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　ご入学おめでとうございます。本学では、学業に加えて、
北里会での活動をとおして大学生活をさらに楽しんだいただ
きたく思います。
　専攻科の領域の学問を学ぶことは基本ですが、同時に大学は
幅広い教養を身につけるために格好の環境です。体育会、文化
会や同好会などに参加して、先輩、同輩、後輩、時には他学の
学生との共同作業や競い合いの中で、自分とは違う価値観を持っ
た人と交わり、社会性やコミュニケーション能力を磨いたり、
自分の趣味の世界を築くことはとても有益です。将来、何らか
の仕事に就くとしても、それとは別の世界を持っていることは、
少なくとも人生で二つの楽しみを味わえることになります。
　さて、その際、皆さんにお願いしたいことは、これが自分
の限界だと思いこまずに、新しいことにぜひ「挑戦」してほ
しいです。これは本学の建学の精神の「開拓」にもつながり

　新入生の皆さん、入学おめでとう御座います。
　東日本大震災、原発事故、大雪災害等と未曾有の出来事か
ら３年、依然として復興半ばですが、その間に、東北楽天の
日本シリーズ優勝、2020年の東京オリンピック招致決定、ソ
チ・オリンピック開催とスポーツに関するイベントに活気づ
けられています。
　このようなときに入学された皆さんは、北里大学の次世代
を担う人材として、高度な専門的知識や技術の修得のため勉
学に励むことと思います。また、全国から入学した人達との
新たな出会い、クラブ活動やサークル活動を通した交流を深
めることと思います。
　北里大学体育会では、皆さんの大学生活をより充実し、実
りあるものにするために多くの運動クラブが活動しています。
創部50周年を超えるクラブを始め、高校時代にはあまり聞い
たこともないようなクラブもあります。これまでの活動実績
では、アメリカンフットボール部が関東学生医科歯科リーグ
１部優勝、個人では、躰道国際親善大会優勝、新関東大学準

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学生
活が始まり、希望に満ちた晴れ晴れとした気持ちでおられ
る事と思います。
　北里大学文化会には芸術系、音楽系、科学系、運動系な
どがあり、毎年定期演奏会を開いている交響楽団や合唱団
などのような部から、釣りが大好きな学生が集まった北釣
会など趣味を生かせる部まで様々な部があります。中でも
医療系の学部を持つ大学らしく、「あしたぼの会」、「ぬいぐ
るみ病院」、「病院奉仕団」のような大学病院や近隣の介護

ます。「自分の能力を開拓する」と
も言えるかもしれません。或いは

「自己啓発」にもつながるとも言え
ましょう。先の見えないものに「挑
戦していこうという心」こそ、人
生における楽しみを膨らませてい
く大事な要素です。挑戦とは積極
的な現状打破の試みであり、失敗や挫折を恐れない冒険です。
そこから新しい活力が沸き、大きな視界が開けてくる可能性
があります。このような挑戦は自由な学生時代だからこそ、
思いっきりできるわけです。本学にはこの新たな得意な領域
を開拓する環境は整っています。
　皆さんが北里会で有意義なキャンパスライフを過ごされる
ことを心から願っています。

硬式野球最優秀選手賞受賞、全国
医歯薬獣大学柔道大会優勝など、
全国、関東大学・学生リーグ、神
奈川リーグ、薬学リーグなどで団
体、個人で頑張っている人達が沢
山います。
　医療系・生命科学の総合大学で
ある北里大学は、講義や実習が忙
しくクラブ活動は大変ですが、その忙しいスケジュールを遣
り繰りして、レギュラー選手として、マネージャーとしてサ
ポートに手腕を発揮する人、体育会の運営に活躍する人、先
輩後輩の連携をマネージメントする人と、様々な立場で交流
を深め活動しています。みんなで助け合い団結して乗り越え
た達成感は、「北里の絆」の証として実感できること思います。
クラブ活動を通した人間関係の醸成、各クラブ間の交流や、
文化会との協力による球技大会や学園祭にも積極的に参加し
て青春を謳歌してください。

施設で奉仕活動を行っている部
もあります。部活動は大学生活を
充実させ、部活動で培った「人間
関係」や「礼儀作法」または「相
手を思いやるこころ」など社会に
出てからも役に立つものと思い
ます。是非、このような部を利用
して受け身の大学生活でなく積
極的に部活動に参加し、豊かな学生生活を送って下さい。

本学で挑戦する心を磨いて自己啓発につなげよう

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

岡安　勲

太田　久吉

福田　達男

医療衛生学部教授

北里大学学長

薬学部准教授

課外活動 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。
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第52回北里大学球技大会実行委員長より Topics 

Topics 第52回北里大学北里祭実行委員長より

課外活動 トピックス
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山中　恭平
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理学部３年

　皆さん、はじめまして! !  第
五十二回球技大会実行委員会
委員長の石倉です。

　球技大会は北里大学で文化祭と並ぶ二大行
事の一つです。球技大会の種目には、サッ
カー、ドッチボール、バレーボール、バスケッ
トボールがあり、北里大学の学生ならば誰で
も参加できます。どの競技も本格的で入賞
チームには賞品もあり、毎年熱い戦いが繰り

広げられます。
　また、球技大会実行委員会では一緒に運営
に携わる実行委員を募集しています。これだ
け大きなイベントなのでとてもやりがいがあ
り、達成感は素晴らしいものです。そして何
より、たくさんの友達ができることでしょう。
　第五十二回球技大会は今までにない楽しい
球技大会にしたいと思ってます。ぜひ一緒に
球技大会を創りましょう。

　私たち、体育会野球部は選手16名、マネー
ジャー10名の計26名で活動しており、関東地区
大学準硬式野球連盟の新関東リーグの１部に所
属しております。体育会野球部と聞くと、毎日朝
から晩まで練習しているイメージがありますが、
週４日限られた時間で内容の濃い活動をし、「楽
しい野球」を目指しております。

　今回、28年ぶりにリーグ優勝をすることがで
きたのは、今まで以上に一人一人が野球を楽しも
うと声を出し、意見を出し合い、優勝に向けてチー
ムがひとつになったからだと思っています。
　私たちの野球部には大学から野球を始めた選
手もいます。もし野球に興味がある方は是非野球
部に来てください。一緒に野球をしましょう！

　新入生のみなさん、こんにちは。
　私達は毎週金曜日に部室棟地下練習室大２にて
練習を行っています。讃美歌だけではなく、J－
POPやクラシック、 ミュージカルなど様々な曲を
演奏しています。
　夏には合宿を行い、北里祭では２日間で計４回
のミニコンサートを行います。12月には定期演奏
会や病棟での演奏をします。また、一般教育部北

里会主催のクリスマス会や功労賞授与式などでも
演奏しています。依頼があれば外部での演奏も行
います。前年度はアビリンピック神奈川 2013や
看護フェスティバルなどにて演奏致しました。
　ほとんどが大学から始めているので、初心者の
方も楽譜が読めない方も大歓迎です！ 人数が少な
いため、みんな仲が良くアットホームな雰囲気です。
　一緒に楽しくハンドベルを演奏しましょう！

　入学おめでとうございます。
　北里祭実行委員会です。私
たちは11月に行われる第52回

北里祭において、企画および運営を行う団体
です。去年は１年生260人、２年生38人、３
年生９人の計307人のスタッフで行いました。
これは北里大学内で最も大きな団体です。
　プロのアーティストによるコンサート、お
笑い芸人によるライブ、著名人による講演会、
ミス＆ミスターコンテスト、お化け屋敷や迷
路作りなど、どの企画も１年生が主体となり、
１つのものを作り上げる、やりがいや充実感
を得られることは間違いありません。

　北里祭だけが実行委員会ではありません。
キャンプ、運動会、慰安旅行、日々の食事会
など大学生らしいイベントも盛りだくさんで
す。もちろん兼部も可能です。
　北里祭を中心で盛り上げたい人、友達をた
くさんつくりたい人、１つのものを１から作
り上げる充実感を味わいたい人、大学生活で
なにか夢中になれるものを見つけたい人、と
にかく楽しいことが大好きな人。１つでも当
てはまる方は、どうぞ気軽に部室棟２階の北
里祭実行委員会本部
にお越しください。

球技大会

北里祭
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部
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28年ぶりの秋季リーグ優勝

年十数回の依頼演奏

平成25年度秋季リーグ優勝 夏合宿
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学部等トピックス

School of Pharmacy School of Medicine

School of Veterinary Medicine School of Marine Biosciences

　昨年の12月から就職活動がスタートしました。白金
キャンパスでは、12月20日（金）に薬学部企業フォー
ラムが開催され、例年のように、薬局、ドラッグストア、
病院、企業の方々にお越しいただきました。進路に迷
いがあった私にとって、様々な業種のお話を一度に聴

くことができる薬学部企業フォーラムは、大変貴重な
機会でした。様々な業種の方々や就職活動を終えた先
輩方のお話を聴くことで、今後の就職活動に対するモ
チベーションを向上させることができました。

　医学研究入門１と２を踏まえ、医学研究入門３では
実際に研究を行います。私は微生物学の「院内感染に
関与する細菌の調査・研究」をテーマに選びました。
研究ではNICU（新生児集中治療室）の環境から分離
したMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）の代表
的な遺伝子型を調べ、ある特定の菌株が医療従事者の

手指や医療器具を媒介して蔓延していることを知りま
した。そして研究の成果は模造紙にまとめ、ポスター
形式で発表しました。研究期間は１か月と短いもので
したが、研究を通してMRSAの汚染環境や伝播経路が
分かりましたので、将来は臨床医として、この成果を
院内感染対策に生かして診療を行いたいと思います。

　12月４日に、十和田富士屋グランドホールにて平成
25年度獣医学部企業研究会を開催しました。12月１
日の就職活動解禁に合わせ、学生がスタートダッシュ
をかけられる様に、毎年獣医学部独自に行っています。
平成25年度は会場を従来の体育館から、ホテルの大
ホールに変更し、参加企業も46社と近年になく大規模

でした。自らの将来を決める就職活動の第一歩として、
スーツに身を包んだ学生達は真剣に企業の説明に聞き
入っていました。獣医学部では、各種ガイダンスや書
類の添削等、就職センターからのサポートと併せて支
援を行っています。

