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　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。
　北里会は、課外活動を通じ協力と連帯の精神を学び、人
間性を高めることを目的としており、正課教育における知
識や技術の習得に偏ることなく、学生の全人的成長を目指
し、各学部・一般教育部北里会、体育会・文化会から構成
されています。
　新入生の皆様は一般教育部北里会に所属しており、同北
里会は在校生主催の新入生歓迎会、講演会等を開催すると
ともに、一般教育部の教員と共通の趣味やスポーツおよび
単位が付与されないゼミナールなどを通じ懇親を深める会
として、一般教育部懇和会を用意（約40懇話会）しています。
積極的に参加し、先生また他学部の学生と交流・絆を深め、
オール北里を実感してください。
　また、体育会・文化会（相模原キャンパスの加入率55％）
にも参加して、学部を超えた先輩、同輩、後輩との縦社会
を経験し、価値観の違いと、社会性やコミュニケーション
の重要さを学んでください。ここで知り合った人が人生の

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
　多くの皆さんは、ついこの間まで合格を目指して勉強に
励んでこられたことと思います。不安で単調な日々だった
かも知れませんが、明確な目標があった分、充実もしてい
たのではないかと想像します。
　さて、大学生になった今、勉学についての目標は皆さん
お持ちでしょうが、それ以外にも目標があればより充実し
た毎日を送ることができるのではないでしょうか。部活動
はそのようなニーズを満たしてくれる恰好の場です。体育
会の部活動に参加すれば「より上手くなる」、「大会で入賞

　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
隣の介護施設で奉仕活動を行っている部もあります。部

友となると思います。私も大学生
の時には、剣道部主将を務めまし
た。剣道を続けたことにより、勉
学・研究をやり抜く体力と精神力
が培われたとともに、失敗から多
くを学びました。また、その課外
活動で知り合った人々は私の人生
の師や友であり、その後の多くの
困難に立ち向かう勇気を与えられました。
　学業だけではなくスポーツや文芸において、到達目標を
たて、終始一貫、自分の意思を貫き努力を重ねることは、
建学の精神（北里精神「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓
不屈」）を体得することにもつながります。
　本学は、皆様が有意義で充実した学生生活を送れるよう、
教育研究や北里会（課外活動）の充実を図っています。今
この環境を十分利用し、様々な挑戦を試みてください。

する」、「健康な体をつくる」といっ
た、大・小、長期・短期的なさま
ざまなレベルの目標がおのずとで
きてきます。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。
　皆さんが目標を持って学生生活
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。

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。

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

福田　達男

看護学部教授

薬学部准教授

小林　弘祐
北里大学学長
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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。

硬式庭球部
卓球部
山岳部
サッカー部
排球部
空手道部

スキー部
剣道部
躰道部
野球部
少林寺拳法部
ヨット部

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
アメリカンフットボール部
バドミントン部
チアリーディング部
水泳部

車椅子バスケットボール部
ダンス部
ライフセービング部
アルティメット部
ソフトテニス部

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

合唱団
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

シネマ研究会
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
のりもの研究会
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
海外ボランティア部（Zeplu+）

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
ヨット部
バスケットボール部
柔道部
軟式野球部
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
合気道部
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

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

あしたぼの会同好会
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
演劇同好会
牛愛好会
北里しっぽの会愛好会
園芸愛好会
手話愛好会
合唱愛好会
日本獣医学生協会愛好会

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

文化系
潜水医学研究会

医学英語の会
東洋医学研究会
ぬいぐるみ病院同好会
医学展示研究会
囲碁将棋同好会

女子フットサル部
水泳部
卓球部
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

キャッチボール部
アウトドア部
園芸部
軽音楽部
茶道部

手芸部
吹奏楽部
Free-ボランティア部
北里インターナショナルコミュニケーション部
手話部

躰道同好会
ダンス同好会
アカペラサークル
文化交流サークル

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

将棋部
ビーチコーミング同好会
料理愛好会

Bowiendサークル（ボランティア）
漁火サークル

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）

Physics部
生物研究会
バドミントン部

Diving Club
軟式野球部
QQ＜救急＞クラブ

登録団体なし

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
茶道同好会

白金ぬいぐるみ病院同好会
写真同好会

体　育　会（29）

文　化　会（30）

獣医学部北里会　体育会（36）・文化会（24）

医学部北里会　体育系（16）・文化系（6）

北里大学保健衛生専門学院北里会（24）

海洋生命科学部北里会　体育会・文化会（11）

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

薬学部北里会（10）

北
里
大
学
北
里
会
　
会
長
（
学
長
）　
小
林
　
弘
祐

H27.3月現在
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第53回北里大学球技大会実行委員長より

第53回北里大学北里祭実行委員長より

課外活動 トピックス

朝山　雄貴

宮原　淳志

医療衛生学部３年

医療衛生学部３年

　これから始まる大学生活の中で、
新たな友人関係、授業、アルバイト
等に不安や期待を抱いていると思い

ます。特に、友人関係は皆さんの学校生活において
大切なものだと思います。
　この６月に行われる球技大会は北里大学における
大きな行事の一つで、種目としてサッカー、ドッチボー
ル、バレーボール、ソフトボール、バスケットボール
があります。毎年、多くの学生が参加しており、日が
近くになるとキャンパス内で練習をする光景をよく見
るようになります。また、全てチームを結成して参加
する競技なので、先輩と後輩や、クラスの友達等、様々
な人との交流の場にもなっています。

