
富山県立大学ニュース
NO.127
| Summer | 2020

コロナ禍でもオンライン講義で授業を
本学では学びの時を止めずに……。

Close-Up県大
p.2-3

ドンドンマスマス！  県大Campus Now !
キャンパストピックス
インフォメーション
人事消息・新任教員紹介・受賞情報
サークル紹介・スケジュール

p.4

p.5

p.6

p.7

p.8

「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

射水キャンパス新校舎、

中央棟が4月より
　供用開始されたのじゃ！







　去る３月29日（日）に富山県立大学中央棟（射水キャンパ

ス）の竣工式が富山県の主催により開催され、約80人の関

係者の出席のもと、石井隆一富山県知事が式辞を述べられ

ました。 

　中央棟は4月1日（水）に供用が開始され、鉄筋コンクリー

ト造9階建て、富山県のアルミ技術を活かしてデザインした

シンボル的な外観の建物です。

　内部は高さ約25mの大きな吹抜け空間を囲むように回廊

を設けており、１階には各種実験室や地域連携センター、２

階には講義室を配置するとともに、学年全員での講義等に

活用する400人収容の大講義室を整備しました。

　また、１階に主体的な学びの空間としてアクティブラーニン

グスペース、２階から８階に談話・交流スペースを配置すると

ともに、３階から９階の各学科の研究室・実験室には飛行時

間型質量分析システム等の最新の研究機器も導入しました。

　今後、更に環境工学科棟等を解体し、再来年度にかけて

跡地に駐車場等を整備する予定ですが、工事が始まると工

事車両の通行や騒音発生などが想定されます。引き続き、

学生、教職員各位にご理解、ご協力をいただきながら、安

全確保に努めて無事完成を迎えたいと願っています。

県大Campus
Now!
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富山県立大学の校舎整備について
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ポートランド州立大学（PSU)語学研修

永年勤続表彰
　永年にわたり本学の発展に寄与され
た功績を称えられる、永年勤続表彰式
が６月１日に行われました。30年勤続で
は、浅野泰久教授、小林一也教授、岩
田栄之准教授、川端繁樹准教授、20年
勤続では、三宅壮聡准教授、浦島智講
師、西原功講師が表彰されました。
　渋谷克人理事長が、「本学開設から
30年、この大学と歩みを共にされてきた
皆様には、培われた知識や経験を引き
続き十分活かしながら、今後とも教育・
研 究 活 動を進
めていただきた
い」 と挨拶を述
べました。

　2月13日㈭～3月8日㈰までの25日間、
本学の学生6名が米国オレゴン州ポート
ランド市で語学研修に参加しました。実
践的な英語力を身につける授業に加え、
期間を通してホームステイをする英語一
色の毎日を通して、英語力の向上だけで
なく、米国文化や社会についても理解を
深めました。
　参加学生からは、「海外を実際に体験
することで、今までの印象が変わった」
や「自分の英語に少し自信がない人でも
挑戦しやすいと思う」などの感想があり、
今後グローバル化する社会に適応できる
人材になるためのよい機会になっています。

　2月26日（水）～28日（金）の３日間、本
学大谷講堂で、学内合同企業研究会を
開催しました。この企業研究会は、令和３
年３月卒業・修了予定の学生が、企業の
業種・職種等について研究し、企業の採
用スケジュール等について企業の人事担
当者から情報収集を行うもので、3 日間
で延べ435名の学生が参加しました。
　1日目～2日目午前中は県外企業、2日
目午後～3日目は県内企業を中心に、計
268の企業に参加いただきました。

スーツに身を包んだ学生達は、熱心に各
企業のブースで人事担当者の説明を聞
き、積極的に質問していました。

学内合同企業研究会

「とやま賞」受賞について
　遠藤洋史准教授（機械システム工学
科）が、富山県ひとづくり財団の「第37
回とやま賞」科学技術部門（高分子材料
科学）を受賞し、５月21日（木）に富山電
気ビルディングにおいて贈呈式が行わ
れました。
　この賞は、置県百年を記念し昭和59
年に創設されたもので、学術研究やス
ポーツなどの分野において顕著な業績
を挙げ、将来の活躍が期待される個人・
団体に贈られるものです。
　今回受賞の対象となった研究業績は

