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富山大学へようこそ！

ここでは皆さんにもっと富山大学の魅力を感じて
もらうべく、おすすめポイントを3つに絞ってご
紹介します！

①バラエティに富んだ学部学科
富大は9学部20学科からなる総合大学

です。一年次の教養教育ではさまざまな
学部の学生と共に学ぶ事ができます！

②マルチに使える学生証

ミールチャージ、生協電子マネー、
えこまいかという3種の電子マネー搭載
で、支払いがスムーズ！えこまいかを
利用すると鉄道線・路線バスの運賃が
10％引き、路面電車が30円引きされます!

WEBオープンキャンパスに
参加してくれてありがとう！



③魅力あふれる学内施設

中央図書館

小説、雑誌に専門書、
資料探しもなんでも
ござれな中央図書館。
2階にはアクティブ
ラーニングゾーンがある。

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20食
のパスタが楽しめる。



2020年度 学長インタビュー

Q 学長は大学でなぜ医学部を
選択されたのですか？

学生委員

僕は、小さい頃、体が弱かったんです。それで、いつもかかりつけの近所
のお医者さんにお世話になっていました。小学校4年くらいの時に病気に
なって、ずっと学校を休んでいた時期があり、色々な人に助けてもらいまし
た。その時に、医療の道が一つの憧れの職業になりました。また、高校で生
物を学んで、ウニが受精して細胞分裂するという実習があり、その時に
生命はどうしてこのようになるのか、すごく興味を持ちました。それで、大
学に進学する時に、医学部へ行くか、理学部の生物学科へ行くか、海洋の方
へ行くか色々悩みましたが、人の命を預かるという医療に興味が出てきたの
で医学部を志望しました。高校の担任からは、「君の成績だったら現役で合
格するのは無理だろうから、浪人する覚悟はあるのか？」と言われました
が、どうしても行きたかったので「浪人してもいいです。」と言いました。
そしたら担任から「好きにしろ」と言われました(笑)。現役でたまたま入学
することができましたが、すごく成績が良かったわけではなかったです。
でも、医学部に入学したいという気持ちが強かったので、高校3年生の夏以降
は特に勉強しましたね。

学長

富山大学の齋藤滋学長に、ご自身の学生生活や
今後の富山大学について、お話を伺いました！

●学長の学生時代



Q 学生時代はどのようなことに
熱心に取り組んでいましたか？

学生委員

色々なことに興味がありました。若い
時は、一つのことだけに集中していた
訳ではなく、色々なことをやりましたが、
旅行に行くことが一番好きでした。高校
時代の友達と一緒に旅行に行って、あま
りお金をかけずに遊んだり泊まったりし
ました。大学では軟式テニス部に所属
をしていましたが、合宿や西医大とい
う西日本の医学部の大会の後、様々なク
ラブの仲間と色々な街に行ったりしたこ
とがすごく楽しかったです。テニスはす
ごく上手というわけではなかったですが、
そこで色々な人に出会えたのが良かった
ですし、上下関係があって、先輩になる
と後輩に教えなくてはいけないし、それ
が人間形成に役立ったと思っています。
とにかく色々なことに興味があったし、
色々なことをさせてもらいました。また、
僕が通っていた大学は奈良県にあったの
で、お寺にも結構行きました。最初、お
寺の仏像に特に興味はなかったんですが、
大学の「芸術」という講義を通して、作
品の歴史的なことや文化的なことに興味
を持ちはじめました。その時には、芸術
は医学に全く役に立たないと思っていま
したし、一つの趣味程度かなと思ってい
ました。
ですが、医者になってみると、患者さ

んといつも病気のことばかり話している
わけではなくて、自分の教養の一つに
なった、そういう美術的なことを話題に
すると、すごく患者さんとのコミュニ
ケーションが深まったので、一般教養っ
てこういうことなんだなと思いました。
専門教育で、皆さん専門のことを勉強す
ると思いますが、一般教養って何なのか
なと思うことがあるかもしれません。で
も、色々なことが、思わぬところで、役
に立つ、一般教養ってやはり大事だなと
思います。

