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富山国際大学ＴＵＩＮＳ情報

富山国際大学
入試センター

富山国際大学は三つの成長を目指しています
■１．人間性の成長

「共存・共生の精神」を基本に、知性・個性・教養を伸ばします

■２．専門性の成長

「実務・実学重視の教育」により、専門分野の学識や実践力を伸ばします

■３．社会性の成長

「社会へつなぐ学び」により、社会人基礎力や就業力を伸ばします

富山国際大学は三つの学びの特色で成長を保証します
■１．授業改革の実行で、確実な理解と学習意欲の増進を図っています
・基幹的な科目を必修とした基礎的知識・技能の確実な修得
・アクティブ・ラーニング（対話型授業、演習、反復型授業、グループ学習、地域フィールドワークなど）
による効果的な学びと学習意欲の増進

■２．社会につなげる学びを重視しています
・実務・実学重視型教育による学び
・産業県・教育県富山の特色を活かした学び
・キャリア教育の充実で人生設計を支援
・外国語能力の向上や海外体験による国際感覚を育成する学び

■３．個に応じた指導を徹底しています
・入学前オリエンテーションや入学前教育（リメディアル教育）の充実
・学生ごとに指導教員を配置し、きめ細かな指導を実施（アカデミックアドバイザー制度とゼミ）
・「学生カルテ」（学習・活動履歴の記録）を活用した個別指導と自己成長診断の実施
これら教育実践を、平成 24 年度に選定された 2 つの文部科学省補助事業「地域・産業界との連携を通した
教育改革力の強化」と「主体的学びを促進するインタラクティブ学習環境の構築」を活用して、成長を保証
する教育を強力に推進します。

一人ひとりを「なりたい自分」へ導く『富山国際大学』

学長

中島恭一

富山国際大学は、
「共存・共生の精神」と国際的視野に立脚しつつ、学びを通して人間性・専門性・社会性
の向上を図り、国際社会および地域社会に貢献できる人材の育成をめざしています。
また、学生一人ひとりが主役となって、それぞれの夢や「なりたい自分」を追求して、実現することにつな
がるよう、自分を伸ばし、成長を実感できる教育の実践に努めています。
特に、
「社会へつなぐ学び」により、コミュニケーション力、協働力、課題解決力など、社会で求められる
基礎力を伸ばすことを重視しています。
実務・実学重視型教育やキャリア教育の充実による就業力育成を図り、各種の免許や資格、能力検定の取
得支援を強化し、高い就職率を確保しています。
全国で有数の産業県・教育県で雇用も安定し、美しい自然と住みよい環境に恵まれ、災害も少なく安全・
安心の富山県での学生生活をおすすめします。
【お問合せ先】 富山国際大学 入試広報課 入試係
〒930-1292 富山県富山市東黒牧 65-1 TEL 076-483-8001（直）

E-mail

nyushi@tuins.ac.jp

現代社会学部 6 期生の就職状況等〔就職率 100％〕(H29 年 4 月現在)
・

金

融

業

：㈱富山第一銀行（上場企業）２
㈱富山銀行（上場企業）
北陸労働金庫 砺波信用金庫
唐津信用金庫
富山県信用組合
・全国展開大手企業：日本郵便㈱（上場企業）２
共同コンピュータ㈱（上場企業） ㈱サカイ引越センター（上場企業）
㈱ジェイエスエス（上場企業） ㈱バローホールディングス（上場企業） マイナビ 他
・ 地 元 大 手 企 業 ： ㈱ 高志インテック（上場企業）２
北陸電気工事㈱（上場企業）
中越合金鋳工㈱３
テイカ製薬㈱２
立山黒部貫光㈱ 他
・公務員・公的企業等： 福島県警察
日本海ガス㈱
高岡ガス㈱
なのはな農業協同組合 他
・ 大 学 院 進 学 ： 富山大学大学院経済学研究科２
富山大学大学院人間発達科学研究科

留学支援！ アイペック奨学金贈呈式を行いました
平成 29 年 7 月 31 日（月）、現代社会学部 2 年生奥村さんと同 2 年生川平さんに「アイペッ
ク奨学金」が支給されました。2 人はともにカナダへ 7 ヶ月間留学します。
本学の留学促進のため、株式会社アイペックの相談役の高見氏から、昨年度に引き続き
個人資産からご寄付いただきました。
高見氏から、留学先では勉強だけでなく人との交流を楽しむようにとアドバイスを頂きまし
た。これに対して奥村さん、川平さんは、英語力を伸ばすことだけではなく、カナダ文化の理
解に努めたいと抱負を述べました。
贈呈式後の記念撮影

