星探査機と地球放射線探査機が無事に打
ち上がって、データが送られてくることを願っています。また新しく
取り組み始めた「人の位置探査プロジェクト」を成功させ、高齢者の
徘徊や登山者の遭難救助の対策方法として採用されるよう研究を
進めたいと思います。これまで宇宙の電波環境調査で培った技術を、
人のため、地域にために還元していきたいと考えています。

情報システム工学科 

石坂 圭吾 准教授
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Q. 工学の魅力、面白さを教えてください。
A.私は実は農学部の出身です。小学生の頃から「理科が好き」という気持ち
は変わらず、理系という広い分野で学びながら、先生方との出会いを経て研
究テーマを絞っていきました。工学は学問的に面白いだけでなく、社会に役
立つ研究ができる魅力がありますが、あまり工学・農学・理学など名前にとら
われ過ぎないでよいのでは？理系がいいな…くらいの感覚で工学を選んで、
後は大学でいろいろ勉強しながら、自分にとっての魅力や面白さを見つけて
ください。

Q. 工学の分野で女性に期待することを教えてください。
A.どんな分野でも興味を持って真剣に取り組めば、男性・女性に関係なく活
躍できると思っています。実際、生物工学科の学生は男女がほぼ半々で、これ
は全国的にも珍しいかもしれません。しかも女子はとても元気です。何事に
も積極的で、成績も優秀ですね。「工学には興味はあるけれど、男子ばかりだ
し…」とためらっている女子高生の皆さんには、ぜひ生物工学に挑戦してほ
しいと思います。

Q. 今後の目標、抱負などを教えてください。
A.大学での研究も、会社での仕事も、突き詰めれば、適切な課題を設定して、
ひとつひとつ解決していくということだと思います。課題に対する情報を
集め、周囲の人とコミュニケーションをとりつつ方法を決めて実行し、結果を
分析して次の課題を設定する、という総合的な力が問われます。このような
問題解決能力を持った学生を育てることが目標です。また、私たちの研究は
数年後に製品として世に出るわけではありませんが、数10年後、100年後の
世界に通用する成果の発信をめざしています。

生物工学科

高橋 裕里香 助教

○酵素化学工学講座

○応用生物プロセス学講座

○微生物工学講座

○生物有機化学講座

○機能性食品工学講座

○植物機能工学講座

○応用生物情報学講座

「DNA」や「蛋白質」は聞いたことがありますよ
ね。生物にとって、大変重要なものです。分子
生物学では、細胞、代謝、DNAの構造など、古典
遺伝学から最新技術に至るまでの基礎的知
識について、研究を通して実践的に学びます。

分子生物学１

生物で実験といえばこの科目。生物有機化
学、微生物工学、遺伝子工学…などの７分野に
渡る実験を行います。授業で学んだことを実
際に実験することで知識が確認でき、理解
が深まります。時間の経つのが早いです。

生物工学実験１～７

医薬品や食品の開発に生物工学は必須です。
自然環境の中には、薬物資源や機能性食品の
資源になるものがたくさんあるのです。
生物工学は人々の暮らしに
たくさんの笑顔を生み出す工学です！

生物工学科

野尻  茜  さん
富山県／八尾高校出身

Q. 生物工学科を志望した理由は？
A. 高校生のとき、一番好きな科目が生物でした。その中で
も細胞や遺伝に興味があり、これらをどのように取り扱うの
か、操作するのかをもっと知りたいと思い、生物工学科に決
めました。

Q. 研究室の高橋先生の印象は？
A. とても積極的で、行動力のある女性という印象を受けま
した。平成26年４月に着任されたのですが、先生が来られて
研究室の雰囲気がガラッと変わったので、これからもっと
活気のある雰囲気になりそうです。

Q. 現在の研究室を選んだ理由、研究室の魅力は？
A. ずっと興味のあった遺伝子に関わる研究ができるのは
応用生物情報学講座だと思い、研究室の存在を知った時か
ら希望していました。わからないことは先生が熱心に指導し
てくださり、興味のある研究を自分のペースで進められるこ
とが魅力です。

