
広い視野を持った研究者に

なりたいので、ボランティア、インター

ンシップ、海外留学など、学生のうち

に価値ある体験をたくさんしてみたい

と思っています。(アパート生)

人生でめざすべき高い目標とは、

よりよい自分をめざし、社会に貢

献することではないかな。

大学合格は大事じゃが、それ自体

は高い目標とは言えぬ。 

将来、どんな専門力を身につけ、

社会にどう貢献するか、そのため

に自分を伸ばす大学を

選んでほしいものじゃ。

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射水キャンパス周辺に約
1,000室、月３万円台も多くあります。
アパート生の平均年間経費試算合計額は、本学
120万円以下。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

アルバイトを最小にし、時間の余裕を社会活動や
海外留学などに活用し大学生活を実り多いものに
でき、無理なく大学院進学ができるのも魅力です。

実り多い大学生活や進学は、
お金や時間の余裕から

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

【工学部】富山県外出身者が６割以上

【看護学部】4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）

●授業料半額相当を給付
　対象： 本校を優秀な成績で卒業し、
 本学大学院博士前期課程に進学した者

大学院進学者への奨学金制度
（大谷米太郎記念基金事業）

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

もあるのじゃ。

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

があるのじゃ。
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射水キャンパス〈工学部〉

太閤山ショッピングセンター

南太閤山

至コストコ

〒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10分。

あいの風とやま鉄道小杉駅南口から、徒歩約20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丁目２番７８号
TEL：076-464-5410（代）　FAX：076-422-6070

県薬事総合
研究開発センター

至金沢 あいの風とやま鉄道 至新潟

至東京

至滑川

至立山町

至立山 I.C

北陸新幹線
富山地方鉄道本線

県庁

至金沢

城址公園 市役所

荒町 富山
トヨタ

東部
小学校

石金
交番

富山県立
中央病院フェリオ

西町

至高岡

至小杉I.C

富山駅

稲
荷
町
駅

不
二
越
駅

石金

双代町

富山 I.C

ANA
クラウンプラザ

ホテル
富山県立大学
看護学部栄

町
駅

富
山
地
方
鉄
道
上
滝
線

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/

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

SNSで最新情報を
発信中！ 検索してね！！

SNSで最新情報を
発信中！ 検索してね！！

約53.8万円

約63万円

約117万円

A 富山県立大学

約100万円

約190万円

B 東京私大

約86万円

約176万円

C 全国平均

授業料

仕送り額

合　計

約90万円（※）

A：2017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2018年度」
C：全国学生生活協同組合連合会「第５４回学生生活実態調査」（2018）

（※） 文部科学省私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等
 調査結果について

●バドミントン部 ●軟式野球部
●サッカー部 ●自動二輪部 ●ダンスサークル 
●バスケットボールサークル 他

サークルは３５と多彩
自主活動を応援します！

学生の出身地域

射水キャンパス周辺は住宅地なので、

静かで便利、安全・安心です。（学生）

海にもスキー場にも車で30分。

余暇時間を思う存分楽しめます。

（学生）

体育系サークル（17団体）

●アカペラサークル ●軽音部 
●ひまわりサークル ●水土里保全研究会 
●天文部 他

文科系サークル（17団体）

●学生会
その他（1団体）

富山県立大学
保護者の皆様へ

2019年

4月より

ご案内
教員の責任指導で
学生を伸ばす教育教育 世界を変える先端研究研究研究

世界の先端技術に
挑む共同研究

社会
貢献
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
学生
生活

保護者向けパンフレット 2020

成長する教育･研究環境で、成長しよう

２キャンパス［射水・富山］に！
２学部［工学部・看護学部］

公式Twitter 公式Facebook

愛知県
20.3%
愛知県
20.3%

石川県 
9.0%
石川県 
9.0%

岐阜県 7.9%岐阜県 7.9%

富山県
39.7%
富山県
39.7%

長野県 4.2%長野県 4.2%

静岡県 3.4%静岡県 3.4%
新潟県 2.8%新潟県 2.8%
三重県 2.3%三重県 2.3%

福井県 1.4%福井県 1.4%
群馬県 1.1%群馬県 1.1%

その他 7.9%その他 7.9%

工 学 部
平成31年度
入学者355名

愛知県 4.9%愛知県 4.9%

石川県 
8.9%
石川県 
8.9%

岐阜県 2.4%岐阜県 2.4%

富山県
58.5%
富山県
58.5%新潟県 5.7%新潟県 5.7%

その他
16.3%
その他
16.3%

看護学部
平成31年度
入学者123名

長野県 3.3%長野県 3.3%



看工連携で新時代の
教育と研究の創造をめざす大学

小さくても ｢ 宝 石のように輝く大 学 ｣
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

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29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。

