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伊藤 良政

　晴れて卒業の日を迎えられた卒業生の皆さん、おめでと
うございます。私ども同窓会は皆さんを正会員の仲間として
お迎えすることを何より嬉しく思っております。また、手塩に
かけて育てられたお子様の晴れの門出を誰よりも喜んでお
られるご父母の皆様方に心よりお祝いを申上げます。
　卒業生の皆さんは、各キャンパスでの学生生活を十分エ
ンジョイされたでしょうか。海洋生命科学部の皆さんは三陸
キャンパスから相模原にキャンパスを移ることになり、大変な
苦労をされたのではないでしょうか。
　また、友人との絆は築かれたでしょうか。夢と悩みを語り
合った学生時代の友人はかけがいのない存在です。私も、
一生涯の友として今でもつきあいを続けています。社会に
出てからは、苦しい時、辛い時、信頼できる友達の有難さを
さらに感じる筈です。

　社会でのご活躍を目指す方々、学問の道に進まれる方々、
それぞれの途は異なりますが、大きな夢と希望、そして、少し
の不安を抱きながら大学を巣立たれることと思います。
　我が国は、震災や原発事故からの復興、長引く景気低
迷からの脱却など多くの課題を抱えています。皆さんが活
動していく社会は相当厳しい環境にあることを覚悟してい
かなければなりません。でも、恐れることはありません。私達
は、学祖北里柴三郎先生が生涯を通じて示された「開拓」
「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」を建学の精神として学
んできました。いかなる困難にも屈することなく挑戦する精
神を教えられました。
　皆さんの仲間である同窓生は６万人近くになり、様々な
分野で活躍をされています。仕事で研究で行き詰まったとき、
さらなる飛躍を考えたい時など、同じ学舎で育った仲間に
声をかけてください。医療や生命科学といった同じ学問を
学んだ仲間です。新たな情報や人脈などの示唆を与えてく
れると思います。皆さんと同窓の仲間をつなげていく活動を
同窓会は一番大事にしていきます。
　同窓生を代表して、皆さんの新しい世界でのご活躍を心
から祈念し、お祝いの言葉といたします。

北里大学PPA会長

　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。新しい門
出を心よりお祝い申し上げます。
　卒業は一つの節目であり、次へのステップの第一歩です。
終了ではなく、次へのスタートです。今はグローバル化した
世界での活躍が求められています。北里大学を巣立ち、社
会に貢献していく皆様は、信念を貫き、自分を見失わないよ
うに、自信と誇りを持って社会の中で活躍していくものと確
信しております。
　一昨年の3・11の東日本大震災では、海洋生命科学部
の三陸キャンパスを取り巻く生活環境が一変しました。北里
大学は学生の安全を第一に考え、即座に対応し、物資輸
送バス・救援バス・大学医療チームを派遣しました。そして
学生の安全を確保し、派遣したバスに学生を乗せ上京、宿
泊場所も確保しました。現地での医療チームの活躍はニュ
ース等でも報道され、北里大学の生命科学・医療科学の本
領が発揮されました。迅速な対応は、流石北里です。このよ
うに打てば響く体制は、北里大学の持つフットワークの良さ、

決断の早さに表れています。
　私達が生活していく中でも、日々 小さな決断、大きな決断
をしていかなければなりません。何を捨て、何を選ぶか。善く
ても悪くても、自分の意思をしっかり持って、自分を見失わず、
惑わされず、流されることなく、自分で判断し、決断し、選択
していくこと、それが取捨選択です。
　北里柴三郎先生の「終始一貫」の心は、最後までやり遂
げる忍耐、強い精神力です。北里大学で学んだ教えを基
盤として、何が必要かを見極め、無限の可能性に秘められ
た自分の人生を、どう取捨選択していくか、取捨選択の出
来る自分を磨いて下さい。
　これから皆様は新しい道を進まれるわけですが、向上心
を忘れず自分の道をしっかりと歩んで下さい。流石北里の
卒業生だねと言われるように、更なる皆様の成長を楽しみ
にしています。「ああ北里は 輝く北辰・生命の北辰（北里
大学校歌より一部抜粋）」
　皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。