Q. 卒業研究の内容と、その面白さは？
A. 光合成細菌を巨大化させる研究をしています。細胞壁を
壊して、膜だけの状態にしてブクブク大きくします。巨大化す
る条件を見つけるのは難しかったですが、成功することが
でき、今は巨大化細胞の遺伝子の状態などの研究を進めて
います。どんな結果が出ても面白い！と感じられる研究です。

Q. 将来の夢や希望する進路は？
A. 生まれ育った「くすりの富山」で社会の役に立ちたいと
思い、製薬会社に興味を持っていました。希望がかなって、
卒業後は県内の製薬会社で働くことになりました。

　応用生物情報学講座では、3人の教員がDNAとタンパク質の機能を
解き明かすことをテーマに、分子生物学実験と情報処理技術（コン
ピュータ）を組み合わせて研究を進めています。私は環境細菌を材料
に、生物の遺伝情報を司るDNAという分子がどのように生物間を移動
しながら、進化していくかを研究しています。
　細菌というと、食中毒の原因になるボツリヌス菌のように、有害な
イメージを持つかもしれません。確かに怖い細菌もいますが、納豆菌や
乳酸菌など美味しい食べ物を作るのに関わったり、病気を治療する
抗生物質を作ったり、環境汚染物質を分解したり、人間にとって有益な
細菌もいっぱいいます。このような、細菌のさまざまな能力を解明し、
有用機能を強化したり新たな機能を持たせる研究が進んでいます。
　細菌が人間にない能力を持っている要因のひとつとして、細胞の中
に染色体のDNAとは別に、プラスミドという小型のDNAを持っている
ことが挙げられます。たとえば、ある抗生物質を分解する遺伝子を持っ
たプラスミドを取り込んだ細菌は、その抗生物質を分解できるようにな
り、他の細菌が抗生物質で死に絶えても生き延びます。生き延びた細
菌が細胞分裂すると娘細胞にプラスミドが受け渡され、また別の細菌
へ管のようなものを挿して直接プラスミドを受け渡すしくみもあり、
抗生物質を分解する能力を持つ細菌がどんどん増えていきます。これが

医療現場で問題になって
いる、抗生物質が効か
ない菌（多剤耐性菌）が
出現するメカニズムです。
　このように“遺伝子の
運び屋”として働くプラスミドが、細菌の機能や進化にどのように影響
しているのか。細菌が新しい能力を獲得するときに何が起き、どうしたら
人間の思い通りの能力がデザインできるのかを研究し、新しい有用
細菌の開発につなげたいと思います。
　今後は細胞の外に存在するプラスミドや、富山湾の海底にいるので
はないかと考えられる未知のプラスミドにも着目し、また最新のシーク
エンス技術を活用して新たなプラスミドの発見に取り組みたいと思っ
ています。
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Q. 工学の魅力、面白さを教えてください。
A.工学の魅力は、構造物や製品ができることにより、困っている方々が
喜んでくださる。それに尽きると思います。特に地盤の分野では、人々
の生活や、地域の歴史、そして自然環境もふまえて、単なるものづくり
ではなく、多様な側面から考える必要があります。つねに新しい発見が
あり、奥深さに気づかされます。水や大気だけでなく、地盤も密接に関
わっている環境工学。その面白さを知るために、ぜひ工学へ一歩踏み出
してください。

Q. 工学の分野で女性に期待することを教えてください。
A.環境工学は土木工学の一分野として見ることができますが、基本的
に男性・女性は関係ないですね。最近では多くの女性技術者が活躍して
いますし、しっかり取り組めば相応に評価されます。技術者として、社会
が持続的に発展するための見識と研さんを積む姿勢が大切です。それ
と協調性があれば大丈夫。これは男性も同じですね。実績を積んで技術
士の資格を取ってもらえたら、なお良いですね。