学長

Q 大学生活を振り返って、今でも思い出に
残っていることはどんなことですか？

学生委員

クラブで長崎に行ったときです。長崎
で試合があってみんなで長崎観光をした
時、すごく良かったことを覚えています。
長崎は好きな町の一つです。長崎には市
電があるので市電に乗ったり、ぐるっと
色々な所を回りました。すごく歴史的な
町で、しかも医学と関係していたので、
とても興味が持てました。これは大学の
教授になってからの話なんだけど、シー
ボルトという人がオランダから来て、長
崎で塾を開いたんですが、このシーボル
トの博物館というのがオランダのライデ
ン大学にあるんです。大学の教授になっ
て、ライデン大学で講演をする機会をい
ただいた際に、博物館へ行き大感激しま
した。シーボルトは、草花だけでなく動
物やカニとかエビとか、色々な物を集め
ていて、そんなもの全部が展示されてい
るんです。これだけ集めているなんて、
すごい博物館だと思いました。勉強以外
のことでも色んな形で君達にも見識を広
めて欲しいと思うし、自分が成長してい
く中で新しい出会いがあったりすると、
すごく面白いです。私にとって、あの時
がそうでしたし、やっぱり人生の面白さ
かなと思います。

学長



●富山県について

Q 富山大学は県外からの入学者も多い
ですが、富山でおすすめの
スポットやお店はありますか？

学生委員

僕は釣りが大好きなので、氷見港がお
すすめです。氷見漁港から朝一番に海に
出かけると、一番最初に立山が見えて、
それがすごくきれいです。釣りをしない
人も是非、海から立山を見てみてほしい
と思います。それから、環水公園の近く
にピザ屋さんがあって、そこのピザがお
いしいです。一度行ってみてほしいです。
あとは、やはりお寿司がおいしいです。
杉谷キャンパスの近くにある「番やのす
し」や、その他の回転寿司屋さんにも行
きます。あと、よく行くのは「寿司栄
華やぎ」ですね。来客があった際など、
旨いお寿司を食べて楽しんでいます。

学長

Q 学長が考える「おもしろい大学」というの
はどのような大学だと考えていますか？

学生委員

●富山大学について

大学が高校と違う点は、高校は教師の方から
一方的に教えられるという形ですよね。それが
当たり前だと思うんだけど、大学に来て戸惑う
のは、必ずしもそうではない点です。本来大学
というのは学問を学び、自ら自分の興味がある
ところを色々掘り下げて勉強する場です。総合
大学のメリットは、たくさんの教授がいること
で、専門分野に詳しい教授のところに聞きに行
けば、専門的な立場から色々教えてもらえたり、
一緒に勉強しましょうという形になることです。
僕は学問ってすごく面白いなと思っていて、

色々なことを知れば知るほど興味が湧いてきま
す。勉強をやらされるという高校の時の状況か
ら、自分でやって面白いことを見つけ出す形で
発想を転換していただけたらなと思うんです。
僕は、学生の時よりも卒業して医者になる時

にすごく勉強しました。医者になってからも分
からないことがいっぱい出てきました。ですが、
研究を始めて今まで人が分からなかったこと、
どうしてこうなっているのかということを解き
明かすということが、すごく面白かったです。
解き明かした時には、とても幸福感が得られま
す。ですから、ぜひ皆さんにもわからないこと
にチャレンジしていただいて、小さなことでも
見つけてもらいたいです。それが一人じゃなく、
大学には仲間がいて先輩や後輩もいます。それ
から、教授の方も大勢いらっしゃるので、そん
な中で、いろんな形で見つけてもらって、一緒
になって勉強していただきたいです。だから、
僕は、大学は、高校のような上下関係ではなく
て、フラットな関係だと思います。学問に関し
ては、学生も教師もないです。それが、やはり
「おもしろい大学」になっていく一つのスター
トではないかなと思います。だから、富山大学
を勉強って面白いなと思うような環境にしたい
と思っています。古典的なこと以外に、新しい
ことにもどんどんチャレンジしてほしいと思う
ので、そういうことを一緒に勉強できる大学が
やはり「おもしろい大学」だと思います。その
中で、学生もお互い成長しあい、教授も成長し
て、大学自体が「知の拠点」としてあり続けた
いと思っています。また、何かあったら相談で
きるような場であってほしいなと思います。大
学には必ず学生が大勢いますので、活気のある
大学にしていきたいなと思っています。それが
僕が思う「おもしろい大学」です。