　そんな球技大会ですが、企画、運営、準備等、全
て学生の手で行われており、実行委員の大半は１年生
で構成されています。
　一つの大きなイベントを行うという達成感はもちろ
んですが、何よりも学部を超えてたくさんの仲間が出
来ます。また、独断となってしまいますが人として成
長する場にもなっていると思っています。
　第五十三回球技大会を楽しくするのも、創るのも、
新入生の皆さんです。少しでも気になったらお昼休み
に部室棟２階の体育会室まで足を運んでみてください。
　一緒に球技大会を盛り上げましょう！ 第五十三回
球技大会実行委員会への参加をお待ちしておりま
す！！

　第53回北里祭実行委員会です。
私達は主に北里祭を盛り上げるため
に企画、運営をしていきます。昨年

度は多くの１年生が所属し、北里祭大学内での最も
大きな団体です。
　北里祭実行委員は１年生が主体となり作りあげて
いきます。そのために私達３年生幹部と２年生幹部
が全力でサポートしていきます。
　実行委員会はいくつかの部署に別れていて、プロ
のアーティストによるコンサート、お笑い芸人のライ
ブ、ミス&ミスターコンテスト、ダンスコンテストな
どのイベントを企画する部署や、お化け屋敷、他大

学との共同企画、縁日や迷路、学祭の象徴である門
を作ったりする企画などがあります。どの部署も充実
感、達成感があり、実行委員になってよかったと心か
ら思うはずです。
　学祭実行委員会はただただ企画、運営をしていく
だけではありません。普段の活動やキャンプ等を通じ
て信頼できる友達ができます。学祭に興味がある人、
信頼できる友達が欲しい人、楽しいことが大好きな
人、充実感が欲しい人、是非実行委員会の一員とな
り一緒に盛り上げていきましょう！
　皆さんをお待ちしております！

球技大会

北里祭
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Topics 

Topics 

トピックス

医療衛生学部３年　石川　瑛進

海洋生命科学部３年　眞田　智由

　新入生のみなさん、こんにちは！
　北里会ダンス部のEXEXです！
　活動日は毎週月、木、金の週３回、体育館一階の多目的室で行っています。
　hiphop、pop、break、girls、rock の５ジャンルに分かれて練習しています。
　ダンス部の魅力はなんと言っても楽しさです！
　年に３回程本格的なクラブを借りて自由にショーケースを作って踊ったり、
学内だけでなく外部のイベントやバトルに参加したりと、大学を超えた繋が
りがたくさんできて本当に充実しています！
　学内イベントとしては、学祭のコンテストでなんと３連覇中…‼
　今年ももちろん優勝を目指します！
　沢山のイベントがあるので忙しい大学生活の中でもダンス部に入れば楽
しいこと間違いなし！
　大学からダンスを始めた人も沢山いるので初心者大歓迎です！
　ぜひ遊びにきてください！

　新一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　我々NCOは１、２年生で構成されるJr.バンドと３年生で構成されReg.
バンドに別れ、ビッグバンドを演奏しています。
　主な演奏会は大学内の軽音楽サークルと合同で行う学内ジョイコン、小
田急沿線大学のジャズサークルが集まる小田急ジョイコン、そして特筆す
べきは北里祭とリサイタルでしょう。
　北里祭では普段とは違う、各個人がバンドを企画し、セッション、ボー
カル曲、アンサンブル…などなどバラエティに富んだ演奏会になります。
　そしてリサイタルとはいわゆる定期演奏会です。一年の集大成として、
ライブハウスを１日貸し切り全員スーツを着てビッグバンドを演奏します。
　少しでもNCOに興味が沸いたら是非、見学に来てみてください。楽し
い大学生活をNCOでさらに楽しみませんか？

ダンス部

ＮＣＯ

／北里会体育会

／北里会文化会

"Let's DANCE！"

北里大学へようこそ！

クラブイベント

平成26年度リサイタルの模様

平成26年度学祭の模様

冬にはクリスマスパーティーも！
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学部等トピックス

School of Pharmacy

School of Veterinary Medicine

　白金キャンパス薬学部新２号館が４月に竣工しました。新校舎は、地上３階建てで、学生食堂（299

席）と大講義室３室、多目的講義室１室を配置し、１号館からの移動がしやすいよう３階と１号館４

階が連絡ブリッジで連結されています。また、２階と３階の女子トイレにはパウダールームを完備す

るなど、学生の要望を取り入れた施設としました。

　１階の食堂は５月1日（金）、講義室は５月７日（木）から使用を開始しました。食堂の運営は「銀

座スエヒロカフェテリアサービス」に委託し、学食定番のそばやラーメン、カレー以外にもハンバー

グやステーキ、オムハヤシなど「銀座スエヒロ」の味を堪能できます。ぜひご利用ください。

　12月３日に、十和田富士屋グランドホールにて平成26年度獣医学部企業研究会を開催しました。

就職活動解禁時に、学生がスタートダッシュをかけられる様、獣医学部独自に毎年行っています。平

成26年度は昨年度同様ホテルの大ホールで開催し、参加企業は55社と過去最大の規模でした。自

らの将来を決める就職活動の準備と

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。

薬
学
部

獣
医
学
部

獣医学部企業研究会を開催しました

★薬学部新2号館が竣工★

建設風景薬学部新２号館（イメージ） １階女子トイレパウダールーム
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School of Medicine