Q. 今後の目標、抱負などを教えてください。
A.これまで地盤、特に斜面問題を研究してきましたが、地盤の中は直接
見ることが難しく、従来の定説・理論から実際の現象をうまく説明でき
ないこともあります。一方で斜面変動が災害になってしまった場合、
一刻を争う対応が求められます。なぜそうなったのか…実現象の解明
（真の解を探す）にじっくり取り組むこと。そして即対応しなくてはいけ
ないとき、最も効果的・効率的な対策法を検討する（現時点での最適な
解を探す）こと。今後もこの両面から考え続けたいと思います。

環境工学科 

古谷 元 講師

○水循環工学講座

○資源循環工学・環境政策学講座

○環境デザイン工学講座

環境工学科

阪本  さよ  さん
愛知県／津島高校出身

Q. 環境工学科を志望した理由は？
A. 工学的な手法で環境問題の対応策を考える人材になりた
いと思い志望しましたが、始まりは中学生の時の黒部ダム旅行
です。そのときダムと富山が大好きになりました。環境工学科は
現場調査などがあり、アクティブだったことも魅力的でした。

Q. 研究室の古谷先生の印象は？
A. 先生は山や地すべりの現場では、すごくイキイキされてい
ます。地すべりについてだけでなく、さまざまな知識を教えてく
ださるので、見学へ行くと本当に発見が多いです。勉強になる
のはもちろん、とても楽しいです。

Q.現在の研究室を選んだ理由、研究室の魅力は？
A. 大好きなダムの１つである「天然ダム」について研究できる
と知り志望しました。研究室はみんな優しくて、家よりも落ち
着く空間です。現場での実習も面白く、日焼けも、筋肉がつく
のも、楽しんでいます。

Q. 卒業研究の内容と、その面白さは？
A. 大雨や地震で山が崩れ、土砂が河をせき止めることがあり
ます。これは天然ダムや可動閉塞という現象で、日本はじめ世
界各地で大きな問題となっています。その破壊メカニズム構造
を解明して、問題解決につなげる研究に取り組んでいます。

Q. 将来の夢や希望する進路は？
A. 将来は砂防ダムの観光地化に携わりたいと思います。多く
の人に楽しくダムに触れながら、ダムの役割の大切さと、土砂
災害の危険性についても知ってもらい、ダムが好きな人を増
やしたいですね。そして女性技術者として、世界で活躍したい
です。

建物や橋などの構造物は、地震などさまざま
な力に耐え、安全に利用できるよう設計す
る必要があります。構造力学は、構造物に生
じる応力や変形などを解析する力学です。
計算が好きな理系女子は得意分野かも！？

構造力学

自然生態系には、環境を浄化する能力があります。
その本来の力を最大限に引き出し、工学的に利用
する最新技術について学ぶのが環境修復工学。
土壌、水、空気の汚染を防止しようとする、生物の力
は偉大です！環境について学ぶ、重要な学問です。

環境修復工学

資源循環に関する研究や、ダム建設が河川生態系に与える
影響の解析などに生かされています。
人間の生産活動は、どうしても自然環境に
影響を与えてしまいます。
環境工学の技術で地球の環境保全をサポートします！

　便利で快適な“普段の生活”が普段通りにできる…。そのために欠か
せない災害を防ぐ研究をしています。
　皆さんは毎日の生活の中で、水道や電気、ガス、電話を使い、道路や
鉄道、空港などを利用していると思います。私たちの生活を支えるこれ
らの施設は、すべて地盤の上や地盤の中に作られています。一方で毎
年、日本だけでなく世界各国で雨や地震など自然現象により、山崩れな
ど地盤の破壊が繰り返されています。誰もが地盤の破壊により、普段
の生活ができなくなる可能性があるのです。そこで私たちの生活の場
が、いつも、いつまでも、安全・安心であり続けるように、地盤の破壊
現象を解明して、破壊現象による被害を減らすための方策を研究
しています。
　身近な例として、ため池の堤体（ていたい）の安定性・危険度の評価
が挙げられます。日本には約21万カ所、富山県内には約2,500カ所の
ため池があります。これらの多くは明治時代までに作られたもので
老朽化しており、豪雨や地震の時に堤（つつみ）が壊れる恐れがあります。
そうなれば下流域の集落や道路、電気、水道などのライフライン、農地
への非常に大きな二次被害が想定されます。
　しかし古いため池は、作られた当時の詳しい工事記録は残っていま
せんし、数も多大です。従来の方法で地質調査するとコストが高くつき、