「表界面制御技術を駆使した高分子系
多機能性マテリアル群の開発」で、微細
リンクル加工技術や2次元シート加工技
術に関するオリジナリティ溢れる数多く
の研究が高く評価されました。

令和元年度学位記授与式
●工学部機械システム工学科 村松 政紀
●工学部知能ロボット工学科 大原 祐也
●工学部電子・情報工学科 守山 　遼
●工学部環境・社会基盤工学科 遠藤 雅樹
●工学部生物工学科 茂住 梨紗

　３月２０日（金・祝）、ラポールにおいて、
令和元年度学位記授与式が行われまし
た。式では、下山学長が「皆さんの持つ
個性や独創性を発揮して社会課題に挑
戦し、社会変革をもたらし、ご家族にも幸
せを分配できるような、素晴らしい未来を
つくっていっていただきたい。」と式辞。
　また、山崎富山県副知事が「困難や課
題に直面した時こそ、果敢にチャレンジ
し、力強く新たな未来を切り拓かれること
を願う」と知事の祝辞を代読されました。
　式では、各学科の成績優秀な学生１名
に、学長からベストスチューデント賞が贈
られました。受賞された方々は、次のとお
りです。
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●安否確認システム（ANPIC）について
　 本 学 で は「 公 立 大 学 法 人 富 山 県 立 大 学 安 否 確 認システム

（ANPIC）」を導入しています。富山県で「震度６弱」 以上の地震が発
生したときは、あらかじめ学生の皆さんに登録していただいているメー
ルアドレス等にANPICから安否確認メールが自動送信され、受信した
学生は安否状況を報告することになっています。
　上記以外の災害発生時等においては、発生した災害による影響を鑑
み、必要に応じて大学の管理者が手動でメール配信を行います。

●安否検索
　ANPICは、ご家族が、本学の学生の安否情報を検索して、確認を
することができます。
　電話でのお問い合わせには、時間がかかる場合がありますので、
ご家族の方は、できるだけ【ANPICログインサイト】のURL※にアクセス
して、安否検索をご利用くださいますようお願いします。なお、安否情
報は、平常時は非公開に設定しています。 大規模災害時にご家族が学
生及び教職員の安否を確認できるよう一時的に公開します。
※本学のホームページの安否確認システムのサイトに掲載しています。

●事前の登録
　安否確認メールを受信するために、学生の皆さんは、事前にANPICに
携帯メールアドレスの登録やアプリの登録（LINE設定）を行う必要があ
ります。学生が、ANPICに登録していない場合には、是非ご家族からも、
登録を済ませるようお声がけをしていただけるよう、よろしくお願いいた
します。

「公立大学法人富山県立大学安否確認システム（ANPIC）」

おしらせ

おしらせ

3月20日(金・祝)の学位記授与式において、博士（工学）の学位を授与された方の氏名と論文題目は次のとおりです。

博士の学位授与報告

おしらせ

おしらせ

令和元年度卒業・修了生進路状況(令和２年３月31日現在)

卒業・修了者数

【課程博士】機械システム工学専攻
有賀 善紀

杉野 直人 Study on gas permeability and transferability of molds for injection molding
（射出成形用金型のガス透過性と転写性に関する研究）

小型チップ部品を搭載したプリント基板の熱設計手法に関する研究

【論文博士】生物工学専攻

冨森 菜美乃 ADMET Studies for Sesamin and Episesamin
（セサミンとエピセサミンのADMET（吸収、分布、代謝、排泄、毒性）研究）