School of Marine Biosciences

　平成27年１月26日から２月13日までの３週間、私
たちは臨床実習入門を受講致しました。
　その３週間で診察の技術や、カルテの書き方を学
んだり、実際の医療現場の見学をしたり、看護師や
ソーシャルワーカー等の医師以外の医療従事者の仕
事を教えていただいたりしました。今までの座学と
異なり、実習メインの授業内容はとても新鮮でした。
　そのなかで、私が一番印象に残っていることは、

消化器内科の患者さんと一対一でお話しさせていた
だいたことです。患者さんの疾患に対する考え方や
患者さんの背景を直接教えていただきました。
　診察や治療の際に患者さんの思いや背景が大切で
あることを改めて学びました。
　５年生になり１年間の臨床実習が始まりますが、
臨床実習に対する意欲がより一層わいてきました。
先生方、これから１年間よろしくお願い致します。

　ノートテイクというものをご存知ですか。ノートテイクとは、

聴覚に障がいがある方へ対して、講義などの場で話を要約し文

字で伝える、通訳のような仕事です。MBのノートテイカーは

海洋生命科学部だけでなく、理学部、医療衛生学部でも活動

を行っています。

　ノートテイクを始めたばかりの頃は、全てが重要に聞こえ、

要約して書ききれないまま次の話題に進んでしまうことが度々

ありました。次第に、言い換えの表現や要約すべき部分をつか

めるようになり、伝える情報量を増やしていけたように感じま

す。ノートテイカーとして聴くことで、ともに学び、講義への

理解が深まった場合もありました。

　どのように書いたら正確に伝わるか、分かりやすいのか。ノー

トテイクを通して、相手のことを考え行動する大切さを改めて

実感しました。今後、さらにノートテイクの経験を積み、技術

を向上させていきたいと思います。

医
学
部

海
洋
生
命
科
学
部

中里　友香

高石　鈴香

医学科５年

海洋生命科学科４年ノートテイクのことを紹介します

臨床実習入門を終えて

ノートテイクの様子

ノートテイクは基本的に２人で行います。
利用者の両隣に座り交代で筆記します。

救急実習QQクラブデモ
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学部等トピックス

School of Nursing

School of Science

　私たち３年生は11月から約半年間、母性・小児・
精神・急性・公衆衛生／在宅・老年の６つの領域に
関して、実習を行っています。様々な科でお世話に
なった多くの医療職の方、患者さんやその家族と出
会い、「人と正面から向き合いその方のニーズに沿っ
て接することの大切さ」「私たちが当たり前のように
過ごしている今は本当はとても貴重で奇跡的なこと
であること」等、多くの大切なことを教えていただ

きました。実際に現場に出て看護を行うことで、座
学で学んだ知識がより深まり、自分が何科で働きた
いのかを考えていくきっかけにもなります。また、命
が誕生する瞬間や、死を感じながらも今を一生懸命
生きている患者さん方を目の当たりにして、改めて
命の尊さを知ることもできました。この貴重な実習
を通して、更に多くのことを学び、今後も自分の看
護観・看護師像を探し続けていこうと思います。

　理学部では、８月にハーバード大学との国際交流プログラムがあります。このプログラムは2009

年度から実施され、ハーバード大学の研究者と交流を深めています。

　2014年度は、理学研究科生１名と理学部生９名がハーバード大学へ行き、最先端の研究機関の

現場を見学してきました。とても充実したプログラムだったよ

うです。このプログラムは派遣と招聘を交互に実施しており、

2015年度はハーバード大学から研究者を招聘する予定です。

看
護
学
部

理
学
部

宿野部　星看護学部４年

演習の様子

物理学科の大学院生による
プレゼンテーション

ハーバード大学創立者
John Harvard像の前で
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School of Allied Health Sciences

 Liberal Arts and Sciences

　私たちDiving Clubでは、毎週土曜日に伊豆の琴ヶ
浜という場所でダイビングをしています。また定期的
に合宿を行っており、夏には八丈島で合宿をします。
１年生は前期に練習をし、夏合宿で行われるライセン
ス取得のためのテストに臨みます。テストに合格する
と晴れてライセンスを取得でき、後期の活動から先輩
たちと一緒に海に潜ることができるようになります。

　ダイビングの楽しみ方は人それぞれです。Diving 
Clubにも、海の生き物を見たい！ 地形を楽しみたい！ 
無重力を感じたい！ などいろいろな人がいます。潜る
ことに慣れてくるとまた違った楽しみ方も発見できる
ようになってきます。ぜひ私たちと一緒に海中という
素晴らしい世界へ赴き、自分だけの楽しみ方を発見し
てみませんか？

　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おこなっています。「懇話
会」では、共通の趣味やスポーツなどを通じて、１年
生同士、また一般教育部教員との懇親を深めています。
今年度も、バーベキュー、映画鑑賞など、様々な企画
を用意しています。申込は、入会者台帳に学籍番号・
氏名を記入してください。受付期間は、５月末までです。

（期間が過ぎても許可される場合があるので、担当教
員に問い合わせること）
　また、七夕祭・クリスマスパーティーの開催も予定
しています。
　学部を横断してつながりを深める良い機会ですので、
ぜひご参加ください。
　皆さんの参加を心よりお待ちしています！！

医
療
衛
生
学
部

一
般
教
育
部

鈴木　啓太医療工学科
臨床工学専攻３年医療衛生学部北里会Diving Club紹介

集合写真

クリスマスパーティーの様子

パラオにて
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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

