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第51回北里祭
　秋気いよいよ深まってきました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。第51
回北里大学北里祭実行委員会委員長看護学部3年佐藤周平です。去る11月
2日、3日の2日間、私が実行委員として過ごしてきた3年間を締めくくる、最
後の晴れ舞台「第51回北里祭」を迎えることができました。簡単にではあり
ますが、北里祭実行委員会を代表して挨拶をさせていただきます。
　まず今年のテーマである一51会（一期一会）という言葉を存分に感じら
れた一年間であったと、今振り返ると言いきる事が出来ます。例年のほぼ倍
の実行委員が集まった今年だからこそ、今までの北里祭以上に人との出逢
いという部分で強みがでたのではないかと思います。様々な人との繋がり
や、実行委員会内で大きな繋がりができ、それが強固なものになっていった
ことは少なからず、こうして北里祭を迎えることができた大きな要因の1つで
あったと言えます。また総勢350人という人数をまとめるということは世間
一般でいうととても大変なことのように感じます。実際に上手くいかない面
もありましたが、全員が同じ目標に向かって準備していく中で自然と団結力
もうまれ、徐々にではありますが１つの集団として成長出来ていました。そこ
には我々3年生幹部だけではなく、1年生はもちろん、その1年生を束ねる2年
生幹部の存在がとても大きかったと考えます。
　北里祭当日は2日合わせておよそ8000人の方々に来場していただき、ステ
ージ企画や各教室企画へご参加いただきました。
　最後になりますが、第51回北里祭を開催するにあたり、多くの方々にご協
力いただきました。北里祭を無事に開催する事が出来たのは、皆様方のご
協力があったからです。北里祭実行委員を代表して、略儀ながらこの紙面を
おかりして厚く御礼申し上げます。

実行委員長　看護学部3年  佐藤　周平

11月2日（土）・3日（日） ［ 相模原キャンパス ］

KITASATO
FESTIVAL
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模擬店グランプリ

展示大賞

グランプリ

獣医学科有志企画

文化会生物部

文化会演劇部

最優秀賞最優秀賞

漁火委員会委員長　海洋生命科学部3年 高橋 良広

KITASATO FESTIVAL   ISARIBI BOOTH

　今年度の北里祭は11月2日（土）3日（日）、最適の秋日和のなか開催されました。
　第51回北里祭会場内に3回目となる漁火ブースを展開したこと報告いたします。
　漁火ブースでは例年好評であったイカとツブ貝の炭火焼、三陸を中心とした岩手県の特産物を扱った物産展、
潜水部と共に三陸遠征をした際の写真展を行いました。
　当日海産物を使った炭火焼は終始長蛇の列で、両日共に完売しました。お客さんの中には「去年売り切れで買
えなかったので早めに来ました」という声や「毎年楽しみにして今年も学祭に来たらまずここからと決めて来ま
した」と言ってくださった方もおり、この企画を開催できてよかったと感じました。
　物産展はＭＢ号館1階で展開し、スタッフがあまちゃんに扮し好評でした。また、今年は食品以外の商品、浜の
ミサンガ環やわんこくんシールも取扱うことができました。来館者への声掛けや宣伝を行い、入荷した商品は好
評のうちに完売となりました。この漁火ブースにおける純利益及びご寄付いただいたお金は、岩手県大船渡市
役所に義援金として寄付させていただきます。
　また、今年の漁火委員会活動は北里祭の他に、白金祭での写真展示を薬学部ボランティア団体ＰＦＵのお力
添えで行うことができました。併せてご報告させていただきます。
　最後になりますが、この度のブース展開に際してご協力いただいた北里祭実行委員の皆様、薬学部ボランティ
ア団体ＰＦＵの皆様、海洋生命科学部潜水部の皆様、職員の皆様、約半年間苦楽を共にしてきた仲間一同にこ
の場をお借りしてお礼を申し上げます。

漁火ブース

今年も焼き続けました

物産展と写真展の様子 あまちゃんの腕には　浜のミサンガ環！！

模擬店
グランプリ

展示
大賞

優秀賞優秀賞準グランプリ準グランプリ
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第34回白金祭
白金祭を終えて
　10月26日、27日に白金祭を開催しました。
　1日目は台風の影響により模擬店及び屋外イベントが中止または変更とな
ってしまいましたことをお詫び申し上げます。
　そのかわり、スタンプラリーやミスコン、ミスターコンなどを始めとする室
内でのイベントが大盛況だったことなどを考えると、来場者の皆さんに北里
大学白金キャンパスをよりよく知ってもらういい機会になったのではないか
と思います。
　2日目は前日と打って変って晴天となり、野外ステージや模擬店、香水作
りなどの屋外イベントも開催することができました。初日の悪天候の影響か、
2日目は例年より来場者数が多く感じられました。
　今年は教室企画やストリートパフォーマンス、模擬店団体が例年より増
え、企画が盛りだくさんとなりました。実行委員以外にも白金祭を楽しもう
としてくださる皆さんのおかげで第34回白金祭は成功することができまし
た。事務室、薬友会の皆さん、白金キャンパスで活動をしている各団体の皆
様、商店街をはじめとする近隣住民の方々、2日間を通して足を運んでくだ
さった来場者の方々に、この場を借りて感謝の意を表します。ありがとうご
ざいました。

実行委員長　薬学科3年  北條　茜

10月26日（土）・27日（日） ［ 白金キャンパス ］

SHIROKANE
FESTIVAL
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第28回紅葉祭
　10月12日、13日に紅葉祭が開催されました。今年は昨年度好評だった来
場者を意識した模擬店の配置や、新しいステージ企画、正門にゲートを設
置するなどの工夫を凝らしました。
　当日は風が強くてテントが風に煽られてしまう等のアクシデントに見舞わ
れましたが、担当部署の者や周辺の方々の協力によって大きな事故もなく
開催できました。このような悪天候の中でも、紅葉祭に参加した各団体が、
今年のテーマである『輝け青春～単位をかけて僕は～』にあるように、紅葉
祭を盛り上げるべく積極的に活動してくれたので、楽しい紅葉祭になったと
思います。
　ここに至るまでには様々な苦労がありました。委員長を引き継ぐことにな
り、最初は不安ばかりで何をすればよいのかわからず、時間だけが淡々と過
ぎていきました。しかし、先輩方や先生、事務の方々、そして紅葉祭実行委
員の仲間の助けがあったからこそ、紆余曲折しながらも紅葉祭を成功させる
ことができました。紅葉祭を行うにあたり、みんなで協力しながら一つのも
のを達成する苦労、素晴らしさや楽しさを味わうことができ、私自身成長で
きたと感じています。
　今年のテーマである『輝け青春～単位をかけて僕は・・・～』のように紅
葉祭に参加したすべての関係者、ご来場いただいたすべての方に心から輝
くひと時を味わっていただけたと思っています。
　最後に、紅葉祭を支えてくださったすべての方々に心から感謝していま
す。ありがとうございました。

