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保護者の皆様へ

富山県立大学
ご案内

CONTENTS

世界を変える先端研究
日本の看護ケアを変える

研　究

教員の責任指導で
学生を伸ばす

教　育

世界の先端技術に
挑む共同研究

社会貢献

実り多い大学生活や進学は
お金や時間の余裕から

学生生活

保護者向けパンフレット 2023

お金・時間の余裕が実り多い将来を拓く
学生
生活
学生
生活

大学生協提携アパートは本学周辺に約1,000室、月３万円台も多くあります（射水
キャンパス周辺）。アパート生の平均年間経費試算合計額は、本学130万円以下。全
国平均と比べても安くすみます。自宅生の小遣い平均額は月１万円ほどで、更に
経済的余裕が生まれます。

一人暮らしでも、私大より経済的。負担が少ない

通学に、余暇活動に、将来を見据えて、時間を有効活用できます。

車通学が可能（工学部）
一年生から学生駐車場が利用できます

看護学部生は、教養科目を射水キャンパスで学びます。富山と射水の両キャン
パス間は無料スクールバスで安全・快適に移動できます。

富山・射水2キャンパスをつなぐシャトルバス

【工学部】富山県外出身者が5割以上 【看護学部】3割が県外出身者

全国からの仲間と交流できます

●１年次生の入学料と授業料を免除 …（免除額：723,800円）

●成績優秀者は２年次生以降も授業料を免除

　…（免除額：毎年535,800円 又は 267,900円）

入学者特待生制度
（富山県内高等学校出身者向け・学部向け）

射水キャンパス〈工学部〉
〒939-0398　富山県射水市黒河5180
TEL：0766-56-7500（代）　FAX：0766-56-6182

富山キャンパス〈看護学部〉

JR富山駅、あいの風とやま鉄道富山駅から、地鉄バス「中央病院
行」約２０分、または地鉄電車「栄町駅」下車後、徒歩約7分。

あいの風とやま鉄道小杉駅南口から、徒歩約25分（約2ｋm）、
または射水市コミュニティバス「14.小杉駅・太閤山線」バス乗車約7分。

〒930-0975　富山県富山市西長江２-２-７８
TEL：076-464-5410（代）　FAX：076-422-6070

ウェブサイトでも最新情報を発信しています。
高校生向けのコンテンツも随時更新中！ぜひチェックしてみてください。

大学公式ウェブサイト 
http://www.pu-toyama.ac.jp/

大学公式Twitter 
https://twitter.com/toyamaprefuniv

大学公式Facebook
https://m.facebook.com/ToyamaPrefUniv/

高校生向け特設ウェブサイト 
http://www.pu-toyama.ac.jp/special/

スマホは
こちらから
スマホは
こちらから

成長する本学の
ドンマス教授じゃ。
WEBサイトにも
ドンドンマスマス
注目くだされ！

スマホは
こちらから
スマホは
こちらから

看護学部のカンちゃんです。
最新情報をぜひチェックしてね！

約54万円

約70万円

約124万円

A 富山県立大学

約102万円

約193万円

B 東京私大

約85万円

約176万円

C 全国平均

授業料

仕送り額

合　計

約91万円（※）

A：2020年富山県立大学生協調べ
B：東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査2019年度」
C：全国学生生活協同組合連合会「第５6回学生生活実態調査」（2020）
（※） 文部科学省私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金等
 調査結果について

●e-sports部 ●サッカー部
●バドミントン部 ●ダンスサークル
●バスケットボールサークル ●軟式野球部 他

サークルは３6と多彩

自主活動を応援しま
す！

本学では、学生が大学運営や教育・研究に携わる学内ア
ルバイトもあります。
オープンキャンパスなどの受付・引率、実習授業などで
のTA(教育アシスタント）、学科の研究支援など、お金を
もらって自らも成長する機会となります。