また調査手法によっては
周辺環境に影響を与え
かねません。
　そこで私たちの研究で
は、堤の安定性や危険度
をできるだけ非破壊で、しかも環境に負担をかけないよう、地盤震動
が伝わる速度の違いから堤の構造が弱い部分を明らかにしたり、土・
岩石と水の比熱の違いから漏水箇所を突き止めたりします。さらにこ
れらの結果に基づいて、破堤場所と破堤後の土砂流下の範囲を予測しま
す。このような研究を進めることで初めて、安心・安全な社会の礎が
できます。決して派手な分野ではありません。でも誰かがやらなくては、
私たちの生活は成り立たないのです。
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関連資格
●プロフェッショナル・エンジニア（PE・ＦＥ試験）
●技術士（補）　●機械設計技術者
●計算力学技術者（CAE技術者）　等

関連資格
●電気通信主任技術者
●無線従事者（一部の国家試験では試験免除）
●情報処理技術者　等

関連資格
●危険物取扱者（甲種）
●電離放射線取扱主任者
●上級バイオ技術者　等

関連資格
●測量士（補）　●施工管理技士（1級、2級技術検定）
●1級、2級ビオトープ管理士（計画管理士・施工管理士）
●土地家屋調査士　●技術士（補）　等　

関連資格
●機械設計技術者　
●電気主任技術者　
●情報処理技術者　等

※太字は女子の就職先

※平成23～25年度工学部卒業生のデータ

【県 内】 ●タカギセイコー　●シーケー金属　●朝日印刷　●コマツNTC
●三協・立山　●タカノギケン　など

【県 外】

【県 内】

【県 外】

【県 内】

【県 外】

【県 内】

【県 外】

【県 内】

【県 外】

●小松製作所　●日本電産　●YKK
●アルプス技研　●竹田設計工業　●安永　など

●朝日印刷　●コマツNTC　●立山科学グループ
●サンエツ金属　●日本安全産業　●日本ソフテック　など
●日立国際電気　●THK　●オークマ　●北陸日本電気ソフトウェア
●デンソーテクノ　●西日本旅客鉄道　●矢崎化工　●スズキ　など

●コーセル　●北陸電気工業　●インテック
●北陸コンピュータ・サービス　●シーケー金属　●シキノハイテック　など
●YKK　●アドヴィックス　●富士通北陸システムズ　●NECソフトウェア北陸
●アイシン・インフォテックス　●NTTデータ北陸　など

●日東メディック　●リードケミカル　●第一ファインケミカル　●廣貫堂
●十全化学　●富士化学工業　●新新薬品工業　●池田模範堂　など
●富士薬品　●井村屋　●わかもと製薬　●アステラスファーマテック　
●シオノギアドバンスリサーチ　●ニッポンジーン　●森永北陸乳業　など

●シーケー金属　●上智　●富山環境整備　●日本海環境サービス
●富山県庁（土木）　●富山市役所（土木）　●川田工業　など
●名工建設　●市川工務店　●中央コンサルタンツ
●東京都庁（土木）　●金沢市役所（土木）　●豊川市役所（土木）　など

 チューリップの花部からの抽出物を、球根から得
られる酵素を用いて、抗菌剤を調製するプロセス開発を
研究していました。人に伝える「プレゼン能力」、最後まで
あきらめない「忍耐力」、担当教授との「コミュニケーション
能力」、工学部ならではの「スケールアップ」や「コスト」の考
え方など、大学で身につけたことが仕事にとても役立って
います。