実行委員長　生物環境科学科3年  村井　洋介

10月12日（土）・13日（日） ［ 十和田キャンパス ］

KOYO
FESTIVAL
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第32回魚沼祭
　第32回魚沼祭は「Next Challenge!! ～拝啓、北里柴三郎先生」をテー
マに10月26日（土）、27日（日）の2日間にわたり開催されました。
　今年の魚沼祭は、来年、北里研究所が創立100周年という節目を迎える
ことから、創設者の北里柴三郎先生のように、学生をはじめ多くの人々が
新しいことに挑戦してほしいという思いを込め、このテーマにしました。各
学科の特色を生かした企画には学院内外から多くの方々に参加していただ
くことができ、テーマである「挑戦」する姿を近くで見ていただけたと思い
ます。また、部やサークルは日頃の練習成果に加え、ご来場頂いた方により
一層楽しんで頂ける工夫をし、年に一度の魚沼祭を盛り上げてくれました。
　そして、2日目には新潟県のご当地アイドルのエンジェルジェネレーション
さんによるライブや「よしもとお笑いライブ」がメイン企画として開催され、
それぞれのライブで会場内は笑顔と歓声でいっぱいとなり、大盛況のうち
に幕を閉じることができました。
　今回の魚沼祭を通して多くの方々に支えられていることを改めて感じるこ
とができました。企画・準備・実行の過程には楽しいこともあれば苦労する
こともありました。無事に終えることができたのは、学生をはじめあらゆる
形で魚沼祭に携わってくださったすべての人のおかげだと思います。この経
験で私はとても大きなものを得ることができました。魚沼祭を支えてくださ
った皆様にこの場を借りて改めてお礼申しあげます。本当にありがとうござ
いました。

実行委員長　管理栄養科2年 上野　結以

10月26日（土）・27日（日） ［ 新潟キャンパス ］

UONUMA
FESTIVAL
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　大自然豊かな広大な土地に秋の訪れを感じさせるような冷たい風が吹く頃、十和田キャンパスでは紅葉

祭が行われました。

　肌を刺すような風が吹くなか、風にも負けず学生たちは溌剌とした顔で取組み、来場者の方にも笑顔が

伺われ活気と暖かみが感じられました。

　紅葉祭では、各団体による模擬店が立ち並び、建物内では展示やライヴが行われ、ステージでは演舞や

ダンス、少し離れたところでは乗馬体験や動物と触れ合う場所もあり見どころが多くありました。

　その中でも私が最も印象的だったのはステージで行われたKDCにより行われたダンスでした。各ジャン

ルに分かれており、一人ひとりのダイナミックかつしなやかな動きに目を奪われました。また、全員が非常に

楽しんで踊っているように感じられ見ているこちらも踊りだしてしまいそうでした。

　最後に十和田の皆さん本当にお疲れ様でした。来年も大いに盛り上げてください。

　多くの高層ビルが立ち並び、人々が行きかう恵比寿から徒歩20分、都会の喧騒からは少し離れた場所に

ある白金キャンパスで白金祭は行われました。1日目は強風により模擬店が中止になるアクシデントがあった

ものの、2日目は天候にも恵まれ多くの来場者で賑わっていました。

　白金祭は北里祭に比べると規模は小さいものの、薬学部所属の部活が相模原キャンパスでは体験でき

ないような薬学部らしい多くの企画を行っており、とても楽しむことができました。

　他にも、ミス・ミスターコンテスト、女装コンテスト、○×クイズ、そして教室ではライブをしていたりと、い

たるところで盛り上がりを見せ多くの来場者の方々を楽しませていました。

　まだ白金祭に行ったことがないという方はぜひ白金祭に足を運び、白金祭ならではの企画を楽しんでみ

てください。最後に白金祭実行委員会の皆さん、参加者の皆さん本当にお疲れ様でした。来年も素晴らし

い白金祭を期待しています。

Sophia Kai Ergon 編集委員会作業部会
学生部会員　海洋生命科学部3年　山之内 純也

編 集 作 業 部 会 員 リ ポ ー ト ❶ 編 集 作 業 部 会 員 リ ポ ー ト ❷

十和田キャンパス 紅葉祭を訪ねて Sophia Kai Ergon 編集委員会作業部会
学生部会員　医療衛生学部3年　齋藤 嘉希

白金キャンパス　白金祭を訪ねて
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北里研究所創立100周年
北里大学創立50周年を記念して
記念式典・記念講演会・記念祝賀会を
挙行しました
　北里研究所創立記念日である平成25年11月5日（火）、北里研究所創
立100周年・北里大学創立50周年を記念して、記念式典及び記念講演会
を東京国際フォーラム・ホールＡにて、記念祝賀会を帝国ホテル東京・孔
雀の間において挙行いたしました。
　天もお祝いしているかのような素晴らしい秋晴れに恵まれた中で挙行
された『記念式典』には、教職員（OB･OG含む）、在学生、卒業生、ご父
母の他、官公庁をはじめとする来賓の方、名誉教授や北里柴三郎記念会
会員、関連大学・企業関係者など多くの方が来場されました。
　藤井 清孝理事長の式辞に始まり、ドイツ国立ローベルト・コッホ研究所
所長のReinhard Burger氏、慶應義塾長の清家 篤 氏、東京大学医科学
研究所所長の清家 宏 氏からのご祝辞をいただきました。来場を予定さ
れておりました安倍 晋三内閣総理大臣におかれましては、公務のため残
念ながら欠席となりましたが、代読による祝辞をいただきました。校歌斉
唱では、北里大学創立50周年を記念して制作された北里大学校歌「生命
の北辰」を、校歌の作曲・編曲者である千住 明 氏の指揮のもと、文化会
合唱団と交響楽団による熱意のこもった演奏とともに本学関係者も合唱
しました。最後は岡安 勲学長による閉式の辞により締めくくられました。
　記念式典第二部として、ヴァイオリニストの千住 真理子 氏とソプラノ歌
手の小林 沙羅 氏によるリサイタルが行われ、世界を舞台に活躍されてい
るお二人の素晴らしい演奏で記念式典に華を添えていただきました。
　引き続き行われた『記念講演会』は、「科学未来フォーラム～世界の
人々に役立つ薬を日本から～」と題して朝日新聞社との共催で開催し、記
念式典来場者に加え、一般来場者の方も参加されました。
　第一部の基調講演では、日本学士院会員で北里大学特別栄誉教授の
大村 智 氏による講演「微生物の力を人類の福祉と健康のために」、及び
同じく日本学士院会員で大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授
の岸本 忠三 氏による講演「免疫難病治療への新しい時代の到来」をテ
ーマに、お二人の研究や微生物の採取、創薬に至る過程を一般の方にも
分かりやすくご講演いただきました。第二部のトークセッションでは、基
調講演に引き続いて大村・岸本両氏に登壇いただき、「若手研究者への