木村　　徹感染制御科学専攻１年

　２月13日に修士論文発表会が行われ、感染制御科
学府の修士２年18名全員が無事発表を終えました。２
年間の集大成として練習を重ね、発表にのぞみ、活発
な討論ができたと感じています。思い返せば、大学４
年時の卒業研究で感染制御科学府に来てからもう３年
が経ちます。時間が過ぎていくのは恐ろしく早いもの
です。初々しい新入生を見ながら、この２年間で私た
ち修士２年生は、一回りも二回りも大きくなってきま
した。人間的にはまだまだ未熟ですが、感染制御科学
府での経験は人生において大きな財産になると思いま
す。後輩の皆さんも、研究生活は大変で、いろいろ迷っ
たりすることもあるとは思いますが、必ず自分の身に
なると信じて頑張ってください。私の学生生活はまだ
まだ終わりではありません。 27年度以降は博士後期
課程での研究と共に、残された時間で後輩に私の持つ
技能を伝授することが、先生方をはじめお世話になっ
た研究室の皆様へのせめてもの恩返しになるのではな
いかと思っています。

修士論文発表会を終えて

発表会終了後、教員との記念撮影

　私は医療工学科診療放射線技術科学専攻の出身で、
現在は医療系研究科医療工学群分子イメージング学
に所属しています。現在、北里大学と東京大学、茨
城大学と共同研究でコンプトンカメラの製作を遂行
しています。我々の製作しているコンプトンカメラは
目で見えない放射線の到来方向を可視化することが
可能であり、病院や福島県などで活用することを目
的としています。このテーマについて、2014年７月

24～26日に行われた日本医用画像工学学会で学会発
表をしました。結果として、奨励賞を受賞すること
ができました。ご指導をいただいている武田徹教授、
村石浩講師をはじめとする皆様に深く感謝いたしま
す。今後も学会や研究会に積極的に参加して、最先
端の研究を学び、自らの研究に生かしていきたいと
思っています。

渡辺　　宝医科学専攻修士課程２年日本医用画像工学学術大会奨励賞受賞

開発した検出器
で放射線を測定
している様子

（福島市）

研究会にて
（宮崎県青島）開発した検出器で放射線を可視化
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Junior College of Heaith and Hygienic Sciences

Kitasato Nursing School

　私たちは、各班に分かれての給食経営管理論実習
を通して、献立作成から給食提供までの流れについ
て学びました。
　献立作成については、栄養価、味の組み合わせ、
調理方式、価格、季節感など様々な視点を考慮し、
作成しました。また各班、工夫を凝らしながら食券
やポスターを作成し宣伝しました。実際に給食を提
供し、お客さんから貴重な意見をたくさん頂きまし

た。おいしい給食は残食率も少なく数値に顕著に表
れることから、大変な作業の中でも給食を提供する
という一連の流れにとてもやりがいを感じました。
　今回の実習を通して、あらためて班で協力して一
つのものを作り上げていくことの大切さを再確認で
きたと思います。どの班もアイデアあふれる献立で
あり学ぶことも多く、有意義な実習となりました。

　私たちは入学してまだ日も浅い夏に、長野県の野
尻キャンプ場でキャンプを行いました。初めは虫の
数の多さに悲鳴を上げる学生もいましたが、１泊も
すると自力で虫に対処しており、女性のたくましさを
感じました。
　また、自然の中でカヌーやアーチェリーなど様々
なレクリエーションを体験しクラス全体の親睦を深

めることができました。
　大変なことも多かったキャンプですが乗り越える
ことができ、大きな自信につながりました。テストや
実習などで大変な時もクラス全員で協力し支え合っ
て、看護師という目標に向かって努力していきたい
と思います。

保
健
衛
生
専
門
学
院

看
護
専
門
学
校

辻川愛佑美

岩崎　　猛

管理栄養科３年

看護学科２年

給食経営管理論実習を行いました

みんなでキャンプ！

授業風景

初めてのアーチェリー

提供した給食（クリスマス献立「サンタの厨房」）

元気いっぱいみんな集合！
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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

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も行っ
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、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」という姿勢も常に
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。
上記はその一部です。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。
◦�朝食を抜くことはせず、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、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。

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

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。
◦�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

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。

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

4

喫煙は絶対しないこと
◦�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。
◦�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

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。
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健康管理センター保健室利用について
相模原キャンパス健康管理センター保健室

では、学生の皆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。

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） 場所
病院２号館１階
北里大学ホームペー
ジまたは各学部の掲
示をご参照ください電話 042-778-7607

健康管理センターでは医師・保健師が、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は、市販
薬での対応などや、けがをした時には応急処置を行っていま
す。但し同じ病気やけが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、健康保険証を必ず携
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・ライフスポーツ
等に必要です。健康診断を受けていないと証明書発行ができ

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麻疹・風疹・水痘・
流行性耳下腺炎のワクチン接種や、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、

接種日を必ず確認してください。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※1」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
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

健康診断結果に基づいて、内科医師による循環器・呼吸器・
消化器・腎臓・内分泌代謝等の専門分野に関連した健康相談
や、精神科医師によるメンタル面の健康相談を行っています。

担当医師により校医相談日が決まっていますので、健康相談
ご希望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）

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

※１　家族と離れて生活する学生さんで個人カード形式の保険証がない場合は、遠隔地被保険証が必要です。
　　　必ず各健康保険や自治体から取り寄せてください。不明な点は学部事務室（学生課）に問い合わせてください。
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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
◦ベッドでの休養