●少人数教育を中心に、一人ひとりの学生にゆきとどいた教育を行い、
基礎学力の向上や地域共同活動にも取り組むことで人間力・実践力・
創造力の養成に力を入れてます。

●１年次…「教養ゼミ」（教員１人当たりにつき生徒10～15名程度）
●２年次…「トピックゼミ」（教員一人当たりにつき生徒10～15名程度）
●３年次…「プレゼンテーション演習・専門ゼミ」、「卒業研究1」　　　

　　　　（教員一人当たりにつき生徒3名程度）
●４年次…「卒業研究」、「卒業研究2」（教員一人当たりにつき生徒2名程度）

少人数によるゆきとどいた教育
担当教員が責任をもって指導

体系的専門教育で人材育成体系的専門教育で人材育成

教養教育が充実教養教育が充実

●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”を導入。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。

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

●専門への興味を実験･演習などで高める独自科目です。
●学生は仲間とともに大きく伸び、学ぶ気風が育ちます。

工学部1年次 ｢基礎科目｣で専門につなぐ

●学部・大学院（博士前期課程）の６年一貫教育を意識した体系的なカ
リキュラムを確立。大学院のMOT科目（技術経営に関する基礎的な
知識等を学ぶ講座）などを学部生にも開放し、より高度な技術と広
い視野を持った職業人の育成に取り組んでいます。

学部・大学院を通じた連携教育の体制の確立

●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。
●本学開催のTOEIC受検料を支援します。
●海外語学研修に参加できる。
●｢高度実践英語｣を学び国際会議で発表
　（工学部大学院）

世界への発信をめざす外国語教育

●持続可能な社会の実現に向けて、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1人当たり院生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

●社会の仕組みや働くことの意義、自分自身の適性や能力を理解しながら自
分の生き方を考え、企業社会で活躍できる人材育成に取り組んでいます。

人間力･総合力を高めるキャリア形成支援

●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。

キャリアセンター

大学院生の国際会議　ポスター発表風景

射水キャンパス　新棟完成イメージ図
2020年4月供用開始予定　 新棟  延床22,215㎡

富山キャンパス　正面からのエントランス棟

工学部

●教員1人当たりにつき生徒約4名の少人数形式で行う共同学修により、
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。

●ゼミでは主体的に情報収集し、ディスカッションやプレゼンテーショ
ンを行うことで、コミュニケーション能力や表現力を高めることを目
指します。

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。

●教養科目の一部は工学部生らと共に学び切磋琢磨して、伸ばし合います。

看護学部1年次 教養科目で切磋琢磨

●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
間で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を

●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。

キャリア教育で自分の生き方を探す

●1年次からユマニチュードを体系的に学び、4年間を通して高い看護
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こと
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

●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、今後「大学院」や保健師や助産師を養成する
「専攻科」の設置の検討を予定しています。

就職や進学をしっかりサポート

看護学部

●｢技術者倫理｣で技術者としての倫理感を身につけ、｢インターンシップ｣で企
業体験。

●｢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｡

●教養教育科目や専門教育科目とは別に「キャリア形成科目（８科目）」を開講
し、入学から卒業までの一貫したキャリア形成教育を行っています。
主な科目  「キャリア形成論｣（必修科目）１～３年まで、学年に応じたキャリア形成
を行う科目。グループワークで人間関係力を高め、人生設計します。｢トピックゼミ
Ⅰ・Ⅱ｣（必修科目）２年次で実施する少人数ゼミ。社会人による講話や企業訪問
などを実施し、技術と社会の関わりを考え、自己のキャリアを考察していきます。

キャリア形成科目

〈人間の理解〉 経済学、社会学、コミュニケーション論、文学、
 比較文化学、心理学、健康科学他

〈自然･情報〉 数学、物理学、化学、生物学、情報科学他
〈 外 国 語 〉 英語、中国語他

教養科目

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

【沿革】
1990年
開学

入学定員80名

2015年
拡充前
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

成長する大学で、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、施設を充実します。
成長する大学で、ともに成長しましょう。

「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

※出典「面倒見がよい大学ランキング100」　（大学通信）2019年2月8日  東洋経済ONLINE

高校進路指導教諭による「面倒見がよい大学」本学は公立大学3位（全国22位）

教育教育

看護学部 教養科目は、射水キャンパスで工学部の学生と
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

基礎科目  数学、数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理学、物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、
生物学、生物学Ⅰ、生物学Ⅱ、数学物理学演習、数学物理学演習Ⅰ、数学物理学演習Ⅱ、
化学演習、生物学演習、物理実験、化学実験、生物学実験、基礎数学、基礎物理学、
基礎化学、基礎生物学

「学生を大事にする大学」 学生の資質を大きく伸ばし社会に送り出す 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。