ボート関西選手権、３種目で優勝！
平成 29 年 7 月 1 日(土)～2 日(日)、平成 29 年度関西選手権競漕大会が、大阪府高石市の大
阪府立漕艇センターで開催され、3 種目で優勝、3 種目で準優勝、1 種目で 3 位に入賞しました。
なかでも女子シングルスカルと男子舵手無しクォドルプルでは、本学クルーがワンツーフィニ
ッシュとなりました。
主な成績は以下の通りです。
【女子シングルスカル】
栗山(4 年)：優勝
木佐貫(4 年)：準優勝
【女子ダブルスカル】
吉田(2 年)・村(4 年)：優勝
滝澤(4 年)・中田(1 年)：3 位入賞
【女子舵手付きクォドルプル】
佐伯(2 年)・中島(2 年)・杉田(2 年)・佐藤(2 年)・浦川(3 年)：準優勝
【男子舵手無しクォドルプル】
柘植(1 年)・坂田(1 年)・佐藤(4 年)・押川(2 年)：優勝
阿部(4 年)・中川(2 年)・藤井(3 年)・城臺(2 年)：準優勝

女子シングルスカルの優勝・準優勝者

男子舵手なしクォドルブルの

今回の大会は予選が強風で中断し、2,000m から 1,000m に短縮されるアクシデントに
優勝クルーと準優勝クルー
見舞われましたが、1、2 年生の活躍も目立つなど収穫の多い大会となりました。
今後は 8 月 31 日（木）～9 月 3 日（日）に開催される全日本大学選手権に向けて練習を積み重ねていきますので、より一
層のご声援をお願いいたします。

企業倫理を学ぶ

【株式会社富山第一銀行、日本海ガス株式会社、三楽園グループ】

現代社会学部３年生の必修授業「環境・社会・企業と倫理」では、受講生が企業倫理
について学んでいます。県内企業の方に、日頃の事業において留意されていることを、コ
ンプライアンス（法令遵守）や CSR（企業の社会的責任）という観点からお話しいただい
ています。
平成 29 年 6 月 16 日(金)には、株式会社富山第一銀行リスク統括部の藤健二氏より、銀
行を利用している顧客の立場からは気づきにくいコンプライアンスや CSR に関する銀行
側の努力について学びました。学生からは、「就職のための企業研究の参考になった」等
熱心に受講する学生たち
の声が聞かれました。
6 月 23 日(金)には、日本海ガス株式会社コンプライアンス室の山崎理恵子氏より、経営理念や事業ミッションなど企業活動
の基本方針やコンプライアンスに関わる具体的な取組みを学びました。学生からは、「安心安全を確保することの大切さと企
業努力を知ることができた」、「コンプライアンスに関わる社内教育が徹底されていると感じた」等の声が聞かれました。
6 月 30 日(金)には、三楽園グループの坂井彦就氏より、宿泊業に携わる方々が日頃心がけていることを、様々な角度から紹
介されました。特に、本学と連携して実施した「庄川温泉郷活性化ビジョン」について詳しくご説明をいただきました。また、
企業倫理において重要なのは、コンプライアンスや CSR をしっかり機能させる社風や企業風土であるとのご指摘が印象的でし
た。学生からは、「地域の活性化では、地域の様々な企業と連携する大切さがわかった」、「上司と部下が互いに信頼しあうと
いう関係性が素敵だと思った」等の声が聞かれました。

子ども育成学部 6 期生

富山県小学校教員採用 1 次試験に現役生 30 名が合格！

平成 30 年度公立学校教員採用試験に現役生 42 名が受験し、30 名が 1 次試験に合格しました。（現役合格率 71.4％）
8 月 26 日（土）、27 日（日）の 2 次試験に向けて、特別対策講座を開講し、学生、教員とも一丸となって合格をめざします。

■過去 3 年間の公立学校教員採用選考検査合格者数
採用試験年度
合格者
現 役
29 年度
18
12（富山 12）
9（富山 5、新潟 2、石川 1､ 富山補欠合格 1）
28 年度
16
27 年度
11
5（富山 4、新潟 1）

