
　本学の入学料・授業料（令和４年度）は、以下のとおりです。

　本学の初年度納付金額（入学料と授業料の合計）は以下のとお
り、私立大学と比べても低廉であり、免除・猶予制度もあります。

入学料・授業料

　本学では、日本学生支援機構及び地方公共団体、民間育英団体
の奨学金を取り扱っています。これらの奨学金は給付と貸与の２種
類があり、募集についても、大学経由で行うものと奨学団体が直接
行うものがあります。いずれも人物・学業ともに優れ、経済的理由
により修学困難な者が対象です。
　また、本学独自で実施している海外留学等対象の給付型支援制
度もあります。

奨学金及び支援制度

　各キャンパスの学生相談室には、専門の相談員を配置し、学生相
談を受けています。相談員は、みなさんの修学上又は学生生活上
の問題をはじめとして、いろいろな悩みやどんな小さい心配事の
相談も受け、解決の糸口を一緒に見いだしています。相談内容に
よっては、学内外の関係機関（者）と連携をはかり、学生のキャンパ
スライフの充実に向けて支援を行います。

学生相談室

　学生・教職員の健康保持・増進と保健衛生に関する専門的業務
を行う施設です。
　保健管理センターには、専任教員（医療や相談を担当）や看護師
のほか、カウンセラー等が配置され、健康診断や応急処置から相談
事項（健康、精神的な悩み、対人関係など）まで対応します。また、各
キャンパスでは、施設の一部を開放しており、各種計測器、トレーニ
ング補助器具、リラクゼーション機器等を利用することができます。

保健管理センター

　本学では、障害のある学生の相談及び支援の窓口として、学生
支援センターにアクセシビリティ・コミュニケーション支援室を設
置しています。
　支援室では、専任のコーディネーターが相談を受け、障害のある
学生が他の学生と同様に充実した学生生活を送ることができるよ
う、修学上の配慮や支援の調整を行っています。必要に応じて家族
や教職員とも連携をはかって支援を行います。
　また、本学のアクセシビリティの状況を発信するため、キャンパ
ス毎のアクセシビリティ・マップ（バリアフリ―マップ）を公開してい
ます。本学ウェブサイトからご覧ください。

障害のある学生の支援に関する相談窓口

　本学で全員加入している「学生保険」は、学生生活を安心して送
れるよう低廉な保険料で充実した補償を提供する保険です。

学生保険

学生表彰制度

■ アクセシビリティ・マップはこちら

　入学料及び授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認めら
れる学生に対して本学では以下の制度を設けています。

（※学生本人の申請により大学内での選考を経て決定します。）

入学料の徴収猶予制度
　経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であ
り、かつ、学業優秀と認められる者に対し、入学料の徴収を一定期
間猶予する制度です。

修学支援新制度
　大学等における修学の支援に関する法律に基づき、日本学生支
援機構が実施する給付奨学金の支給や授業料及び入学金の減免を
受けることができる制度です。日本学生支援機構によって世帯の所
得金額に基づき判定された支援区分に応じ、給付奨学金額や授業
料等減免額が定められます。（外国人留学生は対象となりません。）

　日本学生支援機構奨学金は、高等学校等で申し込む「予約採用」
と大学入学後、申し込みを行う「在学採用」があり、入学料・授業料
免除は別途本学での申請が必要です。
　修学支援新制度の詳細については、文部科学省のウェブサイト
をご覧ください。

免除・猶予制度

私立大学（初年度納付金額）との比較
　奨学生の募集は原則として春、秋の年２回行います。

日本学生支援機構奨学金（貸与）

　地方公共団体、民間育英団体の奨学金があり、応募資格及び受
付時期は、それぞれ異なります。募集がある場合に学内掲示板で通
知します。

その他の奨学金（給付・貸与）

　外国留学、外国で開催される国際会議等への参加及び本学が主
催する短期留学プログラム等への参加等のための奨学金や助成
金を給付します。

本学独自の支援制度（給付）

　学生本人が正課中・学校行事中・課外活動中（クラブ活動含む）・
通学中等に生じたケガが原因で治療が必要になった場合に補償す
る保険です。

学生教育研究災害傷害保険

　学生が正課中・学校行事中・課外活動中（クラブ活動除くボラン
ティア活動等）・通学中・施設移動中に誤って他人の物を壊したり、
ケガをさせてしまった場合に生じた損害を補償する保険です。