メッセージ」と題して、朝日新聞社科学医療部編集委員の田村 建二 氏
がコーディネーターとなり、研究者となったきっかけや師との出会い、創
薬に向けた研究成果の応用、大学の役割などについてクロストークが行
われ、日本を代表する化学者であるお二人をお招きした『記念講演会』
は、大好評を博して幕を閉じました。
　会場を帝国ホテル東京に移して行われた『記念祝賀会』では、藤井理
事長の開会挨拶に引き続き、Reinhard Burger氏、日本医師会会長の横
倉 義武 氏、慶應義塾大学医学部長の末松 誠 氏からのご祝辞をいただ
きました。また、この場をおかりして、1988年10月より締結している北里研
究所／北里大学とローベルト・コッホ研究所との学術交流協定の更新の
調印式が執り行われました。続いて、北里柴三郎記念会の大村 智会長の
ご発声により、東日本大震災による被害を受けた北里大学感染制御研
究機構釜石研究所が採取した酵母から生まれた「福香（ふくこう）ビー
ル」で乾杯を行った後は、獣医学部附属フィールドサイエンスセンター八雲
牧場で生産された北里八雲牛を使った焼きしゃぶしゃぶなど豪華な料理
が振る舞われました。学生活動の紹介では、文化会ハンドベルクワイヤに
よる演奏及び体育会チアリーディング部による演技が披露されるなど大
盛況の中、次代も生命を育む科学の先駆者であり続けることを誓い閉会
となりました。
　このように記念式典・記念講演会・記念祝賀会は、無事盛大に挙行す
ることができました。これもひとえに関係者各位をはじめとする多くの
方々からのご協力による賜物と感謝いたします。平成26年度は北里研究
所が創立100周年を迎えることとなります。学生企画や卒業生企画の募
集、記念行事を冠とした講演会、記念事業特設Webサイトによる情報発
信など、記念事業はこれからも行っていきますので、引き続きご協力くだ
さるようお願いいたします。

○記念式典及び記念講演会をはじめ、記念事業に関する情報は、
　記念事業ホームページで見ることができます。
　http://www.kitasato.ac.jp/100x50/

藤井清孝理事長による式辞

校歌斉唱 学校法人北里研究所／北里大学とローベルト・コッホ研究所との
学術交流協定の更新の調印式

Reinhard Burger所長による祝辞

ヴァイオリニストの千住真理子さん

ソプラノ歌手の小林沙羅さん

基調講演・大村智特別栄誉教授

基調講演・岸本忠三教授

体育会チアリーディング部

文化会ハンドベルクワイヤ
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野を広げることができた野を広げることができた

薬学部

獣医学部
獣医学部北里会体育会
陸上競技部

　獣医学部陸上競技部は週4日ほど市内の競技場で活動してい

ます。私たちは主に県内の3試合を中心に、地域のマラソン大会

や関東の試合にも積極的に参加しています。部員の中には箱根

駅伝の予選会や東北選手権、全国の医歯薬で入賞したり、過去

に国体やインターハイに出場した選手もいます。春、夏は相模原

キャンパスの陸上競技部と合同で合宿をして交流を深め刺激し

あっています。経験者はもちろん未経験者でも十和田から入部す

る部員も多くいます。

　「走るって何が楽しいの？」とよく聞かれますが、皆それぞれの

目標に向かって楽しく練習に励んでいます。

学部等T0PICS-1 学部等T0PICS-3

学部等T0PICS-2 学部等T0PICS-4

ほたて駅伝にて。短距離、長距離みんなで走りました。

十大学対抗陸上競技大会　4×400ｍリレーにて

医学部

海洋生命科学部

　10月18日（金）にコンベンションホールで学部生を対象とした

就職講演会が行われ、多くの学生が参加しました。

　講演者の方々は調剤薬局、ドラッグストアー、研究職、MR（情

報担当者）、開発担当者、それぞれ実際の現場で仕事をなさって

いる方々であり、話の内容にリアリティーや仕事の本質、重要性

を垣間見ることのできるものでした。

　一口に『薬』に関わると言っても様々なアプローチの仕方があ

り、またその多様性と専門性を認識できる機会が得られ、4年生

ながらモチベーションを上げると共に職業選択の視野を広げる

事ができた講演会であったと思います。

薬学科4年　渡邊　好輝
　今夏、北海道のクラークカントリークラブでゴルフ部の東日本

医科学生総合体育大会が行われ、1年の宮澤が女子個人優勝、

さらに女子団体優勝を果たすことができました。これは選手のこ

れまでの努力はもちろん、ゴルフ部を大きく和気藹々とした部活

に育て、練習環境を整えてくださった先輩方、応援をしてくれた部

員全員で勝ち取ったものだと考えています。

　この度、医学部長の東原先生に“学内表彰式”を開いていただ

き、大きな喜びが大きな誇りに変わった気がいたします。またい

つか、むしろ毎年、ゴルフ部がこの表彰式の場に参加できるよう

になりたいと思いました。

　後輩たちには、これを最初で最後の一度とせず、練習場が学内

にあるという素晴らしい練習環境と、どの部活にも負けない仲の

良さを活かして、これからも練習に励んでほしいと思います。

医学科4年　黒子　由梨香

東日本医科学生総合体育大会
表彰式

　皆さんこんにちは。海洋生命科学部の永沼です。皆さんは雨の日に傘をさ
しながら自転車をこいでいる人とぶつかりそうになったことはありませんか？
または、自分が傘をさしながら自転車をこいでいて、うっかり通行人を轢きそ
うになってしまった、という経験はありませんか？
　我々学生にとって、自転車というのはとても便利な交通手段です。気軽に利
用できるため、かなり多くの学生が重宝しているのではないでしょうか。しか
し、その便利さと気軽さ故に油断してしまいがちですが、一歩間違えば大きな
事故に繋がってしまうのも事実です。
　皆さんもご存知の通り、雨の日の通学路は傘をさしながら運転する学生た
ちの列であふれかえります。片手で不安定に自転車をこいでいる人たちの姿
を皆さんも見かけたことがあるのではないでしょうか？私自身、片手に傘をさ
して自転車をこいでいる人と何度もぶつかりそうになったことがあります。
　このような危険な行為を防ぐために、大学から雨合羽が支給されているの
を皆さんはご存知ですか？数量限定ではありますが、自転車通学をしている
人なら誰でも無料で受け取ることができます。サイズも大きくフードもついて
いるため非常に使いやすいです。素材もしっかりしているため、100円ショッ
プなどで購入するよりもずっとお得です。雨合羽は、各学部の事務にて簡単に
受け取ることが出来ます。
　安全に快適な自転車生活を送るためにも、皆さんもぜひ利用してみてください。

　　※P30をご参照ください。

海洋生命科学科3年　永沼　あずみ
雨合羽はすぐれもの

　獣医学科3年　西郷　智貴

こんな感じです！
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CLA招聘事業に参加してCLA招聘事業に参加して

