
⽩枠のサイズは216ｍｍ×303ｍｍ
⻘枠のサイズは、両辺に8ｍｍずつ
あけたもの。
⻘枠内に⽂章や画像を載せること。

Open Campus
富山大学生協学生委員会が送る受験生応援冊子

TOPIC

・富⼤の魅⼒・施設紹介・学⻑インタビュー
・富⼤⽣の１⽇・持ち物・受験⽣応援



①大学関係

・学部の数が多く、いろんな価値観、
興味を持つ人に出会える
・いろんな人、出身の人がいる
・個性豊かな友達が出来る

・3キャンパスもあり、飽きない
・工学部棟がきれい
・家から大学まで近い

・サポートが手厚い
・学生を大切にしてくれる

人文・経済・人間
発達科学・理・工・
医・薬・芸術文化・
都市デザインの
9学部！

富山大学生協
マスコットキャラクターの
とみみ



②生協のサービス関係
学生証
・学生証と交通ICが一体

Tulip(大学内のコンビニ)
・アイス30%引きの日がある
・焼きたてのパンが買える

その他
・学食がおいしい、メニューが豊富
・Tulipの隣でお湯を入れられる(冬場は重宝)

③富山の魅力

・立山の景色がきれい
・自然が豊か
・雪が多い

・家賃が安い
・坂が少なくて自転車で移動しやすい
・路面電車に乗れる

・魚がおいしい

④その他
・一人暮らしを始めて朝早起きできるようになった
・素敵な仲間と出会うことが出来た

大学前まで線路が
通っているから通学が
ラク!!

鉄道線・路線バスの
運賃が10%引き、路面
電車が30円引きになる!



学内施設紹介！

中央図書館

小説、雑誌に専門書、
資料もなんでも
ある中央図書館。
2階にはアクティブ
ラーニングゾーンもあります

Tulip
学生会館内にある
コンビニ。大人気の
焼きたてパンは種類も
豊富！さらに毎週水曜の
アイスの日は、
店内のアイスが30％off！

Azami

正門入ってすぐの所にある
カフェ。
限定40食のパスタが
楽しめます！

ここでは、富山大学の中にある施設を紹介していきま
す！大学生活をより充実させてくれるのでぜひ利用し
てみてください！



2021年度 学⻑インタビュー
本学の齋藤滋学⻑に、富⼭⼤学のことや⾃⾝の学⽣時代について、
学⽣委員がお話を伺ってきました！

オンライン授業に
関して

Q.昨年から富⼭⼤学はオンライ
ン授業を取り⼊れていますが、
そのことについてはどのように
考えていますか？

急なことだったので、教員の

⽅も学⽣の⽅もすごく⼤変だっ
たと思います。短い期間の中で
みんなによくやっていただいた
と思っています。１番⼼配だっ
たのは、１年⽣が（パソコンス
キルなどの）経験が全くなくて、
いきなり状況についていけるか
ということです。でも１年⽣も
何とかやってくれたから、⾮常
に良かったです。

学⽣さんに求める
のは、“積極性”
学んで良かったと
思えるように

富⼭⼤学に関してだけではなく、
⽇本全体のIT化が遅れているという
現状や、求める学⽣像についても
お話いただきました。

オンライン授業に関してはよく
やってもらったと思います。ただ、
これは⽇本全体で反省点がありま
す。

僕はアメリカや中国、ヨーロッ
パなど世界中に⾊んな友⼈がい
ます。僕の教え⼦がアメリカの
ハーバード⼤学に留学していて、
⾊んな研究のこととか打ち合わ
せをしたら、「明⽇からロック
ダウンで、⼤学に来られません。
だから家にずっといるんで
す」って。だから「講義とかど
うするの？」って聞いたら、
「明⽇からウェブでありま
す」って回答をいただいて。そ
んなの⼤丈夫なのって聞くと、
「いや、普段からやっています
から⼤丈夫です」って。
中国は、上海の⽅の⼤学から、

ロックダウンで⼤学には⾏けな
いけど、⾃宅から講義はやりま
すという話を聞きました。実験
で⼤学に⾏くことはできないけ
れど、学⽣の講義はちゃんとで
きますって⾔われました。
そこから⾔うと、⽇本のIT化

