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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　本学では教養科目や学部横断型の科目を多く用意してい
ますが、大学の科目を履修するのみでは、皆さんが幅広い
視野と豊かな人間性を身につけることは困難です。そこで、
クラブ活動や実社会での活動を通して人間性を磨く必要が
あります。皆さんのクラブ活動を支援する組織として北里
大学北里会がありますが、この会には大学全体の体育会・
文化会の他に、学部毎の北里会があり、各学部・キャンパ
スの特色を生かした活動が活発に行われています。一方、
最近はクラブ活動で様々な問題が発生しておりますので、
一人ひとりが社会的規範を遵守してクラブ活動に励んで下
さい。
　皆さんが卒業後に社会で活躍するためには深い専門知識
と高度な技能が必要ですが、それだけでは十分ではありま
せん。就職に際して最も求められる能力はコミュニケーショ
ン能力であり、自分で学ぶ能力、新しいことに挑戦する姿勢、
相手の立場になって考える態度も求められます。
　第４次産業革命が進行している今、大学で生まれた新し
い知識は大学に留まることなく、大学の外に出て他の知識

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
　受験が終わり、大学生としての生活が始まった今、心機一
転して何かに挑戦してみたいと考えている方も多いのではない
でしょうか？ 部活動はそのようなニードを満たしてくれる恰好
の場です。体育会の部活動は「健康な体をつくる」、「より上
手くなる」、「ライバルに勝つ」、「大会で入賞する」といった、
さまざまなレベルの目標に向かう挑戦であふれています。そし
て目標達成に向けた努力が充実感をもたらしてくれます。まっ
たく経験がなくても気にする必要はありません。どの部も初心
者の入部を歓迎します。また、学部・学科・学年を超えた交

と融合し、誰もが利用できる時代
になっています。そして、それら
は常に新たな知識に置き替わって
います。知識や技術を教えてもら
うという態度では、これからの社
会で活躍することはできません。
皆さんに必要なのは学習のやり方
を身に付けることです。どこに行
けば自分の必要とする知識・技術を手に入れることができ
るかを知り、どのように学習すれば身に付くのかというこ
とを考えられるようになって下さい。
　また、皆さん一人ひとりが、家族や友人にとって大切な
人です。それは、どの学生も同じです。社会には、そして
大学にも、様々なバックグラウンドを持った人がいます。
色々な人の背景を理解して、相手の立場になって考えるこ
とができるようになって下さい。
　大学生活を通して、勉学のみならず、クラブ活動や旅行
など様々なことを経験して視野を広げ、良い友人をつくり、
良き社会人となる基礎を作って下さい。

流ができることも部活動の特長で
す。同じ目標に向かって努力する
仲間の存在は、部活動はもちろん、
それ以外の場面でも心の支えにな
ります。
　皆さんが充実した学生生活を送
ることを、そして部活動に加わって
くれることを期待しています。

北里会会長挨拶

北里会体育会会長挨拶

北里会文化会会長挨拶

松谷　伸二
看護学部教授

伊藤　智夫
北里大学学長

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　北里大学は生命科学・医療系の総合大学であり、充実した
カリキュラムとなっていて、皆さんが入学前に思い描いてい
たようなゆとりのある大学生活とはほど遠いかと思います。
とはいえ、大学では勉学に加えて課外活動を通して、日本中
から集った学友と交流し過ごす時間でもあります。多くのい
ろいろな考えを持った学友と交流し、「人間関係」、「相手を
思いやるこころ」を培うことは、皆さんの人生の糧となります。
　北里会文化会には、芸術系（演劇、写真など）、音楽系（ハ
ンドベル、交響楽、吹奏楽など）、科学系（化学、生物、天

文など）、茶道、和装、奉仕活動
系などがあります。また、学生委
員会で文化会をまとめる仕事や学
生による一大イベントである北里
祭（学園祭）の準備・運営に実行
委員として携わる人達もいます。
部活動などを通して勉学以外の貴
重な体験をして、充実した学生生
活を送ってくれることを期待しま
す。

秋田　久直
医療衛生学部准教授
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課外活動 北里会組織図と団体一覧

　本会は課外活動を通じ協力と連携の精神を学び人間性を高めることを目的とした組織で、本学学生と教職員で構成されていま
す。本会には体育会、文化会、薬学部北里会、獣医学部北里会、医学部北里会、海洋生命科学部北里会、看護学部北里会、理学
部北里会、医療衛生学部北里会、一般教育部北里会があり、それぞれの会では独自の特色を生かした活動が活発に行われています。

女子フットサル部
水泳部
男子フットサル部
テニス部

バスケットボール部
バドミントン部
バレーボール部
フラダンス部

陸上競技部
ダンスサークル
トレッキングサークル
フィットネスサークル

軽音楽部
吹奏楽部
手話サークル
アカペラサークル

調理部

北里大学保健衛生専門学院北里会（17）

バドミントン部
バレーボール部
winK♡（アイドルコピーダンス）

生物研究会
バドミントン部
自然環境応援団
数理科学部

Diving Club
軟式野球部
QQ＜救急＞クラブ

登録団体なし

看護学部北里会（3） 理学部北里会（4） 医療衛生学部北里会（3） 一般教育部北里会

北
里
大
学
北
里
会　

会
長
（
学
長
）　

伊
藤　

智
夫

潜水部
北里三陸湧昇龍部

ダンス部
バレーボール同好会

ソフトボール同好会
海洋音楽部

ビーチコーミング部
Bowiendサークル（ボランティア）

海洋生命科学部北里会　体育会・文化会（8）

生薬研究会
漢方研究会
薬理研究会

微生物研究会
ウインドサーフィン部
フットサル部

水泳部
茶道部
白金ぬいぐるみ病院部

写真同好会
白金バドミントン同好会
ダンス同好会 We☆beat

地域医療・在宅医療研究会

薬学部北里会（13）

硬式庭球部
卓球部
山岳部
サッカー部
排球部
スキー部

剣道部
躰道部
野球部
少林寺拳法部
弓道部
陸上競技部

ゴルフ部
柔道部
ラグビー部
バスケットボール部
馬術部
ハンドボール部

バドミントン部
水泳部
車椅子バスケットボール部
ダンス部
アルティメット部
ソフトテニス部

アイスホッケー部
カバディ部
サイクリング部

体　育　会（27）

アウトドアクラブ
あしたぼの会
アニメーション研究会
演劇部
化学研究部
奇術部

ギター部
K.F.C（北里フォークソングクラブ）
交響楽団
茶道部
写真部
ジャグリングクラブ

手話部
吹奏楽団
生物部
天文研究会
N.C.O（ニューカウントジャズオーケストラ）
ぬいぐるみ病院

ハンドベルクワイヤ
美術部
病院奉仕団
B.H.C（Blues in Heart Club）
北釣会
R.H.C（ローヤルハワイヤンクラブ）

和装部
将棋部
農業部
子ども食堂部YUMMY
アカペラ部

文　化　会（29）

体育会
サッカー部
空手道部
スキー部
馬術部
自動車部
硬式庭球部
剣道部
躰道部
少林寺拳法部
排球部
卓球部
弓道部

陸上競技部
ラグビー部
硬式野球部
バスケットボール部
柔道部
軟式野球部（活動休止）
バドミントン部
水泳部
極真空手道部
アメリカンフットボール部
合氣道部
ビリヤード部
ボウガン部

ハンドボール部
スキューバダイビング同好会
ゴルフ同好会
ソフトボール同好会
Ｋ.Ｄ.Ｃ（kitasato Dance Crew）同好会
横のりism愛好会
フットサル愛好会
ボクシング愛好会
山岳愛好会
フライングディスク愛好会
自転車愛好会
車椅子バスケットボール愛好会
アイスホッケー同好会

文化会
音楽部
茶道部
写真部
美術部
フォークソング部
自然界部
交響楽団部
ＥＳＳ部
ジャグリング部
吹奏楽団部
ギター部
漫画研究会部

あしたぼの会部
演劇部
北釣生物同好会
アウトドアクラブ同好会
落語研究会同好会
天文同好会
合唱同好会
牛愛好会
北里しっぽの会愛好会
手話愛好会
日本獣医学生協会愛好会
ジャズ研究会愛好会
華道愛好会