全国トップクラスの進路実績
不況にも強い！
３年間就職率ランキング　理工系で全国１位

（「週刊　東洋経済」）
景気に左右されず安定して高い成果をあげてい
ます。

工学部 看護
学部
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看工連携で新時代の
教育と研究の創造をめざす大学

小さくても ｢ 宝 石のように輝く大 学 ｣
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

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29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。

●少人数教育を中心に、一人ひとりの学生にゆきとどいた教育を行い、
基礎学力の向上や地域共同活動にも取り組むことで人間力・実践力・
創造力の養成に力を入れてます。

●１年次…「教養ゼミ」（教員１人当たりにつき生徒10～15名程度）
●２年次…「トピックゼミ」（教員一人当たりにつき生徒10～15名程度）
●３年次…「プレゼンテーション演習・専門ゼミ」、「卒業研究1」　　　

　　　　（教員一人当たりにつき生徒3名程度）
●４年次…「卒業研究」、「卒業研究2」（教員一人当たりにつき生徒2名程度）

少人数によるゆきとどいた教育
担当教員が責任をもって指導

体系的専門教育で人材育成体系的専門教育で人材育成

教養教育が充実教養教育が充実

●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”を導入。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。

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

●専門への興味を実験･演習などで高める独自科目です。
●学生は仲間とともに大きく伸び、学ぶ気風が育ちます。

工学部1年次 ｢基礎科目｣で専門につなぐ

●学部・大学院（博士前期課程）の６年一貫教育を意識した体系的なカ
リキュラムを確立。大学院のMOT科目（技術経営に関する基礎的な
知識等を学ぶ講座）などを学部生にも開放し、より高度な技術と広
い視野を持った職業人の育成に取り組んでいます。

学部・大学院を通じた連携教育の体制の確立

●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。
●本学開催のTOEIC受検料を支援します。
●海外語学研修に参加できる。
●｢高度実践英語｣を学び国際会議で発表
　（工学部大学院）

世界への発信をめざす外国語教育

●持続可能な社会の実現に向けて、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1人当たり院生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

●社会の仕組みや働くことの意義、自分自身の適性や能力を理解しながら自
分の生き方を考え、企業社会で活躍できる人材育成に取り組んでいます。

人間力･総合力を高めるキャリア形成支援

●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。

キャリアセンター

大学院生の国際会議　ポスター発表風景

射水キャンパス　新棟完成イメージ図
2020年4月供用開始予定　 新棟  延床22,215㎡

富山キャンパス　正面からのエントランス棟

工学部

●教員1人当たりにつき生徒約4名の少人数形式で行う共同学修により、
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。

●ゼミでは主体的に情報収集し、ディスカッションやプレゼンテーショ
ンを行うことで、コミュニケーション能力や表現力を高めることを目
指します。

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。

●教養科目の一部は工学部生らと共に学び切磋琢磨して、伸ばし合います。

看護学部1年次 教養科目で切磋琢磨

●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
間で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を

●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。

キャリア教育で自分の生き方を探す

●1年次からユマニチュードを体系的に学び、4年間を通して高い看護
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こと
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

●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、今後「大学院」や保健師や助産師を養成する
「専攻科」の設置の検討を予定しています。

就職や進学をしっかりサポート

看護学部

●｢技術者倫理｣で技術者としての倫理感を身につけ、｢インターンシップ｣で企
業体験。

●｢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｡

●教養教育科目や専門教育科目とは別に「キャリア形成科目（８科目）」を開講
し、入学から卒業までの一貫したキャリア形成教育を行っています。
主な科目  「キャリア形成論｣（必修科目）１～３年まで、学年に応じたキャリア形成
を行う科目。グループワークで人間関係力を高め、人生設計します。｢トピックゼミ
Ⅰ・Ⅱ｣（必修科目）２年次で実施する少人数ゼミ。社会人による講話や企業訪問
などを実施し、技術と社会の関わりを考え、自己のキャリアを考察していきます。

キャリア形成科目

〈人間の理解〉 経済学、社会学、コミュニケーション論、文学、
 比較文化学、心理学、健康科学他

〈自然･情報〉 数学、物理学、化学、生物学、情報科学他
〈 外 国 語 〉 英語、中国語他

教養科目

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

【沿革】
1990年
開学

入学定員80名

2015年
拡充前
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

成長する大学で、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、施設を充実します。
成長する大学で、ともに成長しましょう。

「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

※出典「面倒見がよい大学ランキング100」　（大学通信）2019年2月8日  東洋経済ONLINE

高校進路指導教諭による「面倒見がよい大学」本学は公立大学3位（全国22位）

教育教育

看護学部 教養科目は、射水キャンパスで工学部の学生と
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

基礎科目  数学、数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理学、物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、
生物学、生物学Ⅰ、生物学Ⅱ、数学物理学演習、数学物理学演習Ⅰ、数学物理学演習Ⅱ、
化学演習、生物学演習、物理実験、化学実験、生物学実験、基礎数学、基礎物理学、
基礎化学、基礎生物学