　私は昨年の11月30日から12月１日にかけて東京湾
巻き網見学に参加してきました。
　今回の巻き網見学では、見学用の船から見学するだ
けでなく、実際に漁業を行う船の１つに乗せてもらい、
より間近で漁業の様子を見ることができました。特に、
獲った魚を大きな網で運搬船に移す様子は非常に迫力
がありました。

　また、獲れた魚で漁師飯を作ってもらい、新鮮な魚
を食べることもできました。
　このように漁業の現場を体感することは、海が遠い
相模原キャンパスで活動する私たちにとっては非常に
貴重です。今後もこのような機会があればどんどん参
加することをお勧めします！

薬
学
部

医
学
部

獣
医
学
部

海
洋
生
命
科
学
部

山岸　優真 原　　勇輔

松田　絵里

薬学科６年 医学科４年

海洋生命科学科４年獣医学部企業研究会を開催しました 東京湾の巻き網見学

医学研究入門3を終えて

指導担当の笹原先生と研究室にて

夕方、東京湾船橋港を出港

研究の成果をポスターにまとめ発表

見学させていただいた漁船の様子
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学部等トピックス

School of Nursing School of Allied Health Sciences

School of Science  Liberal Arts and Sciences

　去る平成26年２月２日、現４年生を対象とした就職
相談会が看護学部同窓会主催で開催されました。本学
部を卒業された、幅広い経験年数の先輩方からお話を
伺い、看護師や養護教諭、助産師等の専門分野の異な
る様々な職種からの貴重なアドバイスを受けることが
できました。
　春から最終学年となった私にとって、今まで学んで

きたことを将来的に活かしていく場を見つけていく大
切な時期になります。今回の相談会は、自分の看護観
とこれからどのような看護職を目指していくのかとい
う大切な視点を改めて見出す有意義な時間となりまし
た。この学びを今後の学習や就職活動に活かしていき
たいと思います。

　私たち軟式野球部は、現在SKリーグという軟式野
球のリーグに参加しています。昨年度の勝率はリーグ
最下位という結果に終わってしまいましたが、それで
も後期は練習ができなかった前期に比べ、勝率を上げ
ることができました。つまり練習をすれば勝てるんで
す！ 現在の主な活動は、毎週金曜日の練習と毎週日曜
日の試合です。
　軟式野球部は医療衛生学部北里会に属していますが、
医療衛生学部以外の方の入部も可能です。部員も様々

な学部の人が属していて、１年生の時は獣医学部の人
もいました。もちろん初心者の方も野球が好きなら大
歓迎です。また、マネージャーさんも募集中です。マネー
ジャー経験が無くても、スコアを書いてみたいという
方は是非来てください。興味のある方は金曜日の練習
を見学しに来てください。第一総合グラウンドでお待
ちしています！

　４月１日より、理学部ホームページがリニューアルしました。もうご覧になられたという方も

いらっしゃると思いますが、とてもシンプルで分かりやすくなりました。

　スマートフォンにも対応していますので、是非アクセスしてみてください。

　今後も、最新の情報を提供できるよ

うに理学部ホームページを運営してい

きますので、随時チェックしてみてく

ださい。

　一般教育部北里会では新入生向けのイベントを企画・運営してい
ます。平成25年度は６月に被災地復興と医療についての講演会、７
月に七夕会、12月にクリスマスパーティーを実施しました！
　特にクリスマスパーティーは、学祭後からの準備ということもあ
り、なかなかハードなスケジュールでしたが、とてもやりがいがあり
ました。パーティーでは、北里会体育会ダンス部など、様々な団体
による演目や豪華景品をかけたクイズで、大変盛り上がりました！
　終了後も委員同士の仲がよく、参加者の皆さんも学部間で交流を
図ることができたようで、実りの多いものとなりました。

　本年度は、新たな新入生
歓迎イベントを企画してい
ますので、ぜひ奮ってご参
加ください！！

看
護
学
部

医
療
衛
生
学
部

理
学
部

一
般
教
育
部

氏家　美帆 天野　康平

小此木 闘也

看護学部４年 作業療法学専攻３年

平成25年度  一般教育部北里会学生委員
薬学部薬学科２年理学部のホームページが新しくなりました！

医療衛生学部北里会 軟式野球部紹介就職相談会に参加して

集合写真先輩からのアドバイス

http://www.kitasato-u.ac.jp/sci/

同窓会主催の就職相談会

クリスマスプレゼントゲット！

ダンスパフォーマンス！

新キャプテン

講演会の様子
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学部等トピックス

Graduate School of Medical Science Junior College of Heaith and Hygienic Sciences

Graduate School of Infection Control Sciences Kitasato Nursing School

　臨床検査技師養成科で、南魚沼市営八海山麓スキー
場にてスキー授業を行いました。八海山麓スキー場は
学院から近いこともあり、学生が訪れやすいスキー場
です。スキー授業ではまず個人のレベルにあったコー
スに分かれ、それぞれにインストラクターがつき、指
導をしていただきました。雪の降る中での授業でした

が、インストラクターのおかげもあり楽しく滑ること
ができました。
　冬にはスキーやスノーボードなどのウィンタース
ポーツを楽しむことができるのも、雪国新潟ならでは
と感じました。学生生活一年目を楽しい行事で締めく
くることができ良かったです。

　今年の冬は大雪の日がつづき、北本キャンパスにも
たくさんの雪が積もりました。そこで、テストや課題
でストレスが溜まっていた１年生の仲間で気分転換に

「かまくら」を校庭に作っちゃいました。最初はみんな
ふざけながら作っていましたが、最終的には授業より
も集中して真剣に作っていました。完成した時のあの

達成感！！  最高の気分になりました。この後の看護過
程やテストの日々で大変な時も、この「かまくら」を作っ
た時を思い出し、みんなで力を合わせ時には気分転換
をしながら、素敵な看護師になれるよう日々努力して
いきたいと思います。

医
療
系
研
究
科

保
健
衛
生
専
門
学
院

感
染
制
御
科
学
府

看
護
専
門
学
校

小山　真史

羽生田　悠

臨床検査技師養成科２年

看護学科２年

スキー授業を行いました

北本大雪

　大学院感染制御科学府、修士課程１年の久保雅彦
君は2013年10月、帝京大学で開催された第57回日本
薬学会関東支部大会の一般口頭発表の部において、「殺
線虫活性を有するJietacin A及びBの全合成」という
テーマで発表し優秀発表賞を受賞しました。
　かねてから有機化学に興味を持っていた久保君は、

「培った化学知識を使って実際にモノづくりをしたい」
という思いから生物有機化学研究室の門をたたきまし
た。それからは、ただ知識を学ぶだけだった学部時代
と違い、実験結果を考察するなど「自分で考える」こ
とにも尽力する毎日を送り、この研究で培った知識、
考える力を合わせることで受賞という結果につながり
ました。今後も今回受賞対象となった、Jietacinの更
なる創薬研究を行っていく予定です。

第57回日本薬学会関東支部大会  優秀発表賞受賞

　本研究科では、国外の海外学術機関と交流協定を締結し、教員、大学院生との派遣・受け入れや

共同研究、情報交換等を推進しています。

　本研究科独自の国際化推進支援制度により、本研究科と協定を締結している海外学術機関等へ、

研究交流活動で留学する大学院生に交通費及び宿泊費（１件あたり上限120万円）を補助します。

随時受付けておりますので、興味のある方は、医療系研究科事務室までお問い合わせください。

国際交流協定校

●ハサヌディン大学（インドネシア共和国）

●ガブリエレ・ダヌンツィオ大学医学部（イタリア共和国）

●マサチューセッツ大学医学校大学院医学生物学研究科（アメリカ合衆国）

●KAIST〔Korea Advanced Institute of Science And Technology〕（大韓民国）

●国際大学医学部（カンボジア王国）

●ヤンゴン第２医科大学（ミャンマー）

●テュービンゲン大学医学部（ドイツ）

協定校等へ留学する大学院生を募集しています

授業風景

「かまくら」にて「実験室」にて

楽しく滑走！

新年度に向かってジャンプ
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健康管理センター

健康な学生生活を送るためのアドバイス 健康管理センター保健室利用について

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。大学での勉学で十
分な成果をあげるためには、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、皆
さんが自分の健康の保持・増進を図る援助をするために設
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。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を行っています。
「心身共に健康」であることは大変重要なことです。特に

大学生時代は、様々なことを考え悩む時期であり、いろいろ
な事を感じやすい時期です。悩みを解決できないとき、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、身体的な相談は看護師・
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。

ただし、「自分の健康は自分で守る」という姿勢は常に必要
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環境を整え
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
き点を挙げますので留意して下さい。

最後に、大学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。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。右記はそのごく
一部です。皆さんが、遠い将来に年齢を重ねても健康を保
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
バランスのとれた食事を
◦�特に一人暮らしをすると、食生活が乱れがちになり、栄養のバラン
スが崩れ、思わぬ疾病に繋がることがあります。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。
◦�朝食も必ず食べてください。

ポイント

3
ストレスをためないようにしましょう
◦�新しい大学生生活の始まりは、な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。

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。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。
アルコールの代謝物の有害なアセトアルデヒドを分解する酵素がな
い体質によります。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

7
感染予防は大変重要
◦�感染対策として、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。
◦�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
を積極的に行いましょう。

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うようにしてくだ
さい。

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、定期的な運動が出来るようにしましょう。
◦�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

4

喫煙は決してしないこと
◦�喫煙はしないようにしましょう。北里大学のキャンパス館内は禁煙
となっています。キャンパス敷地内が全面禁煙になる計画も進めら
れています。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。
◦�健康管理センターでは、禁煙の支援も行っています。

ポイント

6
食中毒には細心の注意を
◦�食事の前には、必ず手洗いを励行しましょう。
◦�火の通っていない鳥肉や、特に冬にはカキ類からの食中毒に注意し
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。

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。

相模原キャンパス健康管理センター保健室では、学生のみなさんの健
康管理と健康増進を図るために各種活動を行っています。健康に関する
相談、休養が必要な時などご利用ください。
H26年5月と12月に保健室は移設します。
＊保健室の設置場所は各学部の掲示を確認してください。