看護学部

理学部

学部等T0PICS-5 学部等T0PICS-7

学部等T0PICS-6 学部等T0PICS-8

医療衛生学部

　9月初旬に実施されたUCLA招聘事業に参加しました。UCLA
の先生方をお迎えするにあたり、私たち学生が主体となって
Welcome Partyを開催しました。他の学生も多く参加し、先生方
やそのご家族と交流を深める賑やかな会となりました。参加され
た方々も大変喜んでくださり、有意義な時間であったと感じてい
ます。今後もUCLAとの繋がりを大切にし、言葉や文化は異なる
中でも看護という共通項を通して互いに良い刺激を与え合うこと
ができる関係を築いていきたいと思います。
　また、昨年のUCLA夏期特別研修プログラム参加から1年が経
ち、領域別実習を経験した今だからこそ得られる発見や学びがあ
るのではないかと思い、講義に臨みました。特にマグネットホスピ
タルについての講義では、そこで働く看護師全員が看護の質を高
める意識を高くもつということが、病院全体に良い影響を与える
ということを学びました。来春からは看護師として働くことになり
ますが、より質の高い看護を患者さんに提供していくために、今
後も学ぶ姿勢を持ち続けていきたいと思います。

　看護学科4年　和田　彩華 作業療法学専攻　助手　川口　敬之

ハーバード大学・
国際交流プログラム
　理学部では、2009年度から国際的な視野を備えた

研究者の育成を目指し、米国ハーバード大学との国際

交流プログラムを実施しています。

　本プログラムは、派遣・招聘を隔年で実施していま

す。2013年度は7月28日～8月3日に本学部へ4名の研

究者を招聘し、ミーティングやセミナーを通じて教員

や学生との交流を深めました。

　交流先であるハーバード大学は世界屈指の学術機

関であり、そのハーバード大学の研究者との交流は、

理学部生にとって貴重な体験となっています。

　来年は、派遣の年です。本プログラムに参加する学

生には、世界トップクラスの研究環境を体験して、国

際的な人材になってほしいと期待します。

　去る8月11日に川口敬之懇和会でフットサルフレンドリーマッチ
を開催しました。当日は学生だけでなく、川口の同期を中心とし
た卒業生も参加し、その日の天候に負けない熱い試合を繰り広げ
ました。試合は学生vs卒業生の組み合わせだけでなく、学生と卒
業生をミックスして行う試合もあり、ボールを介して自然と交流
が深まります。若さを全面に出した学生からも、年甲斐もない卒
業生（失礼！）からも、「勝った！」「負けた」「1点返した。あと1
点！」「死守～」などのかけ声が飛び交っていました。
　終了後は懇親会を開き、色々な話題で語り合いました。くだら
ない話題はもちろんのこと、医療やリハビリの仕事のやりがい、
大学院進学などの話を通して、学生が自分の将来に思いを馳せ
る機会にもなっているようでした。フットサルが1日の時間と先輩
－後輩間の距離を埋め、様々な語り合いの場をもたらしてくれ
た、大げさですが、そんな気さえしてしまいます。
　また、フレンドリーかつ熱い機会を作れればと思います。ご興
味ある方は、ぜひご参加ください。

フットサルフレンドリーマッチ開催！

一般教育部

理学部生との交流

招聘者によるセミナー

　11月1日より、Ｌ1号館正面入口の守衛室前にブックポストが設置さ
れ、図書返却の際に図書館へ出向く必要がなくなり、利便性がアップし
ました。教養図書館が遠いと感じていた皆さんもこの機会にぜひご利
用ください。この他にキャレルディスク（仕切り板のある自習用机）や検
索用パソコンも図書館内に増設され、学習環境も充実しました。これら
も合わせてご利用ください。

Ｌ1号館に教養図書館ブックポストが
設置されました

　ゼミナール形式の懇和会とは、勉強会を通して、教員と学生と
の親睦を深める会で、通常の授業では取り扱っていない内容を、
教員と近い距離で深く学ぶことができます。例えば、「健康の維
持・増進に対する運動の効果についての勉強会を行う」といった
内容のものが設置されています。興味のある方は教学センター一
般教育課学生係までお問い合わせください。

ゼミナール形式の懇和会が
開設されました－一般教育部北里会－
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平成25年度平成25年度

医療系研究科

感染制御科学府

学部等T0PICS-9 学部等T0PICS-11

学部等T0PICS-10 学部等T0PICS-12

保健衛生専門学院

　平成25年9月7日（土）、医学部学生ラウンジにて、平成25年度

Student Research Dayが開催されました。博士課程17名の発表

者が各自の研究成果をまとめたポスターを示し、教員や学生を前

に、10分程度で研究成果の発表及び、質疑応答を行いました。

　発表終了後、投票で選ばれた優秀な発表者が表彰され、副賞

が贈られました。

☆受賞者：小川　史洋、鈴木麻衣子、齋藤　雄一

＊学位論文（博士課程）の提出を予定している大学院生は学位

を申請するための条件として、Student Research Dayまたは予

聴会で研究成果の発表をすることが義務付けられています。

　修士２年生の篠田典子さんが、毒素シンポジウム若手奨励賞
を受賞しました。この賞はシンポジウム参加者全員の投票で選ば
れます。彼女の高い資質が学会員の多くに認められ、大変喜ばし
いかぎりです。
　入室時、彼女は新課題であったBuruli潰瘍について、培養方法
の検討から始まる基本実験手法の立ち上げ研究を担当してくれま
した。派手な結果が出ない、この段階の仕事は２年以上要しまし
たが、その間粘り強く、確実に研究を進めて先を切り開き続けた
姿勢は特筆すべきものがあります。
　今回受賞対象となったのは、「顧みられない熱帯病」である
Buruli潰瘍の無痛性発現機序を明らかにする試みです。重篤例
では手足が脱落するほどの皮膚潰瘍でありながら無痛である機
序を解明し、その応用によって強力な鎮痛剤を開発することを彼
女は目指しています。この魅力的な課題は、彼女の科学者として
の成長と共に、着実に切り開かれていくものと確信しています。

第60回毒素シンポジウム
若手奨励賞を受賞

　先日、臨床工学専攻科で生体代行技術学実習の一部として調

理実習を行いました。これは管理栄養科を持つ学院ならではの

実習で、本年度で３回目となりました。管理栄養科の先生にご指

導頂き、実際に腎臓病食と糖尿病食を調理しました。他職種との

交流によってチーム医療を理解すること、そして各病態と食事指

導の関連や重要性を理解することを目的としています。

　血液浄化治療で人工透析を受けている患者さまは厳しい食事

制限があります。また、腎臓病食や糖尿病食といった特別食は常

食に比べて調理に手間がかかります。なぜ制限が必要なのか、な

ぜ手間を余計にかけるのかを考え、そして味はどう違うのかを味

覚で覚えます。食事指導や献立、調理の注意点などの講義を受

けた後に調理に入りました。指導頂いた先生のおかげですてきな

料理が完成し、最後にみんなで美味しく頂きました。過密な講義

と実習との合間のとても楽しい時間となりました。

臨床工学専攻科で調理実習を実施

看護専門学校

免疫機能制御学研究室　准教授　渡邉　峰雄 　２年生の包帯法の演習に、近くの高校から、高校１年生の見学

者７名が参加しました。この見学者は、将来「看護分野」を希望

する高校生で、看護専門学校の教育内容についての理解を深

め、同時に本校の特色等について体験学習をとおして充分に認

識するために参加しました。

　包帯法にはいろいろな巻き方があり、例年クラスメイトでお互

いに包帯の巻き方を演習しているのですが、今年は、見学高校生

にも巻かせてもらいました。

　将来、後輩になるかもしれない見学高校生に、しっかりとした

包帯法を体験してもらおうと、本校学生も事前練習の成果を十

分に発揮し、見事な包帯法を披露することができました。

包帯法の演習
「見学高校生にも巻く」

見学高校生に包帯を巻いている様子

見学高校生に三角巾を巻いている様子
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　体育会主催の球技大会は、例年6月中旬に実施しておりましたが、平成25年度は