獣医学部北里会　体育会（38）・文化会（25）

体育系
スキー部
サッカー部
ウィンドサーフィン部
準硬式野球部
アメリカンフットボール部
ボート部

卓球部
剣道部
硬式庭球部
バスケットボール部
ゴルフ部
水泳部
バドミントン部

バレーボール部
柔道部
馬術部
釣り同好会
自転車同好会
ストリートダンス同好会（KDDI）

文化系
潜水医学研究会
医学英語の会
東洋医学研究会
囲碁将棋部
ぬいぐるみ病院同好会
管弦楽団（同好会）

重音同好会

医学部北里会　体育系（19）・文化系（7）
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課外活動 トピックス

Topics 

　皆さんは躰道という武道をご存知ですか？ 躰道はバク転バク宙を始め

アクロバティックな動きから攻防を繰り出す「進化創造」の武道です。私達

躰道部は初心者100％！ 運動部出身者のみならず文化部帰宅部出身の部

員も数多く活躍しています。女性部員も多く全国大会で優勝など紹介しき

れない程の数多くの輝かしい実績があり、運動初心者でも金メダルを目指

せます。３年生になる前には黒帯に

なることもできます。興味がある方

はyoutubeで「北里 躰道」で検索！ 

月、水、土の週３日17時より体育館

１階武道場にて楽しく全力で活動中

です！ Twitter、Facebookでも情

報を発信しています。私達躰道部

の応援、更に興味のある方は学年

問わずいつでもお待ちしています！

躰道部
／北里会体育会

学生大会集合写真

女子も頑張りました男子団体優勝

Topics ／北里会文化会

海洋生命科学部３年　小川　泰成

　生物部では生き物に関する様々な活動を行っています。昨年の

北里祭では水族館を開催し、展示大賞を頂きました。今年度から

は従来の活動内容にとらわれず、一年生の意見や企画を積極的に

取り入れ、今まで以上に幅広く活動を行っていくつもりです。

　大学生活では自由に使える時間が山ほどありますが、何となく

過ごすだけではそれらは一瞬で通りすぎてしまいます。自らの意

思でいろいろなことに挑戦し、学びを得ることは有意義な時間の

使い方の一つです。

　生物部では自ら活動を企画することで自分のやりたいことを活

動として行うことができます。生物部という場を上手く利用して、

生き物に関する様々なことに挑戦してみませんか？ 入部をお待ち

しています。

生物部

北里祭教室企画金賞受賞！

新江ノ島水族館にて

美濃口  みど理
医療衛生学部４年
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トピックス

第57回北里大学球技大会実行委員長より　

第57回北里大学北里祭実行委員長より

金子　睦実

田島　刀麻

医療衛生学部３年

理学部３年

　新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます。
　2019年度球技大会実行委員長の

金子睦実です。
  球技大会とは新学期が始まって一番最初にやって

くるイベントで
あり、毎年６月
に５種目の球技
とミニゲームを
行っています。
　球技大会実行
委員とは１～３

年生約100名で構成されています。その中でも大半
を１年生が占めており、１年生が中心となって活
動していくことになります。スポーツ経験などは
問わず、学部や学年の壁を超えて色々な人と関わ
ることができるので友達が欲しい！ 他学部の人と
仲良くなりたい！という人は実行委員として一緒
に活動してみませんか？
　実行委員に興味を持ってくださった方は平日12：
20～12：45の間に部室棟2F体育会本部までお越
しください！
　皆さんの参加心からお待ちしてます！

　皆さんご入学おめでとうございます。
　私達、第57回北里祭実行委員会は
毎年行われる北里祭の企画、運営を

行っています。北里祭実行委員会は北里大学の中で最
も大きな団体で、毎年多くの１年生が所属しています。
そして、１年生が主体となり北里祭を盛り上げるために
活動していきます。私達３年生幹部と２年生幹部は主
に１年生のサポートをしていきます。
　実行委員会はいくつかの部署に分かれており、縁日
やお化け屋敷、迷路や花火の打ち上げ、プロアーティ
ストによるコンサートやお笑い芸人によるライブ、ミス
＆ミスターコンテストや学園祭の象徴である門を作り上

げる部署など様々あります。北里祭が終わった時には
どの部署も達成感、充実感を味わうことができ、実行
委員に入って良かったと心から思えるはずです！
　実行委員会はただ北里祭の企画、運営をするだけで
なく、普段の活動の他にキャンプや運動会などのイベ
ントを通してたくさんの友達ができます。ここでできた
友達は一生の友になるでしょう。北里祭や実行委員に
興味のある人、たくさん友達を作りたい人、楽しいこと
が大好きな人、そしてなにより大学生活を充実させた
い人、是非実行委員となって一緒に北里祭を盛り上げ
ていきましょう！
　皆さんのことを心からお待ちしております！

球技大会

北里祭

学祭当日の朝、みんなで気合を入れます普段からみんなで楽しく活動しています 学祭が終わった後は大きな達成感

集合写真企画Ⅲ企画Ⅱ

企画Ⅰ
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学部等トピックス

School of Pharmacy

School of Veterinary Medicine

　2017年10月より白金キャンパス整備計画・第３期工

事が進行しています。旧２・３号館が解体され、プラチ

ナアリーナ（体育館）、ソフィアプラザ（広場）及び白金

図書館の一部が、2019年５月中旬までに完成予定です。

完成後は薬学部校舎が全て連絡通路で繋がることでより

利便性の高いキャンパスになります。

　また、プラチナアリーナ（体育館）の完成に伴い、白

金キャンパス大学事務室では学生の皆さんが新しい施設

を有効に活用できるようバドミントンのラケット等、用

具の貸し出しを予定しています。授業や研究で多忙を極

める薬学部ですが、お昼休みの時間等を上手に利用して

体を動かすことで、心身のリフレッシュを図っていただ

きたいと思います。

　十和田キャンパスでは2018年度から「道の駅と

わだ」による出張マルシェを始めました。

　これは、獣医学部生の要望によって始まったもの

で、道の駅とわだで販売している十和田の新鮮な野

菜や農家さん手作りのおいしいスイーツをわざわざ

遠くに出向く必要なく、キャンパス内で安価に購入

できる出張販売システムで、多くの学生・教職員が

利用しております。

　2018年６月15日に始めた第１回出張マルシェが

好評を得て、その後、第２回（６月29日）、第３回

（９月28日）、第４回（10月26日）と年に４回も開

催するに至りました。

　2019年度以降も継続していく予定ですので、十

和田キャンパスに来たら是非ご利用ください。

薬
学
部

獣
医
学
部

出張マルシェ始めました

白金キャンパス整備計画・第３期工事が進行中です

完成予想図

第１回の模様（規模は小さいですが多くの学生が利用し好評を得ました）

新鮮野菜はこの他にも特産品のニンニク、長芋などを販売しています

建設中の風景
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School of Medicine

School of Marine Biosciences

　この度、医学部重音同好会として再スタートしま
した。医学部重音同好会は医学部医学科の学生のみ
で構成されていて、他の部活との兼部がほとんどな
ので、様々な出会いがあります。ライブは年に４、
５回ほどで、参加は自由、ライブに合わせてバンド
を組んで練習をするので予定などは自分たちで決め

ます。夏には合宿も行い、仲良く音楽を楽しんでい
ます。外部のライブに参加する部員などもいるので、
本気で音楽をやりたい方にもオススメです。楽器初
心者には手厚く教え、上級者には思いっきり楽しん
でもらえる素晴らしい同好会になっています。

　皆さんは「クラゲ」って聞くと、どんなイメージをもちますか？ ゼリー
みたい、エイリアンみたい、綺麗、毒があるなど、イメージは人それぞ
れだと思います。私はクラゲの形態の多様性に魅せられました。
　私は、北里アクアリウムラボのスタッフをしており、クラゲの飼育お
よび展示の指揮を担当しています。どの生き物も毎日の世話が必要です
が、クラゲは体の約９割が水分でできているため体が脆く、また環境変
化にも非常に繊細で、より一層慎重なお世話を必要とします。お世話は
大変ですが、飼育の難
しいクラゲ達が長生き
しているのを見ると、
私はやりがいを感じる
のです。
　皆さんも大学でやり
がいのあること、探し
てみませんか？