受付時間
月～金曜日 8：30～16：30
土曜日 8：30～13：00

（第２、４土曜日は閉室）

保健室では医師・看護職が、一般的な健康・保健相談を行っ
ています。軽度な頭痛や風邪等の場合、市販薬での対応や、
怪我をした時には、応急処置を行っています。同じ病気や怪
我での継続利用はできません。保健室での対応が困難な場合

には、近隣の病院やクリニックの受診をお勧めする場合があ
ります。病状によっては緊急で病院の受診をお勧めすること
もありますので、健康保険証を携帯してください。また、学
生証は必ず持参してください。

一 般 健 康 相 談

定期健康診断は必ず受けましょう。健康診断証明書は、就
職活動・奨学金・アルバイト・クラブ活動等に必要です。健
康診断を受けていないと発行できません。定期健康診断にお

いて、検査結果の異常値や病気の疑いが見つかった場合、そ
の結果に基づいて再検査や保健指導、精密検査のための病院
紹介等を行っています。

定 期 健 康 診 断

学生生活の中で感染拡大を防ぐために小児感染症ワクチン
接種や、病院実習のある学科に対しては、B型肝炎ワクチン
やインフルエンザワクチン接種を奨励しています。対象者に

対しては事前に通知を行いますので、接種日を確認してくだ
さい。指定された日に体調不良のため予防接種できない場合は、
健康管理センターに事前に申し出てください。

予 防 接 種

北里大学病院、北里大学東病院、北里研究所病院、北里大
学メディカルセンターを利用する場合は、「学生証」「健康保険
証」または「遠隔地被保険証」を携帯してください。健康管理
センターや他の病院からの紹介状を持参した場合は、特定療

養費が免除されます。緊急の場合以外は、健康管理センター
保健室で指示を受けてから受診するようにしてください。尚、
診療受付時間以降は、緊急の場合を除いて他の医療機関を受
診していただく場合があります。

北里大学病院・北里大学東病院・北里研究所病院・北里大学メディカルセンターについて

定期的に担当日を設けて、専門分野（循環器・呼吸器・消
化器・腎臓・内分泌代謝・精神）の病気に関する相談を行っ

ています。健康上の悩みをお持ちの方は事前に予約をしてく
ださい。

専門分野健康相談（校医相談）

＜電話予約の場合＞０４２-７７８- ７６０７

　遠隔地被保険証とは、医療機関で診療を受ける場合に健康保険証の代
わりになるものです。今はカード式保険証を取り入れている自治体や健
康保険組合が多いのですが、紙式の保険証の場合は必ず取り寄せておい
てください。遠隔地被保険証の発行を受けるには、在学証明書あるいは
住民票を持って、
① 国民健康保険では、出身地の市区町村の役所で交付を受けてください。
② その他の健康保険の場合は、各健康保険取り扱い事務所で交付を受け

てください。
不明な点は学部事務室（学生課）に問い合わせてください。

遠隔地被保険証の手続き方法

北里大学病院 8：20 ～ 11：00

北里研究所病院 8：20 ～ 11：30
 12：50 ～ 16：30 ＊

北里大学東病院 8：30 ～ 11：00

北里大学メディカルセンター 8：30 ～ 11：00

＊�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

診療受付時間



14 15Sophia kai Ergon / No.213 Sophia kai Ergon / No.213

健康管理センター

健康管理センターと医療機関の利用及び医療費の違いについて

健康管理センター内にて 大学病院・各医療機関

無　料

一般健康相談・専門分野健康相談
（薬の処方や精密検査はできません）

◦�健康診断の再検査（血圧・尿）
◦常備薬（市販薬のみ）の投与
◦けが等の応急処置

診察・治療
◦�定期受診が必要な疾患
◦精密検査や薬の処方
◦診断書作成
◦保健室で対応できない場合

保険診療
健康保険 30％　自己負担あり

インフルエンザ及びノロウイルス感染症の予防について

インフルエンザの感染力は非常に強く、学校保健安全法
の第二種感染症に指定されています。北里大学ではインフ
ルエンザに確定した場合、熱やのどの痛みなど症状の始まっ
た日から５日間かつ解熱後2日間は自宅待機とし、健康管
理センターから就学許可を得る必要があります。集団感染
の予防のため、37.5℃以上の発熱がある場合は、登校でき
ません。その場合、自宅近くのクリニックに受診するか、
保健室に電話で相談をしてください。

ノロウイルスは感染力が非常に強いため、学校などで患
者が発生すると、集団感染を引き起こすことがあります。
北里大学では、発熱を伴う下痢・嘔吐は、便検査をしない
場合も感染性腸炎として取り扱い、嘔吐・下痢等の症状が
消失後48時間は自宅待機となりますので、健康管理セン
ターへご連絡ください。症状改善後、健康管理センターか
ら治癒証明書を発行します。

普段から手洗いの励行や食品の加熱・調理器具の消毒など、
感染しない・感染させないように注意しましょう。実習中
やテスト前などは特に体調管理に気をつけてください。

インフルエンザ ノロウイルス感染症

学生のみなさんへのお願い
学生のみなさんが、快適で有意義な学生生活を送るためには、心身ともに健康

であることが重要です。健康管理センターでは、疾病を早期に発見し、治療する

ために健康診断を実施するほか、病気を予防し、より健康的で充実した生活を送

ることができるよう健康指導・保健指導を行っています。個人情報保護法にも十

分配慮し、校医と共に健康管理業務を行っています。教育上健康面の配慮が

必要と判断される場合は、関係部門長に連絡し教育的配慮をお願いすること

もあります。

また、急な体調管不良に備えて、体温計や常備薬の準備をしておきましょう。

相模原キャンパス

学生相談室
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 !

◦���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
違和や性的指向の問題、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、など様々な相談を受けます。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。

◦�個人カウンセリング以外にも、以下のような企画があります。 
＜（　）は過去の実例＞
①心理テスト体験（エゴグラム、ストレス対処法の自己チェック等）
②グループワーク（コミュニケーショングループ等）
③箱庭・コラージュ体験
④図書の貸し出し

＊�詳しくは、学生相談室ホームページ、学生相談室入口や各学部掲示板のポスター、電子掲示板での
お知らせをご覧ください。

◦���相模原キャンパス学生相談室はL2号館１階にあります。

◦���月曜日～金曜日……9：00～17：30（受付は17：00 まで）
◦土曜日………………9：00～13：00（受付は12：30 まで）
＊�土曜日は完全予約制で、第1，３，５週目のみ開室です。L2�号館1�階学生相談室にて相談をお受けします。

◦���L2号館1階学生相談室に直接来ていただくか、電話やメールでの予約
も可能です。予約なしの場合でも可能な限り当日のご相談に応じます
が、翌日以降のご相談受付になることもありますので、できる限り、
予約していただくことをお勧めします。

◦�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状況では、学
生相談室利用の有無を含めたご本人
に関する情報についてお話しする
ことはできません（守秘義務）ので、
予めご了承下さい。

就職
センター

EV
情報基盤センター

学生
自習室 玄関 入学センター

学生相談室

L2 号館 1階

TEL. 042-778-9732（学生相談室直通）

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

（学生相談室直通）

こちらからも
予約できます

空メールを送信していただければ予約できま
す。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。

学生相談室のホームページもご覧下さい。北里大学 TOP ⇒「学生生活を楽しむ」⇒「学生相談室」

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？
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北里大学就職センター

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。諸侯そこで就職センターでは、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確かなキャリアデザインを築くことは、即就職だけ
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。

新入生の皆さんへ

就職は学生生活の集大成

「仕事と人生」
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。
◦学生生活をどのように過ごすかについて教わってとても楽しかった。
◦�人生のためになった。長所を見つめなおすことは今後の役に立つと思われるし、ライフデザ
インという未来を考えることは自分を大きくできると思うので、改めて考えていきたい。

◦1年生の今の時期に色々な話が聞けてよかった。
◦�自分の性格・能力の長所・短所を改めて理解できる機会が与えられて良かった。

1年生から受講できる総合領域科目
毎年好評 !!

新入生の皆さん ､ぜひ受講しましょう !

■科目責任者：伊藤 伸彦　■前期：金曜２限・単位数：２単位　■外部講師によるオムニバス形式の講義
回 講　師 項　目 授　業　内　容

1 伊藤　伸彦 社会事情の変化と仕事について
（オリエンテーションを含む）

人生も仕事もなかなか思い通りにならないもの。しかし、自分の性格、適正などを考慮して、希望や目標
を設定することは可能。卒後40年くらい関わるあなたの仕事について一緒に考える。

2 田中丸真琴 人生を自ら切り拓いていくのに
必要な「ライフデザイン」

どんな人生にしたいか、その実現のためには何が必要か。あらゆる可能性を秘めている今、自らが描く人
生をどのように掴み取っていくのか考える。

3 赤澤とし子 私たちの暮らしを取り巻く
社会経済情勢

日々の生活や働き方・生き方に否応なく影響を及ぼす社会構造の変化や経済情勢。少子高齢化・人口減少、
経済のグローバル化、国内景気、雇用情勢等を概観する。

4 高井　伸二 自分に合った仕事があるという
リクルートの適職という幻想

あなたに合った理想の仕事はこの世の中にはない。仕事に合わせて自分を変えていく努力が求められている。
華やかでやりがいのある仕事に見えても、実状は意外と地味だったりと、まずは、やってみなければ分か
らない。

5 上田　晶美 キャリアプランと
コミュニケーションスキル

どんな学生生活を送れば就活に有利なのか。就活の時後悔しないように、充実した毎日を送れるよう、ま
ずコミュニケーションの取り方から見直しましょう！

6 内藤　文隆 卒業までの学生生活 学生時代をどう過ごすか。何を考え、どんな行動をとるか。将来の人生で支えとなる大学生活の送り方を考え、
実践を決意する。

7 成田香代子 大学生の私、今の私 作業療法士を目指して、大学から大学院、留学へ、そして今現役の作業療法士（OTR）として考えること。
8 赤星　　透 人として成長するために 仕事を通じて、人はどのように成長することが可能なのかを考える。