学長



Q 学長が思い描く「おもしろい大学」
には、現時点でどれくらい近づいて
いますか？

学生委員

まだまだ道半ばですね。30％ぐらいだ
と思います。富山大学は、未だに少し古
いところがあり、一方的に教えている部
分があると思いますが、僕はそういうも
のではないと思っています。一方的に教
えるのではなくて、学生と教授は対等な
立場で、一緒に学問を磨くものだと思い
ます。そういう大学になってくると教授
も成長するし、学生さんも成長する。そ
のような成長を経て、社会に出ていけれ
ば、おそらく富山大学の卒業生は、社会
で活躍できると思いますし、そんな人材
を育てていきたいと思っています。僕が
目指しているのは、ただ単純に記憶力が
良いとかではなく、総合的に色々なこと
を考え、ディスカッションし、みんなで
意見を出し合って、進む方向性を決めて
いく。そういうことに優れた人を育てた
いと思っていますし、そういう人材作り
や教育を目指しています。これは地頭が
良いとか、本当に記憶力が良いとかは別
の次元です。僕は、入学試験というと地
頭とか記憶力とかで決まってしまいます
が、そういうのとは違うと思います。や
はり人間力や、先ほど言ったデータを集
めて、みんなで相談して物事を決定して
いく、今まで試験で判断できなかった能
力を磨くことができるようにしたいなと
思っています。こういう能力というのは
やはり磨いていかないといけないです。
だから、大学四年間でいかにトレーニン
グをするか、社会に出ていかに色々なこ
とをして経験を積んでいくかということ
がすごく大事だと思います。大学の四年
間はとても大事で、自分の能力をいかに
発揮させるかという場だと思うので、自
ら面白いなと思う形で、人から言われる
のではなく、自分から何かに打ち込んで
ほしいなと思います。

学長

Q 今後、富山大学をどのように
していきたいと考えていますか？

学生委員

現在、学部の経営システムを色々な面
で変えていたりとか、面白い人材を育成
できるような若手の研究者を徐々に増や
そうとしています。また、僕は今すごく
「チャレンジ」という言葉が好きで、み
なさんに色々なことをチャレンジしても
らえるように教材をたくさん用意したい
なと思っています。また、人それぞれ興
味があることは違うので、色々な興味が
ある人たちにとって、この分野だったら
この先生に聞こうとか、それが分かる大
学にしたいと思っています。その一つと
して、学生が教授について知ることがで
きるホームページを作りたいです。学生
や地域の人も、大学の教授は何を研究し
てるのかあまり分からないですよね。
ヨーロッパでは、ホームページが充実し
ていて、教授について分かるようになっ
ています。そういうものを作れば学生が
その学問に非常に身近になり、こういう
ことを学びたかったら、この研究室に行
こうと思ってもらえる大学にしたいなと
思っています。先ほど、まだ30％ぐらい
と言ったのは、そこができていないから
で、それが、50、60、あるいは、70、80
になってくるとかなり僕の理想に近くな
るのかなと思っています。皆さんが、大
学に行きたくて仕方がないと思える大学
にしたいですし、人から押し付けられる
学問ではなくて、自分で勉強したいと
思った分野に打ち込めるような大学にし
たいと思っています。