北里大学同窓会会長

学生から社会人へ
同窓生の絆

取捨選択の出来る
自分を磨く

北里精神を
胸に刻んで

長屋 信博

藤井 清孝

　皆様ご卒業おめでとうございます。
　本学での学びを修められ、めでたく卒業という節目を迎え
られたことを大変うれしく思います。
　「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」からなる本学
の建学の精神が既に身についておられることと思いますが、
難渋したときにはこの言葉を思い起こして対処していただき
たいです。科学の領域でも社会でもゴールの見えない課題
が沢山あります。これに積極的に取り組んで解決していく努
力が必要です。
　つまり疑問を持ち、或いは課題を見つけ、主体的に考え、
行動していただきたいです。社会ではCreativeに行動する
ことが要求されています。これにはそれぞれの個性が入っ
てきます。同じ素材が用意されても料理する人が違えばま

たその結果も当然違ってくるわけですので、ここに個性が
現れてきます。皆様の創意工夫を新しい仕事に吹き込んで
下さい。
　大学卒業後のこれからの人生は、とても長いです。現在
のように変化が速く、激しい世の中では、その間、必ずしも
順風満帆とはいかないでしょう。期待どおりいかず挫折感を
味わうこともありましょう。また壁にぶつかって悩むこともあり
ましょう。そういう時には一歩下がり、小さくてもいいから今で
きることをしてみようという軽い気持ちを持って行動してみる
のもよいです。或いは苦しくてもしばらくじっと耐えてやって
みるのもよいでしょう。その中から解決策を見出すこともあり
ます。時には少し回り道して山を越えていくこともよいです。
　すなわち自分を取り巻く環境の変化にしなやかにそして
したたかに対応していただきたいです。昔、パスカルが「人
間は考える葦である」といいました。私なりの解釈ではどん
なに強い風を受けて倒れるように傾いても再び元の姿勢に
戻る。あの葦のようなしなやかさ、バランス感覚がよいと思い
ます。
　丁度大学創立50周年の期の卒業になります。本学で学
んだということを誇りに、自信を持って社会で活躍されること
を願っています。

学校法人北里研究所
理事長

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　北里大学を巣立ち、各人進む道は様々ですが、大きな希
望といくばくかの不安を抱きながら新たな人生をスタートさ
れる皆さんに励ましの言葉を贈ります。
　学祖北里柴三郎博士は、恩人である福澤諭吉先生から
「独立不羈」（他から何の束縛も受けないこと。何の制約も
受けることなく、自らの考えに沿ってことを行うこと）や「（官を
支えて）官をあてにせず」といった薫陶を受けました。これ
は「独立自尊」の考えを示したものですが、その意味は勝
手放題のわがままを主張していいということではなく、自己を
厳しく律して相手の立場も理解し、その上で誰にも束縛さ
れずに自分の信念を貫くということだと考えます。「官をあて
にせず」ということは、国が私たちに何をしてくれるかあれこ
れ要求するだけではなく、国に対して私たちが何をできるか
を考え実行することと考えます。このような薫陶を受けた北
里柴三郎先生はその生涯を感染症防止の研究・予防医
学の実践、医学教育の推進、医師会の設立など終始一貫