は凄く遅れていました。ただ、
よく考えたらアメリカも中国も
国が⼤きいよね。

だから、元々全員が⼤学に来ら
れる訳じゃなくて、国が広いか
らそういうことを普段からやっ
ていたんだろうね。それがまあ、
感染症とか突発的なことがあっ
てもすぐに対応できるような状
況だったんだと思います。
ただやっぱり、僕もオンライ

ン上で講義をしたけれども、
「質問あるか？」と⾔っても誰
も⼿をあげないし、これだった
ら講義をしていて張り合いがな
いですね。本当に学⽣さんにお
願いしたいのは、遠隔授業に
なったとしても、どんどん⼿を
あげて欲しいし、⾊々なことで、
今「おもしろい⼤学」にしたい
と思っています。「おもしろい
⼤学」って⾔うのは、学んで良
かったなって思う⼤学だから。
野球で例えるなら、キャッチ
ボールと⼀緒。⾔葉のキャッチ
ボールをしていきながら、お互
いの理解を深める。そう⾔う授
業をすると、すごく理解度が⾼
まると思うんですよね。



⼀⽅的な授業をする⾼校の授
業と違って、⼤学は⾊んな⼈
が相談していきながら、ここ
はこっちの⽅が良いんじゃな
いか、とか⾔いながら、じゃ
あこうしてやってみようとか、
そう⾔うことが勉強できる。
それが⼤学だと思うんですよ
ね。⼤学の学⽣の⽅々が、
ちょっと⼤⼈しすぎるかなっ
て思います。

学⻑は、
①アクティブラーニング
②データサイエンス
③英語教育
の3点を教育の強化ポイントとし
ていると話します。

僕は今、3つの柱を⽴てて、教育
で強化しましょうって⾔うとこ
ろがある。1つ⽬がアクティブ
ラーニングね。授業で単に押し
込むだけじゃなくて、（⾔葉
の）キャッチボールしてくださ
いねって⾔うことです。2つ⽬は、
データサイエンスの時代になっ
ているから、絶対データサイエ
ンスを強化しましょうと⾔うこ
とです。全ての学部の⼈が学ん
でもらわないと、苦労します。3

つ⽬は、英語教育です。これだ
けIT化が進んでいたら、海外に
⾏かなくても、Zoom使ったりい
くらでも（海外の⼈と）会話で
きるわけです。どんな⼩さな会
社に就職しようが、海外の⼈と
の会話の必要が出てくるんです。

簡単な単語でいいんですが、
やっぱり、コミュニケーショ
ンはできないといけません。
そのために、コミュニケー
ション能⼒をぜひつけて欲し
いなというふうに思っていま
す。まあ、海外に友達ができ
たら楽しいですよ。

“おもしろい⼤学”
について

Q.富⼭⼤学は「おもしろい⼤
学」を⽅針としていますが、
コロナウイルスの影響で状況
が変化した中で富⼭⼤学をど
んなふうにしていきたいと考
えていますか？

これはコロナ以前と変わっ
ていません。同じです。研究
成果をアピールしていくのが
必要ですね。今まで国⽴⼤学
は地域の産業とかリカレント

教育とか⾔う、いわゆる30代
40代の教育とかはあまりして
こなかったんです。これが変
わって、地⽅の産業と連携し
ながら地⽅創⽣に偏っていっ
ています。
ちなみにヨーロッパでは、

仕事を辞めた後で学びたいっ
ていう⼈が⼤学に結構⼊って
きます。⼤学はそれを拒まず
に、引き受けて、みんな若い
⼈と⼀緒になって勉強してい
ます。勉強したいなーって思
う⼈が⾃然に⼤学に集まって
きて、それで、図書館で勉強
したりしています。そういう
のがやっぱり、理想ですね。
⼤学には会社関係の⼈も