医
学
部

海
洋
生
命
科
学
部

田所　祐輔海洋生命科学科４年

医学部重音同好会

クラゲに魅せられて…

ライブの様子

採取の様子

合宿のBBQの様子

アクアリウムラボで展示中のカミクラゲ

石原　宏樹医学科３年
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学部等トピックス

School of Nursing

School of Science

　３年生の後期から約半年間の領域別実習が始まり
ました。領域別実習が始まった頃は、患者さんとの
関わり方で悩むことも多く、疾患や看護に対する知
識不足を痛感しました。しかし、先生からの助言や、
実習メンバーとカンファレンスを行うことで、自分自
身では気付くことの出来ない多角的な視点で、様々
な学びを得ることが出来ました。これらの学びを活
かし、少しずつ成長しながら、次の領域別実習に臨

んでいます。また、様々な患者さんと関わらせて頂
く事により、患者さんの個別性に着目した看護を行
うことが必要であると、看護の根本も少しずつ学ぶ
ことが出来ました。残りの１年間も、今までの学び
を踏まえて、支えて下さる様々な方に感謝しながら、
大切な友人たちと実習や勉学に励んでいきたいと思
います。

　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。

　私たち生物研究会は博物館等への見学やフィールドワーク、実

験などを主な活動としています。その中でも特に我々が力を入れ

ている点は透明骨格標本の作成です。必ず全員が標本を作成でき

るようにしており、毎年北里祭でこの標本を展示しています。活

動日時は内容等によってまちまちなので決まった日時はありま

せん。

　活動の性質上、生物科学科の方は実習に近いこと

を先にでき、先輩、先生方と接することができる機

会でもあります。また、生物科学科の学生が多く所

属していますが生物科学科以外の方も参加いただけ

ます。生物に興味のある方大歓迎です。一緒に疑問

を探求してみませんか？

看
護
学
部

理
学
部

伊林　知香看護学部４年臨地実習を経験して

理学部生物研究会

北里祭に向けプレパラートを作成している様子

透明骨格標本

部活動の仲間たち慢性期実習メンバーと集合写真
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School of Allied Health Sciences

　私たちは医療衛生学部北里会QQ〈救急〉クラブで
す。私たちのクラブは週に２回（月・水）、18時～
19時の１時間活動を行っています。主に心肺蘇生法
やAED、気道異物除去法、三角巾の技術習得を目指
し活動を行っています。この他、学内での活動として、
大学祭での一次救命処置の普及活動や医学部（１年
次・４年次）の実習補助、北里会体育会・文化会合

同リーダース研修会での救命救急講座などを行って
います。また、外部の講習会に参加し、技術向上お
よびインストラクター資格の取得を目指しています。
現在は医療衛生学部の学生のみで構成されています
が、他学部の学生の入部も大歓迎です！ 興味のある
方は１度見学に来てください！

医
療
衛
生
学
部

岡本　昌子リハビリテーション学科
理学療法学専攻医療衛生学部北里会QQ〈救急〉クラブ  クラブ紹介

人工呼吸（下顎挙上法）の指導を受けている様子心肺蘇生法の練習の様子

 Liberal Arts and Sciences

一
般
教
育
部

　一般教育部では、１年生の皆さんのキャン

パスライフを豊かにするための支援を行って

います。

　毎年４月下旬に新入生歓迎会を実施し、北

里会委員の学生たちが食事やイベントを用意

して新入生の皆さんをお待ちしています。

（2019年度は４月23日［火］に実施予定）

　７月には七夕祭、12月にはクリスマスイル

ミネーションの点灯式も予定しています。

　また、共通の趣味やスポーツなどを通じて、

１年生同士・一般教育部教員との親睦を深め

るための会として「懇和会」が用意されてい

ます。

　同じ学部の学生だけではなく、他学部の学

生と交流できる数少ないチャンスですので、

ぜひ積極的に参加してみてください！
クリスマスイルミネーション点灯式の様子

懇和会の様子
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学部等トピックス

Graduate School of Medical Science

Graduate School of Infection Control Sciences

医
療
系
研
究
科

感
染
制
御
科
学
府

　修了祝賀会実行委員会より、修了記念として衝立とポータブルスクリーンが寄贈されました。衝

立は生命科学研究所棟３階の談話スペースに設置され、よりプライバシーが確保されるようになり

ました。また、スクリーンは１階事務室にて保管され、希望する学生へ貸し出しを行っています。

　実行委員会の皆さんに寄贈理由について伺うと、３階の談話スペースには衝立の数が少なく、廊

下を歩く人の視線が気になるという理由から、そしてスクリーンについては研究室等でも発表練習

や懇親会などに利用することが出来たらという学生時代の経験から購入を検討したとお話しして下

さいました。

　どちらも先輩方から

頂いた大切な寄贈品で

すので、大事に使用す

るようにお願いいたし

ます。

2018年度感染制御科学府修了祝賀会実行委員会より
記念品が寄贈されました

３階談話スペースにて ポータブルスクリーンと実行委員

　2018年11月１日より５日間、台湾で開催された
TAMRT （Taiwan Association of Medical Radiation 
Technologist） に参加しました。先生と何度も議論を
重ね、多くの方に協力していただいて、自らの研究
の成果を発表することができました。会場には台湾
の方のみでなく、タイや韓国などアジア各国からの

参加者と英語でコミュニケーションを取り、見聞を
深めることができました。また、台湾の病院を見学
させていただき、また現地の診療放射線技師養成学
校の学生と交流することもできました。自らの研究
に関わってくださる多くの方に感謝しながら、今後
も頑張っていきたいと思います。

高須　康平医科学専攻修士課程１年TAMRTでの経験

現地学生との交流 学会発表の様子
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Junior College of Health and Hygienic Sciences

Kitasato Nursing School

　臨床検査技師養成科には、１年次に学院の近くに
ある八海山麓スキー場で行うスキー授業があります。
私たちの授業当日は朝から晴天とサラサラの雪とい
う最高のコンディションの中、気持ち良く滑ること
が出来ました。スキー場の専属コーチの皆さんに各
レベルに合った指導をしていただき、安全に楽しむ
ことが出来ました。中にはスキー初心者の人もいま

したが、午後にはリフトに乗り颯爽と滑る様子も見
られました。このように新潟キャンパスでの生活は、
自然豊かな雪国ならではの良い思い出を沢山作るこ
とができます。その後もウインタースポーツをはじ
め、自然に触れながら勉強に励むことができ、充実
したキャンパスライフを送ることができています。

　私たちは、昨年７月に長野県野尻湖へ２泊３日の
教育キャンプに行きました。
　豊かな自然の中で、アーチェリーやカヌー、野外
料理など日常生活ではできない貴重な体験をするこ
とができました。身体を動かしながら、コミュニケー
ションをたくさんとることができ、クラスの仲間との
交流が深まりました。教育キャンプを通し、仲間と

協力をすることの大切さを知り、様々な体験をする
ことで、今までの学校生活について振り返ることが
できました。
　キャンプで学んだことを今後の生活に活かし、ク
ラスの仲間と切磋琢磨しながら勉強を頑張り、看護
師という夢に向かって行きたいと思います。

保
健
衛
生
専
門
学
院

看
護
専
門
学
校

杉浦　成実

宍戸　理瑚

臨床検査技師養成科３年

看護学科２年

スキー授業

教育キャンプ

スキー体験中！

蜘蛛の巣くぐり～紐に触れてはいけません～

みんなでお昼！

アーチェリー頑張るぞ！
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健康管理センター

実りある学生生活を送るためのアドバイス−「自分なりの心身の健康」を大切に−

北里大学に入学した1年生は、全員
が相模原キャンパスで大学生生活を開
始することになります。勉学で成果を
上げ、有意義な学生生活を送るために

は、心身共に健康であることが重要です。北里大学健康管理セ
ンター（以下センター）は、「自分なりの心身の健康」を大切に考え
ています。様々な個性がある中で、皆さん一人ひとりが自分にとっ
ての心身の健康を追求し、その保持・増進を図る援助をするた
めにセンターは設置されています。