信念を持って実現され、国や社会、人類の福祉に偉大な貢
献をされました。この北里先生の生前の活動が「開拓、報
恩、叡智と実践、不撓不屈」という言葉に集約され、北里大
学建学の理念となっているのです。
　社会人となること、働くことの意味や意義を噛みしめ、不
撓不屈の精神で難局に打ち勝つ気概を持ってください。失
敗を恐れず、開拓者の精神で自分の得意分野を積極的に
見出し、心棒となるものを磨いてください。またSophia kai 
Ergon（叡智と実践）の精神を胸に社会に出てからも知識
と教養を深めてください。知識は武器となり、教養は心と人
生を潤します。さらに報恩の精神やお陰様でという感謝の
気持ちを持つことは社会でも、はたまた家族といった小さな
単位の組織においても、その関係を滑らかに豊かにしてく
れることでしょう。
　「事を処してパイオニアたれ。人に交わって恩を思え。そ
して叡智を持って実学の人として、不撓不屈の精神を貫
け。」これが北里精神です。
　悩み迷うときには「北里精神」を思い起こしてください。一
歩踏み出そうとする勇気がきっと湧き起こるはずです。志を
抱き、それぞれの仕事や研究の分野で北里精神を発揮し
てほしいと切に願っています。北里大学はこれからも常に皆
さんを支援していきます。
　皆さんの健康と幸多き人生を祈念するとともに、各人の
役割を発揮して大いに社会に貢献されることを心より期待
しています。

北里大学学長

創造的にそして
しなやかに

岡安　勲
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獣医学部

薬学科3年
捧　建蔵

君には
今やることがある！
　今何かやりたいことはありますか。勉強・実

習・実験で忙しいから、「いつかやってみよう」

と後回しにしていませんか？忙しいからと言い

訳せずに今のうちにいろいろなことに挑戦し

てください。勉強でもボランティアでもアルバ

イトでも遊びでもなんでも構いません。多くの

人と接し、失敗を恐れずに様々な経験をして

ください。その経験や人との出会いが自分を

成長させてくれるのです。専門知識を学び限

られた人とのみ接することが多い学生生活は

どうしても視野が狭くなりがちです。視野を広

げ将来にむけて様々な考え方、人に触れ自分

を育ててください。限りある学生生活を楽しく

有意義に過ごしてください。

薬学科６年
相原 未希

動物資源科学科3年
石本 咲生

獣医学科6年
治田　悟

薬学部

白金祭実行委員会

研究室での教授の還暦祝い

自分の道へ
　ご卒業おめでとうございます。今年もこの
北里大学から多くの先輩方が医療の現場へ
と旅立たれることと思います。
　薬学部が4年制から6年制に移行してよう
やく第2期生を輩出するに至った一方で、医
療の現場ではより専門的な知識や技術が必
要とされてきており、それに伴って責任も大き
くなってきています。以前、現役の薬剤師の
方に「医療における薬剤師の存在について
考えない人はいないし、その立場の限界と曖
昧さに日々悩み考えている」と言われたことが
あり、きっと皆さんも考え、立ち止まりそうにな
る時が来ると思います。
　そんな時には幕末の志士、勝海舟の『自分
の価値は自分で決めることさ。つらくて貧乏で
も、自分で自分を殺すことだけはしちゃいけね
ぇ』という言葉のように自らの思う道を邁進し
てください。