「素直さ」と「吸収力」そして「感謝の気持ち」を忘
れなければ、必ず成長し続けられます。たとえ苦手なこと
も社会人は責任を持ってやり遂げなければなりません。
自分の可能性を信じ、何事も受け入れ、周りの人に感謝して、
よりよいものを作ろうという向上心を育ててください。

化粧品メーカーの研究者に原料を提案する際、作
り方や結果などレシピのようなものと一緒に紹介します。
私の主な仕事はそのレシピ作りです。この仕事の魅力は
時間やコストに縛られず、中立な立場で自由に原料が選
択できることです。

私たち商社は、市場を作る立場の原料メーカーと、
消費者に商品を届ける化粧品メーカーとの間に存在しま
す。両メーカーとの交流を深め、原料メーカーには「こうい
う原料を作ってほしい」と、化粧品メーカーには「こういう
商品を一緒に作ろう」と提案し、最終製品作りに携われる
ようになることが目標です。

株式会社高志インテック

米山　奈菜美  さん
情報システム工学科 卒業

卒業年度 H24

98.0
32.0

H25

100.0
33.9

H21 H22 H23

100.0 100.0 99.2
45.3 47.6 34.5

就職率
進学率

※１

※1 就職希望者に占める就職内定者の割合
※2 学部卒業生全体に占める大学院等進学者の割合

※2

入学直後から3年次の進路指導まで、学年に応じた
キャリア形成支援を行う科目（必須）です。3年間を履
修期間とし、学年毎の目標を設定しながら体系的に15
回のプログラムを実
施します。2年次に
は、自分自身の人生
設計（キャリアプラン
ニング）を行います。

キャリア形成論（必須科目）

職業人として、社会人として、キャリアを育むプログラム。

2年次に実施する教養教員と専門教員のコラボレー
ションによる少人数ゼミです。科学技術が現代社会と
いかに深く関わり、社会に対して責任を有するかを、実
社会に直に触れる機
会を設けながら学習
します。また、授業の
過程で、社会人によ
る講話や企業訪問な
どを実施し、自己の
キャリアを考察して
いきます。

トピックゼミⅠ・Ⅱ

キャリア形成や就職活動の支援をしています。室内に

は、就職活動に役立つ書籍やDVDが約250点取り揃え

てあり、自由に見たり、借りたりで

きます。また情報検索用の端末や

相談ブースが設置されているとと

もに、専門スタッフが常駐し、学生

の皆さんの相談に

応じています。

犬が今現在どこを見ているのか…？犬の生体情報
を利用して、その視線を推定する研究をしていました。実
験対象が犬だったので、思った通りに実験が進まないこと
が多々ありましたが、なかなか体験できないユニークな
研究ができたと思います。

女性ならではの発想は、非常に重要だと思いま
す。仕事をしていくなかで、女性だからこそ気づけること
が多くあるはずです。工学の分野での女性の活躍は、こ
れからの社会に必要不可欠だと感じています。

お客様のシステム開発の業務に関わっています。
今、取り組んでいることは、データ出力のためのレイアウト
作りや、出力・制御定義などです。まだ基礎的なことが多い
のですが、自分の仕事がチームのためになっていることに
やりがいを感じています。

今はまだ知識も技術も未熟で、先輩方に頼りがち
なのですが、先輩方からさまざまなアドバイスを受けなが
ら、自分1人で多くの仕事を成し遂げられるよう、日々勉強
しています。今後は今よりさらに技術を身につけ、一人前
のSEになって、社会の発展に貢献できるような商品や
サービスを開発・提供していきたいです。