センターは、毎年4月の初めに定期健康診断を実施しています。
まずこれを必ず受けるようにして下さい。この定期健康診断の
結果に基づいて、奨学金の申請、留学の手続きや就職活動など
に必要な健康診断書の発行も行っています。また、実習や宿泊
を伴うクラブ活動に参加する際にも健康診断結果が必要です。

一方、大学生時代は、いろいろな事を感じやすく、様々なこ
とを考え悩む時期でもあります。悩みを誰かに相談したい時、あ
るいはどうしたら良いか分からない時には、どんなことでもよい
ので気軽にセンターを訪ねて下さい。センターの学生相談室に
はカウンセラーが常駐しています。また、体調面で気になること
は保健師・医師に相談しましょう。相談内容に関しては秘密を厳
守しますので、安心して相談して下さい。

ところで、「自分の心と体は自分で守る」という姿勢も必要で
す。大学を中心とした新しい生活環境に早く適応し、安心して
勉学に励める大学生活を過ごせるように自分自身の状態を整え
ましょう。

右に健康管理に関し、大学生活において注意すべき点、どの
人にも気にして欲しい点を挙げましたので留意して下さい。

最後に、大学生時代は一人前の社会人になる自立・自律の大
切な時期です。したがって、大学生のうちに自分の健康管理をしっ
かりと行う習慣を確立することが大切です。右記はその一部です。
皆さんが、遠い将来に年齢を重ねても心身ともに自分なりの健
康を保つことができる「たくましい高齢者」になるためにも実り
ある学生生活を送ってください。センターはそれを応援します。

北里大学健康管理センター長

守屋 達美 ポイント

1
バランスの取れた食事を
◦�特に一人暮らしをすると、食生活が乱れがちになり、栄養素のバランスが
崩れ、思いがけない病気になることがあります。糖質、蛋白質、脂質、ビ
タミン、ミネラルのバランスのとれた食事をしましょう。
◦�朝食を抜くことはしないでください。必ず食べましょう。朝食を摂ること
により、体のリズムが整います。

ポイント

2
適度の運動をしましょう
◦�適度の運動は、筋力増強、心肺機能強化、ストレスの解消等、健康増進に
役立ちます。
◦�クラブ活動等に参加し、定期的な運動をしましょう。
◦�自分の生活や体力に相当した、長く継続できるような運動を選び、実行す
るようにしましょう。

ポイント

3
ストレスとうまくつきあうようにしましょう
◦�新しい大学生生活の始まりは、慣れない環境への適応、いろいろな人間関
係等がストレスとなります。現在、自分にとって何がストレスになってい
るかを見極め、それに対処する工夫をしましょう。
◦�悩みを自分で解決できない時は、いろいろな方に相談しましょう。センター
の学生相談室も気軽に訪ねて下さい。

ポイント

4

喫煙は決してしないでください
◦�北里大学のキャンパス敷地内はすべて禁煙です。神奈川県の条例でも公共
施設などでの禁煙が法律で決められています。
◦�喫煙は医学的にはニコチン依存症という一つの疾病と定義されています。
本人の健康に害があるだけでなく、受動喫煙は、周りの人の健康をも害し
ます。
◦�皆さんは、生命科学を志す学生諸君です！喫煙している諸君は、直ちに禁
煙をしてください。また、新たに喫煙を始めることは決してしないでくだ
さい。
◦�センターでは、禁煙の支援も行っています。

ポイント

5

飲酒は適量を
◦�まず、飲酒は20歳になるまでは厳禁です。
◦�過度の飲酒は肝臓をはじめとする多くの疾病の原因となります。
◦�一気飲みは非常に危険です。場合によっては命に関わります。一気飲みを
したり、勧めたりするのは絶対に止めましょう。適量をタンパク食品と共
にゆっくりと楽しみながら飲むことが大切です。
◦�女性ホルモンは、アルコールの分解を遅らせる作用があるため女性は男性
に比べお酒に酔いやすいので特に注意が必要です。
◦�日本人の約4割は生まれつき『飲めない体質』だと言われています。これは、
アルコールの代謝物である有害なアセトアルデヒドを分解する酵素がない
という体質によります。このような体質の人が多飲することや、このよう
な体質の人に無理にお酒を勧めることは非常に危険です。

ポイント

6
食中毒には細心の注意を
◦�食中毒は毎年のように起きています。以下の点に注意しましょう。
◦�食事の前には、必ず手洗いを励行しましょう。
◦�火の通っていない肉類は食べてはいけません（新鮮なものであってもダメ
です）。
◦�冬にはカキ類からの食中毒にも注意しましょう。

ポイント

7

感染予防は大変重要
◦�感染症対策として、インフルエンザワクチンなどの必要な予防接種は必ず
受けましょう。
◦�自分のうけた予防接種の種類や時期を把握しておいてください（今までの
ものもこれからのものも）。今までのものは自分の母子手帳で確認しましょ
う。この件は、感染予防の観点から今後皆さんにお尋ねすることがあります。
◦�土に触れる機会の多い実習やスポーツを行う人は破傷風のワクチンを積極
的にうけましょう。

ポイント

8
自分の体温計を持ちましょう
◦�自分の体調を客観的に把握することも大切です。熱感、感冒様症状、腹痛、
下痢など調子が悪い時には、必ず体温を測るようにしましょう。
◦�登校可能かどうかを判断する時にも体温などの具体的な情報が必要です。

ポイント

9
歯科衛生にも気を配って
◦�う歯（虫歯）があると、噛むことが困難になり、食生活の乱れが生じ、ひい
ては栄養の偏りに繋がります。ブラッシング（歯磨き）は毎日欠かさず行い
ましょう。
◦�かかりつけの歯科を決め、定期的に歯科健診も行ってください。

保健室・学生相談室の利用法は別項目で詳しく紹介していますので
ご参照下さい。
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健康管理センター保健室（以下保健室）は、学生生活を営む上での一般的な健康・保健に関する相談、軽微なけがなどの応
急処置や休養のために利用できます。また、医療機関の紹介、禁煙相談なども行っています。身体の事で気になることがある
時は、保健室へご相談ください。なお、医
療機関ではないため、保険診療にあたいす
る診療（精密検査や診断や治療、薬の処方
など）は受けられません。

北里大学では、各キャンパスに保健室が
あります。相模原キャンパス以外へ主に通
学している方は、各キャンパスそれぞれの
保健室へお問い合わせください。

健康管理センター保健室の利用について
（相模原キャンパス）

受付
時間

月～金曜日　8：30～16：30
土曜日 8：30～12：00

（第２、４土曜日は閉室）

電話 042-778-7607

場所 臨床教育研究（IPE）棟　1階

・ 定期健康診断・特殊健康診断は必ず受診してください（履
修のために必要な検査も含まれています）。

・ 血圧や尿検査の再検査は、後日保健室にて再検査を受け
てください。所見のあった方は、保健室までお越しくだ
さい。

・ 健康診断の結果は、健康管理の他に、健康診断書の発行、
演習や課外活動の合宿の参加可否の判断、予防接種の対
象者選定、実習用の免疫獲得状況報告などに使用されて
います。

・ 未受診の場合、重要な履修に支障をきたすことがありま
す。

・ 健康診断の結果は５月下旬に学部事務室より配布されま
す。必ず結果をご確認の上、保管をしてください。

・ 健康診断証明書、予防接種歴証明書、抗体価証明書など
を発行しています（治癒証明書は次項参照）。

・ 証明書の発行を希望する方は、最初に学部事務室で必要
書類を作成し、その後保健室に申請してください。各種
証明書発行には休日を除き５日間（英文の場合は約１ヵ
月）を要します。