薬学部北里会合同スタンプラリー

白金祭実行委員会

温かい十和田！！
　相模原から十和田に移動して来た時は衝

撃的だった。周りに何もない、とても寒い、生

きていけるか不安になった。しかも周りには友

達しかいない。

　でも、ご飯のおかずを持ち寄ってみんなで

食べ、十和田での生活も慣れると意外と居心

地が良くなってきました。部活、実習、研究室

と、1年時には話す機会の少なかった人とも

徐々に馴染め、友達もさらに増え、その友達と

共に日々成長し合って沢山の思い出を作るこ

とができました。

　長いようであっという間の6年間、自分はや

り残しが無いように学生生活を存分に楽しん

できたと思うので、皆さんにも沢山思い出を

作ってもらいたいです。

研究室の皆とコスプレ

スキューバダイビング～宮古島にて～

先輩方から
刺激を受けて
　相模原から十和田に移り住み、最初はわか

らないことだらけで不安な毎日でしたが、先輩

方にさまざまな情報を提供していただいたり、

いろいろなところに連れて行ってもらったりし

ていただき、十和田の生活がどんどん楽しく

なっていきました。

　勉強、課外活動、遊びをきちんと切り替え、

何事も全力で取り組まれる先輩方に刺激を

受け、わたしも学生生活を実のあるものにし

ようという気持ちが沸 と々湧いてきました。

　これからは社会人となられ、思いがけない

困難にぶつかることもあると思いますが、仲間

と共に過ごした学生生活を思い出し、励みに

していただけたらと思います。

　ご卒業、本当におめでとうございます。

クラスの仲間たちと

KDC同好会

後輩
たちへ

先輩
方へ

後輩
たちへ

先輩
方へ
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今だからこそできる
経験をして
　北里大学に入学して早6年。時は金なりと

いう諺の通りあっという間でしたが、私たちは

とうとう卒業を迎えることとなりました。大学生

活の中で経験させて頂いたことは貴重で限り

なく、また北里で出会った恩師、友人、先輩後

輩は今後の医師としての人生においてかけ

がえの無いものになると確信しております。

　北里の信念を胸に、今だからこそできる経

験をし、人との出会いを大切にしながら、限り

ある大学生活を楽しんでください。充実した

日々を過ごされることを心からお祈りしており

ます。

クラス会にて

水泳部の同期とともに

ご卒業おめでとうござい
ます
　6年生の先輩方、ご卒業おめでとうござい
ます。これから大学で会えなくなると思うと少
し寂しいですが、春からは医師として大変だと
は思いますが頑張ってください。
　今年の卒業生の方々には大変お世話にな
りました。1学年しか離れていないということも
あり、部活や学校生活で大変仲良くさせてい
ただきました。大学生活での様々なアドバイス
を受け、病棟実習でもご一緒する機会が多く、
その度に実習や勉強について教えていただき
ました。先輩方の貴重なアドバイスに救われ
てきました。
　先輩方の今後のご活躍を心から願ってい
ます。
　卒業されてからも、機会がありましたら是非
ご指導、お力添えお願い致します。

バーベキューにて

東医体（東日本医科学生総合体育大会）にて

こそできる

医学部

Sophia kai Ergon 20

海洋生命科学部・水産学部

医学科5年
土田 勇太

医学科6年
加藤 彩美

後輩
たちへ

先輩
方へ

後輩
たちへ

先輩
方へ

海洋生命科学科3年
鈴木　寛

海洋生命科学科４年
宇佐美 貴大

大学生活をかけがえの
ないものに！
　振り返れば、私が北里大学に入学したのは

今から4年前。あっという間であった大学生活

では、どれほどたくさんの人たちにめぐり逢うこ

とができたか、そしてその人たちとの出逢いが

自分自身にとってどれほどの糧になったか。素

晴らしい出逢いの数々に思いを馳せると、北

里大学で過ごした時間は、たくさんの人たち

に支えられていたからこそ、自分自身の人生に

とって欠くことのできないものになったと思い

ます。後輩の皆さん、大学生活の4年間は自

分次第でより良いものになると思います。だか

ら、一日一日を大切にして、あらゆることにチャ

レンジしてみてください。そして、たくさんの人

に支えられていることを忘れないでください。

執行委員会のメンバー

研究室の仲間

貴重だった
三陸キャンパスの話
　先輩の皆さん、ご卒業おめでとうござい
ます。
　2年前、東日本大震災によって、三陸キャン
パスから相模原キャンパスへと活躍の場を移
されて、不便なことも多い中で、それを乗り越
えられた先輩方です。僕らの学年からは三陸
での生活の経験が無く、先輩方から聞く三陸
での生活の話は貴重なものばかりでした。
　部活動、委員会だけでなく、勉強面でもと
ても優しく時に厳しくアドバイスをして下さっ
た先輩方が卒業されるのは寂しいことです
が、先輩方との思い出を大切にして、温かく
送り出したいと思います。
　活躍の場を北里大学から社会へと移され
る先輩方の健康とご活躍を心よりお祈り申し
上げます。