「学生を大事にする大学」 学生の資質を大きく伸ばし社会に送り出す 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。

全国トップクラスの進路実績
不況にも強い！
３年間就職率ランキング　理工系で全国１位

（「週刊　東洋経済」）
景気に左右されず安定して高い成果をあげてい
ます。

工学部 看護
学部

2 3



世界を変える 工学部の先端研究

主体性を持って協力して課題に対応する学び方を多く取り入れます。
また、豊富な教材を用いて、学生が自ら学ぶ姿勢を支援します。

1111「自ら学ぶ力」を身につける

隣接する富山県立中央病院をはじめ、県内公的病院、訪問看護
ステーション、様々な保健医療福祉施設で、地域に密着した実習
を行います。

2222 多様な実習の場で実践力をつける

看護学・工学連携科目を配置し、工学的視点を取り入れた人に
やさしい看護学について学び、新時代の看護師を目指します。

3333 工学的な視点を｢看護｣の世界ヘ

１年次から、「トピックゼミ」「初期体験実習」を通して自分らしい
看護師像や働き方を考えます。県内公的病院などへの就職もサ
ポートします。

4444 キャリア形成科目で
自分らしい生き方を探す

今後、看護学を研究するための「大学院」や、保健師・助産師を
養成する「専攻科」を設置検討予定です。

5555 さらなるステップアップの道へ

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

1年次から、少人数で共同学修し、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

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

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

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

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：136件（2016）　特許出願・取得件数：34件（2016）
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。

機械システム工学科

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！

■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。

▼７学科の研究例あらまし ▼学生の研究例

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

■柔軟で賢い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60名 手指のリハビリのため、画像処理・情報化機
能のある試作機で、患者役の手に検査者役
の手の画像を重ね運動誘導します。近隣病院
で実証実験します。

デジタルミラーボックスの開発

電気電子工学科 ■半導体集積回路の設計技術
■イメージセンサーの開発
■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
メージセンサー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
■センサー応用技術
■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45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
■iPS細胞等を用いる再生医療
　など

定員35名 マイクロ流路チップを使って、点眼剤の原料
を急速混合。混合液を高速液体クロマトグラ
フィーで分析し、点眼製剤の生成を確かめま
す。精製後には、粒度分布計で点眼製剤が目
的のサイズになっているか計測します。

マイクロ流路デバイスで点眼剤を創る

2020年

４月から 工学部  電子・情報工学科が拡充

電気電子工学科電気電子工学科 情報システム工学科情報システム工学科
と

に

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。

本学独自の講義は？

高機能電子材料 センサデバイス
や通信におけるアナログ回路、
信号処理システム等、電力変換
装置の小型化、パワーエレクトロ
ニクスによる省エネ化研究等

集積機能デバイス
工学講座

光･電磁波計測技術による画像や位
置情報等のセンシング､宇宙を含む
電磁環境の解析やネットワーク障害
検知､電力・エネルギー等のシステム
制御研究等

電子通信システム
工学講座

システムデザイン手法､コ
ンピュータリソースを生か
すアルゴリズム、大量分散
データ収集技術応用､ビッ
グデータ分析による都市
交通や生産管理の効率改
善方法の研究等

情報基盤
工学講座

スマートフォン、莫大な情報を処理する
AI技術、思考で操作する脳波インタ
フェースや三次元画像処理、看護学部と

連携した高
齢者・障が
い者支援シ
ステムの研
究開発等

情報システム
工学講座

スマートフォンはLSIセンサの集合体

ロケットに搭載する本学装置を
最終動作チェック中の院生

（写真：JAXA提供）
指差し呼称確認システム
AIが評価、医療ミス大幅減 

思考を感知するインタフェース
を使う､仮想空間移動実験

高次脳機能障がい患者用
自動車運転適正評価システムによる実験の様子コンピュータでLSI設計

電気電子工学科 情報システム工学科

看護学部応援キャラクター
看護学部の カンちゃん

どんなことが
学べるの？
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世界を変える 工学部の先端研究

主体性を持って協力して課題に対応する学び方を多く取り入れます。
また、豊富な教材を用いて、学生が自ら学ぶ姿勢を支援します。

1111「自ら学ぶ力」を身につける

隣接する富山県立中央病院をはじめ、県内公的病院、訪問看護
ステーション、様々な保健医療福祉施設で、地域に密着した実習
を行います。

2222 多様な実習の場で実践力をつける

看護学・工学連携科目を配置し、工学的視点を取り入れた人に
やさしい看護学について学び、新時代の看護師を目指します。

3333 工学的な視点を｢看護｣の世界ヘ

１年次から、「トピックゼミ」「初期体験実習」を通して自分らしい
看護師像や働き方を考えます。県内公的病院などへの就職もサ
ポートします。

4444 キャリア形成科目で
自分らしい生き方を探す

今後、看護学を研究するための「大学院」や、保健師・助産師を
養成する「専攻科」を設置検討予定です。

5555 さらなるステップアップの道へ

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

1年次から、少人数で共同学修し、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

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

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

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

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：136件（2016）　特許出願・取得件数：34件（2016）
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。