・ 証明書を必要とする期限までに余裕を持って申請をして
ください。

・ 証明書の提出先が指定する用紙や様式があったり、提出
書類に不明な点があったりする場合は、説明書類や指定
用紙などをお持ちになって保健室へご相談ください。

・ 全ての学生に対して、麻しん・風しん・流行性耳下腺炎・
水痘の４種感染症と季節性インフルエンザの予防接種を
推奨しています。

～医療機関などの実習がある学生～
４種感染症に加えＢ型肝炎についても免疫を獲得してい
ることが求められます。

・ 予防接種歴は、生涯自己管理してださい。
・ 自身が予防接種の対象かどうか、予防接種歴と健康診断

結果を確認の上、随時掲示板などで確認してください。
・ 集団接種日は、学部/学科/専攻や学年ごとに行います。
指定された予防接種日に体調不良の場合、保健室に必ず
事前にお申し出ください。

・ 在学中に外部医療機関で受けた４種感染症やＢ型肝炎の
予防接種は、必ず保健室へご報告ください。

・ 医師/保健師が、一般的な健康/保健相談を行っています。
（電話相談可）
また、健康診断結果に基づいて各校医による専門分野（循
環器/呼吸器/消化器/腎臓/内分泌代謝など）の健康相
談を行っています。

・ 精神科校医による健康相談は、予約制で行っています。
・ 医療機関受診が必要なこともありますので、学生証・健

康保険証を必ず携帯してください。
・ 入学を機に一人暮らしを始める方も多いかと思います。

継続的に通院中の方はすでにお済みでしょうが、現在健
康な方も急な発病/受傷に備え、事前に連絡/相談先を確
認しておきましょう。

健康診断

証明書の発行

予防接種

健康相談

保健室で行っていること

健康管理センター
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自転車運転中のケガで保健室を利用する学生が
増える時期です。新しい自転車、慣れない通学
路、新学期は余裕を持って運転しましょう。保
険への加入は、済みましたか？ 相模原市では自
転車損害賠償保険等への加入が義務化されてい
ます。

ぶつからない、とあなたは思う。
こわくて歩けない、と歩行者は思う。

　37.5℃以上の発熱・頭痛・関節痛等のインフルエンザ様
症状がある場合は、無理に登校しないで保健室へ連絡し、
必ず医療機関を受診してください。インフルエンザと診断
された場合、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後
二日を経過するまで出席停止となります。診断されたら学
部事務室へ報告し、5日目に保健室へ登校再開の相談をし
てください。教育的不利益が生じないよう治癒証明書を発
行しますので、案内や指示に従った行動をお願いします。

　下痢・発熱・腹痛・嘔吐などの症状がある場合は、無理
に登校しないで保健室へ連絡し、必ず医療機関を受診して
ください。
　感染性胃腸炎と診断された場合、症状消失後48時間後ま
で出席停止となります。診断されたら保健室へ報告し、症
状消失後に再び保健室へ連絡し、登校再開の相談をしてく
ださい。
　教育的不利益が生じないよう治癒証明書を発行しますの
で、案内や指示に従った行動をお願いします。

インフルエンザ 感染性胃腸炎

インフルエンザ・感染性胃腸炎について

家具・家電、調理器具に食器、などなど楽しく
準備したことと思います。一方で、急な体調不
良や災害に備え、救急箱（特に体温計）の準備・
避難所や緊急連絡の方法なども確認しておきま
しょう。

一人暮らしを始めた方

は、用意しましたか？

新入生の皆さんへ保健室からのお願い

※ 詳細は北里大学ホームページ内の保健室
「感染症について」をご参照ください

受診を希望される方は、保健室へご相談ください。健康診断や健康相談などの結果、上記病院の受診が適当＊と判断された場合、
紹介状を作成します（医療機関の作成した紹介状をお持ちの方は、直接病院へお申し込みください）。
＊感染症が疑われる（インフルエンザ・感染性胃腸炎など）場合などは、近隣の医療機関をご紹介します。
　受診時に必要になる以下の物も保健室までお持ちください。
　学生証・健康保険証（または遠隔地被保険証）・各病院の診察券（持っている場合）

北里大学病院・北里研究所病院および
北里大学メディカルセンターへの受診について

診療受付時間（外来診療の詳細は各病院ホームページなどでご確認ください）

●北里大学病院（相模原市） 8：20～11：00（開門時間は7：30です）

●北里研究所病院（港区白金） 8：20～11：30　12：50～16：30
 （診療科によっては午後の診療が特殊外来などで受診できない場合があります）

●北里大学メディカルセンター（北本市） 8：30～11：00

健康管理センター
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健康管理センター

学生相談室

◦�学生相談室では、学業、課外活動、自分の性格、家族や友人・恋人との関係、性別違和や性的指向の悩み、教員との関係、ストレス、
生活上の問題、自分を見つめ直したいなど様々な相談をお受けします。また、気持ちや考えを整理したいときにも、カウンセラー
がお手伝いをいたします。

◦��カウンセリング以外にも、各種企画・グループワーク、心理関係図書の貸し出しを行っています。自分や他の人をもっと理解した
いという方などにお勧めです。また、入退室自由のホッと一息くつろぐための場所もあります。詳しくは学生相談室ホームページ、
学生相談室入口や電子掲示板、各学部掲示板のポスターのお知らせをご覧ください。

◦�L ２号館1階学生相談室に直接来ていただくか、電話やメール、予約希望フォームでの予約も可能です。原則として予約制をとっ
ています。ご予約なく来室いただいた場合でも、カウンセラーが可能な限り当日のご相談に応じますが、翌日以降のご予約になる
こともありますので、ご了承下さい。

◦�ご家族からの学生さんに関するご相談にも応じます。お電話、もしくはメールでご予約下さい。なお、学生相談室を利用している
学生のご家族の方であっても、情報開示に対する学生ご本人の同意をこちらで確認できていない場合には、学生相談室利用の有無
を含めたご本人に関する情報をお話しすることはできません（守秘義務）ので、予めご了承下さい。

◆�２年生からキャンパスを移動される方々のために、白金キャンパスと十和田キャンパスにも
学生相談室があります。詳しくはホームページをご確認下さい。

学生相談室のホームページもご覧ください。

どんなことで利用していいの？

どこにあるの？ 開室時間は？

どうやって予約をすればいいの？

学生相談室は、ひとりひとりの
個性を応援しますので、是非、
訪れてみてください。

健康管理センター学生相談室（以下、学生相談室）は、 
皆さんがより充実した学生生活を送れるためのお手伝いを
します !

（相模原キャンパス）

　���042-778-9732 　���gakusou@kitasato-u.ac.jp 学生相談室　予約希望フォーム

カウンセリング・図書貸し出し・心理テスト・箱庭：
L2 号館 1 階　学生相談室

学生相談室の入口 面談室

◦月曜日～金曜日……9：00～17：30（受付は17：00まで）
◦�第1、３、５土曜日……9：00～12：30
＊土曜日は完全予約制で、予約がない場合には閉室。

各種企画・グループワーク、
ホッと一息くつろぐための場所：

臨床教育研究棟（IPE 棟）1 階
学生相談室　多目的ルーム

多目的ルームの入口 多目的ルーム内

◦月曜日～金曜日……11：45～13：15
◦�各種企画・グループワークは、上記開室時間内やその他

の時間に随時開催します。

北里大学　学生相談室

健康管理センター
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北里大学における人権侵害（ハラスメント）
防止への取り組みについて
　北里大学は、すべての学生が個人として尊重され、適正で快適な環境のもとで学業に専念できるよう、セクシャル・ハラス
メントやアカデミック・ハラスメントなど、さまざまな人権侵害行為の防止と対策に取り組んでいます。この、本学の姿勢は
『人権侵害防止宣言』および『人権侵害（ハラスメント）防止のためのガイドライン』において表明しています。