先輩方と、紅葉祭にて

引き継がれている「サンマ炭火焼き」



Sophia kai Ergon 206 Sophia kai Ergon 206

0908

化学科2年
鈴木　睦

09

睦
看護学科3年
鈴木 晴奈

看護学科4年
渡辺 咲野

物理学科4年
南川 晴紀

後輩
たちへ

先輩
方へ

後輩
たちへ

先輩
方へ

挑戦すること
　後輩の皆さんに伝えたいことは、大学生活
の中で挑戦したいことには、どんどん挑戦して
欲しいということです。私は、以前から4年の夏
休みにUCLA夏期特別研修への参加を望ん
でいました。教職課程を履修していた私にとっ
ては、教育実習の準備や国家試験を視野に
入れて考えると、研修への参加は厳しいことで
した。しかし、諦めたくないという強い気持ちか
ら、中途半端にならないように頑張ろうと全て
に挑戦しました。挑戦することは、楽しいだけで
なく困難なこともありました。しかし、乗り越えた
結果得られるものはとても大きく、以前の自分
より成長することができました。後輩の皆さんも
ぜひ挑戦心と向上心を持って、充実した学生
生活を送って下さい。
　今後は、いつも支え合い、共に成長してきた
仲間や熱心な指導をして下さった先生方、陰
ながらいつも応援してくれていた家族への感
謝の気持ちを忘れずに、心温まる看護を提供
していけるように精進していきたいと思います。 養護教諭一種免許取得という同じ目標を持った仲間と

お世話になった竹﨑先生

UCLA夏期特別研修にて異文化交流

ご卒業おめでとうござい
ます
　先輩方とはサークル、行事など様々な場面

で関わる機会があり、感謝の思いでいっぱい

です。UCLA 夏期研修では、一緒にプレゼン

発表を行い、先輩方の看護に関する知識の

豊富さに触れ、より深い学びを得ることができ

ました。また、同じ看護の道を志す先輩方は身

近で尊敬できる存在で、臨地実習を前にして

不安な時には、経験をもとにしたアドバイスを

下さり、安心して実習に臨むことができ、とて

も大きな支えでした。

　今後のご活躍を心からお祈り申し上げると

ともに、先輩方の足跡を追い、悔いることのな

い学生生活を過ごしていきたいと思います。

HIV-AIDSの知識を広めるため、北里祭に参加しました

浴衣を着てUCLAの学生さんとの交流会へ

あなたの絵は、どんな
色ですか？
　生まれてから人は一枚の大きさのわからな

い、ただ真っ白な紙をもらう。学生から社会人

へといろいろな道の途中で、人は人と出会い

多くの色を知り、日々増すごとに様々な色で

満たされてゆく紙。人は色を足すごとに絵の

方向性をおびながら大人になっていく。人は

ただこの一枚の絵を何度も塗り換えては良い

作品を完成させようと、死ぬまでに自分の納

得する絵を完成させようと、必死なのかもしれ

ない。その絵を見てまわりの人が泣いてくれれ

ば幸せだと。入学色、入社色、卒業色、まだま

だこれからたくさんの色があるけれど、私はこ

れからもこの絵をいろんな色で満たしていく。

あなたの絵は今どんな色ですか？あなたは今、

絵を楽しく描けていますか？

研究室みんなで集合

新しい環境での
ご活躍を祈ります
　この度はご卒業おめでとうございます。

　先輩方には、部活動や実験を通して大変

お世話になりました。特に、実験の際は、同じ

学部である理学部の先輩方に実験のことだ

けでなく、学生生活のアドバイスをして頂き、

たくさんのことを学ばせて頂きました。振り返

ると、4年生の先輩方が経験された研究室や

就職、進学の話ももっと聞かせて頂きたかっ

たと思います。

　卒業しても相模原キャンパスへ足を運んで

頂き、お時間が許す限りお話ができたらと思

います。

　卒業生の皆様方の新しい環境でのご健康

とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

教職の野外学習で

十和田での陸上部合宿

ること

看護学部
の絵は、どんな

理学部
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大切なことは、自分で
決めて一途に取り組む事
　この4年間は、私の人生の中で最も濃密で