おしらせ

おしらせ

就 職 者 数

うち県内就職

231（42）

50（  4）

53（  4）

52（  8）

35（  4）

41（22）

70（  7）

16（  0）

14（  1）

20（  0）

10（  2）

10（  4）

153（29）

36（  3）

34（  3）

24（  3）

27（  4）

32（16）

65（  6）

16（  0）

12（  1）

20（  0）

9（  2）

8（  3）

79（17）

15（  2）

19（  1）

15（  2）

8（  2）

22（10）

28（  2）

9（  0）

5（  0）

6（  0）

4（  2）

4（  0）

進 学 者 数

工学部

うち本学大学院

77（13）

14（  1）

19（  1）

27（  5）

8（  0）

9（  6）

2（  1）

0（  0）

0（  0）

0（  0）

1（  0）

1（  1）

74（13）

14（  1）

19（  1）

25（  5）

7（  0）

9（  6）

2（  1）

0（  0）

0（  0）

0（  0）

1（  0）

1（  1）

工　学　部

機械システム工学科

知能ロボット工学科

電子・情報工学科

環境・社会基盤工学科

生物工学科

大学院・博士前期課程

機械システム工学専攻

知能デザイン工学専攻

情報システム工学専攻

環境工学専攻

生物工学専攻

【業種別就職状況】
その他
10.4%

建設業
9.8%

学術研究、
専門・技術サービス業

10.5%

情報通信業
13.7%

製造業
55.6%

大学院

その他
15.4%

学術研究、
専門・技術サービス業

6.2%

情報通信業
21.5%

製造業
56.9%

（  ） は女子内数
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高速炉に適用する厚肉積層ゴムの研究開発〔１／２縮
尺厚肉積層ゴムを用いた静的載荷試験に基づく履歴
モデルの構築〕

日本機械学会賞（論文）

岡村 茂樹 准教授／工学部機械システム工学科

2020.3.2受賞

Microstructure Evolution and Creep Behavior of Near-α Ti 
Alloy Produced by Thermomechanical Processing（Materials 
Transactions, Vol. 60 No. 11）

第32回 日本金属学会 若手講演論文賞

伊藤 勉 准教授／工学部機械システム工学科

2020.3.17受賞

2019年度（第97期）生産加工・工作機械部門第3企画
委員会委員として講習会の企画・運営において、これま
でにない多大な成果を上げたこと

日本機械学会 生産加工・工作機械部門 部門長特別表彰

神谷 和秀 教授／工学部知能ロボット工学科

2020.4.16受賞

Oh H.J., Oda Y., Ha J.Y., Nagata T., Hanazato T., Miyabara 
Y., Sakamoto M. and Chang K.H. (2019) Responses of 
daphnids and other zooplankton　populations to massive 
fish kill in Lake Suwa.  Ecological Research, 34: 856-863.

（※共責任著者として）

Ecological Research Award

坂本 正樹 准教授／工学部環境・社会基盤工学科

2020.3.7受賞

2019年度 電子情報通信学会 北陸支部 優秀学生賞

田川 風音 博士前期課程知能デザイン工学専攻2年

2020.2受賞指導教員：准教授 高野 博史

2019年度 電子情報通信学会 北陸支部
学生優秀論文発表賞

春田 一成 博士前期課程情報システム工学専攻1年

2020.2受賞指導教員：准教授 中田 崇行

2019年度 電子情報通信学会 北陸支部
学生優秀論文発表賞

尾﨑 裕樹 博士前期課程情報システム工学専攻1年

2020.2受賞指導教員：准教授 中村 正樹

2019年度 電子情報通信学会 北陸支部
学生優秀論文発表賞

甲斐 誉人 博士前期課程情報システム工学専攻2年

2020.2受賞指導教員：准教授 中村 正樹

令和元年度土木学会中部支部優秀講演者賞

遠藤 雅樹 環境・社会基盤工学科4年

2020.3受賞指導教員：教授 伊藤 始

自動車技術会　大学院研究奨励賞

伊藤 大世 博士前期課程機械システム工学専攻2年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

2019年度 日本機械学会 北陸信越支部賞
学生賞 (学生活動の部)

伊藤 大世 博士前期課程機械システム工学専攻2年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

2019年度 日本機械学会 北陸信越支部賞
学生賞 (学生活動の部)

森崎 稜磨 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

2019年度 日本機械学会 北陸信越支部賞
学生賞 (学生活動の部)

内藤 匠海 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

日本機械学会  交通・物流部門
夢・乗り物アイデアコンテスト2019 優秀賞

伊藤 大世 博士前期課程機械システム工学専攻2年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

日本機械学会  交通・物流部門
夢・乗り物アイデアコンテスト2019 優秀賞

森崎 稜磨 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

日本機械学会  交通・物流部門
夢・乗り物アイデアコンテスト2019 優秀賞

内藤 匠海 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

2019年度 日本機械学会 北陸信越支部賞
学生賞 (学生活動の部)