人権侵害（ハラスメント）とは？
学生は、教育・研究、その他の諸活動において、教員と学生、
先輩と後輩、男性と女性といった異なった立場である他者との
様々な人間関係の中で、学業に励んでいかなければなりません。
このような人間関係の中で、優越的な立場にある者が、逆ら
えない立場、弱い立場にある者に対して、不適切かつ不当な
言動により相手を傷つけ、不快感・不利益な損害を与えることを、
一般的に「セクシュアル・ハラスメント」「アカデミック・ハラス
メント」「パワー・ハラスメント」「ジェンダー・ハラスメント」「ア

ルコール・ハラスメント」などと呼んでいます。
これらのハラスメントは、その行為内容により区別されてい
ますが、複雑に絡み合って起こることもあります。
もし、あなたが、このようなハラスメントの被害にあったと
感じ、精神的・身体的に苦痛で修学環境が悪化したり、学習・
研究意欲を失ったときは、自分を責めたり、我慢をしないで、
学内の相談窓口や信頼できる職員に相談するなど、事態が悪
化しないうちに行動してください。

人権侵害（ハラスメント）に関わる相談と対応について
人権侵害（ハラスメント）と思われる行為に悩んでいたら、
人権相談員にご相談ください。相談は、所属先やキャンパス
に関係なく、あなたが相談しやすい人権相談員にすることが
できます。

相談内容は秘密を厳守し、関係者のプライバシーに十分配
慮しながら、一緒に解決方法を考えていきます。解決できな
いときは、学校法人北里研究所人権侵害防止委員会に調査・
調停を依頼し、速やかに被害者の救済措置を図ります。

■人権相談員への相談は、次の手順で行ってください。
　①�相談窓口に電話、手紙、メール等でご連絡ください。お話を伺う日時や場所、対応する人権相談員を、�

あなたの希望に応えながら調整します。
　②相談の際は、２名の人権相談員がお話を伺います。
　③その後の対応は、相談の流れ（フロー）に従います。※右頁参照

【人権相談員への連絡方法（例）】
●電話による場合　0120-797-148，090-1662-1237（相談窓口専用）平日9：00～17：00

相 談 者： ○○学部×××と言いますが、セクハラのことで相談したいのですが…
相談窓口：希望する時間や場所は、ありますか？
相 談 者：月曜以外の４時以降に、相模原キャンパスで、女性の人権相談員を希望します。
相談窓口：わかりました。それでは、調整をして、こちらからお電話いたします。

●メールによる場合　jinkenso@kitasato-u.ac.jp（相談窓口専用）

人権相談窓口担当者　様
○○学部○年の×××と言います。
人権相談員○○さんに相談したいことがあります。木曜か金曜の午後、都合が良いです。
もう一人の人権相談員は、誰が良いかわからないので、お任せします。

※�人権侵害防止相談員（人権相談員）については、学生便覧等に掲載した『北里大学における人権侵害（ハラスメント）
防止への取り組みについて』、または本学ホームページにてご確認ください。
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相談の流れ（フロー）

1

2

まず

あなたが、望むなら

北里ホットライン

公益通報窓口

※メインは＜内部窓口＞です。
※＜外部窓口＞もご利用可能です。

人権侵害相談窓口
＜内部窓口＞

＜内部窓口＞

＜外部窓口＞

・�友人が被害にあったというような時でもお話を
聞きます。友人本人には、相談制度のことを教
えてあげてください。

tel：0120-7
なくな

97-1
被害者

48
090-1662-1237（平日 9:00 ～ 17：00）

e-mail : jinkenso@kitasato-u.ac.jp

あなたが所属する
学部等の教職員

tel：0120-1440-89
（平日 7:00 ～ 9:00,17：00～ 19：00）
e-mail：kitasatohotline@integrex.jp

あなたの相談

申立者の要請（申立者）
申立者の同意があれば、所属学部等へ対応を依頼することもできます。

調　停 本法人諸規程による懲戒手続き

処分についての通知

人権侵害防止委員会

学内人権相談員または専門の先生（弁護士・医師など）が、お話を聴きます。

人権侵害相談
の場合

あなたから相談を受けたのちは、あなたの意見を最大限尊重しながら、
問題を整理し、関係部門などの協力を得て、一緒に解決方法を考えます。

※上記において、相談を受けた者が、１人で調査・調停等を行うことはありません。

※すべての過程において、あなたのプライバシーは保護されます。
※重大な法令違反や非行等で、社会に及ぼす影響の著しい事案に関しては、上記の流れに関わりなく、
　理事長又は学長は、懲戒処分の手続きを取ることができます。

調査委員会を設置のうえ、
申立者および被申立者と個別面談をして、調査、調停を行います。

・�就業規則による処分：懲戒解雇、諭旨退職、降格、出勤停止、昇給停止、減給、譴責
・�学則による処分：懲戒
・�故意に虚偽の被害申立てや虚偽の証言をしたことが判明した場合も処分対象となります。

被害者ならびに加害者は処罰に対して不服を申し立てることができます。

人権侵害（ハラスメント）防止への取り組みについての詳細は、学生便覧等をご覧ください。
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大自然の中でくつろぎのひとときを！

北里大学厚生施設�八雲総合実習所
　北海道の自然に囲まれた獣医学部付属フィールドサイエンスセンター八雲牧場の中にあり、
夏は雄大な緑のまきば（牧場）に牛が戯れ、冬は白１色の雪景色に覆われて、四季それぞれの
自然に恵まれています。北海道の玄関・道南に位置し、観光の拠点としての利用にも最適です。

  利用方法
①利用資格
　 本学学生、併設校学生、教職員、同窓会会員、本学学生及び

併設校学生の父母、本学の教育研究活動に従事する者
②収容人数
　八雲総合実習所　80名
③利用料金

学　生 教職員・同窓会会員・
父母 その他

１泊２食付 2,750円 3,260円 4,280円

素泊まり 1,430円 1,940円 2,960円

食事料金
朝　食 昼　食 夕　食

310円 510円 1,020円

④申込方法
　A．  個人利用の場合、時期、ご利用される人数によっては受入

れが難しい場合がありますので、事前に受入れ状況を確認
いただいた後、利用料金を添えて教学センター又は各学部
事務室へお申込みください。

　B．  利用の変更取消は、利用開始日の５日前までに申し出てく
ださい。申し出が遅れた場合は、本学の都合により取り消
された場合を除き、利用料金は返還しません。

⑤利用許可期限
　利用者の多い季節は４泊５日を限度とします。
⑥その他
　詳細は、教学センターまでお問合せください。
　☎	042-778-9748

 アクセス
住所　〒049-3121 北海道二海郡八雲町上八雲751 
　　　☎0137-63-4362
空路　・函館空港から約90分（国道５号線を北上）
　　　・新千歳空港から約180分（道央自動車道千歳IC～八雲IC）
鉄道　・JR函館駅（スーパー北斗）→JR八雲駅　約60分
　　　・ JR新千歳空港駅（快速エアポート）→JR南千歳駅（スー

パー北斗）→JR八雲駅　約140分
　　　　八雲駅からタクシーで約20分
　　　　※ 八雲駅から公共交通機関での八雲牧場へのアクセス

はできません。

日本最大のリアス式海岸を望む！

北里大学海洋生命科学部附属�三陸臨海教育研究センター
　三陸臨海教育研究センターは、海洋生命科学部に附置する共同教育研究施設として、その成
果をもって地域の発展や国際交流の振興に貢献することを目的に2014年4月1日に設置され
ました。

■�センター内の地域交流 ･ 研修フロアでは、宿泊施設もあり、
学部では海洋実習や潜水部等の部活動における宿泊施設とし
ても活用されています。
■�海洋生命科学部の学生のみならず、本学学生やそのご父母・
ご家族におかれましても利用することができますので、三陸
の海を楽しみたい方は是非ご利用ください。

■�申込方法や詳細等はホームページをご覧ください。
　https://www.kitasato-u.ac.jp/mb/serc/index.htm

 アクセス
住所　〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭160-4 
　　　☎0192-44-2121
交通　 新花巻経由〔所要時間：約５時間20分〕 

　東京駅　→新花巻駅（東北新幹線）
　　　　新花巻駅→釜石駅（釜石線・急行）
　　　　釜石駅　→三陸駅（三陸鉄道南リアス線）
　　　　三陸駅　→ 三陸臨海教育研究センター
　　　　　　　　　（タクシー　10～15分程度）