機械システム工学科

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！

■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。

▼７学科の研究例あらまし ▼学生の研究例

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

■柔軟で賢い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60名 手指のリハビリのため、画像処理・情報化機
能のある試作機で、患者役の手に検査者役
の手の画像を重ね運動誘導します。近隣病院
で実証実験します。

デジタルミラーボックスの開発

電気電子工学科 ■半導体集積回路の設計技術
■イメージセンサーの開発
■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
メージセンサー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
■センサー応用技術
■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45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
■iPS細胞等を用いる再生医療
　など

定員35名 マイクロ流路チップを使って、点眼剤の原料
を急速混合。混合液を高速液体クロマトグラ
フィーで分析し、点眼製剤の生成を確かめま
す。精製後には、粒度分布計で点眼製剤が目
的のサイズになっているか計測します。

マイクロ流路デバイスで点眼剤を創る

2020年

４月から 工学部  電子・情報工学科が拡充

電気電子工学科電気電子工学科 情報システム工学科情報システム工学科
と

に

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。
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装置の小型化、パワーエレクトロ
ニクスによる省エネ化研究等

集積機能デバイス
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光･電磁波計測技術による画像や位
置情報等のセンシング､宇宙を含む
電磁環境の解析やネットワーク障害
検知､電力・エネルギー等のシステム
制御研究等

電子通信システム
工学講座

システムデザイン手法､コ
ンピュータリソースを生か
すアルゴリズム、大量分散
データ収集技術応用､ビッ
グデータ分析による都市
交通や生産管理の効率改
善方法の研究等

情報基盤
工学講座

スマートフォン、莫大な情報を処理する
AI技術、思考で操作する脳波インタ
フェースや三次元画像処理、看護学部と

連携した高
齢者・障が
い者支援シ
ステムの研
究開発等

情報システム
工学講座

スマートフォンはLSIセンサの集合体

ロケットに搭載する本学装置を
最終動作チェック中の院生

（写真：JAXA提供）
指差し呼称確認システム
AIが評価、医療ミス大幅減 
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高次脳機能障がい患者用
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世界の先端技術に挑む共同研究
社会
貢献
社会
貢献

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

看護ケアで地域に貢献する 看護学部
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

　本学の先端研究への期待は高く、2018年度は
国内外の大学･機関･企業等から300件以上、4億
円を超える外部資金を受け、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。
　外部資金の受入額は、14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

共同研究等
企業・研究機関他

研究協力会
会員企業・医療機関

●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

　看護学部生入学前の昨年９月に、地域の病院・福祉施設で学生実習
の指導者約170名や内定教員約50名を対象に、フランスからユマニ
チュードの開発者イヴ･ジネスト先生を招いて、講義や実習による研修
会を開催。地域の看護力を向上させてゆきます。

地域の看護師等にユマニチュード®研修会を開催

●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 280件以上
●外部資金受入件数 300件以上
●外部資金受入額 4億1千万以上

年間（２０１8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236社　2019年5月末現在

●機関
科学技術振興機構､（独）日本学術振興会､
総務省、富山県、（公社）とやま観光推進機構
　　　　　　　　　　　　　　  　　　他
●企業
新日鐵住金㈱､㈱東芝､㈱ファンケル､ＹＫＫ㈱､
コマツNTC㈱、富士通㈱、㈱不二越　　他

【受託･共同研究団体例】
2018年度

科学
研究費

奨励
寄附金

共同
研究費
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イヴ・ジネスト先生

厳しい自然条件
　年間降水量が日本トップクラス、3,000ｍ級の山
脈から数十kmで富山湾へ注ぐ急流河川が、大洪水
を繰り返しました。

豊かな水を資源に
　災害を克服するため、とやまの先人たちは、原生
林を保護し、里山を育て、水田を整備し、堰堤を築
きました。そして、大規模な水力発電ダムを建設、
安価な電力により工業を誘致しました。人々の英知
と努力によって、日本海側で最大規模の工業集積を
行ったのが富山県です。

高度技術産業群が集積
●医療機器・産業ロボット
●癒し系ロボット　　
●自動車用軸受け･　　 

ベアリング　
●自動車用エンジンバルブ

開閉用部品
●太陽電池ウェハー製造

装置 　
●ウォータージェット
●金属切断機械、金型製造

　　　　　