学内アルバイト（工学
部）

学生の出身地域（令和4年度入学生）
体育系サークル（18団体）

●アカペラサークル ●水土里保全研究会 
●軽音楽部 ●天文部 他

●学生会

文科系サークル（１7団体）

その他（1団体）

大学周辺は住宅地
なので、静かで便利

、

安全・安心です。（学
生）

SNSで最新情報を発信中！

工学部・アパート生の年間経費試算 公私比較

学生の
出身地域
121名

岐阜県 3.3%岐阜県 3.3%

富山県
70.2%
富山県
70.2%石川県 6.6％石川県 6.6％

その他
群馬県・

愛知県を含む
10.7%

その他
群馬県・

愛知県を含む
10.7%福井県 2.5%福井県 2.5%

新潟県 2.5%新潟県 2.5%

長野県 4.1%長野県 4.1%

（　 ）

学生の
出身地域
386名

愛知県
13.0%
愛知県
13.0%

石川県 
8.3%
石川県 
8.3%

新潟県
6.2%
新潟県
6.2%

富山県
45.3%
富山県
45.3%岐阜県 5.7%岐阜県 5.7%

その他

21.4%21.4%

福井・長野県
三重県を含む
福井・長野県
三重県を含む（　 ）



教育教育

キャリアセンター

キャリアセンターサテライト

小さくても ｢宝石のように輝く大学｣
高校までの｢学ぶ｣は､先人の仕事のコピーを身につけることと
言えます｡大学や社会では学ぶとともに､日本や国際社会の課題
解決につながるオリジナリティとインパクトある仕事や研究能力が
求められます。本学は、そのための教育や研究の環境を整備し
皆さんを支援します。 社会に積極的に貢献する夢や志を持ち、
大学生活を有意義に送ることを期待します。

理想の大学を富山に実現
藤井澄二初代学長は、MIT･東京大学･東京電機大学での経験をもとに
「学生を大事にする大学」｢地域社会に貢献し､世界に発信する大学」を創ろ
うと考えました。京都大学教育学教授の筧田知義初代学生部長が加わり、1
年次から責任指導する少人数ゼミや「基礎科目」に始まる６年間一貫教育
を構想し､1990年に開学。この構想に共感した多くの人たちの協力のもと、
開学以来32年、教育･研究･社会貢献の相乗効果が生まれ、人材を育て
産業を活性化し社会発展の核となる大学が富山で実現しています。

下山 勲  学長
前 東京大学IRT研究機構機構長、前 東京
大学大学院情報理工学系研究科知能機械
情報学専攻教授。専門はロボット工学。

●１年次から卒業までの少人数ゼミでは、担当教員が責任をもち学生
を育てます。１･２年次はテーマ協議や地域協働活動などで、人間関
係力や問題解決能力を高めます。
●担当教員は、学生への成績手渡し（前･後期）、随時面談など、親身
に支援します。

少人数によるゆきとどいた教育
体系的専門教育で人材育成体系的専門教育で人材育成

工学部1年次 ｢基礎科目｣で専門につなぐ
●実験や演習を通じて、高校の学習内容から大学専門にスムーズに
橋渡しする本学独自の数学・理科科目です。
●仲間とともに興味をもって取り組み、基礎固めすることにより、学
生は大きく伸びます。学生が学習で孤立しないよう、丁寧な教育的
配慮があります。
●教員からは「専門でも、全員が内容をよく理解している」「ともに学
ぶ学風が生まれている」など成果を実感する声があがっています。

人間性豊かな技術者の育成につながるカリキュラム編成
●１年次から専門教育を学習し、基礎学力と広い視野を同時に身につ
ける“クサビ型カリキュラム”の導入。高学年次にも教養教育科目を
開講し、豊かな人間性と幅広い視野を持った技術者の育成を図っ
ています。

●必修英語が10単位と充実
●1～3年次、英語スピーチコンテスト（１年次必修）
●2･3年次、本学開催のTOEICの
　受検料を支援
●「英語資格試験対策ゼミ」
　「技術英語」を科目選択できます。
●米国海外語学研修や
　交換留学制度などに参加できます。

世界への発信をめざす外国語教育

●持続可能な社会実現に向けて、環境への幅広い視野と倫理観（環
境リテラシー）を備えた「工学技術者」を育成するため、導入教育
から専門教育に至るまでの体系的な環境教育プログラムを実施
しています。

体系的な環境教育プログラムの実施

●教員一人当たりにつき院生2名程度の少人数指導
●国際会議で発表を奨励。共同研究費で支援、研究に専念できます。
●発表を通じ､世界と競う高い学力と能力､自信を身につけます｡