9 伊藤　道彦 Passion・Art・
Love・Scienceと仕事

研究者、教育者、そして１人の人間としての「仕事と人生」に関する個人的アフォリズムを紹介したい。
〜この瞬間、そして、未来＆過去を想う〜

10 須貝　昭彦 大学教員としての人生 人生は人との出会いである。教育研究活動を通し、どのように人と関わり合って生きてきたのか紹介する。

11 山田　　英 実りある学生生活を過ごす 最適な進路を決めるうえで重要となる学生生活の過ごし方をアドバイスする。また、イメージしにくい製
薬企業の仕事内容を紹介しながら、企業での働き方を考える。

12 渡邊　輝子 バランスを保つこと 看護師として迷いながらも続けてきた経験を話す。専門識者として継続する大切さ、楽しさを考える。
13 岸田　光代 グローバル人材ってなに？ 海外の大学での留学・研究生活の後、日本の大学に就職し、教員・研究者として働いてきた経験を話す。

14 佐々木洋武 『夢と現実』今の自分に出来る事 もしも自分の想い描いていた未来と少し違う場所に行きついてしまったら!?��『将来の夢≠仕事』だとしても、
やり抜く事の重要性を紹介する。同時に現在の就職戦線の状況等も紹介する。

15 伊藤　伸彦 授業内容の再確認 人生設計と仕事との関連は深いけれども、目標が絞れないこともある。これからの大学生活をどのように
過ごしたら良いのか、一緒に考える。

大学生活は、あらゆることへ挑戦できる機会がたくさんあります。インターンシップのほかにも、部活動・サークル、アルバイト、
趣味・特技、ボランティア等、仲間と熱中できるものから１人で没頭できるものまで様々です。

しかし、そのような機会は自ら行動を起こさなければ意味がないものになってしまいます。まずは、どのような「挑戦」がある
のか探してみることが、貴重な体験への第一歩です。そして、「挑戦」したいものを見つけたら全力で取り組みましょう！貴重な
体験になるかどうかは取り組み方で変わってきます。意識を持って取り組むことで、大学生活の最後に「この経験が私の自慢です」
と胸を張って言えるはずです。

大学生活を送っている今だからできる貴重な挑戦を是非してください。

今やっておきたいこと・今だからできること
●○● 何か１つでも「やりきった」と思えるものを！ ●○●

夏休みはインターンシップに参加しよう!
インターンシップとは？
インターンシップとは「学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える
制度」のことです。官公庁（文部科学省、経済産業省、厚生労働省等）や企業で主に夏休み（７～9月）・春休み（3月）
に実施されます。実際の現場で社会人の方々と「仕事」を体験することは、近い将来、就職活動をする皆さんにとっ
て大変有意義な経験です。

【期　　間】
２週間前後が一番多く、最近１〜５日間の短期型インターンシップも盛んに行われています。

【参加方法  ～インターンシップを探してみよう～】
①興味がある企業等の HP をみて募集を探す
②大学に届いているインターンシップ募集を学部・研究科・就職センターの掲示板で確認する
　→例年４〜５月にかけて募集が多くなります。募集期間が短いのでこまめにチェックしましょう。
　�また、インターンシップに参加するには、志望動機、自己PR等の応募書類を提出して書類選考を通過する必要があります。
就職センターではこれら応募書類の添削も行っています。

◆  平成25年度のインターンシップ応募先  ◆
〔官 　公　 庁〕 厚生労働省、神奈川県庁、都庁、港区、横浜市、栃木県
〔企業、その他〕 （株）ＡＣＲＯＮＥＴ、杏林製薬（株）、神奈川県環境インターシップ（生活協同組合）、
 相模原・町田大学地域コンソーシアム、横浜国立大学

★  参加した感想 
・自分がこの業界に就くとして、どんな能力を身につける必要があるかが浮き彫りになった。＜３年生／企業＞
・ＣＲＯ業界だったが、統計などの情報を専攻している学生も参加しているのには驚いた。＜３年生／企業＞
・当初のイメージと違った。偏ったイメージを実際の姿に近づけることができたと思う。＜３年生／企業＞
・正しい日本語をつかうことの重要性を感じた。＜３年生／企業＞
・ロールプレイングや報告書の作成を通して仕事をしている自分の姿がイメージできるようになった。＜３年生／企業＞

■後輩へのアドバイス
・ 先入観に捉われるのは危険と感じた。自分も知らなかった業種での参加であったが、本当に自分の希望する進路は 

それでいいのかを見つめ直す機会になる。＜３年生／企業＞
・ 是非参加してもらいたい。情報サイトはボタン一つで登録が簡単でお勧めである。＜３年生／企業＞
・ 他大学の学生と交流するのは勉強になる。＜３年生／企業＞
・ どんな理由でもよいので、興味があれば参加してもらいたい。必ず得られるものがある。＜３年生／企業＞

北里大学就職センター
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就職活動中の皆さんへ
～これから就職活動をする皆さんも必見～

4月に入り、企業への就職活動中の皆さんは採用選考の真只中だと思います。選考は順調に進んでいますか？ 就職
活動は、面接で自分の伝えたいことが話せなかったり、話せても次のステップにいけなかったりとなかなか自分の思
うようにいかないことが多くあると思います。

就職センターでは、皆さんが希望の就職先に就けるよう日々支援を充実させています。各種就職相談・履歴書添削・
模擬面接（要予約）も受け付けていますので、就職センターを活用して希望就職先からの内定を目指しましょう！

北里大学就職センター

WEBカメラでの就職相談を実施中!

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。また、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。

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カメラを使った就職相談も行っています。就職に対する些細
な不安や疑問、履歴書の書き方、面接を受ける際に心配なこと等についても、カメラを通して話すことができます。
お互いの顔を見ながら一緒に悩みを解決していきましょう。

※申し込みは各学部等事務室まで

○ 進路支援システム　〜すぐ活かせる就活情報を発信！ 
学内で開催される講座のお知らせや就職活動に関する情報、求人情報、先輩の就職試験報告の閲覧ができます。
ログイン後のトップページには就職活動に関する最新情報を掲載した「トピックス」を設置しています。
随時更新中ですので見落とさないようチェックしましょう！ 

北里大学HP（http://www.kitasato-u.ac.jp/）→「進路・就職」→「進路支援システム」https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI/
なお、進路支援システムへのログインにはパスワード等が必要です。わからない方は就職センター（次ページ参照）までお問い合わせください。

【進路支援システムの利用方法】

【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～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】
TEL. 042-778-9745/9746
E-MAIL. syusyoku@kitasato-u.ac.jp

就職センター内 窓口の相談、アドバイスの様子

十和田・新潟キャンパスの皆さんへ
◆◇◆  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（薬学部）内でパソコンが利用できます。パソコン利
用希望者は、薬学部事務室（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 （H26年4月より）

〔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）

北里大学就職センター

【進路支援システムログイン画面】

ログイン

一般企業の検索は、
ここを、クリック

就職センターからのお知らせを
こちらから発信しています。医療職種・動物・

病院等の検索は、
ここを、クリック

「履歴書・エントリーシート添削について」
相模原キャンパス以外の学生に対してもメール・ＦＡＸ・
ＷＥＢでの添削を受け付けています。進路支援システム
で申込書をダウンロードしてください。
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奨学金制度
北里大学では、勉学がより充実したものになるように、各種奨学金を取り扱っています。
希望者は、所属学部等事務室までご相談ください。なお、奨学生募集等のお知らせは掲示にて行いますので注意してください。

●北里大学学生表彰による奨学金（北島賞）　※学部生のみ

学祖北里柴三郎博士の高弟、北島多一博士の偉業にちなみ制定されたもので、
前年度の学業成績並びに人物が優秀な者（原則として各学年、各学科2名程度）に奨学金10万円を給付します。

　主たる家計支持者の失職、死亡または災害による家計急変その他経済的理由により学費の支弁等に支障を生じた学生に対
する、学業継続を目的とした奨学金制度です。

●東日本大震災等により被災された学生の皆さんへの経済的支援について
東日本大震災等により被災された学生の皆さんへ経済的支援を行っています。申請対象・経済的支援の内容等については、
北里大学HPにてご確認ください。
北里大学HP： 「東日本大震災等により被災された学生・入学予定者の皆さんへの経済的支援を行います（平成26年度）」 

http://www.kitasato-u.ac.jp/20110311/n20131212_64.html

北里大学が実施している奨学金制度

学部設置の奨学金制度

学外奨学金

対象 学部生・大学院生・併設校生の2年生以上在籍者

人数 年間50名程度 給付金額 原則年額60万円
（最高120万円以内）

●北里大学給付奨学金制度
給付期間は原則採用年度 1ヵ年以内です。

●北里大学貸与奨学金制度
貸与期間は原則採用年度 1ヵ年以内です。
卒業 1年後から、月賦または年賦により最長 15年以内に返還する義務があります。

種　　類 第一種 第二種 第三種

対　　象 学年を問わない 学部生・併設校生2年次以上
大学院生：学年不問

学部生：�4年制学科：3、4年生�
6年制学科：5、6年生

大学院生・併設校生：最高学年生
人　　数 年間10名程度月額5万円

（年額60万円以内）
年間20名程度 年間若干名

貸与金額 学費の1/2相当額 学費相当額

　主たる家計支持者の失職、死亡または災害による家計急変その他経済的理由により学費の支弁等に支障を生じた大学学部
生に対する、学業継続を目的とした奨学金制度です。

北里大学 PPA が実施している奨学金制度　※学部生のみ

対象 2年次以上に在籍する学部生

人数 年間10名程度 給付金額 原則年額60万円
（最高120万円以内）

●北里大学 PPA 給付奨学金制度
給付期間は原則採用年度 1ヵ年以内です。

対象 学部生（学年を問わない）
人数 年間8名程度 貸与金額 年額60万円

●北里大学 PPA 貸与奨学金制度
貸与期間は原則採用年度 1ヵ年以内です。
卒業 1年後から年賦により最長 10年以内に返還する義務があります。

●北里大学医療衛生学部　「こまくさ給付奨学金」　（医療衛生学部）
経済的な事情により学費の支弁が困難な医療衛生学部 3、4年次生の学生に対する奨学制度です。
給付期間は原則出願年度 1カ年以内、給付回数は原則 1回限りです。