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、発熱や筋肉痛など症状の始まっ
た日の翌日から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、健康管理センター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、発熱を伴う嘔吐・下痢は、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。体調不良時にはまず、
健康管理センターへご報告ください。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

学生の皆さんへのお願い

学生の皆さんが、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には、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。

急な体調不良に備えて、体温計は必ず準備してください！
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健康管理センター

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）
◦第１・３・５土曜日……9：00～12：30
＊土曜日に限り、完全予約制です。予約がない場合は閉室とさせて頂きます。

◦�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。
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 智夫　■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　智夫 大学で学び社会で働くことを考える
（オリエンテーションを含む）

本科目のオリエンテーションを行った後に、社会人として求められる資質は何か、その資質を身に着ける
ためにどのような学生生活を送るべきかについて考える。

2 上田　晶美 コミュニケーション力アップの
ために

大学生活のスタートにあたって、コミュニケーション力を見直します。コミュニケーション力は単なる「お
しゃべり力」ではありません。

3 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のか。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、自ら描く人
生をどのように掴み取っていくのか考える。

4 高井　伸二 自分に合った仕事があるという
幻想：適職診断の功罪

あなたに合った理想の仕事はない。華やかでやりがいのある仕事に思えても、実状は意外と地味でハード
だったりする。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。

5 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。

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 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。

8 赤星　　透 仕事を通じた人との出会いや
海外経験が人生を豊かにする

人は仕事をする中で多くの人々と出会い、様々な経験を重ねて行く。人生には喜びも悲しみもあるが、接
触的に前向きに経験することが人としての成長を促す。

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 高橋香代子 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）として働く講師の経
験を聞き、学生それぞれの生活とキャリアプランを考える。

13 元村有希子 聴く・話す・書く　～コミュニケー
ションっておもしろい

事件記者、化学記者、そしてテレビやSNSを使った活動へと範囲を広げてきた経験を振り返りながら、「こ
とば」の持つ可能性と重要性をお話しします。

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　智夫 授業内容の再確認 全ての授業を受講した上で、自身の性格・適性を考えて人生設計を立てるとともに、これからの学生生活
をどのように過ごしたら良いのか、友人と一緒に考える。
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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。秋・冬期に実施される事も増え、年間を通じて行われています。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26年度のインターンシップ応募先  ◆
〔官  公  庁〕 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、神奈川県庁、都庁、港区、横浜市、茨城県庁、長野県庁、広島市
〔企業、その他〕 エイツーヘルスケア（株）、神奈川県環境インターシップ（生活協同組合等）、東北農政局、横浜国立大学
 原子力開発機構　他
 ＊この他にも、個人応募で参加したインターンシップ先企業が、たくさんあります。

★  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

さらに！
大学HP（進路・就職）から
詳しく知ることができます！
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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！

○ 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】

【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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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

【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
E-MAIL. syusyoku@kitasato-u.ac.jp

就職センター内

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 （H27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
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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27年度）」 

http://www.kitasato-u.ac.jp/20110311/n20141031_65.html

北里大学が実施している奨学金制度

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25名程度 給付金額 原則学費年額の1/2相当額
（医学部生は学費年額の1/3相当額）

●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［平成 26年度実績］※平成 27年 5月中旬に最終決定いたします。
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。
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学部設置の奨学金制度

学外奨学金

●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・東病院
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。
※今年度の日本学生支援機構説明会は終了いたしました。

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27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。

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、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＞

・�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。



24 Sophia kai Ergon / No.218

薬学科	 石　黒　友　紀
	 上　田　絢　子
	 小　形　香　織
	 橋　本　亜　耶
	 山　岸　優　真
生命創薬科学科	 小　山　朋　子

物理学科	 戸　成　　　健
化学科	 大　村　幸　平
	 滋　野　直　樹
生物科学科	 西　沢　太　朗

臨床検査技師養成科	 上　條　瑞　生
	 寺　井　有　理
管理栄養科	 島　川　由　衣
	 松　田　　　悠
保健看護科	 井　口　杏　奈
	 清　水　菜々子

健康科学科	 小　森　春　香
医療検査学科	 小　林　礼　佳
	 鍋　谷　ももこ

医療工学科
　臨床工学専攻	 平　　　悠　也
　診療放射線技術科学専攻	 佐　野　　　旭

リハビリテーション学科

　理学療法学専攻	 松　田　理佐子
　作業療法学専攻	 横　山　友香子
　言語聴覚療法学専攻	 伏　見　友貴恵
　視覚機能療法学専攻	 山　川　千　佳

獣医学科	 酒　居　幸　生
	 深　沢　英　恵
動物資源科学科	 井　上　千　佳
	 藤　　　博　貴
生物環境科学科	 熊　坂　理　紗
	 成　岡　正　基

医学科	 片　山　智　也
	 早　川　秀　輝

看護学科	 荒　井　彩也香
	 佐　藤　絢　夏 看護学科	 砂　生　真　美

海洋生命科学科	 松　田　絵　里
	 松　永　亮　平
	 山　口　杏　奈

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26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27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　佐藤　　遼
下川　大地
中村　友美
濱口　友里
藤本　梨佳