既 卒
6（富山 6）
7（富山 5、新潟 2）

6（富山 5、新潟 1）

現役合格率

36.4％
34.6％
29.4％

子ども育成学部 5 期生の進路状況〔就職率 100％〕（H29 年 4 月現在）
■子ども育成の専門職養成の実績
・小学校教育分野（小学校教諭・講師）：２８名
朝日町さみさと小学校 魚津市清流小学校
滑川市寺家小学校
滑川市西部小学校
富山市萩浦小学校
富山市山室小学校
射水市東明小学校
高岡市木津小学校
氷見市宮田小学校
氷見市湖南小学校
砺波市出町小学校
南砺市福光中部小学校
（講師）黒部市石田小学校 魚津市本江小学校
舟橋村舟橋小学校
小学校教育実習
富山市新庄北小学校
富山市太田小学校
富山市熊野小学校
富山市月岡小学校
富山市大久保小学校 富山市大庄小学校
富山市呉羽小学校
富山市長岡小学校
富山市西田地方小学校
高岡市成美小学校
高岡市戸出西部小学校
砺波市出町小学校
高岡市こまどり支援学校
・保育・幼児教育分野（保育士、幼稚園教諭）：２３名
富山市保育所５（双葉、西田地方、新庄、浜黒崎、大久保）
幼稚園教育実習
魚津市道下保育園
黒部市荻生保育所
高岡市戸出保育園
砺波市庄下保育所
砺波市太田こども園
小矢部市保育所２(埴生、正得）
富山市豊田保育所(臨)
黒部市三島保育所(臨)
滑川市坪川保育所(嘱)
いずみ幼稚園２
あおぞら保育園２
ちゅうりっぷ保育園
三日市保育所
かたかご保育園
富山短期大学付属みどり野幼稚園
・社会福祉分野（社会福祉士・相談員等）：２０名
市町村
富山市２
砺波市
朝日町(臨)
社会福祉協議会
富山県社会福祉協議会
氷見市社会福祉協議会
児童福祉施設
富山県社会福祉総合センター･こども支援センター
高岡愛育園
聖霊愛児園〔石川県〕
模擬保育
障害者支援施設
セーナー苑２
花椿
めひの野園
こもれびの里
高齢者施設･事業所 あっとほ～む婦中
ツクイ富山赤田
至誠学舎立川〔東京都〕
病院
アルペンリハビリテーション病院２
北陸中央病院
・その他の公務員：３名
高岡市
富山河川国道事務所
飛騨市(嘱)
・大学院等進学：３名
上越教育大学大学院２
北陸ビジネス福祉専門学校
・企業：１０名
㈱富山第一銀行
新湊信用金庫
北陸電気工事㈱、
㈱タイヨーパッケージ
中田図書販売㈱
㈱バローホールディングス
富山県綜合警備保障㈱
社会福祉施設見学
㈱ヤングドライ
フルタフーズ㈱
㈱トヨタレンタリース

※社会福祉士国家試験 に５期生が１５名合格
【現役生合格率 60％〔全国合格率 25.8％〕：北陸の私立大学で１位！ 既卒者含む合格率 44.1％】
【過年度合格率 平成 25 年度：52.2％
平成 26 年度：66.7％
平成 27 年度：57.1％】

現代社会学部の学びの場はここにあります
■

東黒牧キャンパスは、富山市南に位置する東黒牧台地の大山研究学園都市にあります

富山市の南に位置する東黒牧台地には、大山研究学園都市として大学や民間企業の研修センター、専門学校や
小学校、中学校、高等学校が集まっています。学生・教職員が全員駐車できるスペースを備えており、キャンパ
スから徒歩 2～5 分内に家賃 23,000 円から 35,000 円のアパートも建ち並んでいます。

大 山 研 究 学 園 都 市
職芸学院

㈱北陸電気工事
能力開発センター
富山国際大学
駐車場・テニスコート

学生マンション

※月岡 駅か らの
シャト ルバ ス運 行中 ！
東黒牧 キャ ンパ ス

㈱インテック

学生マンション

大山研修センター

～

グランド

片山学園

月岡間 所要 時間 約 7 分

中学校・高等学校

福沢小学校
国際大学口

富山国際大学 東黒牧キャンパス

熊野川

新福沢橋

↓至 富山市街
東黒牧キャンパス

現代社会学部

現代社会学科

観光専攻／環境デザイン専攻／経営情報専攻
〒930-1292 富山県富山市東黒牧 65-1 ℡076-483-8000（代）

子ども育成学部の学びの場はここにあります
■

呉羽キャンパスは、大学、短大、高校、幼稚園が集う教育・研究総合キャンパスです
富山の中央に位置し、キャンパス近郊には様々な文教施設や観光名所などが多数あります。

富山ライトレール

射水市 帆船 海王丸

呉羽キャンパスの全貌
高岡市 国宝瑞龍寺

呉羽キャンパス
富山国際大学子ども育成学部
富山国際大学付属高等学校

富山県立図書館

富山短期大学
富山短期大学付属みどり野幼稚園

呉羽キャンパス周辺には、徒歩 1 分のところにアパート（月 28,000 円～）が
あり、コンビニ、医院、薬局、スーパーなども近くにあります。富山駅、高岡
高岡市 歴史文化の街並み

富山県こどもみらい館

呉羽キャンパス

駅からもバスで約 30 分前後、本数も多く、交通アクセスに便利な立地です。

コンビニ 徒歩 2 分

内科外科医院・薬局 徒歩 1 分

富山市ファミリーパーク

スーパー 徒歩 5 分

子ども育成学部 子ども育成学科
小学校教育分野／保育・幼児教育分野／社会福祉分野
〒930-0196 富山県富山市願海寺水口 444 番地
℡076-436-2570（代） 呉羽キャンパス事務室