●バイオマスナノファイバー
●コンピュータ等のスイッ

チング電源　　　
●超大型樹脂成形システム
●電気めっき、　　　　

特殊表面処理　　　　
●高機能コンデンサ　
●液晶ディスプレイ部品
●リチウムイオン電池材料
●ロボット制御用センサ

国内外のトップシェア企業
 分　野  シェア

●パソコン用ショックセンサ ・・・・・・・世界 100％
●高速通信対応の高機能スマホ部品・・世界 100％
●カメラレンズ着脱部マウント・・・・・・世界 90％
●セラミック発振子 ・・・・・・・・・・・・世界 70％
●プラスチック光ファイバー ・・・・・・・世界 70％
●一般家庭用接着剤・・・・・・・・・・・・全国 80％
●L型自動包装機・・・・・・・・・・・・・・全国 70％
●耐圧樹脂ホース ・・・・・・・・・・・・・全国 70％

全世代の正規雇用率 3位
　従業員の暮らしを守り、新規分野に挑戦する経営
が富山の企業の元気のもと。

可処分所得 4位
　1世帯当たりの消費支出は約32万円。勤労者世
帯可処分所得は月額約52万円。東京都約51万円、
大阪府約41万円。
　物価指数を考えると、富山では大都市圏より豊か
な暮らしができます。

全国814都市 住みよさランキングで
トップ50に富山県5都市
【内訳】 ●24位　砺波市
 ●31位　黒部市
 ●38位　滑川市
 ●43位　小矢部市
 ●48位　射水市（本学所在地）

日本総合研究所調査  全国5位
生活分野１位、教育分野2位、仕事分野5位

法政大学調査  全国２位

洪水を逆転の発想で
発電に生かし工業振興

「ものづくり県」富山県へ
そして、本学も先端技術の力に

人々の努力が築いた
豊かな暮らし 住みよさトップクラスの街 幸福度トップクラス

総務省「平成29年就業構造基本調査」

富山県「平成30年家計調査統計表」 東洋経済新報社「住みよさランキング2018」

『全47都道府県幸福度ランキング2018年版』
（寺島実郎監修、日本総合研究所、

日本ユニシス株式会社総合技術研究所編集） による

全国5位 20代以下
全国8位 全体

移住希望地に
選ばれる富山県

魅力ある居住条件

●若者正規雇用率1位 （2017）

●正社員有効求人倍率2位 （2017）

●共働き率3位 57.1%／全国48.8% （2017）

１ 就労環境が良い

●植生自然度3位 ※北海道・沖縄に次ぐ （1998）

●都市公園整備率12位 ※一人当たり （2017）

2 自然環境が良い

●持ち家率1位 78.1％／全国62.3% （2015）

●一住宅当たり延べ面積1位 （2013）

●火災発生件数47位 ※人口1万人当たり （2016）

3 住居環境が良い

●高校卒業者進路決定率1位 （2017）

●全国学力テスト  トップクラス
●保育所待機児童数ゼロ （2017）

４ 教育環境が良い

●道路整備率1位 （2016）

●北陸新幹線で東京まで2時間10分
●北陸新幹線と特急で大阪まで3時間
●富山きときと空港から、
　ソウル・大連・上海・台北など国際便、
　東京・札幌便

５ 交通環境が良い

※NPO法人ふるさと回帰支援センター
「移住希望地ランキング」（2018）　

法政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本光司
幸福度指数研究会 2011年 による※「都市力」を、安心度・利便度・快適度・富裕度・

　住居水準充実度から計ったもの。

地域貢献Center of Community（COC）事業  工学部
地域協働授業でボランティア精神を育てる
　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。
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世界の先端技術に挑む共同研究
社会
貢献
社会
貢献

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

看護ケアで地域に貢献する 看護学部
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

　本学の先端研究への期待は高く、2018年度は
国内外の大学･機関･企業等から300件以上、4億
円を超える外部資金を受け、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。
　外部資金の受入額は、14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

共同研究等
企業・研究機関他

研究協力会
会員企業・医療機関

●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

　看護学部生入学前の昨年９月に、地域の病院・福祉施設で学生実習
の指導者約170名や内定教員約50名を対象に、フランスからユマニ
チュードの開発者イヴ･ジネスト先生を招いて、講義や実習による研修
会を開催。地域の看護力を向上させてゆきます。

地域の看護師等にユマニチュード®研修会を開催

●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 280件以上
●外部資金受入件数 300件以上
●外部資金受入額 4億1千万以上

年間（２０１8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236社　2019年5月末現在

●機関
科学技術振興機構､（独）日本学術振興会､
総務省、富山県、（公社）とやま観光推進機構
　　　　　　　　　　　　　　  　　　他
●企業
新日鐵住金㈱､㈱東芝､㈱ファンケル､ＹＫＫ㈱､
コマツNTC㈱、富士通㈱、㈱不二越　　他