三陸臨海教育研究センター全景
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相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原キャンパスＬ１号館の２階には、
座席数900席の食堂があります。
カレーやラーメンなど低価格の定番メ
ニューから北里ランチやフィッシュラン
チなど定食系日替わりランチも充実！ 
坦々麺は、過去に雑誌で紹介されたこともあ
ります。
その他、各建物のラウンジでお弁当なども販
売していますので、ぜひご利用ください。

相模原キャンパスIPE棟の１階には、座席数682
席の食堂があります。
うどんやカレー、定食メニューはもちろんのこと、
ローストビーフ丼やフォー、期間限定メニューな
どＬ１号館の食堂には無いメニューもありますの
で、気分を変えたいときに足を運んでみてはいか
がでしょうか。クレープやソフトクリーム
などもありますので、食後のデザートに、休
憩時のおやつに、ぜひお立ち寄りください。

北里ランチ（日替わり）／410円
※イカフライ・大きなミートボール（ライス・お味噌汁付）

ローストビーフ丼
590円（並盛）、690円（大盛）、
790円（特盛）

営業時間

●平日／10：30～19：00（ラストオーダー 18：30）
●土曜／11：00～14：00
●日曜・祝祭日　休業

営業時間

●平日・土曜／11：00～21：00
　（ラストオーダー 18：30）
●日曜・祝祭日　休業

ラーメン／250円

鶏の唐揚げ定食／500円
各種定食／500円

L1号館 食堂

IPE棟 食堂
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新新入入生生のの皆皆ささんんへへ

    新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから北里大学の学生としてキャンパスライフを満喫していきましょう。そして、 
卒業式を迎えた時に「充実した学生生活を送れたな」と感じられるよう、進路も自分が納得のいくところに決めて笑顔で卒業したいもの 
です。 
就職センターでは、1年次からの各種就職支援や個別相談などを通して、皆さんのキャリアデザイン形成のサポートをしています。 
これからのキャンパスライフの中でキャリアデザインを描くことは、新卒として就職するだけではなく、大学院や留学を経て就職する 

場合においても土台（基礎）となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
就職センターでは、就職相談をはじめ、履歴書添削や模擬面接を行っています(要予約)。相模原キャンパス以外の学生も

利用可能です。就職資料室には各種就職資料やパソコンを設置しており、就職活動に関する情報がたくさんあります。１年生

からでも、進路に関する質問や相談も受け付けしていますので気軽にお立ち寄りください！ 

           

 

 

 

 

 

 

 

                        
相模原キャンパス以外の学生には、パソコンのＷＥＢカメラを使って、就職相談（申込みは各学部等事務室）を行ったり、昨年 

度より白金キャンパスで毎週金曜日（予約制）に就職に関する相談ができるようになりました。 

お気軽にご利用ください。（詳細はＨＰ参照）  

◆◇◆ 就職活動時の宿泊施設の利用案内 ◆◇

みなさんの就職活動の拠点として、白金キャンパス内にある「北里研究所職員宿舎」を利用できます。希望者は、利用日の

２週間前までに各学部事務室学生課または学院事務室窓口まで申し出てください。 ※就職活動以外の目的では利用不可 

また、白金キャンパス内でパソコンが利用できます。パソコン利用希望者は、白金キャンパス大学事務室 

 (TEL 03-5791-6485)へ相談してください。（宿泊設備、持込パソコンなどの問合せは不可。）  

       

◆宿 泊 費 （１泊） 1，５００円 （2019 年４月）  

                                   〔北里研究所職員宿舎所在地〕  

〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1（白金キャンパス内）                         
 

 
 
 
 

 

 

年生から受講できる総合領域科目 

 

 

受講した学生の皆さんからたくさんの感想が寄せられました。

● 学生生活、勉強以外の過ごし方を、いろいろ知る事ができて良かった。

● コミュニケーション能力の重要性や今の自分がどれだけ努力しなければなら

ないかが分かった。

 毎年好評！！

新入生の皆さん､ぜひ受講しましょう！

【前期 月 日（金）開始：全 回 （金曜日２時限：１単位）】

【場 所】  相模原キャンパス Ｌ２号館１Ｆ 

【就職センター開室時間 】 

月～金曜日  9：00～17：00（昼休み 11：20～12：20） 

土 曜 日  9：00～12：30（第 2・4土曜・日曜・祝日は閉室） 

【就職資料室開室時間】 

月～金曜日  8：00～20：00  

土 曜 日  8：00～17：00（第 2・4土曜・日曜・祝日は閉室） 

【連絡先】 

T E L 042-778-9745 

E-MAIL syusyoku@kitasato-u.ac.jp 

就職資料室内             豊富な情報が揃っています 

遠隔地キャンパス支援
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学生
お得情報！

学生はお得に利用できるものがたくさんあるこ
とをご存知ですか？？
このコーナーでは、皆さんのキャンパスライフ
がより充実したものとなるよう、お得情報を紹
介します。ぜひご活用ください♪♪

学内では→→→

学外では→→→

●ナクソス・ミュージック・ライブラリー
　 クラシックを中心に約100万曲以上の楽曲データがストリーミング

方式で配信され、聴くことができます。下記URLまたはQRコード
よりご利用ください。学内LANに接続されているパソコン・スマー
トフォン等からご利用いただけます。学外からの利用についてはID
を発行しますので、教養図書館にお問い合わせください。

●Office製品やWindows OSのダウンロード
　在学中はOffice製品やWindows OSを個人所有のパソコンにダウンロードできます。
　詳細は北里大学 情報基盤センターホームページをご覧ください。
　https://www.kitasato-u.ac.jp/knc/stu.html

●学割証の発行
　 学生割引（学割）は、JRから指定を受けた学校の学生を対象に、JRの運賃が２割引になるという制度です。（学

割が利用できるのは、片道101km以上、JR線を利用する場合です。）学内にある「パピルスメイト」という機
械で発行できます。※年間10枚迄

● 美術館、博物館、水族館、遊園地、映画館などに学生料金で入館 
できます

　チケットを購入するときは学生証をお忘れなく！

● 学会の入会金が免除や割引になることや、会費が学生料金となる 
ことがあります

　※詳細は各学会のホームページ等で各自ご確認ください。

●国際学生証（ISICカード）
　 世界で唯一認められている、国際学生身分証です。様々な割引を受けられるほか、学生であることや年齢の証

明が出来ます。海外鉄道乗車券やホステル、美術館、映画館など150,000点以上の割引を受けることが出来ます。
海外へ行く際にはぜひ申請してみては…？　Webで『国際学生証』と検索してみてください！

●よみうりランド　北里大学デー
　 昨年、好評だった北里大学デーを2019年も開催予定です。
　 北里大学デーには、学生・職員は学生（職員）証を提示すると、割引料金でよみうりランドに入園できます。 
（北里会団体のパフォーマンスも見られるかも！）

　日程等詳細は決定次第、ポスター等でご案内しますので、乞うご期待！！

大学生のうちに色んな場所へ行って、見聞を広めてください！

http://kitasato.ml.naxos.jp

学外用学内用
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私のオススメの●●

私のオススメのカメラ

本や漫画、音楽、スポーツなど、様々なジャンルの “オススメ” を、
学生さん・教職員から紹介していただきます。
紹介したいものがある学生さんは、ぜひご寄稿ください！
※詳しくは教学センター学生課までおたずねください。