諸事情により7月6日（土）および7日（日）の2日間にわたって実施いたしました。

　今回の球技大会には11団体が参加し、天候が悪いにもかかわらず、体育会役員や

ソフトボール同好会の皆様の協力を得て無事に終えることが出来ました。

　今回ご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。

　今後も球技大会がより良いものとなり続いていくことを期待しています。

　実行委員長　獣医学科3年　槇本　一輝

TOWADA
平成25年度体育会主催球技大会

7月 6日（土）・7日（日）

1位
やっと優勝出来たよ～！本当DAHLIA最高
だったー!!! 後期も優勝します!!

DAHLIADAHLIADAHLIA
動物資源科学科4年  柳澤　陽介

高

介

2位
毎年のことながら、球技大会を楽しめ
たのは体育会委員やソフトボールが好
きな人たちがいてこそだと思います。こ
のような行事に今年も参加できたこと
をうれしく思います。残念ながら今年は
初めて優勝を逃しましたが、後輩君た
ちが立派になったと思うと、、、嬉しく今
後に期待します。でも6年生になっても
悔しいものは悔しいです。

6年生チーム6年生チーム6年生チーム
獣医学科6年  高野　光

め
好

光光

3位
優勝できなくてとても悔しい思いをしま
した。力不足でした。次の球技大会でリ
ベンジします!

山本組山本組山本組
動物資源科学科3年  須田　悠介

北里会文化会  演 劇 部課外活動TOPICS❶

学生責任者　看護学部3年　西　真結実

今年の学祭は、いつもと一味違う公演に挑戦しました！！

　今年度学祭において我々文化会演劇部の公演は、今までと
は一味違う公演でした。
　我が部で毎年一番盛り上がる学祭公演は、新人公演で成長
した1年生と先輩達が初めて共演出来る舞台です。それに来年
度キャンパス移動となる獣医学部や薬学部の人達との最後の
公演でもあり、最も大勢で作品に取り組むことが出来る機会で
した。今年は高学年の3年生も役者として多く参加したため、学
年が揃って取り組むことが出来た公演でもありました。
　今回の公演では新たな試みとして、2作品の公演実施や公
演の事前説明、最後の舞台挨拶の際も、いつもと違う演出を
加えるなどいくつかの挑戦がありました。心配な点も多かった
のですが、学年を超えて部員同士で楽しく取り組む姿が見ら
れ、無事公演を成功させることが出来ました。挑戦した点も評

判が良く、今後に生かしていくことが出来ると思います。
　成果としましては、観客数が最終日の公演では立ち見も入れ
ないほどの満席となりまして、今年はなんと学祭の展示大賞に
選ばれました。私たちにとっては部員のほとんどが信じられな
いほどの快挙でして一同大変嬉しく思っております。来場され
た方々、ご支援頂いた方々に、この場をお借りして深く御礼申
し上げます。
　最後になりましたが、我が演劇部は、皆様に楽しんでいただ
ける演劇をお届けすべくこれからも精力的に活動して参りま
す。これからも定期公演が近づきますとポスター掲示にて宣伝
しておりますので、お時間が許される方はぜひお誘い合わせの
上、L2号館203講義室へ観に来て頂けますと幸いでございま
す。今後ともご支援よろしくお願い致します。

主将　理学部3年　橋口　収

世界大会で金メダル獲得！

　私達、体育会躰道部は28名で活動を行っています。練習日
は月、水、木、土曜日の週4日となっています。躰道部は1年生
が49代目で非常に歴史のある部活です。卒業してから社会人
で躰道を続ける先輩も多く、監督やコーチも北里大学躰道
部の卒業生です。また、練習には世界大会に出場した経験の
ある先輩方も来てくれるので、レベルの高い指導が受けられ
ます。そのため本人の努力しだいで全国学生大会や全日本大
会、世界大会での優勝も狙うことができます。
　今年の全国学生大会では団体法形競技と展開競技で入賞
し、1年生が出場した新人団体法形競技も準優勝することが

できました。また、フィンランドで行われた世界大会には薬学
部6年の仲佐南選手が男子団体実戦の選手として出場し優
勝を勝ち取りました。
　躰道は、他大学を含めほぼ全員が大学からはじめるので入
部したときの実力の差は全くなく、自分の努力しだいでたくさ
んの結果を残すことができます。大学から新しいことを始め
たいと思っている人！ぜひ一緒に躰道をやりましょう。

北里会体育会  躰 道 部課外活動TOPICS❷
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● ●就職センター

★「就職センター」、「進路支援システム」を活用して内定を目指しましょう！

★必要な準備はコレ！

★「就職手帳」は必須アイテム！

■自分の長所と裏付けるエピソードを話せますか？　　■企業・病院の情報収集をすすめていますか？

■企業説明会、病院見学会に参加していますか？　　  ■資料請求・エントリーをしましたか？

■筆記試験対策をしていますか？　　　　　　　　　■面接対策をすすめていますか？

　就職活動で面接がなかなかうまくいかない、選考がすすまない等で悩んでいる方はいませんか？
少しでも気になることがありましたら、ぜひ一度就職センターまでご相談ください。就職センターではキャリア
カウンセラーとの個別相談や履歴書等の添削、また模擬面接も受けることができます。
　また、相模原キャンパス以外の学生もWebカメラ（※）、メール、電話等で相談できますので下記連絡先まで
お問合せください。（※Webカメラでの相談は各キャンパス事務室学生課・係にて要申込）

進路支援システムへのアクセス

北里大学ＨＰ →「進路・就職」
→ ログイン画面（ID、パスワード入力）
※進路支援システムは全学年利用できます。
　ID・パスワードがわからない方は就職センタ
　ーに確認してください。

＜＜ 就職手帳で整理してみよう！＞＞
①過去と現在の自分を整理しよう！
②大学生活で打ち込んできたこと、印象に残っている活動を振り
    返ってみよう！（ささいなことでもOK！）
③自分のセールスポイントを知ろう！
④業界・職種・志望先研究をしてみよう！
⑤履歴書・エントリーシートのポイントを知ろう！
※「就職手帳」は各学部ガイダンス等で対象者全員に配布しています。
    手元にない方は各学部・研究科事務室学生係に申し出てください。

〔きたさとプログラム〕
●き（機会）、た（体験）、さ（参画）、と（トレ
　ーニング）のキーワードで、選択と行動を
　サポートするプログラム

〔合同企業研究会〕
　Ｈ25年12月12日・13日開催
　　　　　　　（相模原キャンパス）
〔就職資料室〕
●自己分析・エントリーシート・面接・筆記試
　験に関する書籍、会社四季報、面接ビ
　デオ（貸出可能）
●企業・医療機関パンフレット等