価値のある時間でした。皆で泣きべそをかき

ながら乗り切った臨床実習、いつもギリギリだ

った期末試験、苦楽を共にした躰道部員との

部活動。これらすべての経験が私を大きく成

長させてくれました。

　私はこれまでの経験から“勉強なんかでき

なくてもいい”と思うようになりました。大切な

ことは、相手(患者様)をどれだけ思い遣ること

ができるか、自分の決めた事にどれだけ一途

に取り組む事ができるか、だと思います。良い

意味で“バカ”になる事。この大学で出会った

素敵な仲間から学ばせて頂きました。

躰道部全国学生大会

実習前壮行会の集合写真

先輩、ご卒業おめでとう
ございます
　高学年になるにつれ、専門科目の勉強に自

信がなくなってしまった時や学部実習におい

て疑問が生じた際に、気軽に相談に乗ってい

ただきました。また、空き時間などにも臨床実

習の話や就職活動の話を聞かせていただき、

これからの私たちに必要なことや見通しが得

られ、とても心強かったです。

　そんな先輩方にすぐに会えなくなってしまう

ことは寂しいことですが、新たな環境での先

輩方のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。

　私たちも先輩方から学ばせていただいたこ

とを胸に刻んで頑張ると共に、後輩たちにも

伝えたいと思います。

　短い間でしたがいろいろとありがとうござい

ました。

先輩方の実習の様子

クラス会のあとで

切なことは、自分で

医療衛生学部

S

保健衛生専門学院

国家試験の勉強中に保健看護科の皆と

４年間、ありがとう　　　　保健看護科4年 藥師寺 麻里
　いよいよ私達が卒業を迎える番となりました。
　思い返せば入学式で不安だらけだったのが嘘のような楽しくて新鮮な毎
日でした。看護師を目指す上で落ち込むこともありましたが、そんな時はい
つも友達や先生、家族、実習で出会った患者さんが支えてくれました。あっ
という間の４年間、皆でくだらないことで大笑いしたり、看護について真剣
に話したり、本当に充実していました。多くの人に支えられて看護師という
夢に近付くことができ、本当に感謝しています。
　在校生の皆さん、つらいことは長くは続きません。笑っていることの方が
多いです。同じ夢を持つ者同士支え合い、楽しい学生生活を送ってくださ
い。皆さんの夢が叶うよう願っています。

後輩たちへ

体育祭にて

贈る言葉　　　　　   臨床検査技師養成科2年 長沢 祐平
　ご卒業おめでとうございます。
　私は入学した当初は不安を抱えていましたが、サークルに参加して先輩
方と接する中で、一緒にバスケットボールやバレーボールをした楽しい日々
の思い出ができ、また勉強の面では多くのアドバイスをいただきました。たく
さんのことを学ぶことができました。
　先輩方の存在があったからこそ、今の充実した学院生活があります。先
輩方から学んだことを胸に、これから頑張っていきたいと思います。
　先輩方が活躍される事を心から願い、応援しています。

先輩方へ

後輩たちへ

先輩方へ

わかば祭の仲間と

有意義な学生生活を送ってください 看護学科３年 千田 彰子
　入学してから瞬く間に３年が過ぎ、卒業を迎えることができました。看護
の奥深さや難しさに悩むこともありましたが、それ以上に学ぶ喜びを感じる
ことの方が多かったと思います。このような気持ちで看護に向き合えてこら
れたのは、今まで互いに支え合ってきた仲間や先生方、家族からのサポート
と応援があったからです。そして何より、患者さんとの出会いが私たちを大き
く成長させてくれました。ここで培われた探求心と患者さんを思う気持ちを
大切にし、個別性のある看護を目指して頑張っていきたいと思います。在校
生の皆さん、同じ目標を持つ仲間と共に多くのことを学び、有意義な学生
生活を送ってください。