●北里大学地域医療医師養成就学資金　（医学部）
将来地域医療を担う、医師不足診療科の医師を目指す医学部 5年次または 6年次生で、北里大学病院、
または北里大学メディカルセンターにて卒後の臨床研修を受ける学生に貸与される奨学金です。
規定の条件を満たすことで、返還を免除する制度があります。

●日本学生支援機構奨学金（高校時代の予約採用生、在学時定期採用生）
独立行政法人日本学生支援機構法により設けられた育英奨学制度で、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等の
修学の援助を行い、わが国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学環境を整備し、持って時代の社会を担う豊かな人間性
を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的としているものです。卒後半年から月
賦にて返還の義務があります。
無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があり、今年度における奨学金の貸与月額は以下のとおりです。詳細につ
いては申請希望者向けガイダンスやオリエンテーション等にて説明を致しますので、申請希望者は必ず出席してください。

地方公共団体・民間育英団体の奨学金

　地方公共団体（都道府県・市区町村）、企業・財団等による奨学生の推薦を行っています。

◦高校・大学等で以前日本学生支援機構奨学生であった方へ
�出身高校・大学などの在学時に日本学生支援機構の奨学金を受けていた人は、大学（併設校）に在学届を提出することにより、在学中の奨
学金の返還が猶予されます。該当者は掲示で求められた期日までに各学生課（係）に「在学届」を提出してください。

◦大学等予約奨学生の採用候補者の方へ
高校時代に平成26年度日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている新入学生は、「採用候補者決定通知」等必要書類を期日までに所
属学部等事務室へ提出し、進学届提出の指示を受けてください。手続をしなかった場合は採用取消となります。

項目 第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子）
募集期間 ・奨学金説明会（願書配布）：4月中旬　　・願書提出締切日：5月上旬

貸与月額
・30,000円
・自宅通学月額　　　54,000円
・自宅外通学月額　　64,000円　より選択

30,000円・50,000円・80,000円・100,000円�・
120,000円（※）より選択

返　　還 無利子 有利子（上限年利３. ０％）

出願資格 1年次生：高校時代の評定平均値3.5以上
2年次以上：成績が所属学部（学科）の上位1/3以内 高校（大学）時代の評定平均値が平均水準以上の者

※120,000円選択者に限り、医学課程は40,000円、薬・獣医学課程は20,000円の増額可

［学部］

項目 第一種奨学金 第二種奨学金
募集期間 各研究科オリエンテーション（4月初旬）にて願書配布・締切日説明

貸与月額 修士課程：50,000円・88,000円より選択
博士課程：80,000円・122,000円より選択

50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・
150,000円より選択

返　　還 無利子 有利子（上限年利３. ０％）
出願資格 大学・大学院での成績が特に優れた者 大学・大学院での成績が優れた者

※第一種奨学金貸与者のうち、学業等の業績が特に優れている学生に対する返還免除制度があります。

［大学院］

項目 第一種奨学金 第二種奨学金
募集期間 新入生オリエンテーション、または説明会にて願書配布・締切日説明（4月）

貸与月額
・30,000円
・自宅通学月額　��　53,000円
・自宅外通学月額　　60,000円　より選択

50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・
150,000円より選択

返　　還 無利子 有利子（上限年利３. ０％）

出願資格 1年次生：高校時代の評定平均値3.5以上
2年次以上：成績が所属学科等の上位1/3以内 高校（大学）時代の評定平均値が平均水準以上の者

※第一種奨学金貸与者のうち、学業等の業績が特に優れている学生に対する返還免除制度があります。

［併設校］
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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。

相談の流れ（フロー）

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。（直接、人権相談員のところへ連絡しても構いません。）
　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、直ぐに、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。

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＞

・ 人権相談員へ直接ご連絡いただくこともできま
す。
・ 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

調　停 本法人諸規程による懲戒手続き

本法人諸規程による懲戒手続き

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、
　理事長は、懲戒処分の手続きを取ることができます。

あなたが望むなら人権侵害防止委員会に調査・調停を依頼します。

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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平成26年度

北島賞・オスカーフェルゼンフェルド賞

北島賞 学祖北里柴三郎博士の高弟である北島多一博士の偉業にちなみ、北里大学各学部の在学生の中から
前年度の学業成績および人物が優秀だった者を表彰するものです。

薬学部
■薬学科
　　２年　芦沢　夏鈴
　　　　　糸井　香遥
　　　　　大森　彩加
　　　　　小此木闘也
　　　　　米谷　美里
　　３年　臼井　　恵
　　　　　荻野　優季
　　　　　串山　理子
　　　　　田中　美帆
　　　　　西村　淳美
　　４年　小池　美和
　　　　　髙﨑　理子
　　　　　牧野　宏美
　　　　　山本ありさ
　　　　　山𥔎　隆也
　※5・6年生は5月頃決定

■生命創薬科学科
　　２年　本城　綾香
　　３年　平島　梨夏
　　４年　小山　朋子

獣医学部
■獣医学科
　　２年　伊藤　瑠美
　　　　　五島　　真
　　３年　有田　真士
　　　　　相良　鮎美
　　４年　尾上　友梨
　　　　　中島　千景
　　５年　植田　大介
　　　　　島津　太一
　　６年　篠﨑　春美
　　　　　深沢　英恵
■動物資源科学科
　　２年　須原　美夏
　　　　　中藪　初音
　　３年　青木　里穂
　　　　　齊藤　厚子
　　４年　井上　千佳
　　　　　藤　　博貴

■生物環境科学科
　　２年　栗橋　英德
　　　　　黒澤　郁美
　　３年　佐野　雅広
　　　　　中島ひかり
　　４年　熊坂　理紗
　　　　　成岡　正基

医学部
■医学科
　　２年　川島侑希子
　　　　　永木　文子
　　３年　朝倉　啓友
　　　　　井川　弥生
　　４年　久代　聖子
　　　　　内藤可奈子
　　５年　酒井　希天
　　　　　並木　萌子
　　６年　片山　智也
　　　　　澤村　英祥

海洋生命科学部
■海洋生命科学科
　　２年　大久保和範
　　　　　後藤　花菜
　　　　　土屋　昌範
　　３年　栗生　彩衣
　　　　　高石　鈴香
　　　　　増田　彩乃
　　４年　松田　絵里
　　　　　松永　亮平
　　　　　山口　杏奈

看護学部
■看護学科
　　２年　木屋　晴香
　　　　　丸山　千遥
　　３年　市川　雅子
　　　　　萩田　沙紀
　　４年　荒井彩也香
　　　　　平田美穂子

理学部
■物理学科
　　２年　宇留田さらさ
　　３年　白﨑　　光
　　４年　大槻　修平
■化学科
　　２年　長谷川一途
　　　　　藤野紗央里
　　３年　加藤　凌太
　　　　　清水　佑樹
　　４年　大村　幸平
　　　　　滋野　直樹
■生物科学科
　　２年　佐藤　剛広
　　　　　間明田美保
　　３年　岡安　春佳
　　４年　西沢　太朗

医療衛生学部
■健康科学科
　　２年　西尾　仁志
　　３年　佐藤　由希
　　４年　安藤　世奈
■医療検査学科
　　２年　坂本　竜也
　　　　　杉山　美咲
　　３年　坪井　智子
　　　　　森　　　遥
　　４年　小林　礼佳
　　　　　鍋谷ももこ
■医療工学科
　臨床工学専攻
　　２年　玉利　勇賢
　　３年　木下　あゆ
　　４年　平　　悠也
　診療放射線技術科学専攻
　　２年　後藤　圭介
　　３年　鐘川真理子
　　４年　小井土友紀

■リハビリテーション学科
　理学療法学専攻
　　２年　黒田　悠加
　　３年　由田　紀美
　　４年　松田理佐子
　作業療法学専攻
　　２年　廣瀬　　光
　　３年　片田百合子
　　４年　尾崎　奏恵
　言語聴覚療法学専攻
　　２年　保坂　真帆
　　３年　岡野　真帆
　　４年　伏見友貴恵
　視覚機能療法学専攻
　　２年　佐々木裕香
　　３年　越地理沙子
　　４年　山川　千佳

保健衛生専門学院

看護専門学校

■臨床検査技師養成科
　　２年　大貫　裕章
　　　　　谷川　　恵
　　３年　大久保友菜
　　　　　寺井　有理

■管理栄養科
　　２年　秋山　知美
　　　　　西澤　伸幸
　　３年　久保田愛美
　　　　　土屋　早穂
　　４年　大谷　　蒼
　　　　　島川　由衣

■保健看護科
　　２年　和久井幸奈
　　　　　渡辺みどり
　　３年　風間　愛美 
　　　　　上林　穂末
　　４年　井口　杏奈 
　　　　　清水菜々子

■看護学科
　　２年　羽生田　悠 　　３年　内田　瑛美

オスカーフェルゼンフェルド賞
米国熱帯病の権威者で北里研究所の名誉所員であるオスカーフェルゼン
フェルド博士よりの寄附を基金として定められた奨学制度で、保健衛生専
門学院及び看護専門学校の在学生の中から前年度の学業成績および人物が
優秀な者を表彰するものです。