研究･発表を支援 大きく伸ばす大学院

●本学の就職率は、全国でもトップクラス。工学部の就職率は、
毎年ほぼ100％となっています。（令和4年３月卒業生の就職
率は令和4年３月3１日現在で99.0％です。）

全国トップクラスの進路実績

●人生を自立して自分らしく生きるため、「キャリア形成論」（1～3年
次）では、グループワークで人間関係力を高め、人生設計を考えます。
●2年次「トピックゼミ」で、科学技術と社会の関わりを考えます。
●3年次｢プレゼンテーション演習ゼミ｣で、的確に伝えあう能力を高めます｡
●｢技術者倫理｣で正しい判断力を高め、｢インターンシップ｣で企業
体験します。
●｢企業経営概論｣で、工学人として技術開発と企業経営を考えます｡

●キャリア形成論の授業を計画・実施するほか、的確できめ細かい
就職支援、進学支援を早期から行うなど、学生が着実にキャリア
を形成しながら、めざす道をしっかり歩んでいけるよう様々なサ
ポートを行っています。

人間力･総合力を高めるキャリア形成支援

●少人数形式で行うグループ学修により、看護の場で自分で考えを組
み立て、発言できる基礎能力を養います。

１年次から指導する少人数ゼミ

●理系の論理性や科学的思考と、文系の感性や共感力を備えた看
護人材を育てるため、それぞれの分野の科目が充実しています。
●教養科目は射水キャンパスで学びます。その一部は工学部生と
共に学び、互いに切磋琢磨して、伸ばし合います。富山と射水の
両キャンパス間は無料シャトルバスで移動します。

充実した教養教育　工学部生とも切磋琢磨

●医療の高度化･複雑化に対応した質の高い看護師を育てるた
め、4年間のカリキュラムを看護師育成に特化します。

医療の高度化等に対応

●看護学・工学連携科目によって、工学的視点を取り入れた人
に優しい看護学を学びます。

工学的視点を取り入れ新時代の看護へ

●１年次からの「トピックゼミ」「初期体験実習」を通じて自分自身
の看護師像や、働き方を考えます。

●キャリアセンターサテライト（令和３年度設置）では、両キャンパ
スの緊密な連携のもと、学生の学問と就職に関する意識付け
を行うとともに、一人ひとりに合ったきめ細かなサポートを行
います。

「自分の生き方を探す」ためのキャリア教育

●県内公的病院や、多様な職種への就職を支援します。
●ステップアップのため、「大学院」や保健師や助産師を養成する「専
攻科」を令和５年の春に設置する予定です。

就職や進学をしっかりサポート（大学院・専攻科設置予定）

2023年
看護学部に大学院・
専攻科を設置予定

教育･研究･社会貢献の3使命を
実践し相乗の成果をあげる

専門力向上 研究者育成

外部資金
研究充実

産業振興

学生成長

地域活性化

社会
貢献

教育 研究

「学生を大事にする大学」 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）、教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）及び卒業時の学位授与方針（ディ
プロマ・ポリシー）に基づいた教育体制により、学生の資質を大きく伸ばし社会に送り出すことをめざした先進的な大学です。

■大学院生の国際会議 ポスター発表風景

オリジナリティとインパクトある
仕事や研究ができる力を

工学部

【沿革】

入学定員

1990年
開学
１６０名

2015年
法人化
230名

2017年
学科拡充
330名

2019年
看護学部
450名

2020年
学科拡充
460名

2022年
入学定員
　　拡充
495名

進化・成長を続ける大学で成長しよう
本学は、設立当初からの志と先見の明のもと、学生を大事にする教育や先端研究を確立、高い成果を
あげ、成長してきました。社会からの高い評価をもとに、工学部の学科や定員、教員数をいっそう拡充し、
看護学部の新設とともに、施設を充実しました。成長する大学で、ともに成長しましょう。