学長

●今後の富山大学について



Q 富山大学に興味を持ってくれた

高校生に一言お願いします。

学生委員

富山大学は、９学部もある総合大学ですので、他の地方大学と比べてすごく多種
多彩な人材が育っています。単科大学はその分野だけですが、総合大学は色々な人
材が育っていますし、学生さんも色々な人が来ています。その中で、学生さん同士
の繋がりを深めてほしいと思いますし、教授との繋がりも深めてほしいと思ってい
ます。総合大学に進むメリットは、多種多彩な人が集まることです。学生も教授も
います。そこをぜひ、楽しんでほしいなと思います。大学に入って、自分はこうい
うことをしたいなという興味を持っていただいて、高校生の時とは違い自らの興味
で勉強するという、新たな分野にチャレンジしてほしいなと思います。そういう人
は大歓迎です。ぜひ、富山大学に来て、色々な形で勉強してほしいなと思っていま
す。

学長



【協力】

富山大学学長：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



名前：河合 晃平

学年：１年

学部学科：人文学部 人文学科

性別：男性

名前：上田 栞璃

学年：２年

学部学科：人文学部 人文学科

性別：女性

「富大生の１日」

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

英語リテラシー
１－A

情報処理ーA 行動・社会文化
入門

こころの科学 英語コミュニ
ケーション１－A

現代社会論 基礎ゼミ 思想・歴史文化
入門

生命の世界

ドイツ語基礎１ ドイツ語コミュニ
ケーション

健康・スポーツ 平和学入門

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

実践フランス語
演習１

ヨーロッパ言語
文化実習１

博物館概論a フランス言語
文化演習１

フランス言語文化
特殊講義a

生涯学習概論 フランス文化論a

西洋史特殊講義b フランス語演習１

フランス文学史a フランス言語
文化購読１

0:00

7:00
7:30

8:30

12:0013:00

19:00

20:00

23:00

起床

予習、掃除

授業
お昼

授業か課題

か昼寝

晩ご飯

趣味の時間

お風呂

就寝

0:00

7:30

8:45

12:0013:00

16:15

19:00

20:00

21:00

朝食

講義昼食

講義

自由時間

夕食
入浴

課題

就寝



名前：村瀬 竜輝

学年：１年

学部学科：経済学部 経済学科

性別：男性

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

英語リテラシー
１－A

情報処理ーA

自然と情報
の数理

英語コミュニ
ケーション１－A

社会と情報
の数理

言語と文化 現代経済入門 経営学入門

中国語基礎１ 中国語コミュニ
ケーション１

基礎数学B 入門法学１B

健康・スポーツ 平和学入門

初年次教育

名前：丸橋 直生

学年：２年

学部学科：理学部 物理学科

性別：男性

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

力学A,B 生物学概論１ 地球科学概論１

電磁気学概論 宇宙物理学概論 化学概論１

科学英語 物理数学B

力学A,B 物理実験学

日本文学

1:00

7:30

8:30

12:0013:00

18:00

19:00
19:30
20:00

起床

授業、課題
お昼

授業、課題

ランニング

お風呂

晩ご飯

課題、勉強

就寝

1:00

8:00
8:30

12:0013:00
14:30

16:00

18:00

20:00

21:30

起床

授業
お昼

自習

授業

課題

自由時間

お風呂
晩ご飯

自由時間

就寝



カルボナーラ

五福キャンパスの食事事情について紹介します！

学生食堂

お昼は毎日賑わいを見せる学生食堂。カフェテリア方式で好きな
メニューを自由な組み合わせで選べるのが魅力的。
五福キャンパスの食堂は、平日の営業時間が8：00～20：00！朝

食・夕食もとれるので、忙しい大学生の健康的な食事をしっかりサ
ポート。

Open Cafe AZAMI

食事はもちろん、ティータイムにもぴったりなのがカフェのアザ
ミ。パンやスイーツなどを食べることができる。
中でも、昼食時に販売される1日20食限定のパスタがアザミの看板