いっぱいいます。企業が⼤学
と連携して、新しい材料作っ
たりとか、新製品を作ったり
とか、そういうことが普通な
んです。



学⻑の趣味は
“釣り”？！

今後必要になる
⼈材について

学⻑の⼤学時代

Q. 現在の趣味は何ですか？また、
休⽇には何をして過ごしている
ことが多いですか？

学⻑の趣味は“釣り”だそう。休
⽇は⽝との散歩を楽しんでいる
そうです。

趣味は、富⼭に来てから釣り
を始めました。僕は⼤阪で20年
住んで、奈良で22年住みました。
それでこちらに来たんですが、
⼤阪と違ってこんな⼤きな⿂が
釣れるのかとびっくりして、こ
れが⾯⽩いねって思って釣りを
始めました。だいたい富⼭湾、
氷⾒の⽅が多いんだけど、時々
福井の⽅までいって鯛を釣った
りします。
あとは、⽝がいるので毎⽇朝

と晩には散歩して体調を整える
ようにしてます。⼟⽇はちょっ
と距離を⻑くしたりしてね。⽝
を連れて散歩するようにしてま
すし、結構ドライブして⾊んな
公園に⾏ったりとか好きですね。

話は富⼭の⾃然が豊かだという
テーマに…

富⼭に来てからやっぱり思う
のは、⾃然が多くあるのでいい
ところっていうことです。歩い
て花を⾒ているだけでもリラッ
クスします。（富⼭は）雪が降
るからその分⼤変かなって思い
ますが、北陸に来てからかな、4

⽉の桜がすごい楽しみになりま
した。とても綺麗です。
僕はいつも氷⾒から船を出す

から、そのとき⽴⼭がすごい綺
麗だなって思います。だから、
皆さんにはできるだけ勉強はし
なきゃいけないけど、せっかく
富⼭で勉強するんだったら、富
⼭を好きになって欲しいなとは
思うね。

⾃粛期間中のリフレッシュ⽅法
を伺うと、学⻑から返ってきた
答えは、「リフレッシュあまり
してなかったね。」という⼀⾔。
各県の感染状況や治療薬の進⾏
状況など、とにかく情報を集

めて、今後の世界
がどうなっていく
のかを、予想し
ていたそうです。
コロナが収束し
た後の社会につい
てお話しいただ
きました。

（コロナが収束すると）ポス
トコロナで完全な情報社会にな
るから、データサイエンスとか
AIとか詳しい⼈が必要とされま
す。それから、単なる事務職と
いうのが⼈材的に必要なくなっ
てきます。だから、（富⼭⼤学
は）⼀⽣懸命頑張ってデータサ
イエンスの教育をしましょうと
いうことをやっています。

学⻑の⼤学時代についてもお聞
きしました。

Q. ⼤学時代楽しかったことや、
⾟かったことはありますか？

⾟いことなんか何もなかったで
す。楽しかったです。そんなガ
リ勉でもなくて、要は遊んでま
した。試験の時は流⽯に勉強し
ましたが。学⽣時代良かったの
は、いろんなことを経験できた
ことです。多くの仲間と、それ
から下級⽣とも話し合いができ
ました。

Q.部活動やサークルなどは何か
されていましたか？

僕はね、軟式テニスをやってま
した。夏場は真っ⿊になるまで
練習していました。みんなで全
国旅⾏したりとかもしました。



“やりたいこと”
の明確化を

Q.学⻑は⼤学時代、医学部に在
籍されていたということですが、
そのあとはなぜ産婦⼈科の先⽣
になろうと思われたのですか？

学⽣の時に実習で、産婦⼈科
を回ったときに、お産を⾒せて
もらったのがきっかけです。す
ごくいいお産で、⾚ちゃん出て
きてグワーって泣いて、最初は
真っ⿊な形で出てくるんですが、
酸素を取り込むと、パーっと⾚
くなるんですよね。⾚ちゃんは
すごく元気で、そのときのお⺟
さんの微笑んだ顔がもう⼀⽣忘
れられません。
あれこそアルカイックスマイ

ルですよね。本当に優しい顔で
ふわっと笑われて。本当に感動
して、思わず涙が出て、そのと
きに僕はその妊婦さんに、「僕、
これから勉強して産婦⼈科にな
ります。」って⾔いました。そ
したら「いいお医者さんになっ
てくださいね。」って⾔われま
した。
本当にすごく貴重な経験で役