【場　　所】　　　　　　　  相模原キャンパス Ｌ2号館1F
【就職センター窓口時間】      月曜日～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】　　  月曜日～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）
  ☎042-778-9745/7986/9747    E-MAIL : syusyoku@kitasato-u.ac.jp

就職手帳

大学HP ログイン画面

●2015年3月卒業・修了予定者の就職活動（企業）がいよいよ本格化してきました。就職活動を納得の
　いくものにするために、ひとつひとつ準備を重ねていく必要があります。
　本番で自分の力を発揮できるよう、しっかり下準備をして自信をつけていきましょう！
●医療機関志望の4年生は、就職活動の真只中だと思います。情報収集、病院見学をしっかり行い、第一
　志望内定を目指してがんばっていきましょう！

★必要な準備はコレ！

★「就職センター」、「進路支援システム」を活用して内定を目指しましょう！

★「就職手帳」は必須アイテム！

自己分析

業界・職種研究
志望先研究

説明会・セミナー参加
病院見学参加

エントリー・履歴書提出

選考試験
（筆記・面接）

内　定

【就職活動の流れ】 【就職センター活用法】

〔就活お役立ち情報〕
  ●お知らせに支援と行事を掲載

〔就活お役立ち機能〕
  ●検索条件設定の保存
  ●お気に入り求人の保存　
  ●スケジュール管理

〔求人検索〕
　北里大学宛、その他の求人検索
　 検索条件
  ●企業/医療機関別　
  ●業種/職種別
  ●勤務地別等

〔エントリーシート・履歴書添削〕
　実際に提出する書類（エントリーシート、
　履歴書）を個別に添削指導

〔模擬面接〕
　実際の面接を想定し1対1形式で実施
　※余裕をもって早めに予約しましょう

後輩の就職活動のために合格、不合格に関わらず「就職活動体
験記」の入力もお願いします。
★不明な点があれば就職センター・各学部事務室に確認してください。

〔就職活動体験記〕
　過去3カ年の内定者・卒業者が残して
　くれた試験内容、面接質問について
　検索することができます。

〔内定登録〕
〔進路報告登録〕

【進路支援システム活用法】

キャリアカウンセラーとの個別就職相談について
　就職センターでは、就職相談体制を強化するため、就職相談員（キャリアカウンセラー）を配置し、皆さんの
相談に応じています。就職活動中の学生だけでなく、これから進路を考える１、２年生も専門的な視点からアド
バイスを受けられますので、是非！利用してください。
　希望者は就職センター窓口、白金・十和田キャンパスは事務室学生課にて申し込みをしてください。
（お電話・メールでのお申し込みはできません。） 就職活動体験記の入力

皆さんが内定を獲得したら、その情報を入力しましょう。
複数の内定を獲得した場合は全て入力してください。
※進学決定者は入力する必要はありません。
※最終進路決定報告については各学部等事務室の指示に従ってください。

進路報告登録

今できている項目をチェックしてみよう！

重　要！　  内定している皆さんへ（就職活動体験記の入力と進路報告登録のお願い）

就職活動中の3年生・修士1年生へ

就職活動中の４年生・修士２年生の方へ

★必須

個人のページまで
ログイン
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○ 学業や進路について 
  ・将来への迷いや悩み   ・大学での勉強の悩み など 

○ 自分自身について 
  ・自分を好きになれない 
  ・自信を持てない  など 

○ 心身の健康について 
  ・気分が落ち込む 

・やる気がでない など 

○ 人間関係について 
  ・人付き合いが苦手 
・他者とのトラブル など   

十和田キャンパス学生相談室から

　自分で何か目標を立ててそれを達成しようとすることは、それがうまくいったかどうかを別にすれば、皆さんの
多くが経験してきたことではないかと思います。例えば「今より○㎏ダイエットをする」、「△/△までにレポートを
完成させる」や「試験に合格する」など、比較的短期間で達成できそうな目標もあれば、数年（場合によってはそ
れ以上の年月）をかけて達成する目標を掲げて努力を続けることもあるでしょう。このように自分で何らかの目
標を立てて、それを達成に近づけていくためにはいくつかのコツがあります。まずは、自分が行う具体的な行動
を目標にすることです。例を挙げるなら、健康増進のためにダイエットをする場合、「5㎏減量する」という目標は、
すぐに体重が減るわけではないので達成感を得ることが難しいかもしれません。しかし、「夕食後に1時間ウォー
キングをする」というような行動の目標にすると、その目標に対する達成感は得やすいものになります。特に、こ
の達成感を得るというのは目標に到達する上においては重要な要素となります。そのために、自分で設定する目
標は大きくなりすぎないように、最初は小さい目標から始めていくというのも大事なポイントです。また、その目
標となる行動ができたかどうかをグラフや表に記録しておくと、その記録したものを見返すことで、自分はどれぐ
らい頑張ってきたかという励みにもなります。携帯電話のメモ帳やカレンダー機能、スマートフォンのアプリなど
を利用して自分の行動を記録するのもいいかもしれません。
　ただし、このようにすれば目標が必ず達成できるかというとそうではありません。自分一人だけで何か目標を
立てて、それを達成するというのは日々相談を受けている立場からだけでなく、私自身を振り返ってみてもそう
ですが、そう簡単なことではありません。目標を立てたけれども、くじけてしまいそうな時もあるでしょう。しかし
これもみなさんも経験してきたことかもしれませんが、誰かにその目標を話したり宣言したりしておくことによっ
て、簡単に挫折できなくしてしまうという状況を自分で作ってしまうことができます。また目標について話をして
おくと、相手は今の様子について尋ねてきますから、ますます簡単に目標をあきらめることができなくなりますし、
場合によっては頑張っていることをその人から認めてもらえたり、何らかの形でサポートしてくれたりするかもし
れません。このように、何か自分で頑張る際にも他者の存在というのは重要なものであります。一人では頑張り
にくいけれど、それを見守ってくれている人がいるというのは勇気づけられるのではないでしょうか。皆さんを見
守ってくれる人には、親御さんや先生方、お友達、先輩後輩など様々な人たちがいらっしゃるのではと思います
が、それ以外の選択肢として、困ったことがある場合はもちろん、それ以外でもお気軽に近くの学生相談室に話
をしに来てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （文責：十和田キャンパス学生相談室　松本明生）

＜十和田キャンパスの相談室の利用について＞
　十和田キャンパスの学生相談室では男性の専任カウンセラー1名（月から金曜日）と、女性の非常勤
カウンセラー1名（水・木曜日）の2名体制で、獣医学部と獣医学系研究科（獣医畜産学研究科）の学生
の皆さんからの相談を受け付けています。
●電話、もしくは直接相談室に来ていただいて、相談の予約を入れてください。他の予約が入っていな
　ければ、その場で相談に応じられますが、予約を入れていただいたほうが確実です。
●相談室のドアの左側に、メッセージボックスがあります。そちらに、お名前と連絡先、相談希望日時
　を書いた紙を入れていただいても構いません。