【受託･共同研究団体例】
2018年度

科学
研究費

奨励
寄附金

共同
研究費
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研究費

学術
相談料

0

100

200

300

400

50

150

250

350

450
（百万円）

（年度）2004
H16

2011
H23

2018
H30

イヴ・ジネスト先生

厳しい自然条件
　年間降水量が日本トップクラス、3,000ｍ級の山
脈から数十kmで富山湾へ注ぐ急流河川が、大洪水
を繰り返しました。

豊かな水を資源に
　災害を克服するため、とやまの先人たちは、原生
林を保護し、里山を育て、水田を整備し、堰堤を築
きました。そして、大規模な水力発電ダムを建設、
安価な電力により工業を誘致しました。人々の英知
と努力によって、日本海側で最大規模の工業集積を
行ったのが富山県です。

高度技術産業群が集積
●医療機器・産業ロボット
●癒し系ロボット　　
●自動車用軸受け･　　 

ベアリング　
●自動車用エンジンバルブ

開閉用部品
●太陽電池ウェハー製造

装置 　
●ウォータージェット
●金属切断機械、金型製造

　　　　　

●バイオマスナノファイバー
●コンピュータ等のスイッ

チング電源　　　
●超大型樹脂成形システム
●電気めっき、　　　　

特殊表面処理　　　　
●高機能コンデンサ　
●液晶ディスプレイ部品
●リチウムイオン電池材料
●ロボット制御用センサ

国内外のトップシェア企業
 分　野  シェア

●パソコン用ショックセンサ ・・・・・・・世界 100％
●高速通信対応の高機能スマホ部品・・世界 100％
●カメラレンズ着脱部マウント・・・・・・世界 90％
●セラミック発振子 ・・・・・・・・・・・・世界 70％
●プラスチック光ファイバー ・・・・・・・世界 70％
●一般家庭用接着剤・・・・・・・・・・・・全国 80％
●L型自動包装機・・・・・・・・・・・・・・全国 70％
●耐圧樹脂ホース ・・・・・・・・・・・・・全国 70％

全世代の正規雇用率 3位
　従業員の暮らしを守り、新規分野に挑戦する経営
が富山の企業の元気のもと。

可処分所得 4位
　1世帯当たりの消費支出は約32万円。勤労者世
帯可処分所得は月額約52万円。東京都約51万円、
大阪府約41万円。
　物価指数を考えると、富山では大都市圏より豊か
な暮らしができます。

全国814都市 住みよさランキングで
トップ50に富山県5都市
【内訳】 ●24位　砺波市
 ●31位　黒部市
 ●38位　滑川市
 ●43位　小矢部市
 ●48位　射水市（本学所在地）

日本総合研究所調査  全国5位
生活分野１位、教育分野2位、仕事分野5位

法政大学調査  全国２位

洪水を逆転の発想で
発電に生かし工業振興

「ものづくり県」富山県へ
そして、本学も先端技術の力に

人々の努力が築いた
豊かな暮らし 住みよさトップクラスの街 幸福度トップクラス

総務省「平成29年就業構造基本調査」

富山県「平成30年家計調査統計表」 東洋経済新報社「住みよさランキング2018」

『全47都道府県幸福度ランキング2018年版』
（寺島実郎監修、日本総合研究所、

日本ユニシス株式会社総合技術研究所編集） による

全国5位 20代以下
全国8位 全体

移住希望地に
選ばれる富山県

魅力ある居住条件

●若者正規雇用率1位 （2017）

●正社員有効求人倍率2位 （2017）

●共働き率3位 57.1%／全国48.8% （2017）

１ 就労環境が良い

●植生自然度3位 ※北海道・沖縄に次ぐ （1998）

●都市公園整備率12位 ※一人当たり （2017）

2 自然環境が良い

●持ち家率1位 78.1％／全国62.3% （2015）

●一住宅当たり延べ面積1位 （2013）

●火災発生件数47位 ※人口1万人当たり （2016）

3 住居環境が良い

●高校卒業者進路決定率1位 （2017）

●全国学力テスト  トップクラス
●保育所待機児童数ゼロ （2017）

４ 教育環境が良い

●道路整備率1位 （2016）

●北陸新幹線で東京まで2時間10分
●北陸新幹線と特急で大阪まで3時間
●富山きときと空港から、
　ソウル・大連・上海・台北など国際便、
　東京・札幌便

５ 交通環境が良い

※NPO法人ふるさと回帰支援センター
「移住希望地ランキング」（2018）　

法政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本光司
幸福度指数研究会 2011年 による※「都市力」を、安心度・利便度・快適度・富裕度・