に⽴っていると思いますし、
なって良かったって思います。

Q.進路に悩む⾼校⽣に何かアド
バイスをお願いします。

まず⾃分が何をしたいかという
ことを明確にして欲しいです。

それで、⾃分の学びたい分野で
良い先⽣がいるのであれば富⼭
⼤学を選んでもらえばいいと思
います。良い先⽣が⾦沢⼤学に
いるのであれば、⾦沢⼤学で良
いし、信州⼤学にいるのであれ
ば信州⼤学で良いし。
ただ、単に偏差値で選ぶのは

やめて欲しいと思いますね。⼤
学が⾼校と違うのは授業じゃな
くて講義ですよね。講義の
「義」っていうのは、「我」の
上に⽺ですよね。「⽺」ってい
うのは、中国で「⾼貴」「美し
い」っていう意味があって。⾃
分を美しく磨くために⼤学で勉
強するんです。

⾼校までは⾃分が⽣きていく
までに必要最低限のものを⾝
につける。けれど⼤学に来た
らさらに⾃分を磨いて⾃分を
美しくする。それで社会に出
て、そういったことを社会に
役⽴てる。そういう場である
べきだと思います。だから、
単に偏差値で来たとかだと⾃
分を美しくできない。⽬的を
しっかり持って来て欲しいで
す。
⼤学で⾃分を磨いていって、

それから社会で活躍して欲し
いなってことは強く望みます
よね。

【協⼒】
富⼭⼤学学⻑：齋藤滋

【インタビュー・撮影】
富⼭⼤学⽣活協同組合学⽣委員会



富大生の 日
１年生が送る

｜ 文系学生
ver.

01.プロフィール
名前：野村小夏（のむらこなつ）
学部：人文学部
学科：人文学科
サークル：SWISH（バスケ）

通学コーデのポイント！
たくさんの物が入る黒のリュックが
お気に入りです！キャンパス内は広いので、
歩きやすい靴がオススメです。

02.時間割

03.1日の過ごし方
1:00

8:30

10:00
10:3012:0013:00

14:30

16:30

18:00
18:30

20:00

21:00

22:30

平日 休日

空きコマの時間を
活用して、近くの
スーパーに買い物に
行ったり、学内の
カフェでゆっくり
したりします。
休日は友達と遊びに
行くことも！

1:00

9:00

11:0012:30
13:00

15:00

19:00

20:30 21:30
23:00

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1限
英語

コミュニケーション
思想・歴史文化

入門
行動・社会文化

入門

2限
英語

リテラシー
現代社会論 情報処理 基礎ゼミナール 言語文化入門

3限 中国語基礎
中国語

コミュニケーション
障害と

アクセシビリティ

4限
日本の歴史と

社会

5限 ジェンダー 健康・スポーツ/実技



富大生の 日
１年生が送る

｜ 理系学生
ver.

01.プロフィール
名前： 志村颯太（しむらそうた）
学部：工学部
学科：工学科 生命工学コース
サークル：なし

通学コーデのポイント！
大学生になったら、いろいろなものが必要
になります！リュックを選ぶときはポケッ
トの多さを見てみるといいかも。あと、時
計はあるといろんな時に便利！

02. 時間割

03. 1日の過ごし方

空きコマは友達と駄弁ったり、
課題をやったり・・・
課題はオンラインで提出のも
のが多いのでパソコンは絶対
に必要になります！

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限 現代と教育 基礎化学

２限
英語

リテラシー
情報処理

英語
コミュニケーション

３限 ドイツ語基礎 基礎生物学 社会中核人材育成学 微分積分学 創造工学ゼミ

４限 基礎物理学
ドイツ語

コミュニケーション
基礎ゼミ

５限
産業と経済を

学ぶ
健康・スポーツ/実技

0:00 1:30

6:15

8:15
8:45

12:0013:00

18:00
18:30

身支度
登校

授業

昼食

授業

夕食

自由

就寝準備
自由

就寝

0:001:00
1:30

7:30

9:00
12:3013:00

19:00

雑用

自由
昼食

自由

夕食

自由

就寝準備

自由

就寝

休日平日



富大生の 日1
先輩が送る

｜
2:00

10:00
11:0012:0013:00

16:00

19:00

20:00

21:00

起床

課題

お昼
課題など

自由時間

お風呂

晩御飯

自由時間

就寝

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1限

2限 量子力学A,B 電磁気学C 光学

3限 量子力学A,B 物理学実験C

4限 物理学実験C 物性物理学A

5限

名前：丸橋直生
学部学科：
理学部物理学科
学年：3年
性別：男性

名前：東谷和美
学部学科：
経済学部経営法学科
学年：2年

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1限 労働法Ⅰ-A 会社法-A 行政法-A 憲法(人権)-A