３年　芦沢　夏鈴
大森　彩加
小此木闘也
米谷　美里
月岡　理沙

４年　臼井　　恵
白津　和慶
田中　美帆
西村　淳美
松島　由佳

５年　山𥔎　隆也
鈴木　志保
髙﨑　理子
牧野　宏美
山本ありさ

■生命創薬科学科
　２年　滝澤ひろみ
　３年　本城　綾香
　４年　平島　梨夏

獣医学部
■獣医学科

　２年　安藤　由貴
江川　萌美

　３年　五島　　真
佐倉　由美

　４年　有田　真士
相良　鮎美

　５年　尾上　友梨
中島　千景

　６年　大谷　紘資
島津　太一

■動物資源科学科
２年　猪股みなみ

西田　香苗
３年　須原　美夏

中藪　初音

４年　齊藤　厚子
大楽　美奈

■生物環境科学科
２年　三枝　千紘

中里　友季
３年　阿部真梨乃

有坂　　萌
４年　佐野　雅広

中島ひかり

医学部
■医学科

２年　棚元　なな
能野　志芳

３年　川島侑希子
白井　杏子

４年　朝倉　啓友
髙橋かおり

５年　久代　聖子
桑鶴　良季

６年　酒井　希天
並木　萌子

海洋生命科学部
■海洋生命科学科

２年　梅川百合子
金井田將裕
福本　大智

３年　大久保和範
窪田　　梓
呉　　青逸

４年　今井　智章
栗生　彩衣
増田　彩乃

看護学部
■看護学科

２年　池田　佳代
山本　香穂

３年　丸山　千遥
木屋　晴香

４年　市川　雅子
藤原　愛実

理学部
■物理学科

２年　森　　　遥
３年　加藤　卓実
４年　萱沼　美幸

■化学科
２年　大谷　初季

望月　杏莉
３年　長谷川一途

谷津　大気
４年　清水　佑樹

吉澤　　亮
■生物科学科

２年　浅野　朱里
鵜野　愛美

３年　伊藤　駿瑛
間明田美保

４年　岡安　春佳

医療衛生学部
■健康科学科

２年　小松　　明

３年　増田　奈南
４年　山田　祐華

■医療検査学科
２年　有地　志帆

越後　柚子
３年　杉山　美咲

若菜　愛澄
４年　大日方友理

坪井　智子
■医療工学科
　臨床工学専攻

２年　稲上咲紀乃
３年　笠原　新平
４年　木下　あゆ

　診療放射線技術科学専攻
２年　渡邊　風馬
３年　藤野　修也
４年　髙林　加織

■リハビリテーション学科
　理学療法学専攻

２年　内田　翔太
３年　山田隆一郎

４年　由田　紀美
　作業療法学専攻

２年　坂村あゆみ
３年　鈴島満里奈
４年　芳賀　美咲

　言語聴覚療法学専攻
２年　永野　亜依
３年　鈴木　希未
４年　岡野　真帆

　視覚機能療法学専攻
２年　高原　由衣
３年　河野沙耶佳
４年　舟木　若奈

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　宮嶋　夏実
　　　吉田　淳史
３年　小山　真史
　　　中島　悠樹

■管理栄養科
２年　田中つかさ
３年　西澤　伸幸
　　　藤田　知花

　４年　久保田愛美
　　　佐藤　千紘

■保健看護科
２年　富山　希穂

堀　　紗静
３年　和久井幸奈

渡辺みどり
４年　風間　愛美

上林　穂未

■看護学科
２年　関口久瑠実 ３年　羽生田　悠

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。
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平成27年度クラス主任等一覧　◎…クラス主任　▽…チューター　○…班担当

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 長光　　亨
３年 学年主任 教　授 志鷹真由子
４年 学年主任 教　授 岡田　信彦
５年 学年主任 教　授 牧野　一石
６年 学年主任 教　授 吉山　友二
 ▽ 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

獣医学部
■獣医学科
２年 ◎ 教　授 渡辺　大作
３年 ◎ 教　授 上野　俊治
４年 ◎ 教　授 佐藤　久聡
５年 ◎ 教　授 坂口　　実
６年 ◎ 教　授 小山田敏文
4年後期～6年 ▽ 教　授 汾陽　光盛
 ▽ 教　授 山脇　英之
 ▽ 教　授 中村　和市
 ▽ 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 工藤　　上
 ▽ 教　授 渡辺　大作
 ▽ 教　授 坂口　　実
 ▽ 教　授 伊藤　直之
 ▽ 教　授 佐近允　巌
 ▽ 教　授 岡野　昇三
 ▽ 教　授 夏堀　雅宏
■動物資源科学科
２年 ◎ 教　授 久保田浩司
 ◎ 准教授 松浦　晶久
３年 ◎ 教　授 黒瀬　陽平

 ◎ 准教授 山﨑　　淳
４年 ◎ 教　授 有原　圭三
 ◎ 准教授 東　　善行
■生物環境科学科
２年 ◎ 准教授 皆川　秀夫
 ◎ 講　師 落合　博之
３年 ◎ 教　授 進藤　順治
 ◎ 講　師 岡田あゆみ
４年 ◎ 教　授 杉浦　俊弘
 ◎ 講　師 柿野　　亘