◎どんなことが相談できるの？◎

インフルエンザ
　通常のかぜ症候群に比べ、インフルエンザは上気道の症
状に加えて、高熱、筋痛が特徴です。インフルエンザは、予防
接種によりある程度感染の防止ができ、タミフルをはじめとし
た抗ウイルス薬の治療も可能です。
　インフルエンザにかかったと思われる場合には、具合が悪
ければ早めに医療機関を受診しましょう。そして、安静にして、
休養をとりましょう。発熱時は、水分を十分に補給しましょう。
　一方、風邪薬には下熱・鎮痛、せき止め、鼻汁抑制などの
成分が含まれおり、症状は見かけ上軽くなりますが、ウイルス
感染を阻止して治す薬ではありません。まずは、安静、無理を
せず、ゆっくり身体を休めることが肝心です。

インフルエンザワクチン
　インフルエンザウイルスは、体内の細胞に侵入して増殖し
ます。ウイルスが増殖し、数日の潜伏期間を経て、発熱やのど
の痛みなどのインフルエンザの症状が引き起こされます。ワク
チンには、以上のような症状の発症を抑える効果が一定程
度認められており、健常成人では、70～90％の発症予防効
果があるとされています。ワクチンの最も大きな効果は、感染
の重症化を予防する効果です。一方では、なるべく多くの人
がワクチンを接種する事により感染を広げない効果が
あると言われています。
　ただし、インフルエンザワクチンはうてば
絶対にかからない、というものではありません。
病気が重くなることを防ぐ作用です。また、
この効果も100％ではないので、接種をした
から安心と思い油断するのは危険です。

冬に多くみられる食中毒
　夏の暑い時期には、カンピロバクターなどの細菌性腸炎が
みられますが、冬には、ウイルス性腸炎が多く見られ、ウイルス
による食中毒が起きます。成人で多いのは、ノロウイルスによ
る腸炎です。ノロウイルス感染症（ノロ）は、牡蠣（かき）などの
2枚貝による食中毒も有名ですが、最近の幼稚園や学校な
どでの集団感染は、誰かがまずノロに感染し、施設内でヒト
からヒトへ感染して拡がっていくものが大半だと言われてい
ます。 このヒトからヒトへの感染力はきわめて強力です。毎年
発生するノロの流行を阻止することは残念ながら今のところ
不可能ですが、その流行を最小限に食い止めるため、食中
毒の注意点をまもり、かからないように注意しましょう。

気道感染防止には咳エチケットが大切！
　インフルエンザは飛沫で感染します。したがって、感染経路
を遮断するために一番有効な方法は、感染源になっている人
から唾液などの分泌物を飛ばさないことです。
●咳またはくしゃみの時には口と鼻をおおう
●分泌物の飛散を防ぐためティッシュを用い、使用後には最寄
　りのごみ箱に速やかに捨てる
●分泌物自体または分泌物がかかったものに触ったら必ず手
　洗いをする
　咳などの分泌物の空気中への飛散を抑えるには、マスクが
有効です。風邪や、今後流行が懸念される新型インフルエン
ザ時の感染拡大防止のためにもマスクの使用を心がけましょ
う。特に、風邪症状があり大学や病院に来なければならないと
きは、マスクを必ず使用しましょう。マスクを家に常備しておく事
が大切です。

なぜ感染予防のため出校が停止になるのか？
　感染症は、本人だけの問題では済まないのです。もちろん、
重症のインフルエンザもありますし、食中毒でも腸管出血性大
腸菌では成人の死亡例もあります。体力に自信があるといっ
て侮ると危険です。また、軽いから大丈夫、もう治ったと自己判
断し出校すると、まだ感染が十分に抑えられていない場合に
は２次感染が起きます。周囲の友人が感染し、そのために発
熱で試験が受けられなかったり、運悪く重症化して入院したり、
ということもありえます。自分勝手な行動が、思わぬ災難を友
人にもたらすこともあるのです。また、病院実習中では、院内感
染の原因にもなり、患者さんに大きな危険をもたらすことになり
ます。
　風邪の季節は、症状があれば、必ず体温を計り、37.5度以
上の場合は、登校せず近くの診療所を受診するか、電話で保
健室に相談しましょう。体温計も必ず常備してください。

食中毒防止のための手洗いは入念に
　予防の基本は、手洗いです。外出後、調理を行う前、食事の
前、トイレに行った後は必ず手洗いを行いましょう。常に爪を短
く切って、指輪等をはずし、石けんを十分泡立て手指を洗浄し
ます。すすぎは温水による流水で十分に行い、清潔なタオルま
たは ペーパータオルで拭きます。大学のトイレでは、自分の服
を整える前に、このような充分な手洗いは困難で、服についた
ウイルスから集団感染の危険が生じます。下痢症状が出た場
合には登校せず、近くの診療所を受診するか、電話で保健室
に相談しましょう。

Sophia kai Ergon 210

守屋 達美

健康管理センター

健康管理センター長　

冬にみられる感染症の対策
冬期には、インフルエンザやかぜ症候群が多くみられます。
各自感染防止に心掛けましょう。
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私のお奨めの本
お奨めの本を教職員と学生それぞれからご紹介します。

雨合羽の無料配付について

「Kane and Abel ケインとアベル（上・下）1979年」
　　　　　　　　  Jeffry Howard Archer ジェフリー・ハワード・アーチャー 著　　永井　淳 訳（新潮文庫）

　東北の山中の高い杉の木のてっぺんに仰向けになって
いる男が「DJアーク」と名乗り、携帯電話を片手にラジオ
放送を始める。これは通常の電波ではなく、「想像」によ
ってつながっているラジオだという。しかし、DJアークのも
とにはたくさんのリスナーからの反応が返ってくる。それは
暗い闇の海底から、水に呑まれたホテルからも…。そう、こ
れは被災した犠牲者たちから届くメッセージだったのだ。
震災から約２年半たった今、生きている者が死者に対して
できることは、想像することだけである。私たちはなぜ死
ななくてはいけなかったのだろう？そうした想いを抱きな
がら亡くなっていった人たちの声の多くがこの本には収め
られている。
　第２章で、東北の震災後のボランティアの帰りの車内で
２人の若者の意見が対立するシーン。「僕らは生きている
人の事を第一に考えなくてはならない。」と主張する者と、
「亡くなった後にその人の恨みや、伝えたかったことが何
だったのかを考えなくてはならない。」と主張する者。私に
はどちらも正しく聞こえた。