2限 労働法Ⅰ-A

3限 憲法(人権)-A 会社法-A

4限 行政法-A 国際司法 民法総則-A

5限 民法総則-A

休日の
スケジュール

↓時間割

↓時間割

休日の
スケジュール

理系＆文系
Ver.

8:00

10:00
13:00

13:30

15:00

17:00

21:00
22:00

23:00

朝食・身支度

バイト
昼食

買い物

自習

サークル

帰宅・夕食

風呂
フリータイム

就寝



｜富大生の 日12年生が送る

名前：大嶺優香
学部：芸術文化学部 2年
学科：芸術文化学科
サークル：人体造形研究会

杉谷 ＆ 高岡
Ver.

名前：山中優菜
学部：薬学部 2年
学科：薬学科
サークル：赭鞭会

　    月曜日 　　　火曜日 　　     水曜日 　　  木曜日 　　      金曜日

     1限         生理学       有機化学Ⅰ,Ⅱ 　　   行動科学         物理有機化学

     2限      分析化学          薬学英語 　　   生化学Ⅰ          生薬学           物理化学Ⅱ

     3限              実習               実習 　       実習 　    有機化学Ⅰ,Ⅱ

     4限              実習               実習 　       実習 　   和漢医薬学入門

     5限              実習               実習 　       実習 　   和薬医薬学入門

休日の過ごし方

休日の過ごし方

自由時間は散歩や、動画を見たり、
絵を描いています！

    月曜日            火曜日       水曜日                   木曜日      金曜日

    1限          芸文総合D         美学

    2限          芸文総合D         美学

    3限              CG基礎演習

    4限       色彩基礎演習   材料の科学(プラスチック)

    5限       色彩基礎演習   材料の科学(プラスチック)

赭鞭会(しゃべんかい)は
漢方を勉強する会です！



大学生
活
必需品

課題提出に
レジュメの保存…
作業効率の決定因子
と言っても過言では
ないだろう。

富山の最大の特徴は
天候の不安定さだ。
突然雨が降ることは
珍しくない。

レポートの
アイディアの下書き
や計算用紙などラフ
に使えるのが利点。

必需品について富山大学生に
アンケートを実施した。どれも無いと
困るものばかりだ。是非これを見て
自身のキャンパスライフをイメージし
てはいかがだろうか。

ノートパソコン

折りたたみ傘

ルーズリーフ



・散歩をする
・教科を変える
・甘いものを食べる
・友達と話したり、勉強する
・寝る 15分がおすすめ！
・音楽を聴く

受験生応援
～先輩の体験談編～

夏休みが
ライバルと
差をつける
チャンス！
早めに取り
掛かろう！

洋楽を聴いて楽しく
リスニングの勉強をしよう！



受験生応援
～勉強法について～

・単語の暗記
・古典の
一般常識を知る

・問題集
・量をこなす
＊レベル別に
載っているもの

・YouTubeの
動画を見る
・歴史漫画を読む
・問題集をこなす

・アニメで学習
する
・演習を積む
・問題集をする

・英語の
番組を見る
・長文を読む
＊速度調節が
できる動画

国語
数学

英語

地歴公民 理科科目



⽩枠のサイズは216ｍｍ×303ｍｍ
⻘枠のサイズは、両辺に8ｍｍずつ
あけたもの。
⻘枠内に⽂章や画像を載せること。

OPEN CAMPUS
【発⾏】富⼭⼤学⽣活協同組合
〒930-0887 富⼭県富⼭市五福3190
TEL :0120-31-4248
【編集】富⼭⼤学⽣協学⽣委員会

https://www.coop.u-toyama.ac.jp/

学⽣委員会のSNSはこちらから↓

Twitter Instagram

https://www.coop.u-toyama.ac.jp/

