
担当窓口一覧・緊急時の問合せ先

窓口一覧

Ⅱ



32 33

窓
口
一
覧

担当窓口一覧・緊急時の問合せ先　
　大学で、何かを知りたいとき、どこへ行けばよいか迷ったときは以下の表を参考に
担当窓口で気軽に相談してください。

知りたい事項 本冊子
ページ 担当窓口 連絡先

授業料納付 p.38 財務部経理課経理チーム ⑦
休学・復学・退学 p.39

所属学部等教務担当窓口　※ p.34
通学定期乗車券の購入 p.40
住所・氏名・保証人等
の変更
旧姓・通称名の使用
学割証の交付 p.39 証明書自動発行機

学生教育研究災害傷害保険
学研災付帯賠償責任保険 p.40

五福キャンパス・・・学務部学生支援課
杉谷キャンパス・・・医薬系学務課
高岡キャンパス・・・芸術系総務・学務課学務チーム

③
④
⑤

学生証の再交付 p. 4 学務部学務課修学支援チーム ②
学内での盗難等トラブル p.102 所属学部等教務担当窓口　※ p.34

授業科目の履修方法 p.44 教養教育科目　・・・学務部学務課教養教育支援室
専門科目　　　・・・所属学部等教務担当窓口　※

①
p.34

授業の欠席 p.48 所属学部等教務担当窓口　※ p.34

試験 p.53 教養教育科目　・・・学務部学務課教養教育支援室
専門科目　　　・・・所属学部等教務担当窓口　※

①
p.34

授業料免除 p.62 五福キャンパス・・・学務部学生支援課
杉谷キャンパス・・・医薬系学務課
高岡キャンパス・・・芸術系総務・学務課学務チーム

③
④
⑤奨学金 p.63

学生寮 p.68 学務部学生支援課 ③
アパート等を探す p.69

富山大学生活協同組合 ⑬
アルバイトを探す p.70
就職相談／求人案内
インターンシップ p.73 就職・キャリア支援センター ⑥

からだやこころの健康相談
ケガや病気の応急処置
健康診断

p.75

保健管理センター（各キャンパス） ⑪

健康診断証明書の発行 p.39
p.75

課外活動 p.78 五福キャンパス・・・学務部学生支援課
杉谷キャンパス・・・医薬系学務課
高岡キャンパス・・・芸術系総務・学務課学務チーム

③
④
⑤

団体（グループ）旅行
申込みの証明

大学の施設・物品の使用 p.79
p.80

学生会館　　 （五福）・・・学務部学生支援課
厚生棟　　　 （杉谷）・・・医薬系学務課
体育館内施設（高岡）・・・芸術系総務・学務課学務チーム

③
④
⑤

共通教育棟　　　　  ・・・学務部学務課教養教育支援室 ①
各学部の建物　　　  ・・・所属学部等教務担当窓口 p.34
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留学 p.82 国際部留学支援課 ⑧
学業や進路、生活のトラ
ブル、生きるのがつらい、
その他不安等の悩み相談

p.89 学生相談室（各キャンパス） ⑨

コミュニケーションが苦手
で、必要な連絡や情報交換
ができず、困っている

p.90 アクセシビリティ・コミュニケーション支援室 ⑩
障害等による修学上の
配慮について相談した
い（又は、支援がほしい）
パソコン関係 p.94 総合情報基盤センター（各キャンパス） ⑫
＜緊急時の連絡先＞
土曜、日曜、祝日、深
夜等の時間帯で、どう
しても大学に連絡しな
ければならない場合

五福キャンパス（警備員室）
杉谷キャンパス（守衛室）
高岡キャンパス（警備員室）

⑭

※ 医学部・薬学部・芸術文化学部の１年次生は、学務部学務課教養教育支援室（連絡先① ）が
担当窓口となります。

連絡先
窓口名 場所 マップ 連絡先

① 学務部学務課教養教育支援室
共通教育棟 A 棟１F 五福　A４

076-445-6031
② 学務部学務課修学支援チーム 076-445-6078
③ 学務部学生支援課 学生会館１F 五福　B７ 076-445-6090
④ 医薬系学務課 医薬学図書館２F 杉谷　U９ 076-434-7130
⑤ 芸術系総務・学務課学務チーム 芸術文化学部 A 棟 1F 高岡　A棟 0766-25-9131
⑥ 就職・キャリア支援センター 学生会館２F 五福　B７ 076-445-6086
⑦ 財務部経理課経理チーム 事務局２F 五福　D１ 076-445-6053
⑧ 国際部留学支援課 共通教育棟 B 棟１F 五福　A５ 076-445-6082

⑨ 学生相談室
五福キャンパス 学生会館１F 五福　B７ 076-445-6148
杉谷キャンパス 医薬学図書館２F 杉谷　U９ 076-415-8810
高岡キャンパス 芸術文化学部 A 棟 1F 高岡　A棟 0766-25-9210