医学部
１年 学年主任 教　授 村雲　芳樹
 Ａ◎ 准教授 角田　正史
 Ｂ◎ 講　師 天野　英樹
 Ｃ◎ 講　師 一戸　昌明
 Ｄ◎ 講　師 竹内恵美子
２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
３年 学年主任 教　授 坂本　尚登
 Ａ◎ 診療准教授 松本　和将
 Ｂ◎ 診療准教授 今泉　　弘
 Ｃ◎ 講　師 青山　東五
 Ｄ◎ 講　師 平田　光博
４年 学年主任 教　授 髙相　晶士
 Ａ◎ 准教授 加藤　里絵
 Ｂ◎ 准教授 井上　　玄
 Ｃ◎ 講　師 佐藤　武郎
 Ｄ◎ 講　師 日高　　央
５年 学年主任 教　授 恩田　貴志
 Ａ◎ 診療准教授 谷野　裕一
 Ｂ◎ 講　師 岩瀬　春子
 Ｃ◎ 講　師 塩見　　和
 Ｄ◎ 講　師 宮本　俊輔
６年 学年主任 教　授 宮地　　鑑
 Ａ◎ 准教授 竹内　康雄
 Ｂ◎ 准教授 北村　　律
 Ｃ◎ 講　師 戸田　雅也
 Ｄ◎ 診療准教授 竹内　一郎

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 千葉　洋明
 Ｂ 准教授 中村　　修
 Ｃ 准教授 林﨑　健一
 Ｄ 准教授 小檜山篤志
 Ｅ 講　師 筒井　繁行
 Ｆ 講　師 天野　春菜
２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
３年次生クラス主任
 Ａ 准教授 小瀧　裕一
 Ｂ 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
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 堀　　良子
 Ａ1◎ 講　師 菅原　峰子
 Ａ2◎ 助　教 八木　街子
 Ｂ1◎ 講　師 辻　佐恵子
 Ｂ2◎ 講　師 吉田　直子
２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
３年 学年主任 教　授 眞茅みゆき
 Ａ1◎ 准教授 中山　栄純
 Ａ2◎ 助　教 熊田奈津紀
 Ｂ1◎ 准教授 香取　洋子
 Ｂ2◎ 助　教 石井美智子
４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

一般教育部
■獣医学科
連絡担当教員 教　授 伊藤　直之
 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 講　師 桃沢　健二
  講　師 山本　裕司
 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 教　授 丹治　　肇
  准教授 馬場　光久
 Ａ◎ 教　授 中村　和生
 Ｂ◎ 准教授 赤澤とし子
 Ｃ◎ 教　授 北川　　淳
 Ｄ◎ 准教授 福田　　宏
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※…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。

理学部
■物理学科
1・2・3・4年　▽ 教　授 吉國　裕三
　　　　　   ▽ 教　授 川崎　健夫
　　　　　   ▽ 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
　　　　　   ▽ 准教授 寺林　隆志
　　　　　   ▽ 講　師 南　　英之
　　　　　   ▽ 講　師 犬井　　洋
　　　　　   ▽ 講　師 長谷川真士
■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 関田　洋一
　　　　　   ▽ 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◎ 教　授 太田　久吉
 Ｂ◎ 講　師 深瀬　裕子
２年 Ａ◎ 講　師 大場　謙一
 Ｂ◎ 助　教 片桐　裕史
３年 Ａ◎ 准教授 井上　大介
 Ｂ◎ 教　授 山内　　博
４年 ◎ 准教授 村山　憲男
 ○ 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 佐藤　雄一
 Ａ2◎ 講　師 佐藤　隆司

 Ｂ1◎ 講　師 土屋　紅緒
 Ｂ2◎ 講　師 太田　悦朗
２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◎ 講　師 長塩　　亮
３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
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
 ○ 教　授 門谷　裕一
 ○ 教　授 石橋　　仁
 ○ 教　授 市川　尊文
 ○ 准教授 小島　史章
 ○ 准教授 丸山　弘子
■医療工学科
●臨床工学専攻
１年 ◎ 准教授 氏平　政伸
２年 ◎ 教　授 熊谷　　寛
３年 ◎ 助　教 小林こず恵
４年 ◎ 教　授 鶴田　陽和
●診療放射線技術科学専攻
１年 Ａ◎ 教　授 五味　　勉
 Ｂ◎ 講　師 坂口　和也
 Ｃ◎ 助　教 原　　秀剛
２年 Ａ◎ 教　授 梅田　德男
 Ｂ◎ 講　師 後藤　政実
 Ｃ◎ 講　師 村石　　浩
３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
４年 Ａ◎ 教　授 長谷川智之
 Ｂ◎ 講　師 鍵谷　　豪
■リハビリテーション学科
●理学療法学専攻
１年 Ａ◎ 講　師 木村　雅彦
 Ｂ◎ 教　授 松永　篤彦
２年 Ａ◎ 准教授 東條美奈子
 Ｂ◎ 講　師 横山美佐子
３年 ◎ 講　師 坂本　美喜
４年 ◎ 講　師 渡邊　裕之
●作業療法学専攻
１年 ◎ 講　師 高橋香代子
２年 ◎ 講　師 幅田　智也
３年 ◎ 講　師 渡邉　　誠
４年 ◎ 講　師 坂本　豊美
●言語聴覚療法学専攻
１年 ◎ 准教授 東川　麻里
２年 ◎ 講　師 鈴木　恵子

３年 ◎ 講　師 原　　由紀
４年 ◎ 教　授 石坂　郁代
●視覚機能療法学専攻
１年 ◎ 講　師 伊藤美沙絵
２年 ◎ 教　授 庄司　信行
３年 ◎ 講　師 榊原　七重
４年 ◎ 教　授 石川　　均