看護学部

年次
教養ゼミⅠ・Ⅱ
トピックゼミⅠ・Ⅱ
プレゼンテーション演習
卒業研究1
卒業研究2

ゼミ生数

約12名

約5名

約3名

1
2

3

4

トピックゼミ
看護学研究Ⅰ

年次 ゼミ生数

約4名
1・2
3

看護学研究Ⅱ4

●1年次から、絆を築くケア技法の「ユマニチュード 」を体系的に
学び、４年間通して高い看護ケア能力を身につけます。これは日
本の看護学部では初めての実践です。
●最新のシミュレータを備えた実習室で、模擬演習を行った上で
病院や福祉施設などで、地域に密着した実習を行います。チー
ム医療・在宅医療・地域包括ケアを学び、実践能力を高めます。

多様な実習で看護ケアの実践力を高める
®

看工連携で新時代の教育と
研究の創造を目指す大学

2 3



®

看護学と工学の連携

（左）本田美和子医師　（中央）イヴ・ジネスト客員教授
（右）竹内登美子学部長

イヴ・ジネスト客員教授

看護学部では、看護学に工学的視点を取入れ、「経験や勘」に頼る部分も多い
看護ケア技術を、工学の力を使って「見える化」し、理論的に学びます。

全国初！ ４年間を通した体系的なユマニチュードの教育
創始者 ジネスト先生による４日間の集中講義
　医療現場でも注目されているユマニチュード（Humanitude  ）とは、フランス人イヴ・ジネスト氏
らが創始し、東京医療センターの本田美和子医師が日本に導入した画期的なコミュニケーションケア技
法です。基本的な技術である「見る」「話す」「触れる」「立つ」の４つを活用すると共に、相手と良
い関係を結ぶための「5つのステップ」を大切にしています。
　ドアや机などをノックして自分が来たこと知らせる「出会いの準備」。相手が気付いたら近づき、目
を合わせてあいさつをすることで良い関係を結ぶ「ケアの準備」。ケアの同意が得られたら、“あなた
の事を大切に思っています”というメッセージを伝えながらケアを行う「知覚の連結」。ケアを終えたら、
共に過ごしたよい時間を振り返る「感情の固定」。最後に、次に訪れることを約束し次のケアへつなげ
る「再会の約束」。
　すべてのステップで、「見る」「話す」「触れる」の技術のうち2つ、できれば3つを同時に行います。
この包括的コミュニケーション技術によって、話ができなかった人が「ありがとう」と言ってくれるよ
うになる、食事がすすまなかった人がおいしそうに食べるようになるなど、“その人らしさを”を取り
戻すことができています。
　本学では、ユマニチュードの技法を学ぶため、フランスからイヴ・ジネスト先生をお迎えし、４日間の
集中講義で直接指導を行います。（R2、R3年度はリモートで実施）

研究研究
本学の研究成果はなかなかに高いのじゃ。
外国雑誌への論文掲載件数：148件（2020）　特許出願・取得件数：15件（2021）
本学の専門教員は100名ほどじゃから、研究の活発さが分かるはずじゃ。

学生の研究例は動画
でも

ご覧いただけます
YouTube「富山県立

大学 

今日の工学」で検索！

日本の看護ケアを変える看護学部看護学部
定員120名

看護は、人間の尊重の精神に基づく「実践の科学」なんだ。
認知症の方ともコミュニケーションできるよう、実践と検証のサイクルを高めていくよ。

看護ケアが患者･看護師の身体や
心に与える影響を、看護学と工学
の両方の視点から学び、人にやさ
しい看護学について考えます。

1 看護ケアと工学(2年次)

1年次から、少人数でグループ学修し、コミュニケーション能
力や表現力を高めます。

2 トピックゼミⅠ～Ⅳ(1～2年次)

フランス発祥の知覚・感情・言語のコミュニケーションによるケ
ア技法を、日本の大学で初めて、学部４年間を通じて学びます。

3 看護ケアとユマニチュード Ⅰ～Ⅳ(1～4年次)

身体診察技法は、人々の健康レベルを把握し、適切な医療やケ
アに結びつけます。

4 フィジカルアセスメント(1年次)

チーム医療での多職種の機能と看護の役割、在宅医療や地域包
括ケアで協働できる能力を身につけます。

5 多職種連携論(4年次)