西川 礼恩 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

日本機械学会  交通・物流部門
夢・乗り物アイデアコンテスト2019 優秀賞

西川 礼恩 機械システム工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 寺島 修

2019年度 電気・情報関係学会北陸支部連合大会
優秀論文発表賞

寺島 眞生 博士前期課程知能デザイン工学専攻1年

2020.3受賞指導教員：教授 平原 達也

日本設計工学会 武藤栄次賞優秀学生賞

榑松 一穂 博士前期課程機械システム工学専攻2年

2020.3受賞指導教員：教授 竹井 敏

電気学会 技術委員会奨励賞

犬塚 圭亮 知能ロボット工学科4年

2020.3受賞指導教員：講師 佐保 賢志

新任教員紹介人事消息

就　任 (R2.4.1)

昇　任 (R2.4.1)

工学部
新規採用

(R2.4.1)

看護学部
新規採用

(R2.4.1)

(R2.6.1)

退　職

(R2.3.30)

(R2.3.31)

附属図書館射水館長

附属図書館富山館長

キャリアセンター所長

石森 勇次

田中 いずみ

坂村 芳孝

工
学
部

看
護
学
部

環境・社会基盤工学科／助教  三小田 憲史
環境・社会基盤工学科に着任いたしました。これまで主に水環境における
有害物質の動態を研究してきました。教育・研究を通じ富山県の発展に貢
献できるよう取り組んでいく所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

情報システム工学科／講師  アントニオ レネ
アンゴラから来日し大阪大学で博士号を取得しました。４月まで産業技術総
合研究所でサービス工学に焦点を当てた研究を行って参りました。本学教
員として教育と研究に尽力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

看護学科／准教授  堀井 聡子
厚労省の研究官として地域保健行政に関する政策研究や、JICA専門家とし
てアジア・アフリカ諸国の看護教育制度構築等に携わって参りました。今後
は実践・研究・教育をつなぎ学生とともに地域の健康課題解決に努めます。

看護学科／助教  川口 寛介
本年度より看護学部老年看護学講座に着任いたしました。高齢がん患者の
QOL支援について取り組んでいます。地元の富山県でより良い看護を目指
して教育・研究に尽力していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

看護学科／准教授  城戸口 親史
この度、看護学科に着任いたしました。病院勤務時より、施設内感染予防
や災害時の支援に興味を持ち教育・研究を行ってまいりました。ここ富山
でも研究を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

看護学科／准教授  木谷 尚美
滑川市の出身で、久しぶりに富山に戻ってまいりました。専門は老年看護学
です。年を重ねても自分らしく暮らしたい、その思いに寄り添いたいと思っ
ています。地元に貢献できるよう尽力いたします。よろしくお願いいたします。

2019年度 電子情報通信学会 北陸支部
学生優秀論文発表賞

橋本 康作 博士前期課程情報システム工学専攻1年

2020.2受賞指導教員：准教授 中田 崇行

教員の受賞 受賞日順、学科名、職位は
受賞時のもの

学生の受賞 学科名、学年、指導教員の
職位は受賞時のもの

受賞情報

工学部教授

工学部准教授

工学部准教授

工学部准教授

工学部准教授

工学部講師

事務局長

工学部教授

工学部助教

工学部助教

工学部助教

工学部助教

工学部助教

事務部長・管理課長

工学部教授（特別任用）

工学部講師（特別任用）

工学部講師

工学部助教

看護学部准教授

看護学部准教授

看護学部助教

看護学部准教授

川上 陽介

古澤 之裕

寺島 修

澤井 圭

小島 千昭

木下 史也

山下 康二

松田 敏弘

清家 美帆

八尾 惇

高橋 祐里香

松井 大亮

北岡 直樹

海下 雅人

森 孝男

碓井 エリザベス

アントニオ レネ

三小田 憲史

城戸口 親史

木谷 尚美

川口 寛介

堀井 聡子
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