保健衛生専門学院
■臨床検査技師養成科
１年 ◎  笹岡　悠一
 ◎  小菅　優子
２年 ◎  竹内　法子
 ◎  山口　聖子
３年 ◎  小林　浩二
 ◎  木村　　明
■管理栄養科
１年 ◎  岡山　和代
 ◎  浅田　祐一
２年 ◎  岩本　直樹
 ◎  小林　祥子
３年 ◎  佐久間直美
 ◎  小林　健司
４年 ◎  長谷川美代
 ◎  鈴木　寛之
■保健看護科
１年 ◎  木竜理恵子
 ◎  星　　翔子
２年 ◎  木田　洋子
 ◎  藤田　　勇
３年 ◎  野上　聡子
 ◎  篠田　浩子
４年 ◎  原澤由美子
 ◎  南雲　陽子
■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 ◎  金子　雅子
３年 ◎  福島　美枝
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平成27年度
「オール北里チーム医療演習」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27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。

　詳しい開催報告については、次号にて掲載します。

【実施プログラムの概要】

期　　間：平成27年４月30日（木）～５月１日（金）

場　　所：相模原キャンパス

出 席 者：約1,200名

対象学生：��薬学部�６年、医学部�５年、看護学部�４年、

医療衛生学部�４年�（理学療法学専攻、作業

療法学専攻、言語聴覚療法学専攻、健康科学科は３

年）、保健衛生専門学院�４年（管理栄養科・保健看護

科４年、臨床検査技師養成科3年、臨床工学専攻科

1年）、看護専門学校�３年

平成27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～
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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、通学時の安全確保と地域の交通安全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、運行概要は以下のとおりです。

＊授業開講状況により変更することがあります

平成27年４月１日（水）～７月31日（金）【除く：土日祝祭日、春・夏・冬期休暇】

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 12

8：15 １

9：30 6

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）
相模大野駅 　　　　　　

10：45，11：15，13：15 各１

14：45 2

16：20～17：00 7

17：15，17：30，17：45 各１

18：00～18：30 5

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。学生証不携帯の場合は乗車できません）

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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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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私のお奨めの本 お奨めの本を、
教職員からご紹介します。

　主人公は、高学歴なのに収入が不安定な著者の父（貧乏父

さん）と、著者の親友の父親で13歳のとき学校を中退した

億万長者（金持ち父さん）の２人の主張を対比し、幼少の頃

の著者の視点で話が進んでいく。「貧乏父さん」は常に金銭

問題に悩まされ、ついには家庭生活崩壊の窮地に立たされる。

一方「金持ち父さん」はそれと全く別の対照的な人生を謳歌

する。二人とも魅力的で周りに影響力を持つ存在であり、教

育が大切という点では二人とも共通していたが、著者に勉強

を進める対象が異なっていた。貧乏父さんは「学校で一生懸

命勉強し、いい大学を卒業して、いい仕事につき、できるだ

け多くのお金を稼ぐために働く。」ために弁護士などの専門職

に就くか、MBAを取得するために大学院に入ることを奨め、

金持ち父さんは「金持ちになるために学ぶ。」つまり、お金が

どのように働くを理解し、お金のために働くのではなくお金

を自分のために働かせるにはどうしたらよいかを学ぶことを

奨めた。当初、筆者は主張の違う２人の大人の言うことに戸

惑ったが、話を聞く中でお金に関することについては金持ち

お父さんの言う事を聞くことに決める。

　この本は、2000年に出版されて以降、世界的なベストセラー

となっている。内容的には自らがビジネス展開する上で何が

重要かが記されている。特にキャッシュフローに関する話は

興味深かった。しかし、地道に働くこと否定し、ビジネスオー

ナーや投資家になり不労所得を得ることのみが多くのお金を

得て幸せになるといったような極端な主張も見られる。

　読み進めるうちに普段使っている「お金」についての価値

観や使い方、また「働く」ということについて考えるきっか

けになるような１冊です。

金持ち父さん貧乏父さん
（改訂版）

ロバート・キヨサキ��著
白根　美保子��訳
筑摩書房 橋本 哲平

教職員から

医学部事務室

写真部員作品　　　　　　　　　　　　　撮影者：北里会文化会写真部　吉川　亮
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平成26年９月１日（月）より
大学・病院含む、すべての
大学構内が『禁煙』です。
ご理解とご協力をお願いいたします。

理事長・学長

お知らせ

入学式
全学部・研究科・学府  ４月 ５日 （日）
保健衛生専門学校  ４月 ８日 （水）
看護専門学校  ４月 ７日 （火）

開校記念日  ４月 20日 （月）→４月30日（木）に振替
 ※看護専門学校は5月7日（木）   ※オール北里チーム医療演習参加学生を除く

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

球技大会・体育祭
新潟キャンパス  ５月 28日 （木）  ～５月29日（金）
相模原キャンパス  ６月 ７日 （日） 14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）  ６月 26日 （金） ～27日 （土）
紅葉祭（十和田キャンパス）  10月 10日 （土） ～11日 （日）
白金祭（白金キャンパス）  10月 31日 （土） ～11月１日（日）
魚沼祭（新潟キャンパス）  10月 24日 （土） ～25日 （日）
北里祭（相模原キャンパス）  11月 ６日 （金） ～11月８日（日） ※11月6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28年３月23日（水）

獣医学部・獣医学研究科 平成28年３月10日（木）

卒業証書授与式
保健衛生専門学院 平成28年３月16日（水）
看護専門学校 平成28年３月11日（金）

平
成
27
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。