薬学科	 青　木　啓　人
	 北　村　真奈巳
	 玉　居　　　渚
	 長谷川　彩　薫
	 平　木　拓　海
生命創薬科学科	 東　　　永　華

物理学科	 原　田　誠　士
化学科	 奥　村　早　紀
	 菅　俣　安　奈
生物科学科	 櫻　井　由紀奈

臨床検査技師養成科	 中　原　万　里
	 橋　本　　　学
管理栄養科	 荒　木　　　徹
	 本　田　智　子
保健看護科	 宮　澤　宏　奈
	 森　下　絵　里

健康科学科	 内　田　崇　祥
医療検査学科	 香　山　恵　美
	 八　田　未　紀

医療工学科
　臨床工学専攻	 後　藤　啓　吾
　診療放射線技術科学専攻	 小　池　美　香

リハビリテーション学科

　理学療法学専攻	 中　村　彩　菜
　作業療法学専攻	 渡　 　　　花
　言語聴覚療法学専攻	 前　川　文　香
　視覚機能療法学専攻	 沖　　　裕里子

獣医学科	 岸　田　康　平
	 坂　爪　友　輝
動物資源科学科	 伊　東　　　諒
	 剱　持　智恵美
生物環境科学科	 村　上　佳　織
	 森　山　千　聖

医学科	 鳥　居　祥　子
	 山　元　聡　子

看護学科	 池　田　英　恵
	 林　　　美　沙 看護学科	 池　田　佑　華

海洋生命科学科	 千　葉　詩　織
	 中　村　由利香
	 真　下　昌　和

薬学部 理学部

保健衛生専門学院

医療衛生学部

獣医学部

医学部

看護学部
看護専門学校

海洋生命科学部

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。

北里賞 受賞者
平成25年度

北里賞とは
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。
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平成26年度クラス主任等一覧　◎…クラス主任　▽…チューター　○…班担当 ※…学生生活全般にわたって、みなさんの指導・助言にあたってくれます。…
悩み事や相談がありましたら積極的にたずねてください。

薬学部
１年 学年主任 教　授 供田　　洋
 ABCDS◎ 准教授 福田　達男
 副◎ 准教授 尾鳥　勝也
 副◎ 講　師 平山　武司
２年 学年主任 教　授 志鷹真由子
３年 学年主任 教　授 岡田　信彦
４年 学年主任 教　授 牧野　一石
５年 学年主任 教　授 吉山　友二
６年 学年主任 教　授 服部　成介
 ▽ 教　授 藤井　秀明
 ▽ 教　授 本間　　浩
 ▽ 教　授 長光　　亨
 ▽ 教　授 牧野　一石
 ▽ 教　授 志鷹真由子
 ▽ 教　授 小林　義典
 ▽ 教　授 今井　浩孝
 ▽ 教　授 清野　正子
 ▽ 教　授 服部　成介
 ▽ 教　授 田辺　光男
 ▽ 教　授 石井　邦雄
 ▽ 教　授 岡田　信彦
 ▽ 教　授 供田　　洋
 ▽ 教　授 伊藤　智夫
 ▽ 教　授 広野　修一
 ▽ 教　授 吉山　友二
 ▽ 教　授 鈴木　幸男
 ▽ 教　授 竹内　正弘
 ▽ 准教授 西端　芳彦

獣医学部
■獣医学科
２年 ◎ 教　授 上野　俊治
３年 ◎ 教　授 佐藤　久聡
４年 ◎ 教　授 坂口　　実
５年 ◎ 教　授 小山田敏文
６年 ◎ 教　授 岡野　昇三
4年後期～6年 ▽ 教　授 汾陽　光盛
 ▽ 教　授 渡辺　清隆
 ▽ 教　授 小山田敏文
 ▽ 教　授 佐々木宣哉
 ▽ 教　授 佐藤　久聡
 ▽ 教　授 宝達　　勉
 ▽ 教　授 胡　　東良
 ▽ 教　授 髙井　伸二
 ▽ 教　授 上野　俊治
 ▽ 教　授 渡辺　大作
 ▽ 教　授 坂口　　実
 ▽ 教　授 岡野　昇三
 ▽ 教　授 夏堀　雅宏
■動物資源科学科
２年 ◎ 教　授 黒瀬　陽平
 ◎ 講　師 山﨑　　淳
３年 ◎ 教　授 有原　圭三
 ◎ 准教授 東　　善行
４年 ◎ 教　授 佐々田比呂志
 ◎ 講　師 高岸　聖彦

■生物環境科学科
２年 ◎ 教　授 進藤　順治
 ◎ 講　師 岡田あゆみ
３年 ◎ 教　授 杉浦　俊弘
 ◎ 講　師 柿野　　亘
４年 ◎ 教　授 長利　　洋
 ◎ 講　師 眞家　永光

医学部
１年 学年主任 教　授 堤　　明純
 Ａ◎ 准教授 大久保　直
 Ｂ◎ 講　師 猪又　孝元
 Ｃ◎ 講　師 笹原　武志
 Ｄ◎ 講　師 河野　俊之
２年 学年主任 教　授 岩渕　和也
 Ａ◎ 准教授 太田　博樹
 Ｂ◎ 准教授 江島　耕二
 Ｃ◎ 講　師 原　　敦子
 Ｄ◎ 准教授 板倉　　誠
３年 学年主任 教　授 髙相　晶士
 Ａ◎ 准教授 加藤　里絵
 Ｂ◎ 講　師 井上　　玄
 Ｃ◎ 講　師 佐藤　武郎
 Ｄ◎ 講　師 日高　　央
４年 学年主任 教　授 井上　優介
 Ａ◎ 准教授 狩野　有作
 Ｂ◎ 講　師 松永　敬二
 Ｃ◎ 教　授 天羽　康之
 Ｄ◎ 診療准教授 岩崎　俊之
５年 学年主任 教　授 宮地　　鑑
 Ａ◎ 准教授 竹内　康雄
 Ｂ◎ 診療准教授 北村　　律
 Ｃ◎ 講　師 戸田　雅也
 Ｄ◎ 講　師 竹内　一郎
６年 学年主任 教　授 渋谷　明隆
 Ａ◎ 准教授 木田　光広
 Ｂ◎ 教　授 佐々木治一郎
 Ｃ◎ 講　師 東條　大輝
 Ｄ◎ 診療准教授 内山　勝文

海洋生命科学部
■海洋生命科学科
１年次生クラス主任
 Ａ 准教授 神保　　充
 Ｂ 講　師 横山　雄彦
 Ｃ 講　師 吉永　龍起
 Ｄ 講　師 池田　大介
 Ｅ 講　師 阿見彌典子
 Ｆ 講　師 安元　　剛
２年次生クラス主任
 Ａ 准教授 小瀧　裕一
 Ｂ 准教授 佐藤　　繁
 Ｃ 准教授 難波　信由
 Ｄ 講　師 水澤　寛太
 Ｅ 講　師 三宅　裕志
 Ｆ 講　師 山田雄一郎

３年次生クラス主任
 Ａ 准教授 奥村　誠一
 Ｂ 准教授 千葉　洋明
 Ｃ 准教授 中村　　修
 Ｄ 准教授 林﨑　健一
 Ｅ 准教授 小檜山篤志
 Ｆ 講　師 筒井　繁行
４年次生
 各研究室教員

看護学部
■看護学科
１年 学年主任 教　授 久保　五月
 Ａ1◎ 講　師 和智志げみ
 Ａ2◎ 准教授 綿貫恵美子
 Ｂ1◎ 助　教 古屋　悦世
 Ｂ2◎ 准教授 吉野　八重
２年 学年主任 教　授 松谷　伸二
 Ａ1◎ 准教授 伊藤　道子
 Ａ2◎ 講　師 海老澤　睦
 Ｂ1◎ 准教授 福田　和明
 Ｂ2◎ 講師　シェザード樽塚まち子
３年 学年主任 教　授 小島ひで子
 Ａ1◎ 助　教 村井佐知子
 Ａ2◎ 講　師 益田美津美
 Ｂ1◎ 講　師 森谷　栄子
 Ｂ2◎ 准教授 新井　陽子
４年 学年主任 教　授 戸田　　肇
 Ａ1◎ 准教授 三藤　　久
 Ａ2◎ 助　教 中井　　泉
 Ｂ1◎ 助　教 内藤　茂幸
 Ｂ2◎ 准教授 大野　佳子

一般教育部
■獣医学科
連絡担当教員 教　授 渡辺　大作
 Ａ◎ 教　授 高津　昌宏
 Ｂ◎ 講　師 古川　裕之
 Ｃ◎ 准教授 林　志津江
 Ｄ◎ 講　師 宮﨑　　直
■動物資源科学科
連絡担当教員 教　授 久保田浩司
  准教授 松浦　晶央
 Ａ◎ 教　授 野村　廣之
 Ｂ◎ 准教授 髙橋　　勇
 Ｃ◎ 准教授 畠山　　禎
 Ｄ◎ 講　師 山口　佳美
■生物環境科学科
連絡担当教員 講　師 皆川　秀夫
  講　師 落合　博之
 Ａ◎ 教　授 中村　和生
 Ｂ◎ 准教授 赤澤とし子
 Ｃ◎ 准教授 北川　　淳
 Ｄ◎ 准教授 福田　　宏

理学部
■物理学科
1・2・3・4年　▽ 教　授 吉國　裕三
　　　　　   ▽ 教　授 十河　　清
　　　　　   ▽ 教　授 菅原　洋子
　　　　　   ▽ 教　授 米田　茂隆
1・2・3年 　　▽ 准教授 中村　　厚
　　　　　   ▽ 准教授 猿渡　　茂
　　　　　   ▽ 准教授 小寺　義男
　　　　　   ▽ 講　師 金本　明彦
　　　　　   ▽ 講　師 稲田　妙子
　　　　　   ▽ 講　師 黒田　圭司
　　　　　   ▽ 講　師 守　真太郎
　　　　　   ▽ 講　師 神谷　健秀
　　　　　   ▽ 講　師 山村　滋典
　　　　　   ▽ 講　師 大石　正道
■化学科
1・2・3・4年　▽ 教　授 石川　春樹
　　　　　   ▽ 教　授 丑田　公規
　　　　　   ▽ 教　授 真崎　康博
　　　　　   ▽ 教　授 弓削　秀隆
1・2・3年 　　▽ 准教授 松沢　英世
　　　　　   ▽ 准教授 石田　　斉
　　　　　   ▽ 准教授 土屋　敬広
　　　　　   ▽ 准教授 梶山　和政
　　　　　   ▽ 講　師 南　　英之
　　　　　   ▽ 講　師 犬井　　洋
　　　　　   ▽ 講　師 長谷川真士
　　　　　   ▽ 講　師 寺林　隆志
■生物科学科
1・2・3・4年　▽ 教　授 高松　信彦
　　　　　   ▽ 教　授 木村　　透
　　　　　   ▽ 教　授 太田　安隆
　　　　　   ▽ 教　授 片桐　晃子
1・2・3年 　　▽ 准教授 伊藤　道彦
　　　　　   ▽ 准教授 錦見　昭彦
　　　　　   ▽ 講　師 渡邉　大介
　　　　　   ▽ 講　師 向山恵津子
　　　　　   ▽ 講　師 滝本　博明