メニュー♪他にもモーニングセットをはじめとした、お得なセット
メニューも見逃せない！

抹茶のケーキカルボナーラ

定食

カフェテリア方式

富大生の

Lunch Time



Tulip

Tulip（チューリップ）は五福キャンパス内にあるコンビニ。Tulip
で買った昼食をラウンジや空き教室で食べている学生もたくさん！
晴れた日は外のベンチで食べるのも気持ちが良いですよ♪
中でもオススメなのは焼きたてパンとデポ丼（デポジット丼）。

ちなみに、デポ丼とはリサイクルしやすい器を使った環境に優しい
お弁当。ぜひ食べてみてください！

移動販売車

平日のお昼時には五福キャンパスに移
動販売車がやって来る！ここで売ってい
るのは、Tulipで販売されているデポ丼や
一部のパンなど。
販売車で、混雑に悩まされることなく
昼食をゲット♪

富大生のLunch Time
いかがでしたか？

富山大学に訪れた際は
ぜひ足を運んでみて

くださいね♪

店内の様子

焼きたてパン デポ丼



～富大生の先輩51人に聞きました～

富大生のバイト事情

大学生になると、自分で使える時間が増えてサークルに入ったり、様々な活動をスター
トさせる人がたくさんいます。そんな中、学生の多くはアルバイトをしています。しか
し、何をしているのか、どのくらい働いているのか、学業と両立できているのか、分か
らないのではないでしょうか。そこで、富大生の先輩51人にアンケートをとりました。

？？？先輩たちはアルバイトをしているの？？？

富山大学の学生委員会にアンケートを行ったところ、51人中35人がアルバイトをして

いるという結果でした。また、職種も様々で、多くの先輩が飲食店や販売員・接客業
に従事していますが、中には清掃や短期・単発の仕事をしている人もいます。それぞ
れに大変なことや楽しいことは違います。一部ではありますが、富大生のアルバイト
事情を紹介します!

どのくらい？

アンケートに答えてく
れた富大生51人のうち、
31人がバイトをしてい
ました。平均して週に
2日バイトを入れてい
るようです。1日の平
均勤務時間は4.5時間
でした。

いつからはじめたの？

大学生活のリズムをつ
かんだ1年生時のGW明

け頃から、アルバイト
をはじめた先輩が多い
ようです。

しかし、バイトに集中しすぎるのはよくありません。
学生の本分は学業です。無理しない程度に、学業と両立できるようになりましょう!

どこで見つけるの？
先輩や友人の紹介でアルバイトを見つける人が多いようです。
また、富山大学生協では、食堂の2階で長期から短期・単発など、
様々なアルバイトを紹介しています。
富大生になったらぜひ見に来てください!!
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アルバイトをしていますか？



塾講師

ためになったこと
他人に説明するスキルが身につくこと

大変だったこと
シフトを入れすぎると勉強との両立が難しくなること

販売（品出し・レジ）

ためになったこと
お金を数えるのが早くなったこと

大変だったこと
レジのボタンや棚の場所など覚えることが多くて大変だったこと

ホテルの清掃

ためになったこと
普段だと絶対に話せない社長さんや社員さん
とお話ができること

大変だったこと
クレームが入ると落ち込みます･･･

接客（飲食など）

ためになったこと
接客をする内に日常生活でも気遣いができるようになったこと

大変だったこと
長時間店内を走り回るので体力がいること

アンケートの結果、飲食店での接客をする学生が多かったです。他にも式場や宴会場での
配膳係、イベントの補佐や設営のアルバイトをしている学生もいました！多種多様な経験
ができるアルバイト。是非自分に合ったものを見つけてくださいね。



ラタトゥイユ

・ナス：1/2個
・玉ねぎ： 1/2個
・人参： 1/2個
・ブロッコリー：5房
・赤パプリカ： 1/2個
・黄パプリカ： 1/2個
・ベーコン：好きなだけ
・トマト缶：半分ぐらい
・コンソメ顆粒：小さじ1
・オリーブオイル：大さじ1
・塩コショウ：少々