戴帽生の仲間と

ご活躍を応援しています　　　 看護学科２年 出口 由佳
　この度はご卒業おめでとうございます。私達が入学してからもうすぐ２年
が経ちます。この２年間を振り返ると、学校生活における基本的な規則か
ら、授業や実習そして学校行事と、私達が分からないことや困難にぶつか
る度、先輩方にご指導頂きました。先輩方の存在があったからこそ、私達は
充実した学校生活を送ることが出来ました。４月からは私達が最高学年と
なり、実習も本格的に始まりますが、先輩方から学んだことを胸に、実のあ
る実習そしてより良い学校にしていけるよう努力したいと思います。先輩方
のご活躍、心から応援しています。２年間ありがとうございました。

生活を送ってください 看護学科３年 千田 彰子
く間に３年が過ぎ 卒業を迎えることができました 看護

看護専門学校

医療工学科
診療放射線技術科
学専攻3年
青木 みき

リハビリテーション学科
作業療法学専攻4年
村澤 泰成

後輩
たちへ

先輩
方へ
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理　学　部

とは
ソフィア　　カイ  　エルゴン

薬　学　部

獣医学部

医　学　部

海洋生命科学部

看護学部

医療衛生学部

保健衛生専門学院

看護専門学校

佐藤　祐太

田中　直樹

田部　拓海

山口　哲矢

塙　　由布子

大沢　絵莉子

加藤　早智絵

　井　美保

青野　裕樹

宮川　京子

喜多村　美里

　松　美都樹

河合　愛実

多田　恵梨

西澤　佳高

近藤　佳見

星名　莉英

藥師寺　麻里

田村　真紀

●薬　　学　　科

●薬　科　学　科

●獣　医　学　科

●動物資源科学科

●生物環境科学科

●医　　学　　科

●海洋生命科学科

●看　護　学　科

大河内　優

   我　真里惠

松島　瑞希

山下　由香里

渡邊　真理恵

松田　

北山　奈絵

塚越　絵梨

伊藤　恵理子

久保　美也子

岸本　結

貞本　智広

川野　寿子

萩原　優美子

浅川　崇典

鈴木　崇史

堤　　美葵

苗代　真理子

山口　知美

●物　理　学　科

●化　   学   　科

●生 物 科 学 科

●健 康 科 学 科

●医療検査学科

●医 療 工 学 科

　臨床工学専攻

　診療放射線技術科学専攻

●リハビリテーション学科

　理学療法学専攻

　作業療法学専攻

　言語聴覚療法学専攻

　視覚機能療法学専攻

●臨床検査技師養成科

●管 理 栄 養 科

●保 健 看 護 科

●看　護　学　科

学祖北里柴三郎博士の偉業にちなみ、北里大学各学部、併設校の最高学年に在籍する学生の中から、
学業成績および人物が優秀な者を卒業に際し表彰するものです。

北里賞とは…

●発　 行：北里大学
　　　　　 教学センター
　　　　　 gakusei@kitasato-u.ac.jp　
●編　 集：Sophia kai Ergon編集委員会
●印　 刷：（株）教育広報社
●表紙原案：作業部会員学生
●写真提供：北里柴三郎記念室

北里の胸像
明治27年（1894）、ペスト菌発見の功績で贈
られた胸像。作は著明な彫刻家、大熊氏廣。
大理石の台座には漢文で功績が刻まれてお
り、「黒死病」の文字が読み取れる。

－未来科学の創造－
2012年北里大学創立50周年
2014年北里研究所創立100周年