学研災付帯賠償責任保険

　修学支援新制度をご覧ください。詳細については、在学している
高等学校に確認するか、日本学生支援機構のウェブサイトをご覧く
ださい。（https://www.jasso.go.jp/）

日本学生支援機構奨学金（給付）

　本学では、学術研究活動、課外活動、社会活動などで優れた成果
をあげた学生を対象として、学長から直接表彰を受ける「学生表彰」
の制度があります。また、卒業又は修了した者で、本学の評価・名誉
を高める功績があった
者を対象とした「学長
特別表彰」の制度もあ
ります。

種　　類 金　　額
入　 学　 料 
授業料（年額）

282,000円
535,800円

※経済学部夜間主コースは、上記金額の半額

（文部科学省「令和２年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員1人当たり）の
調査結果について」より作成）
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817,800円
約1,188,000円

約5,047,000円

約2,076,000円

約1,505,000円

約1,650,000円

富山大学
私立文系平均

私立医系平均

私立薬系平均

私立理工系平均

私立芸術系平均

※第二種奨学金の利率算定方法として、利率固定式と利率見直し方式があり、申し込みの際にいず
れか一方を選択します。利率は３％が上限です。

※給付奨学金受給中は、第一種奨学金の貸与月額が調整（減額又は増額）されることがあります。な
お、本学では、約2,500名（約27％）の学生が日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けています。

※支援区分は、日本学生支援機構の給付奨学金採用時に決定し、毎年、所得状況に基づき支援区分
の見直しがあります。

貸与月額

2万円・3万円･4万円･5万円･
6万円・7万円･8万円･9万円･
10万円･11万円･12万円から

学生が選択した額

2万円・3万円・4万円・
5万1千円から

学生が選択した額

2万円・3万円・
4万5千円から

学生が選択した額

第一種奨学金（無利子貸与） 第二種奨学金
（有利子貸与）自宅通学者

区　分
自宅外通学者

支援区分※ 入学料・授業料免除
入学料・授業料免除 給付奨学金（月額）

自宅通学者
全額免除
2/3免除
1/3免除

第Ⅰ区分
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分

自宅外通学者
29,200円
19,500円
9,800円

66,700円
44,500円
22,300円

学生生活
STUDENT SERVICE

39 40
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A棟

B棟

D棟

E棟

C棟

新樹寮は7つの棟から成り立っています

管理棟（災害対応プラザ）・福利棟と
5つの居住棟（A・B・C・D・E） 管理棟（災害対応プラザ）

福利棟

理学部

正門

スペクトラとは・・・
（spectrumの複数形spectra）
　太陽からの光線をプリズムに通すと、虹の
様な色に分かれます。色は光の波長に関連づ
けられ、波長毎の光の強さのことをスペクトル
（spectrum）といいます。太陽からの光のス
ペクトルを詳細に調べると、暗線という暗い
部分が無数にあることが分かります。
これは19世紀にフラウンホーファーにより
発見され、これがその後20世紀の科学の大
きな進展につながりました。太陽のスペクトル
は、実に多くの情報を伝えてくれているので
す。理学部では科学の幅広い分野にわたって
多彩な研究と教育を行っていますが、それら
を「スペクトラ」を通じて皆様にお伝えしたい
と考えています。

タバコ培養細胞

［人文学部、人間発達科学部、経済学部、理学部、工学部、都市デザイン学部、 事務局］

五福キャンパスマップ

Joint Institute of Teacher Education

School of Education
教育学部

共同教員養成課程

富山大学
×

金沢大学

http://www.eng.u-toyama.ac.jp
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School of Sustainable Design

都市デザイン学部

植物油インキを
使用しています。

富山大学都市デザイン学部
〒930-8555　富山県富山市五福 3190　Tel.076-445-6918

富山大学学生寮 「新樹寮」

　新樹寮は、五福キャンパスと杉谷キャンパスの中間、緑に恵まれた閑静
な場所にあります。
　初めての一人暮らし、不慣れな地での学生生活…。新しい生活には不
安がつきものですが、新樹寮なら入寮時から管理人がサポートします。