⑩ アクセシビリティ・コミュニケーション支援室 学生会館２F 五福　B７ 076-445-6910

⑪ 保健管理センター
五福キャンパス 五福　D３ 076-445-6911
杉谷キャンパス 医薬学図書館３F 杉谷　U９ 076-434-7199
高岡キャンパス 芸術文化学部 A 棟 1F 高岡　A棟 0766-25-9134

⑫ 総合情報基盤センター
五福キャンパス 五福　E６ 076-445-6946
杉谷キャンパス 共同利用研究棟３F 杉谷　U６ 076-434-7167
高岡キャンパス 芸術文化学部 A 棟１F 高岡　A棟 0766-25-9132

⑬ 富山大学生活協同組合 学生食堂２F 五福　C３ 076-431-4249 

⑭
五福キャンパス（警備員室） 五福 正門横 076-445-6110
杉谷キャンパス（守衛室） 病院入口横 076-434-7734
高岡キャンパス（警備員室） 高岡　A棟 0766-25-9111
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所属学部等教務担当窓口
【学部】

所属学部 窓口名 場所 マップ 連絡先

人文学部 人社系学務課
（人文学部事務室） 人文学部棟１F 五福

Ｆ１
076-445-6138

jinbunk@adm.u-toyama.ac.jp

教育学部 人社系学務課
（教育学部事務室）

教育学部第１棟
２F

五福
Ｂ１

076-445-6259
kyominfo@adm.u-toyama.ac.jp

経済学部 人社系学務課
（経済学部事務室） 経済学部棟２F 五福

Ｄ５
076-445-6517

keikyomu@adm.u-toyama.ac.jp

理学部 理工系学務課
（理学部事務室）

理学部２号館
１F

五福
Ｅ２

076-445-6547
rikyoumu@adm.u-toyama.ac.jp

医学部 ※
医学科 医薬系学務課

（医学科担当）
医薬学図書館
２F

杉谷
U９

076-415-8817
mpkyoumu@adm.u-toyama.ac.jp

看護学科 医薬系学務課
（看護学科担当）

076-434-7125
mpkyoumu@adm.u-toyama.ac.jp

薬学部 ※ 医薬系学務課
（薬学部担当）

076-434-7126
mpkyoumu@adm.u-toyama.ac.jp

工学部
理工系学務課

（工学部・都市デザイン
学部事務室）

総合教育研究棟
（工学系）１F

五福
G16

076-445-6701
kyomeng@adm.u-toyama.ac.jp

芸術文化学部 ※ 芸術系総務・学務課
学務チーム

芸術文化学部
Ａ棟１Ｆ

高岡
Ａ棟

0766-25-9130
tkyomu1@adm.u-toyama.ac.jp

都市デザイン学部
理工系学務課

（工学部・都市デザイン
学部事務室）

総合教育研究棟
（工学系）１F

五福
G16

076-445-6698
tdesign@adm.u-toyama.ac.jp

※　医学部・薬学部・芸術文化学部の１年次生は、学務部学務課教養教育支援室（⇒ p.33　連絡
先① ）が担当窓口となります。

【大学院】
所属研究科 窓口名 場所 マップ 連絡先

人文社会芸術総合研究科
　（心理学プログラム）
　（人文・芸術プログラム
　五福キャンパス所属）

人社系学務課
（人文学部事務室） 人文学部棟１F 五福

Ｆ１
076-445-6138

jinbunk@adm.u-toyama.ac.jp

人文社会芸術総合研究科
　（高岡キャンパス所属）

芸術系総務・学務課
学務チーム

芸術文化学部
Ａ棟１Ｆ

高岡
Ａ棟

0766-25-9130
tkyomu1@adm.u-toyama.ac.jp

人文社会芸術総合研究科
　（共創経済プログラム）

人社系学務課
（経済学部事務室） 経済学部棟２F 五福

Ｄ５
076-445-6517

keikyomu@adm.u-toyama.ac.jp

持続可能社会創成学環 理工系学務課
（理学部事務室）

理学部２号館
１F

五福
Ｅ２

076-445-6546
rikyoumu@adm.u-toyama.ac.jp

理工学研究科
医薬理工学環
　（五福キャンパス所属）
理工学教育部
生命融合科学教育部
　（五福キャンパス所属）

理工系学務課
（工学部・都市デザイン
学部事務室）

総合教育研究棟
（工学系）１F

五福
G16

076-445-6399
kyomeng@adm.u-toyama.ac.jp

総合医薬学研究科
医薬理工学環
　（杉谷キャンパス所属）
医学薬学教育部
生命融合科学教育部
　（杉谷キャンパス所属）

医薬系学務課
（大学院担当）

医薬学図書館
２F

杉谷
Ｕ９

076-434-7658
mpin@adm.u-toyama.ac.jp

教職実践開発研究科 人社系学務課
（教育学部事務室）

教育学部第１棟
２F

五福
Ｂ１

076-445-6258
kyominfo@adm.u-toyama.ac.jp
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