材料（1人分）

作り方
①野菜は1㎝の角切り、ベーコンは1㎝幅に切る
②炊飯器に全部入れ、早炊きでスイッチを押すだけ！
③盛り付けて完成！！

野菜がゴロゴロ入ってて、栄養満点です！！
そのままでも、パスタにかけて食べたり、カレーにしたり、ア
レンジが何でもできる料理で飽きずに食べられます。
夏場は傷みやすいです！できるだけ早く食べきりましょう！



炊き込みご飯
材料
・米：2合
・乾燥ひじき：10ｇぐらい
・人参：1/2本
・冷凍枝豆：好きなだけ
・顆粒だし：小さじ1
・醤油：大さじ1

作り方
①乾燥ひじきは水でもどし、人参は細切りにする
②炊飯器に枝豆以外を入れ、炊飯スイッチを押すだけ！
③盛り付けて完成！！

自粛期間で作った料理を周囲の人に聞いてみて一番の多かっ
たのは、「炊き込みご飯」でした。
食物繊維の豊富なひじきを積極的に食べましょう！
白ご飯に飽きたときに、作ってみてはいかがですか？

自粛期間で作った料理というのを周囲の人に聞いてみて一番の多
かったのは、「炊き込みご飯」でした。（製作者調べ）
食物繊維の豊富なひじきを積極的に食べましょう！
白ご飯に飽きたときに、作って

作ってみた感想
名前からして料理初心者には難しそうに感じますが、課題で
忙しくても炊飯器一つで簡単にできるので、自炊に対する
ハードルが低くなり、いろいろな料理にチャレンジしたくな
りました。
買い物にもなかなか行きづらい状況ですが、野菜をたくさん
食べて、免疫力をつけましょう！
皆さんも是非作って食べてみてくださいね！！



合格体験記
～先輩方の体験談～

経済学部 経営法学科 女性（前期）

私は国公立大学に合格したかったので、センターの結果と二次試験の教科数を考えて
富山大学を受験することにしました。
二次試験のための対策として、私はほぼ毎日放課後に先生に質問をしていました。
数学の授業よりも詳しい解き方を学べたので、他の教科でも少しでもわからないところがあれば
質問にいくことをおすすめします。
ちょっとした空き時間も無駄にせずに、少しでもできることを積み重ねてください。
休み時間に友達と話す一瞬の楽しさか、志望校に合格して過ごす四年間の楽しさか、どちらに
価値があるのかしっかりと考えて時間を使っていただきたいです。
後悔しない受験期にしてください。

人文学部人文学科男性（前期）

僕は当初、別の大学を受験しようと考えていました。しかし、センター試験の点数が思ったよ
り悪く、その大学に合格するのが難しい状況になってしまいました。経済的にも私立の併願が
出来なかったので、第二志望の富山大学を受験することにしました。
今は自粛で大変なこともありますが、充実した環境で大学生活が送れる富山大学に来れてよ
かったと思っています。
受験勉強は学校でやっていました。わからない点を先生に質問したり、センター後には二次試
験の過去問を採点してもらったり、二次試験は記述式のテストで明確な採点基準がなく自分で
答え合わせが出来なかったので先生に採点してもらえてよかったです。最後になりますが、
受験は最後まで諦めないことが一番大切だと思います。自分の英語の先生は勉強の成果が
出るのにはだいたい六ヶ月はかかると言っていました。皆さんが伸びるのはまだまだこれから
です。最後まで自分を信じて頑張ってください。