本学の特色ある講座

看護学部応援キャラクター
看護学部のカンちゃん

世界を変える 　　　 の先端研究工学部

工学の力を借り、私たちの技術がどのような成
り立ちか分析していく。学生たちにしっかりと
した理論を伝えるには、工学との連携が不可欠
だと思います。

患者さんを精神的に支え、
笑顔や感謝の言葉が喜び

患者を救う共通目標のため、
多くのスタッフと連携して

働く充実感

生きがいのある仕事を通じて、
自らの人生が成長

魅力 身に付ける
ための教育

岡本恵里
（看護学科）

教授

必要な能力

研究研究

機械システム工学科 ■エネルギーの輸送・変換・利用技術
■情報機器や生産機械を構成する
材料の強度
■機械製品のライフサイクル設計
■軽金属・高分子・複合材料の開発
　など

定員60名 小型化と高性能化が進む電子機器を効率的
に冷やすために、スーパーコ
ンピュータを使ったシミュ
レーションや実験で、液体を
使う新しい冷却システムを開
発しています。

未来の電子機器を熱から守る

知能ロボット工学科 ■知的な福祉・看護支援ロボットなど
の研究
■柔軟で優れたインタフェースの研究
■先端医療などに貢献する知的計測
技術研究
■人と協調する知的な情報システム
の研究　　　　　　　　　など

定員70名 閉鎖空間における災害状況などの情報収集
活動を安定して行うために、マルチロボット
を用いた多段中継ネットワークの構築手法を
開発しています。移動ロボットの遠隔操作に
必要な通信接続性を維持しながら迅速かつ
網羅的な情報収集を実現します。

被災情報収集活動を安定支援するロボット開発

電気電子工学科 ■半導体集積回路の設計技術
■イメージセンサの開発
■次世代パワー半導体の開発
■システム制御技術
　など

定員45名 人間には見えない赤外線や、ごくわずかな色
の違いも識別できるインテリジェントなイ
メージセンサの研究に取り組んでいます。農
産物や建造物の非破壊検査等に
役立てます。

AIを支える「眼」を創る

情報システム工学科 ■高度な情報処理技術
■センサ応用技術
■システムの信頼性を高める理論と
手法
■高度な通信技術
　など

定員70名 人間の知覚特性・錯覚を利用し、振動で引っ
張られる感覚を生む装置です。バイブレー
ターで非対称振動を発生させ、仮想力覚の
効果を測定します。

仮想力覚を強くする実験

環境・社会基盤工学科 ■水・大気・土壌環境の調査・分析、
評価
■自然と調和した地域デザイン
■災害に強い社会基盤を作る理論と
技術
■再生可能な新エネルギーの開発　
　など

定員55名 富山湾の津波や寄り回り波、洪水など最悪の
シナリオを考慮し、現地
調査し解析・可視化しま
す。新しいハザードマッ
プの作成に取り組んで
います。

水災害を事前に想定する

生物工学科 ■バイオテクノロジーを駆使した医薬
品および診断法の開発
■微生物・植物による有用物質生産
■疾病予防に有効な食品成分の機能
に関する研究
■有機化学および応用微生物学に基
づく医薬探索・開発研究 　　など

定員40名 タンパク質の結晶を、X線回折装置で測定。
コンピュータで原子配列を決定し、タンパク
質立体構造モデルを構築。医薬品生産のた
めの産業用酵素の研究開発
などに役立てます。

タンパク質の構造を決定する実験

医薬品工学科 ■医薬品の分子設計・製剤化・品質
管理
■バイオ医薬品の製造
■医薬品関連材料の設計・製造
■医薬品の体内動態・代謝・副作用
■モデル動物等を用いた疾患の解明
　など

定員35名 様々な疾患モデル動物を用いて、免疫細胞
の変化をフローサイトメトリーなどで解析し、
難病の病態を解明します。免疫を調節する
化合物を探索し、難病の治癒薬開発に取り
組みます。

免疫難病の病態解明と治癒薬の開発研究

▼７学科の研究例あらまし ▼学生の研究例

より優れた
人間力

より高い
看護能力

「ドンドンマスマス 富山県立大学」
プロジェクトリーダードンマス教授
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世界の先端技術に挑む受託・共同研究