　皆さんは写真を撮りますか？ ほとんどの人がスマホを

持っている今、思い出を写真に残すことは皆さん日常的に

していると思います。また最近では撮った写真をSNSで知

り合いに公開する人もいると思います。そんな皆さんにオ

ススメしたいのが使い捨てカメラ“写ルンです”です。と

てもコンパクトで難しい設定も必要なく、少し暗ければフ

ラッシュを焚くだけで大丈夫です。何と言ってもスマホの

カメラでは撮れないようなフィルムならではのおしゃれな

写真が撮れるのが特徴です。デジタルだと綺麗に写りすぎ

てしまう風景も写ルンですで撮ればどこか優しい写りに

なったりします。もうひとつフィルムカメラの面白いとこ

ろは現像してみるまでどのように撮れているかわからない

ところです。カメラ屋さんでは写ルンですを現像だけでは

なく、データ化したりスマホに転送することもだいたい1

時間くらいでしてもらえるのですぐに友達に見せたりSNS

にアップできます。少しお金はかかってしまいますがその

価値は絶対にあります！ 長々と話してきましたが写ルンで

すの魅力は伝わったでしょうか？皆さんもフィルムカメラ

を使っておしゃれな写真撮ってみて下さい。

理学部　３年  樫川　智広

写ルンです

私のオススメの暇な一日の過ごし方
　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。さて、新

入生の皆様におかれましては、キャンパス生活が始まり、

アルバイトを始めたり部活等の活動を始めたりと楽しくも

忙しい日々が始まることと思います。しかしながら、そん

な日々の中で、授業も休講あるいは全休。それに加えて、

アルバイトのシフトも入っていない。「あーー、暇。」そう、

そんな暇な一日が急にやってくるのです。

　暇な一日、そもそもインドアで家の中の方が楽しいとい

う方もいらっしゃるかと思います。お家の中で翌日への体

調を整えるのも良いでしょう。ですが、そんな皆さんも一

度でいいのでその重い腰を上げてみませんか？ 今回は、新

入生の皆様より少しだけ大学生活の長い私がそんな何もや

ることのない暇な一日の使い方を提案させていただきたい

と思います。

　例えば、我が北里大学の立地を確認すると、どのキャン

パスにおいても非常に観光スポットに近いかと思います。

例えば相模原キャンパスからであれば、湘南鎌倉方面に向

かい海を眺めたり、水族館に入ってみたりと簡単に一日が

過ぎていくのではないでしょうか？

　この良い立地を生かし、日帰り旅行など今まで一人でで

きなかったことをやってみるのは、どうでしょうか？

　雑な文章になってしまいましたが最後まで読んでいただ

きありがとうございました。楽しいキャンパスライフをお

送りください。

海洋生命科学部　３年  塚田　雄太

「あーー、暇。」
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私のオススメの植物園

私のオススメの映画

私のオススメのサイクリングロード

　皆さんは植物園と言えばどのような施設をイメージするで

しょうか。我が国の多くの植物園は市民に憩いの場を提供す

る施設に留まっていますが、本来は植物という遺伝資源を生

きたまま保存し、研究機能や教育機能を併せ持っているもの

を指します。世界遺産にも指定されているイギリスのキュー

王立植物園はその代表格とも言えます。

　今回は私のお気に入りの植物園を３つ紹介します。最初は

シンガポール植物園。ナイトサファリやガーデンズバイザベ

イと並ぶ観光地としても有名です。74haの敷地に１万種以上

の熱帯樹木やランが植栽展示されており、まさに熱帯植物の

テーマパークです。次は南アフリカのカーステンボッシュ植

物園。テーブルマウンテンと並びケープタウンを代表する観

光地で、キングプロテアを始めとする南アフリカ特有の植物

を美しく展示しています。この植物園は基本的に自国に自生

する種類のみを植栽展示しており、世界各地から植物を収集

して展示している多くの植物園とは異なる先進的な施設でも

あります。最後にご紹介するのは高知県立牧野植物園。我が

国を代表する植物学者である牧野富太郎にちなんだ施設です。

屋外と温室内の植物は丁寧に管理され、室内展示やミュージ

アムショップも充実しています。

　先ずは国内にある植物園に足を運んで、ボタニカルワール

ドを体感してみませんか？

　新作映画をドキドキしながら観に行くのも大好きですが、

私は学生時代からよく「午前10時の映画祭」で映画を観ま

す。「午前10時の映画祭」は、映画館で１日１回午前10時に、

主に1950年代～1980年代に公開された名作映画を週替わ

りで再上映しています。

　「午前10時の映画祭」は2019年で一旦終了になるそうで

大変残念ですが、観たかった映画が目白押しです！ロマン

チックな気持ちに浸りたいなら『ローマの休日』、子ども

の頃のわくわくをもう一度味わいたいなら『E.T』、思い切

り感動して、美しい映画音楽に浸るなら『ニュー・シネマ・

パラダイス』、ミュージカルが好きなら『サウンド・オブ・

ミュージック』が私のオススメです！ いわずと知れた名作

映画ですが、何度観ても飽きません。まだ観ていない作品

も上映されるので、今年もどんな作品に出会えるか今から

待ち遠しい気持ちでいっぱいです。

　最新技術を駆使した作品や、爆音上映で映画を観るのも

楽しいかも知れませんが、時にはノスタルジーに浸る映画

の旅もいかがでしょうか。ぜひ映画館に足を運んで、自分

のお気に入りの１本を見つけてみてください。

　私のオススメは、江ノ島までつながる境川サイクリング

コースです。ほとんどアップダウンもなく、スポーツ車で

なくても十分に楽しめます。一般車でも、タイヤを空気で

パンパンにして、サドルを適正な高さに調整するだけで気

持ちよく乗れますよ。

　相模大野駅から町田駅の方に向かって、境橋の交差点を

目指してください。ここからサイクリングロードに入るの

が分かりやすいです。まずは陸から海に向かって左側（左

岸側）を走ってください。10キロほど走ると、国道246号

線にぶつかります。ここを超えるのが少しややこしいです

が、スマートフォンの地図で川を探せば問題ないです。こ

こからの藤沢大和自転車道は、右岸側を走ってください。

ずっと川沿いのサイクリングコースが続きますが、途中で

車も通る場所もあるので気をつけてください。

　国道１号線にぶつかったら、ここからは一般道で江ノ島

を目指します。大きく広がる太平洋を目にしたら、とても

達成感があリます。

　散歩やジョギングを楽しむ人もたくさんいますので、安

全にはくれぐれも気をつけて、サイクリングを気持ちよく

楽しんでください。

教学センター  坂西　まり子

海洋生命科学部准教授  吉永　龍起

My Favorite Botanical Gardens

古き良き映画の旅を

江ノ島まで行けます

薬学部准教授  古平　栄一
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写真部作品紹介
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大
学
暦
（
併
設
校
含
）

※�授業・試験等の
詳しい日程は各
学部暦・研究科
暦・学院暦・学
校暦を参照して
ください。大学
HPから見るこ
とができます。

入学式

全学部・研究科・学府 	４月	５日	（金）

保健衛生専門学校 	４月	10日	（水）

看護専門学校 	４月	４日	（木）

開校記念日 	４月	20日	（土）　振替なし

オール北里チーム医療演習
薬学部、医学部、看護学部、
医療衛生学部、保健衛生専門学院、
看護専門学校の該当学年が対象

	４月	29日	（月）		〜４月30日（火）

相模原キャンパス総合防災訓練 相模原キャンパス 	５月	23日	（木）	　※予備日…５月30日（木）

球技大会・体育祭

新潟キャンパス 	５月	30日	（木）	〜31日	（金）

相模原キャンパス 	６月	９日	（日）	・	16日	（日）

十和田キャンパス 	６月上旬〜中旬

大学祭（学校祭）

わかば祭（北本キャンパス） 	６月	21日	（金）	〜22日	（土）

紅葉祭（十和田キャンパス） 	10月	12日	（土）	〜13日	（日）

白金祭（白金キャンパス） 	10月	26日	（土）	〜27日	（日）

魚沼祭（新潟キャンパス） 	10月	26日	（土）	〜27日	（日）

北里祭（相模原キャンパス） 	11月	２日	（土）	〜３日	（日）

北里研究所創立記念日 	11月	５日	（火）

学位記授与式
（各研究所・学府含む）

獣医学部 2020年３月	５	日	（木）

獣医以外の学部、研究科・学府 2020年３月	23	日	（月）

卒業証書授与式
看護専門学校 2020年３月	10	日	（火）

保健衛生専門学院 2020年３月	18	日	（水）

「step」　岡部拓真

「澄みきった春」　樫川智広

「blue」　小池紗英
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