「想像ラジオ」 いとう せいこう（河出書房新社）

　二つの価値観に正否をつけられないといえば、私も震災
後、多くのボランティア活動が行われているなか「自分も何
か貢献しなくては」という考えと、「実際に震災を体験して
いない私が被災者の気持ちを分かったような気で踏み込
むべきではない」という考えが錯綜していたことがあっ
た。これもまた、どちらも正しいと今でも思うが、被災して
生きている人にも亡くなった人に対しても、もっと想像し
て、想像して、想像することでなにか行動に移せたのでは
ないかと後悔の念が残っている。
　しかし、まだ終わったわけではない。想像ラジオに寄せ
られた缶詰工場で働く女性からのメッセージ。「自分が考
えるうちで一番退屈な普通の、でもなんか愛すべき一
日。」もし、死者に声があるならばそのような平凡な日常へ
の哀惜であるだろうし、復興とはそうした日常を回復させる
こと、そのものだと思う。様々な現実的課題を解決するに
あたって、私たちはこの死者の視点を見失いがちになって
いるのではないだろうか。そうした危機感をこれからもい
つまでも持っていたいと思う。

　面白い本が読みたい、本というものにもっと親しんでみ
たいと考える人にとって、最適のエンターテイメントである。
　当時150万部以上を売り上げた伝説のミリオンセラー小
説。ポーランドの孤児と、ボストンの名家の息子。宿命の二
人の運命・・・この本には小説の醍醐味がぎっしりと詰ま
っている。
　1906年4月、ポーランドの片田舎の森で私生児として生
まれ極貧の猟師に引き取られたヴアデク（後のアベル）。
時を同じくしてボストンの名門ケイン家に祝福されて生れ
たウィリアム。時のドイツ侵攻から始まる過酷な人生の旅
の果てに、無一文の移民としてアメリカにたどりついたアベ
ルは、傑出した才覚と努力によって自らホテルチェーンを

作り上げてゆく。一方、エリートコースを歩むケインは大銀
行の頭取の地位へと、遂には、登り詰めてゆく。
　この小説は二十世紀アメリカのChronicleであり、収容所
小説、戦争文学、復讐物語、そして愛の物語でもある。
　作者は1940年英国生まれ。69年には最年少下院議員
となる。その後投獄されるなど異色の経歴の持ち主である。
彼の小説家としての処女作「百万ドルをとり返せ！」は、詐
欺にあった自らの体験をもとに書いたものである。また・
三作目が勝負！・として著者自らが明言し、満を持して発表
した大作がこの「ケインとアベル」である。彼は、近年の著
書「遥かなる未踏峰」2011年など、70歳を過ぎた現在もな
お執筆活動を行っている。

医療衛生学部　講師　松尾　純孝

北里会体育会学生委員会副委員長　看護学部３年　稲毛田　睦美

雨合羽の無料配付について
　相模原キャンパスに通う自転車通学者の安全を確保するために、傘さし運転の防止
を目的として、下記の通り自転車通学者（希望者）に雨合羽を配付しています。

　対象者

　　自転車通学者（希望者）
　　　※スクールバスを運行しているため、相模大野駅を利用
　　　　している学生を除きます。

　配付条件

　　1) 今後一切傘さし運転をしないこと。
　　2) 並列走行、二人乗り縦列、信号無視をしないこと。
　　3) 上記以外の道路交通法も遵守すること。

　配付期間

　　物品がなくなるまで

　申込・受取方法　

　　各学部等事務室窓口において、配付条件を遵守する
　　ことを誓い、「雨合羽配付台帳」に必要事項を記入
　　し、雨合羽の配付を受ける。

【関連記事：19ページをご覧ください】

　歩きながらスマホや携帯電話を使用することは非常

に危険です。

　歩行中にスマートフォンに夢中になり、他人や自転車

と接触・転倒する事故が増加していますので、キャンパ

ス内外を問わず、絶対に行わないでください。

ビニール100％
色：クリア
バイヤスカラー：白

クリア

キャンパス内外問わず、

「ながらスマホ禁止！」
危 険

※自転車を運転しながらスマホや携帯電話を使用することは、道路交通法違反です。（5万円以下の罰金）

「想像すれば聞こえるはずだ」という強いメッセージ

教職員から

学 生から

教職員から

学 生から



　　　  学 部 等  　　　　　　　　　　 月　日　　　　　　　　　　　　 場　所

薬学部・研究科
医学部
海洋生命科学部・研究科
水産学研究科
看護学部・研究科　　　　　  平成26年3月26日（水）10:00 ～　　　 東京国際フォーラム
理学部・研究科
医療衛生学部
医療系研究科
感染制御科学府

獣医学部
獣医畜産学・獣医学系研究科　 平成26年3月13日（木）10:00 ～ 　十和田市民文化センター

保健衛生専門学院　　　　   平成26年3月19日（水）10:30 ～ 　南魚沼市民会館

看護専門学校　　　　　　   平成26年3月11日（火）13:30 ～ 　看護専門学校

平成25年度北里大学学位記授与式併設校卒業証書授与式

平成26年度北里大学入学式（併設校含）

カルトに気をつけよう【あやしい勧誘に要注意！】

全学部・研究科  　    平成26年4月 5日（土）10:00～　パシフィコ横浜

保健衛生専門学院　平成26年4月 9日（水）11:00～　小出郷文化会館

看護専門学校　　　平成26年4月 8日（火）14:00～　看護専門学校

北里大学からのお知らせ

学部等 月　日 場　所

－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

　カルト団体は、犯罪や違法行為や人権問題を引き起こす団体で、多くは宗教団体を名乗っています。こうした
団体は大学生をターゲットにすることが多いので、学内または皆さんのアルバイト先等で活動することが予想さ
れます。以下の点をよく読んで注意してください。

 ①強引な場合
　　友人と知人が、いい話があると誘い出し、ファミリーレストランなど
　に行くと、その団体のメンバーが来ていて、そこに入ると言うまで帰さ
　ない。入らなければ地獄に落ちる、日本が滅びるなどと脅す。
　　
 ②ダミーサークルの場合
　　勧誘のためのサークル（多くは大学生の組織）を作り一応活動して
　いる。この中には子どものためのボランティアや国際交流のボランテ
　ィアなどがあり、すぐには宗教の話などは出てこない。最近ではスポー
　ツやゴスペルのサークルなどもある。

 ③自宅に来る場合
　　自宅に来る場合があります。勧誘だけでなく物売りや募金のためで
　す。募金は、被災地支援やアフリカ難民のためという名目が多い。

カルト団体・悪質商法などは、ほんとうの姿を隠して、もうすでに皆さんの身近に迫ってきています。

 ④その他街頭やアルバイト先で誘われることがあります。

○皆さんのところには、やさしい親切な態度でやってくる場合がありま
　すから、気をつけてください。
○最近はインターネットを用いた勧誘がさかんです。メール、SNS
　（mixi、Facebookなど）、一見関係ないテーマ（医療など）を装った
　ホームページ・ブログなどに注意してください。
○合宿、講演、勉強会、施設見学、機器モニター依頼、就職セミナー、新
　入生歓迎会などの誘いのほか、被災地支援、原発問題の勉強会など
　を装う勧誘にも注意が必要です。
○知らない人のアンケートには答えないように。カルトや悪徳商法はア
　ンケートをよく使います。
○誘われて困ったり、友達が入っていることが分かった場合は、すぐに
　相談してください。
○カルトかどうかよく分からない団体がやってきたら、これも相談してく
　ださい。

★ 相談窓口 ： 各学部等事務室、教学センター、学生相談室 ★