共同研究などを通じ、

本学の研究者や学生は、

世界の科学者が知らない

先端技術の研究に常に

関わることになるのじゃ。

世界や地域に貢献する研究拠点として

■産業振興とともに、先端研究や教育に成果
●教員の先端研究の推進や、学生の教育の向上に大きな成果が生まれる
●企業や研究機関、自治体やNPOなど、社会に大きな貢献ができる

■本学先端研究への評価と期待 外部資金が大幅増加
　受託研究、共同研究など、本学の先端研究への期待は高く、2021年度は国内外の大
学･機関･企業等から300件以上、５億円以上の外部資金を受け、先端研究開発の充実は
もちろん、院生の国際会議発表の旅費にも充てています。
　中でも、受託研究費は、17年間で約2倍以上に伸びており、本学の研究力の高さを示
しています。

学生・院生

受託・共同研究等
企業・研究機関他

研究協力会
会員企業

●学生が共同研究に参加できる
●学生が大きく成長

共同研究で学生が成長

●大学研究者などの成果活用
●企業の研究の向上

企業・研究機関のメリット
●研究開発ニーズや情報を交換する交流会
●異業種企業と大学によるテーマ別研究会
●技術者向けセミナーなど

研究協力企業のメリット
企業研究者が、産学連携し、

●先端研究の課題と成果が手に入る
●実用研究が、大きなやりがいとなる
●外部資金により、研究を充実できる

共同研究などで
先端技術キャッチアップ

●技術相談 250件以上
●外部資金受入件数 300件以上
●外部資金受入額 5億円以上

年間（2021年度）

富山県立大学には、大変お世話になっています。

自社だけでは解決が難しい課題も、各分野の専

門研究者に相談でき、共同研究できる体制が

整っているのは有難いですね。卒業生も優秀で

当社の大きな戦力です。（企業研究者）

研究者
（教員）

地域連携センター
コーディネータ３名
２００４年設立

多様な産学連携事業を展開

●㈱インテック　●富士フイルム富山化学㈱富山第一工場　●協和ファーマケミカル㈱
●㈱不二越　●コーセル㈱　●北電情報システムサービス㈱　●㈱スギノマシン
●北陸電力㈱　●立山科学工業㈱　●㈱リッチェル　●田中精密工業㈱　　他

【研究協力会法人会員】 （発起人のみ）　　全220社　2021年5月末現在

●機関　科学技術振興機構､（独）日本学術振興会､富山県、（国研）新エネルギー・産業技
術総合開発機構 他
●企業　KDDI㈱､北陸電力㈱､YKK㈱、㈱小松製作所、三菱ケミカル㈱、㈱島津製作所、
日産自動車㈱ 他

【受託･共同研究団体例】（2021年度）

【地域貢献】  地域協働事業  工学部

令和４年４月「ＤＸ教育研究センター」の供用を開始

富山県立大学に入学してよかったと思うこと（在学生、卒業生に聞く）

地域協働授業で主体的に課題解決できる能力を育てる
　地域の人々との対話を通して地域の課題を学ぶとともに、その課題を科学的に考察する力やコミュニケー
ション力の向上、地域貢献する態度の形成を図る地域協働授業に取り組んでいます。

　1年次の教養ゼミの学生が、本学最寄りの小杉駅地下道がリニューアルされたことに伴うラッピング
のデザインを提案しました。現地視察に始まり、近隣の街並みを巡り、市職員、展示館・神社などの地
域関係者から話を聞き、まずは自らが射水の魅力を知ることからスタート。様々なフィールドワークを
通して体感して得た学びをデザイン案に盛り込み、地元のPRに繋がるラッピングが完成しました。地域
に貢献できた手応えと喜び、地域との協働の面白さを感じながら、様々な能力を伸ばしています。

射水の魅力発信～小杉駅地下道リニューアルのラッピングデザイン～（1年/教養/小林ゼミ）Pick Up!
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　ＤＸとはデジタル・トランスフォーメーションの略で、デジタル技術を活用す
ることにより社会に変革をもたらし、人々の暮らしをより良くするという概念
です。射水キャンパスにＤＸ教育研究センターを新設し、地域社会はもとより広
く人々の生活を支援するための人材教育や高度な研究を推進します。センター
では、最新の機器の活用により最先端の教育や研究に携わることができ実社
会で活躍する優秀なＤＸ人材を育成します。
　これに対応し、令和４年度に情報システム工学科の入学定員を25名、知能ロ
ボット工学科の入学定員を10名増員し、それぞれ70名に拡充しました。