医療衛生学部
■健康科学科
１年 Ａ◎ 講　師 大場　謙一
 Ｂ◎ 助　教 片桐　裕史
２年 Ａ◎ 講　師 井上　大介
 Ｂ◎ 教　授 山内　　博
３年 Ａ◎ 講　師 村山　憲男
 Ｂ◎ 助　教 岩下　正人
４年 ◎ 講　師 薮田　十司
 ○ 教　授 山内　　博
 ○ 教　授 清　　和成
 ○ 教　授 太田　久吉
 ○ 教　授 田ヶ谷浩邦
■医療検査学科
１年 Ａ1◎ 教　授 髙橋伸一郎
 Ａ2◎ 助　教 黒崎　祥史
 Ｂ1◎ 准教授 丸山　弘子

 Ｂ2◎ 助　教 長塩　　亮
２年 Ａ1◎ 教　授 片桐　真人
 Ａ2◎ 講　師 鉢村　和男
 Ｂ1◎ 准教授 服部　　学
 Ｂ2◎ 講　師 久保　　誠
３年 Ａ1◎ 教　授 小幡　文弥
 Ａ2◎ 講　師 原　　和矢
 Ｂ1◎ 講　師 横場　正典
 Ｂ2◎ 講　師 緒形　雅則
４年 ◎○ 教　授 大部　　誠
 ○ 教　授 北里　英郎
 ○ 教　授 小幡　文弥
 ○ 教　授 佐藤　雄一
 ○ 教　授 髙橋伸一郎
 ○ 准教授 服部　　学
 ○ 教　授 片桐　真人
 ○ 教　授 石井　直仁
 ○ 准教授 上野　正樹
 ○ 准教授 門谷　裕一
 ○ 教　授 石橋　　仁
 ○ 教　授 市川　尊文
 ○ 准教授 丸山　弘子
■医療工学科
●臨床工学専攻
１年 ◎ 教　授 熊谷　　寛
２年 ◎ 助　教 小林こず恵
３年 ◎ 教　授 鶴田　陽和
４年 ◎ 教　授 廣瀬　　稔
●診療放射線技術科学専攻
１年 Ａ◎ 教　授 梅田　德男
 Ｂ◎ 准教授 五味　　勉
 Ｃ◎ 講　師 村石　　浩
２年 Ａ◎ 教　授 武田　　徹
 Ｂ◎ 講　師 ティティ ルイン
 Ｃ◎ 准教授 佐々木　徹
３年 Ａ◎ 准教授 長谷川智之
 Ｂ◎ 講　師 鍵谷　　豪
 Ｃ◎ 助　教 原　　秀剛
４年 Ａ◎ 教　授 齋藤　京子
 Ｂ◎ 講　師 坂口　和也
■リハビリテーション学科
●理学療法学専攻
１年 Ａ◎ 講　師 横山美佐子
 Ｂ◎ 准教授 東條美奈子
２年 Ａ◎ 教　授 増田　　卓
 Ｂ◎ 講　師 坂本　美喜
３年 ◎ 講　師 渡邊　裕之
４年 ◎ 講　師 佐藤　春彦
●作業療法学専攻
１年 Ａ◎ 講　師 幅田　智也
 Ｂ◎ 准教授 門谷　裕一
２年 ◎ 講　師 渡邉　　誠
３年 ◎ 講　師 坂本　豊美
４年 ◎ 講　師 髙橋香代子

●言語聴覚療法学専攻
１年 ◎ 講　師 鈴木　恵子
２年 ◎ 講　師 原　　由紀
３年 ◎ 教　授 石坂　郁代
４年 ◎ 准教授 東川　麻里
●視覚機能療法学専攻
１年 ◎ 教　授 庄司　信行
２年 ◎ 准教授 半田　知也
３年 ◎ 教　授 石川　　均
４年 ◎ 講　師 川守田拓志

保健衛生専門学院
■臨床検査技師養成科
１年 ◎  小菅　優子
 ◎  山口　聖子
２年 ◎  木村　　明
 ◎  五十嵐康之
３年 ◎  小林　浩二
 ◎  竹内　法子
■管理栄養科
１年 ◎  岩本　直樹
 ◎  小林　祥子
２年 ◎  佐久間直美
 ◎  小林　健司
３年 ◎  長谷川美代
 ◎  鈴木　寛之
４年 ◎  鷹津　秋生
 ◎  小杉日登美
■保健看護科
１年 ◎  木田　洋子
 ◎  貝瀬　聡子
２年 ◎  木竜理恵子
 ◎  井口　智子
３年 ◎  原澤由美子
 ◎  南雲　陽子
４年 ◎  明地由紀子
 ◎  駒形三和子
■臨床工学専攻科
　１年 ◎  田口　洋介

看護専門学校
１年 ◎  亀山　浩子
２年 ◎  佐藤　恵美
３年 ◎  福島　美枝
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平成26年度
「オール北里チーム医療演習」について

相模原キャンパス
スクールバスの【前期】運行について

　北里大学は薬学部、医学部、看護学部、医療衛生学部の医療系４学部及び保健衛生専門学院、看護専門学校の２専門学
校を擁し、14職種に及ぶ専門医療人を育成しています。また、北里大学病院、北里大学東病院、北里研究所病院、北里
大学メディカルセンターの４附属病院との緊密な連携のもとに医療系学部等の教育が行われる等、チーム医療教育に好適
な環境下にあります。
　これら本学の特性を活かし、学部間及び学部・病院間の教育連携によるチーム医療教育プログラムを平成18年度より開
始し、学生に他職種の知識・技術、職能等を理解させ、職種間の相互理解と連携、協働できる能力や患者を総合的に診る
能力を身につけさせる試みをスタートさせました。
　平成26年度は、より充実した北里オリジナルのチーム医療教育プログラム（演習）を展開します。

　北里大学相模原キャンパスと小田急線相模大野駅間のスクールバスを運行します。これは、自転車通学者を

減らし、通学時の安全確保を図ることを目的としています。

　相模大野駅からの通学者は是非スクールバスをご利用ください。なお、運行概要は以下とおりです。

＊授業開講状況により変更することがあります

平成26年４月１日（火）～８月１日（金）【除く：土日祝祭日、春・夏・冬期休暇】
※�４月30日・５月１日は「チーム医療演習」実施のため、臨時便のみ運行（詳細は後日掲示）

乗降車場所
平　日

発車時間 便　数

往
　
路

乗車場所
相模大野駅東口（北出口）

降車場所
北里大学L１号館前

7：45～8：10 16

8：20 １

9：30 ８

10：15，12：15，14：15，14：45 各１

復
　
路

乗車場所
北里大学L２号館前

降車場所
相模大野駅東口（北出口）

10：45，11：15，13：15 各１

14：45 ３

16：20～17：00 ９

17：15，17：30，17：45 各１

18：00～18：30 ７

19：00，19：15，19：30，19：45 各１

20：00 １

小田急線��相模大野駅��⇔��北里大学

無料（学生証を提示すること）

期　　　間：平成26年４月30日（水）～５月１日（木）
場　　　所：相模原キャンパス
予定対象学生：薬学部	 266名	（薬学科６年生）
　　　　　　医学部	 122名	（５年生）
　　　　　　看護学部	 130名	（４年生）
　　　　　　医療衛生学部	 417名	（４年生、PT・OT・ST・HSは３年生）
　　　　　　北里大学保健衛生専門学院	 281名	　	管理栄養科・保健看護科４年生、臨床検査技師養成科3年生、	

臨床工学専攻科1年生
　　　　　　北里大学看護専門学校	 43名	（3年生）
　　　　　計	 1,259名	　　　　　　　　　　　　　　（人数は平成26年２月現在）

平成26年度「オール北里チーム医療演習」　～より安全で良質な医療の実現を求めて～

　４月30日、５月１日の２日間、オール北里チーム医療演
習に参加しました。４年生までの４年間はなかなか他の学
部の方と接する機会が少なく、オール北里チーム医療の行
われた時はまだ病院実習が始まってすぐだったためチーム
医療に関しての理解も浅い状態で緊張して当日を迎えまし
た。課題を与えられ「患者さんのために何ができるか」と
いうこと話し合い、みんなで意見を出し合ってみると班員
一人ひとりが異なった関わり方のアイデアを出していて、
そしてそのたくさんのアイデ
アが一つとして欠けてはなら
ないものだということに気づ
かされました。１つの課題に
ついて時間をかけて話し合
いたくさんの良い意見を出し
合うことで深く掘り下げて考
えることができ、発表もうま
くできて優秀賞を頂くことも

できました。また休み時間には自分たちの学部のことや進
路のことなどいろいろなことを話しとても楽しい時間を過
ごすことができました。
　今回のオール北里チーム医療演習を通じて、病院で一人
の患者さんの治療を行う上で医療スタッフ全員がお互いを
信頼し、また各々の専門性を高めて医療行為を行うという
ことが質の良い医療を作り上げるのだということを改めて
学ぶことができました。

永田　貴子医学部６年
平成25年度チーム医療演習参加者の感想

1 運行日時

2 運行区間

4 利用料金

3 乗車場所・時間・降車場所

相模大野駅北口乗車場・降車場MAP

問合せ先：北里大学教学センター
学生課042-778-9031・9748

小田急線  相模大野駅東口徒歩１分
「岡田屋モアーズ」裏
住所：相模大野３丁目26-1
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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。