岩瀬コスファ株式会社

林　絵美子  さん
生物工学科 卒業

門ス門ス門スス門ス門スス門ス門ス門ス門ス門ススス門スス門スススス門ス門ス門ススス門ス門ス門ススタッフタッフタッフタッフタッフタタッタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッフタッッフタッフタッフタッタッタ フタタッッフフフタッフタッフタッッタタッタッタッッッ が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐がが常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐が常駐がが常駐が常駐常駐が常駐が常駐がが常がが常駐が常駐がが常駐がが 駐がが常駐駐駐駐がががが常駐駐が常駐常駐常常駐駐常駐常 し、学し、学し、学し 学し、学し、学し、学し、学し、学し 学し 学し、学し、学しし 学し、学学し、学学学し、学、学し、学学学学学学し 学学学し 学学学学生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生

の相の相のの相の相相相の相の相の相の相の相の相の相の相の相相の相相相相相相の相のの相相のの相相の相の相のの相の相談に談に談に談に談に談に談談に談談談にに談に談に談に談に談に談に談に談にに談に談に談にに談に談談談に談談に談談に談に談に談談にに談談ににににに談にに談談
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インスパイア系
ラーメン「小杉二郎」

富山県立大学

文

文

文

文

JR小杉駅南口から、徒歩約20分（約2㎞）
または、射水市コミュニティバス｢14.小杉・太閤山線｣乗車約5分

薬勝寺池公園

中央通り
一丁目

N

JR小杉駅

元町西部

小杉駅南

元町中部

市役所前

歌の森運動公園口
浄化センター前

県立大学前

大開公園前

環境科学センター前

太閤山ランド前

太閤山東

黒河新

黒河 黒河東

二の井
公園前

中太閤山
小学校前

薬勝寺池
公園前

南太閤山西

二ノ井

太閤山西

下条新

赤田

三ヶ

小杉駅前

本開発

A 〈イタリア料理〉
 ローズ・エ・ロメオ

ランチがお手頃価格で、ボリューム

たっぷり。

N 〈ショッピングセンター〉
 パスコ

大学から一番近いショッピングセン

ター。パン屋、花屋など、さまざま

な店舗が入った複合施設です。同じ

敷地内にはパスコのほか、モスバー

ガー、ラーメン屋、銀行、銭湯、ク

リーニング屋、コンビニなどがあり、

学生生活には欠かせない場所です。

O 〈ファミリーレストラン〉
 ガスト

大学から一番近いファミリーレストラン。

F 〈パン〉
 とべーぐる

素材にこだわった焼きたてベーグル

が味わえます。

C 〈食堂 丼〉
 不二屋

ボリュームたっぷりの丼物屋。

E 〈イベント イルミネーション〉
ツゥインクルナイトin小杉

下条川沿いのイルミネーション

スポット。

D 〈ショッピングセンター〉
 アル・プラザ小杉

小杉駅南には、アル・プラザ小杉、

クァトロブーム、GEO、COCO'S、

その他さまざまな飲食店が集まっ

ています。ボウリングやカラオケの

ほか、ゲームセンターなどもあり、

放課後や電車の待ち時間にも楽し

むことができます。

B 〈カフェ〉 CAFE MESO／カフェ メソ
雑貨も販売しているおしゃれカフェ。

こだわりのトイレはまるで別世界

です。

J 〈無形創作ダイニング〉
  OWL a Walk／アウル・ア・ウォーク

おしゃれな大人の雰囲気を醸す店舗。

シーザーサラダが壺に盛られて出て

きます！G〈書店〉
 文苑堂

文苑堂、TSUTAYA、B&Bhouse

が複合された店舗。同じ敷地内には、

スーパー、ドラッグストア、リサイ

クルショップなどがあります。

L
ひょうたんの絵が目印！大学から一番

近い商店街。季節に合わせてさまざま

なイベントを催しています。ラーメン、

寿司、カフェなど、いろいろなお店が

あります。

I

P 〈ピザ・パスタ〉
 パタータ

パタータとはイタリア語でジャガイ

モのこと。ログハウス風の外観で、外

も中もおしゃれ。ランチが特におすす

めです。

H 〈アイス〉
 サーティワンアイスクリーム

「31の日」「チャレンジ・ザ・トリプ

ル」「雪だるま大作戦」など、学生に

大人気のイベントが盛り沢山です!!