　住居水準充実度から計ったもの。

地域貢献Center of Community（COC）事業  工学部
地域協働授業でボランティア精神を育てる
　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。

6 7



広い視野を持った研究者に

なりたいので、ボランティア、インター

ンシップ、海外留学など、学生のうち

に価値ある体験をたくさんしてみたい

と思っています。(アパート生)

人生でめざすべき高い目標とは、

よりよい自分をめざし、社会に貢

献することではないかな。

大学合格は大事じゃが、それ自体

は高い目標とは言えぬ。 

将来、どんな専門力を身につけ、

社会にどう貢献するか、そのため

に自分を伸ばす大学を

選んでほしいものじゃ。

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射水キャンパス周辺に約
1,000室、月３万円台も多くあります。
アパート生の平均年間経費試算合計額は、本学
120万円以下。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

アルバイトを最小にし、時間の余裕を社会活動や
海外留学などに活用し大学生活を実り多いものに
でき、無理なく大学院進学ができるのも魅力です。

実り多い大学生活や進学は、
お金や時間の余裕から

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

【工学部】富山県外出身者が６割以上

【看護学部】4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）

●授業料半額相当を給付
　対象： 本校を優秀な成績で卒業し、
 本学大学院博士前期課程に進学した者

大学院進学者への奨学金制度
（大谷米太郎記念基金事業）

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

もあるのじゃ。

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

があるのじゃ。

41

41

射水キャンパス〈工学部〉

太閤山ショッピングセンター

南太閤山

至コストコ

〒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10分。

あいの風とやま鉄道小杉駅南口から、徒歩約20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丁目２番７８号
TEL：076-464-5410（代）　FAX：076-422-6070

県薬事総合
研究開発センター

至金沢 あいの風とやま鉄道 至新潟

至東京

至滑川

至立山町

至立山 I.C

北陸新幹線
富山地方鉄道本線

県庁

至金沢

城址公園 市役所

荒町 富山
トヨタ

東部
小学校

石金
交番

富山県立
中央病院フェリオ

西町

至高岡

至小杉I.C

富山駅

稲
荷
町
駅

不
二
越
駅

石金

双代町

富山 I.C

ANA
クラウンプラザ

ホテル
富山県立大学
看護学部栄

町
駅

富
山
地
方
鉄
道
上
滝
線

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/

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

SNSで最新情報を
発信中！ 検索してね！！

SNSで最新情報を
発信中！ 検索してね！！

約53.8万円

約63万円

約117万円

A 富山県立大学

約100万円

約190万円

B 東京私大

約86万円

約176万円

C 全国平均

授業料

仕送り額

合　計

約90万円（※）

A：2017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2018年度」
C：全国学生生活協同組合連合会「第５４回学生生活実態調査」（2018）

（※） 文部科学省私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等
 調査結果について

●バドミントン部 ●軟式野球部
●サッカー部 ●自動二輪部 ●ダンスサークル 
●バスケットボールサークル 他

サークルは３５と多彩
自主活動を応援します！

学生の出身地域

射水キャンパス周辺は住宅地なので、

静かで便利、安全・安心です。（学生）

海にもスキー場にも車で30分。

余暇時間を思う存分楽しめます。

（学生）

体育系サークル（17団体）

●アカペラサークル ●軽音部 
●ひまわりサークル ●水土里保全研究会 
●天文部 他

文科系サークル（17団体）

●学生会
その他（1団体）

富山県立大学
保護者の皆様へ

2019年

4月より

ご案内
教員の責任指導で
学生を伸ばす教育教育 世界を変える先端研究研究研究

世界の先端技術に
挑む共同研究

社会
貢献
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
学生
生活

保護者向けパンフレット 2020

成長する教育･研究環境で、成長しよう

２キャンパス［射水・富山］に！
２学部［工学部・看護学部］

公式Twitter 公式Facebook

愛知県
20.3%
愛知県
20.3%

石川県 
9.0%
石川県 
9.0%

岐阜県 7.9%岐阜県 7.9%

富山県
39.7%
富山県
39.7%

長野県 4.2%長野県 4.2%

静岡県 3.4%静岡県 3.4%
新潟県 2.8%新潟県 2.8%
三重県 2.3%三重県 2.3%

福井県 1.4%福井県 1.4%
群馬県 1.1%群馬県 1.1%

その他 7.9%その他 7.9%

工 学 部
平成31年度
入学者355名

愛知県 4.9%愛知県 4.9%

石川県 
8.9%
石川県 
8.9%

岐阜県 2.4%岐阜県 2.4%

富山県
58.5%
富山県
58.5%新潟県 5.7%新潟県 5.7%

その他
16.3%
その他
16.3%

看護学部
平成31年度
入学者123名

長野県 3.3%長野県 3.3%