　私が書いているこの文章を学生諸君が目にするのは、新し

い学生生活がスタートし、心新たに講義を受けている頃だと

思います。北里大学は理系大学ですから理学部に限らず全て

の学部で化学を学ぶことになっていますが、必ず取り上げら

れるトピックスが、化学結合論ではないかと思います。この「絶

対微小」という本は、化学結合論やその背景となる量子化学

について専門外の人を対象にして書かれた入門・解説書です。

　そもそも書名の「絶対微小」という目を引くタイトルですが、

これは訳者の方々が原著のタイトル「Absolutely Small」の

ニュアンスを壊すことなく苦労して付けた日本語題になって

います。そのままの訳ではないかと思われるかもしれません

が、アメリカ口語では強調の意味で「Absolutely」をよく使

います。私も最初は「とても小さい」、「ものすごく小さい」

くらいの意味かと思っていましたが、本を読むと「Absolutely」

はやはり「絶対」の意味で使われていることがよくわかりま

した。私たちが日常目にしたり、感じたり、あるいは常識と

して知っていると思っていることの多くに、「絶対微小」な量

子の世界の化学的効果が現れていることが解説されています。

物質の色や電気の伝わり方などの基礎的事項や、健康の面で

取り上げられることが多くなってきたトランス脂肪酸はどう

いうものかとか、二酸化炭素が温室効果ガスなのはなぜかな

ど多岐にわたる例が取り上げられています。

　普通の科学向けの解説書として読んでも良いし、あるいは

化学の講義の副読本的に講義と照らし合わせながら読み進め

るのも良いと思われます。ただし、手に取ってみるとわかり

ますが、400ページのボリュームがありますので、学生諸君は

読み通せるかどうかちょっと不安になるかもしれません。し

かし、平易に書かれており内容もしっかりしていますので、

読み応えは十分で、読破したときにはそれなりの知識も得ら

れることは間違いありません。入学、進級を機に理系人とし

ての素養を高めるにも、ここで挑戦してみてはいかがでしょ

うか？

　内容について述べる前に本書のタイトルに触れます。「新世

界より」はドヴォルザークの交響曲第９番第二楽章を指しま

す。「家路」の名でよく知られており、図書館の閉館時間等に

流される事が多いです。機会があればぜひ聞いて下さい。

　この小説は最高のエンターテイメントです。説明が多く、序

盤はとっつきにくいかもしれません。しかし途中から怒涛の展

開となり、一気に読み終えてしまいます。千年後の日本、のど

かな自然の広がる集落が物語の舞台です。この集落には「呪力」

という念動力（サイコキネシス）を使う人々が暮らしています。

この社会は一見、平和そのものです。しかし話が進むにつれ、

徹底的に管理された、不気味な社会であることが分かります。

初読の方は徐々に明かされる「謎」に慄きながらも、ページを

めくる手は止まらないでしょう。また、本作は2008年に日本

SF大賞を受賞しており、面白さはお墨付きです。

　本書は人の業の深さや醜さをえがいており、読後は爽やか

とは言えませんでした。しかし同時に人の持つ強さも感じま

した。「人の魂とは、煎じつめれば、思いにほかならない。（一

部略）」登場人物たちの姿は、絶望的な状況でも、思うこと、

考えることを止めてはいけないと伝えている気がします。

　社会背景の説明や会話の端々に登場する細かな知識も見所

です。生態学、心理学、分子生物学、民俗学など多岐にわたり、

とても興味深いと感じます。また、これらの知識を基に、非

常に綿密に世界観が形成されています。

　私はここ数年ノンフィクションばかり読んでいました。で

すがこの本は、想像の世界に浸る面白さを思い出させてくれ

ました。非日常を体験することで、日常の些細な悩みから一

時的に解放されます。また、異なる人の考えに触れることで

普段とは違った視点で日常を捉え、新鮮な気持ちで毎日を過

ごせるように思います。他人の思考の一部を覗けるのは、活

字でしか味わえない魅力だと思います。

　皆さんも、たまには日々の喧騒から離れ、ゆっくりと想像

の世界に浸ってはいかがでしょうか。

絶対微小
日常生活を量子論で理解する

新世界より

マイケル・D・フェイヤー��著
丑田公規・吉信　淳��訳
化学同人

貴志裕介��著
講談社

石川 春樹

小林 瑛未

教職員から

学生から

理学部化学科教授

北里会文化会学生委員会副委員長
理学部生物科学科４年

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。
●施設概要　24室　収容人員：80名

  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. 10日前までに利用申込書に必要事項を記入し、利用料金を添えて教学セン

ター、又は各事務室へお申込み下さい。
　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下さい。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下さい。　☎…042-778-9748

  利用心得
１ 利用者又は利用責任者は、到着の際、直ちに利用許可書を管理人に渡すこと。
２ 利用可能時間は、原則として退室時は13時迄、入室時は14時以降とする。
３ 利用期間中は、管理人の指示に従うこと。
４ 管理人に無断で、許可した者以外の者を施設内及び法人の所有する敷地内に

立ち入らせてはならない。
５ 施設では、良識をもって行動し、秩序風紀を乱し、他人の迷惑となる行動は、

厳につつしむこと。
６ 施設の設備、備品等を滅失し、又は破損したときは、その原因が不可抗力と

認められたとき以外は、損害を賠償すること。
７ 寝具等その他の整理及び整頓(とん)は、各自で行うこと。
８ 寝巻は、必ず持参すること。
９ 施設での火気には、充分注意し、許可無く施設付近のキャンプ及び焚火を禁

止する。また、定められた場所以外で喫煙しないこと。
10 食事は、必ず食堂でとり、セルフサービスで行うこと。
11 草木を抜いたり、傷つけたりしないこと。
12 夜間の外出及び水泳、登山等を行う場合は、必ず管理人に届け出ること。
13 退出の際は、必ず管理人に連絡すること。

  施設内の生活時間
食　事 入　浴

朝　食 昼　食 夕　食
17：00～21：00

7：00～8：00 12：00～13：00 18：00～19：00

※季節により多少変更する。

  利用規程
　（目的）
第１条　 この規程は、北里大学三陸研修所及び八雲総合実習所（以下、「施設」という。）の円滑な

運営を図ることを目的に定める。
　（利用対象者）
第２条　施設は、次に掲げる者に限り利用することができる。
　　　（１）　本学学生
　　　（２）　併設校学生
　　　（３）　教職員
　　　（４）　同窓会会員
　　　（５）　本学学生及び併設校学生の父母
　　　（６）　本学の教育研究活動に従事する者
　 ２　本学の教育研究活動に従事する者とは、原則として、共同研究協定等を締結し、学長の許可

を得た者とする。
　（収容人員）
第３条　施設における収容人員は以下のとおりとする。
　　　　三陸研修所　　　40人
　　　　八雲総合実習所　80人
　（申込み）
第４条　 利用希望者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、利用料金を添えて教学センター又は

利用者の属する事務室へ申込み、許可証を受けるものとする。なお、申込みは利用開始日
の10日前までに行うことを原則とする。

　　　　 ただし、利用日に土曜日・日曜日・祝日及び法人の定める休日を含む場合には、利用１か月
前までに申込みを行うこととする。

　（利用期間）
第５条　 利用期間は、原則として４泊５日を限度とする。ただし、利用目的により所長が特に必要と

認めたときは、期間の延長及び長期利用を許可することがある。
　（取消し及び変更）
第６条　 申込みの取消し、利用人員及び期間の変更等は、利用開始の５日前までに届け出るものと

する。
　（利用料金）
第７条　利用料金は、以下のとおりとする。

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

ただし、八雲総合実習所を実習で利用する学生及び教職員の利用料金は１泊３食付で2,550円と
する。

食事料金
朝　食 昼　食 夕　食
310円 510円 1,020円

　（利用料金の払い戻し）
第８条　 利用料金の払い戻しは、第６条によって取り消し、又は本学の都合により取り消された者

に限る。期日を過ぎたとき又は第９条により利用許可を取り消されたものは、払い戻しはし
ない。

　（遵守事項）
第９条　 利用者は、別に定める利用心得を厳守し、管理人の指示に従わなければならない。管理人

の指示に従わぬ者、また利用心得に違反した者は、利用許可を取り消し、以後の利用を禁
ずることがある。

　（規程の改廃）
第10条　 この規程の改廃は、北里大学学部長会の議を経て、理事長が決定する。
附　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成24年４月１日から施行する。
　（旧規則の廃止）
２　北里大学三陸研修所・八雲総合実習所利用規則（昭和52年４月１日制定）は廃止する。
　（利用対象者の特例）
３　 三陸研修所においては、震災復興支援を鑑み、当分の間、海洋生命科学部長の許可を得た者の

利用を許可する。

 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。
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Sophia kai Ergon（ソフィア カイ エルゴン）とは……わが北里大学のスクールモットーである「叡智と実践」という意味のギリシャ語

入学式

全学部・研究科・学府  ４月 ５日（土）

保健衛生専門学校  ４月 ９日（水）

看護専門学校  ４月 ８日（火）

開校記念日  ４月 20日（日） ※振替なし

オール北里チーム医療演習 相模原キャンパス  ４月 30日（水）  ～５月１日（木）

球技大会・体育祭

新潟キャンパス  ５月 28日（水）  ～５月29日（木）

相模原キャンパス  ６月 １日（日） ８日（日）

十和田キャンパス ６月中旬頃

大学祭（学校祭）

わかば祭（北本キャンパス）  ７月 ４日（金） ～５日（土）

紅葉祭（十和田キャンパス）  10月 11日（土） ～12日（日）

白金祭（白金キャンパス）  10月 25日（土） ～26日（日）

魚沼祭（新潟キャンパス）  10月 25日（土） ～26日（日）

北里祭（相模原キャンパス）  10月 31日（金） ～11月２日（日） ※10月31日は北里祭準備日

北里研究所創立記念日  11月 ５日（水）

学位記授与式
（各研究所・学府含む）

薬学部・薬学研究科
医学部
海洋生命科学部・海洋生命科学研究科
看護学部・看護学研究科
理学部・理学研究科
医療衛生学部
医療系研究科
感染制御科学府

平成27年３月23日（月）

獣医学部・獣医学研究科 平成27年３月12日（木）

卒業証書授与式
保健衛生専門学院 平成27年３月18日（水）

看護専門学校 平成27年３月10日（火）

平
成
26
年
度

北
里
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。

平成26年９月１日（月）より
学部・病院を含む、すべての
大学構内が『禁煙』となります。
ご理解とご協力をお願いします。

理事長・学長

お知らせ