　県立大学でよかったと思うのは、先生に授業の質問などがしやすいことです。それ
も対面で話ができる時だけではなく、リモート授業の時もそうでした。先生は「メー
ルやチャットでの質問にも答えるから送って」と言ってくださいました。最初は、何度
も質問するのは迷惑ではないかと思ったのですが、先生はいつも丁寧に答えてくだ
さり、分かるまで何度でも快く対応してくださったことを感謝しています。

先田　涼真さん
石川県立七尾高校出身電気電子工学科  在学

　県立大学でよかったと思うのは、少人数教育が徹底していることです。先生
との距離が近く、質問がしやすい環境だと思います。先生方も、私たち学生の勉
強の進捗状況や進路について、よく気にかけてくださり、先生の方から「うまく
いってる？」と声をかけていただくこともあります。

伊藤　陽奈さん
静岡市立高校出身生物工学科  在学

　本学の機械システム工学科では、１年生の時から機械製作実習の授業があり、工
作機械などを実際に操作します。授業では大学院の先輩がアシスタントとして加わ
り、手順などを丁寧に教えてくださるので１年生でも実習をこなすことができます。
機械づくりは楽しいですよ。

好田　菜々さん
富山県立水橋高校出身

機械システム工学科卒
機械システム工学専攻  在学

　各学期の成績票を先生から手渡しで受け取り、苦手な点を克服するためのアド
バイスや、進学や就職についても親身になって助言していただけるところがとても
助かっています。

仲谷　尚人さん
岩手県立黒沢尻北高校出身

医薬品工学科卒
生物・医薬品工学専攻  在学

　富山県立大学は少人数で講義やゼミが行われており、学生と先生の距離が近
い点が魅力の一つです。

髙橋　岳さん
滋賀県立米原高校出身

環境・社会基盤工学科卒
滋賀県庁　勤務

　先生方の指導がとても丁寧だと感じました。分からないところを質問に行くと、
基本的なことから理解できるまで細かく熱心に教えてくれます。進路や就職のこと
なども親身に相談に乗ってくれますし、距離が近くて話しやすい先生が多いです。

荒木　奈央さん
三重県立川越高校出身

知能ロボット工学科卒
株式会社シー・ティー・ワイ　勤務

　研究室は少人数制で先生との距離も近く、実験や研究のことだけでなく、就職活
動についても相談しやすい環境です。

二永　貴さん
富山県立南砺福野高校出身

生物工学科卒
協和ファーマケミカル株式会社　勤務

　ゼミや演習、実習は少人数制で行うため、学生一人ひとりに合ったアドバイス
や指導を受けることができます。そのため授業のなかで自分に何が必要なのか
をより具体的に考えながら、知識だけではなく考え方や物事を見る視点などに
ついても学びを深めることができると思います。

看護学部  在学 山本　朱里さん
富山県立滑川高等学校出身

　ユマニチュードについて創始者のジネスト先生や資格をお持ちの先生方から看護
ケアだけでなくコミュニケーション技術も丁寧に学べることです。また１年次からゼ
ミの配属があり先生に相談しやすい環境であることも魅力の一つだと思います。

看護学部  在学 上田　茉那さん
宮城県仙台第一高等学校出身

　講義も少人数制のため、先生方との距離が近く、就職活動の相談もできます。ま
た、公務員試験対策講座も開講されるのでしっかりと準備して試験に臨むことがで
きます。ぜひ、富山県立大学で学び、学校生活を充実させてください。

小林　勇佑さん
愛知県立刈谷北高校出身

環境・社会基盤工学科卒　
富山県庁　勤務

　富山県立大学は少人数制のため、先生方との距離が近くなり、研究内容の相
談だけでなく、就職活動の相談も気軽にできるのが魅力の一つです。自分も就
職活動の相談を研究室の教授にしていました。教授に添削していただいたエント
リーシートはどの企業にも通用する出来になりました。

電子・情報工学科 情報コース
（現情報システム工学科）卒　
デンソーテクノ株式会社　勤務

藤田　晃佑さん
滋賀県立米原高校出身
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