富山大学生活協同組合

　学生と教職員が出資している非営利の福利厚生団体です。下記
のサービスの他、食堂・カフェ・コンビニ・書籍・購買・旅行など様々
なサービスを3キャンパスで提供しています。

富山大学の最新情報はこちら 在学生向け 富山大学公式アプリ「とみだいiNfo」

富山大学の入試情報アプリ 各学部をさらに詳しく紹介

アパート・マンションの住まいを斡旋しています。五福地区約
350棟、杉谷地区約50棟、高岡地区約50棟（空室合計約1,500
室）を掲載した物件情報誌を合格直後に生協よりお届けします。集
中紹介期間には、先輩富山大学生のアドバイザーが住まい探しを
サポートします。詳しくは生協のウェブサイトをご覧ください。

（https://www.coop.u-toyama.ac.jp/）

住まいの斡旋

キャンパスライフをサポートする
便利な機能が満載!

アプリを使えばこんなに便利!

●WEBで富山大学の最新情報や大学
　概要、施設紹介を掲載しています。
・富山大学公式ウェブサイト
　https://www.u-toyama.ac.jp/

富山大学の入試情報や
魅力・特色が分かる!

イベントのお知らせや
新着情報が届く!

アプリから募集要項や
過去問題をチェック!

アプリは
無料だよ！

　学生に適したアルバイトや家庭教師の情報を、五福・杉谷・高岡
の各生協店舗で提供しています。

アルバイト紹介

　一人暮らしに必要な家具、家電を装備したワンルームマンション風の
間取り。福利棟にはコインランドリーがあり便利です。各棟へは学生証に
より入寮可能です。

部屋の一例（一人部屋 広さ13㎡）

■タイプ別態様

■富大生の1ヵ月の生活費の内訳（単位：円）

広さ（㎡）部屋タイプ 設備・備品等 寄宿料（共益費込み）

約13

約20

約25

室数

272

30

6

個室（A・B・C・D棟）

個室（E棟）

個室（E棟）　※本学に在学する姉妹との入居可

机、椅子、収納棚、ベッド、ミニキッチン（IH）、電子レンジ、
ユニットバス（トイレ付き）、冷蔵庫、エアコン

机、椅子、収納棚、ベッド、ミニキッチン（IH）、電子レンジ、
バス、トイレ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機

月額 15,000円

月額 20,000円

月額 25,000円

居室の設備
・エアコン
・机
・椅子
・ベッド
・キッチン（IH）
・冷蔵庫
・電子レンジ
・ユニットバス
・カーテン
（各棟共通）

キッチン
IHコンロを装備。
汚れにくく、
扱いやすく
なっています。

畳敷きのベッド
（収納付）は使いやすく、
調湿効果にも優れます。

ユニットバスで、
トイレ、洗面室が
コンパクトにビルトイン。

冷蔵庫

机・椅子
エアコンベッド下収納

ベッド

風呂・トイレ・
洗面所

デジタル
パンフレットは
こちらから！

富山大学広報誌など
最新号はこちら

富山県進学
パンフレットはこちら

富山大学広報誌
「まなばれ」

富山大学
News Letter

富山県進学
パンフレット

富山大学では、各学部のパンフレットでさらに詳しく紹介しています。

広報誌やさまざまなパンフレットで、富山大学の最新情報を紹介して
います。

詳しい請求方法は
50ページをみてね！

1

2

授業に関するお知らせが
すぐ届く!

キャンパス内や周辺店舗への
ナビゲーション

1

2

3

その他、各種問合
せ先、求人情報、
学生相談室など
情報満載!

詳細はこちら

自　宅支出項目 アパート

食　費

住居費

交通費

雑　費

貯蓄・繰越

支出合計

10,930

1,380

10,150

8,280

1,800

11,490

19,700

63,730

23,350

45,950

3,690

9,930

2,730

12,640

14,340

112,630

食費 住居費 交通費 雑費 貯蓄・
繰越

教養
娯楽費

書籍・
勉学費

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

教養
娯楽費
書籍・
勉学費

学生生活実態調査（2021年）
富山大学データ集

（富山大学生活協同組合）より

■ 自宅生
■ アパート

学生生活

富山大学をもっと知りたい方へ
INFORMATION

41 42