工学部工学科応用化学コース 男性（前期）

私は、センター試験の成績が悪く、経済的にも浪人はしないと決めていたので、国公立大学
の受験を諦めていました。
そんなときに富山大学を見つけ、最後のチャンスだと思って、全力で勉強に取り組みました。
おすすめは、模試などで競い合うライバルを必ず見つけることです。勝負に勝ったら、相手に追
い抜かれないような努力をし、逆に勝負に負けて、次こそは追い抜かすという悔しさが勉強に
対する姿勢を身につけてくれます。
今、受験生の皆さんが持つべき物は「前向きな気持ち」です。反省することも大事ですが、反省
しすぎて後ろ向きな気持ちを持ってしまうと逆効果です。そうではなく、まだ頑張れる！という
気持ちを持ちましょう！そして、受験勉強は自分の将来のための勉強だということを忘れず、
全身全霊をかけて頑張ってください！



おもしろき こともなき世を
おもしろく すみなしものは
心なりけり ｂｙ高杉晋作
（意味：どんなことでも
自分次第でおもしろく出来る。）

受験勉強も自分次第です！
ファイト！！！

工学部 工学科応用化学コース 女性(前期)

私は国公立の中で、将来やりたいことができる大学をオープンキャンパスや大学の
ホームページをみて探し、志望校を決めました。
センターが上手くいかなかったので、浪人も覚悟しました。しかし、最後まで諦めずに過去問を
たくさん解き、傾向が掴めたことで合格できたと思います。受験期は学校の教室や図書館で友
達と勉強したり、カフェや塾の自習室で1人で勉強したりと、気分によって場所を変えていました。
富山大学の一部の学部の前期試験には地方受験があります。私も名古屋受験でした。
名古屋で受験できたことで前日も塾に行ったり、家で過ごせたことで少し緊張が和らいだ状態
で試験に望めたと思います。
早めに出願しないと地方受験はできない場合があるので気をつけてください。
辛いことも多いですが、諦めずに頑張った後の達成感はとても大きいので友達と励まし合いな
がら、先生を信じて頑張ってください。

経済学部 経営法学科 女性(後期)

元々私立大学の受験に向けた学習を続けてきた私が富山大学の受験を考え始めたのは、
センター試験後のことです。
行政書士の資格が取りたいと考えていたことから、法学部を目指していたのですが、
ある転機から経済も学びたいと思い始め、法律と経済の両方を学べるという点に魅力を感じて
出願を決めました。
突然の進路変更による不安はありましたが、私立受験のために重点的に続けてきた英語や小
論文の学習を活かし、何とか間に合わせることができました。
私の受験勉強は、当初の目的を実現させたものではありません。
しかし今私が今富山大学で法律と経済を学び、有意義な毎日を過ごせているのは、
受験勉強の努力の結果に他ならないと思います。
今の貴方の努力が、必ずしも貴方の目標に沿った形で役立つとは限りませんが、この先の人
生のどこかで必ず活きるはずです。安心して頑張ってください。



富山といえば？？

環水公園
ファボーレ

宇奈月温泉

富山といえば！
を挙げてみたよ

(^^♪

岩瀬浜

新湊大橋



富山ブラックラーメンます寿司

白エビ とろろ昆布

富山で食べたい！

富山で気軽に
食べられるもの！
食べてみて！



富山大学生協

学生委員会

「学生委員会って何？」

富山大学生協学生委員会(通称GI)
は、富山大学生協の学生の組織です。
生協と協力し、富山大学生の学生
生活が楽しく、充実したものにす
るために様々な活動を行っていま
す。
楽しい活動を通して多くの貴重な
経験ができます！

Twitterやブログで詳しい活
動紹介を見ることが
できます！

(https://www.coop.u-

toyama.ac.jp/gi-wp/blog)

富山大学生協
マスコットキャラクター

とみみ

行っている活動(一部)

「New Face Party」

富山大学生の新入生のための
企画です。友達をたくさん
作りましょう！

「新入生サポートセンター」

新入生やご家族の方々の不安や
お悩みを学生目線の説明で
和らげるための活動です！
住まい探しや大学生に
必要になる商品を見ることが
できます

そのほかにも
多くの活動をしています！

↓Twitterはこちら↓

フォロー・いいね
待ってます！

https://www.coop.u-toyama.ac.jp/gi-wp/blog
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