K 〈ケーキ〉 ル・クール
ケーキの種類が豊富で、お店の外ま

で列ができるほどの人気店です。

〈ラーメン〉
 昭和食堂

千成商店街

昭和の雰囲気を醸し出すラーメン屋。

インスパイア系ラーメン「小杉二郎」

が特徴です！

M 歌の森運動公園

アスレチックを楽しめる遊具があり

ます。昼間は子ども達でにぎわい

ますが、大人も十分に楽しめる施設

です。

Q 太閤山ランド

さまざまなレクリエーションが楽し

める県民公園。プール、運動施設、

展望塔、バーベキューコーナーなど、

家族や団体でも楽しめます。その他、

毎年 6 月にはあじさい祭りが開催さ

れます。

サンミシェル（パン）

ブランジェリー イマムラ（パン）ほんごう（和菓子）

引網香月堂（和菓子）

ニューモンブラン（ケーキ）

1 4

2

3

ローズ・エ・ロメオ（イタリア料理）

CAFE MESO／カフェ メソ（カフェ）

不二屋（食堂 丼）

A

B

C

とべーぐる（パン）

サーティワンアイスクリーム（アイス）

ル・クール（ケーキ）

F

H

K

昭和食堂（ラーメン）I

千成商店街　L

ガスト（ファミリーレストラン）O
パタータ（ピザ・パスタ）P

歌の森運動公園M
太閤山ランドQ

ツゥインクルナイトin 小杉
（イベント イルミネーション）

E

文苑堂（書店）G

5

ぼてじゃこ（お好み焼き）

味楽（ラーメン）

我流伝（ラーメン）

煮込亭（うどん）

かぐや（うどん・おでん・串揚げ）

丸亀製麺（うどん）8

11

9

12

13

10

グリルはやし（洋食）

洋食亭 いしくろ（洋食）3

4

鮨処 居酒屋 一心（すし）

楠亭（割烹・小料理・天ぷら）

番やのすし（すし）5

6

7

備長扇屋（やきとり）

伝五郎（居酒屋）

秋吉（やきとり）

一番茶屋（居酒屋）

Dog・Catカフェ&ショップ パウ
（カフェ）

1

OWL a Walk／アウル・ア・ウォーク
（無形創作ダイニング）

J

N

アル・プラザ小杉
（ショッピングセンター）

D

3

2

4

2

サイクルエリアKOI（自転車）

セカンドストリート（リサイクル）

ブックマーケット（古本）

アルビス歌の森店
（スーパーマーケット）

アルビスいみずの小杉店
（スーパーマーケット）

パスコ
（ショッピングセンター）

1

1

2

2

3

太閤山郵便局 クァトロブーム（レジャーセンター）

小杉体育館

ラポール（文化ホール）

射水市役所

中央図書館
4

1

2

3

4

5

1 リリーベリー（イタリアン・カフェ）

C
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I
H

G

M
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J

L
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D
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E

1

44

367

9

472

1

5 8
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11
13

1
1 6
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3

12 3 2
2 1

9 7 2
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〒939-0398  富山県射水市黒河5180  TEL. 0766-56-7500（代）  FAX. 0766-56-6182
URL http://www.pu-toyama.ac.jp  〈携帯サイト〉 http://daigakujc.jp/pu-toyama/
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東　京

大　阪

名古屋

富　山

高　岡

高　岡

飛行機

55分
鉄　道

3時間 11分
2時間 55分
3時間 12分

高速道路

4時間 50分
4時間 00分
2時間 40分

東京 ⇔ 富山  2時間8分

JR高岡駅 JR小杉駅
7分 10分

JR富山駅

至 東京

至 東京

至 名古屋
至 名古屋

至 大阪

至 大阪 3時間11分

4時間50分

2時間55分

3時間12分

4時間00分

2時間40分

小矢部 砺波JCT

富山県立大学

小杉I.C


