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No.219 LINE UP−−球技大会号の主な内容

P.2	 球技大会・体育祭… ………相模原キャンパス、新潟キャンパス、十和田キャンパス

P.10	 課外活動報告… ……………平成27年度北里会団体一覧・平成26年度北里会決算報告 
第26回北里大学同窓会準会員課外活動奨励団体紹介

P.13… インフォメーション… ……平成27年度「オール北里チーム医療演習」報告／平成27年度各種国家試験結果 
スクールバスの運行／自転車通学マナー

P.17… 私のお奨めの本… …………［教職員］教学センター事務室学生課　佐々木　愛美 
［学　生］体育会学生委員　理学部３年　東別府　真
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6/7㊐
6/14㊐

SAGAMIHARA
第53回 北里大学球技大会

　第53回北里大学球技大会実行委員会委員長の朝山雄貴です。
　６月７日と14日との２週にわたる今年度の球技大会も天候が危ぶまれていましたが、何とか天候にも恵まれ、
実行委員の頑張りもあって、無事に両日ともに開催出来たことを喜ばしく思います。
　第53回球技大会のテーマは「Once・a・Ball・a・Time～kitasato special edition～」としました。これは、

「once」の一度という意味から、この一度しかない球技大会にかけ、このひと時という意味を「Time」にこめ、
この一度きりの時間を楽しんでもらいたいと思い名前をつけました。
　当日は、ソフトボールやミニサッカー、バレーボールなどのメインの企画以外にも、マシュマロキャッチやキッ
クボーリングなどのミニ企画も大変盛り上がり、北里大学の２大行事のひとつの球技大会に委員長として関わり、
無事終える事が出来て私自身感無量です。
　今年もこうして球技大会が開催できたことに、顧問の先生方、惜しみない協力を頂いた各部活の方々、教学セ
ンターの皆さん、そして球技大会実行委員のみんなには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござい
ました。
　そして球技大会に参加して下さった参加者の皆さん、参加していただき誠にありがとうございました。来年も
是非参加して下さい。

実行委員長　医療衛生学部３年　朝山　雄貴
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キックボーリング 障害物レース　人生山あり谷あり THE　スリッ波　梅雨の陣

ミニ企画

SAGAMIHARA
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5/28㊍
5/29㊎

NIIGATA
第34回 新潟キャンパス体育祭

　新潟キャンパスでは、５月28日・29日の二日間に体育祭が開催されました。
　体育祭は学年、学科、クラスを超えて、普段の学校生活では接することのできない方とスポーツを通じて、交
流を深めることが出来ます。前年度の11種目から今年は7種目と競技種目を減らした分、今年はひとつの種目に
対する学生一人一人の情熱が強かったように感じました。体育祭数週間前から練習していた学生達の熱意が通じ
たのか、体育祭当日は、見事に両日とも晴天に恵まれました。暑すぎるほどでしたが、事前に準備していた飲料
水や塩等、熱中症対策の効果もあり、無事に二日間を終えることができました。見事に総合優勝をした管理栄養
科３年Aクラスはキックベース、バスケ等で好成績を収め、他クラスを寄せ付けない圧倒的な強さで優勝しました。
今年度は種目を減らしたにもかかわらず、２日目のスケジュール進行が遅れてしまい、体育祭後のごみの処理な
ど体育祭実行委員としては課題が残る結果となってしまいました。来年は自分達にとって最後の体育祭となるの
で今年の反省を生かし、さらに充実した体育祭を行えるよう上級生全員で、引っ張っていきつつ、今年達成でき
なかった総合優勝を果たせるように頑張りたいと思います。

体育祭実行委員長　保健看護科２年　中村　龍星
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8 Sophia kai Ergon / No.219

6/20㊏
6/21㊐

TOWADA
平成27年度 体育会主催球技大会

　体育会主催の平成27年度球技大会が、６月20日（土）及び21日（日）の２日間にわたって行われました。
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みんなと楽しく試合ができてよかったです。
優勝できて最高です！

2Vの団結力と勢いだけで勝ち上がりました！
みんな、愛してる。

　今回は元気と声だけはどこにも負けないように、ガチ
で頑張った結果、3位に入賞することができました。
　アメリカンデーと被ってて行けなかったけど、アメリ
カンデーより楽しかったです。

１位　硬式野球

２位　2Vチーム

３位　ハンショク



10 Sophia kai Ergon / No.219

●会　　　　長　松谷　伸二
●副 　 会 　 長　天野　勝文
　　　　　　　　高平　尚伸
　　　　　　　　平田　光博
●会計監査委員　久保　　誠

団体名 部長名
硬式庭球部 高平　尚伸
卓球部 犬井　　洋
山岳部 丸山　弘子
サッカー部 石井　直仁
排球部 土屋　敬広
スキー部 鈴木　立俊
剣道部 小久保謙一
躰道部 久保　　誠
野球部 筒井　繁行
少林寺拳法部 熊谷　雄治
ヨット部 小林　清典
弓道部 太田　久吉
陸上競技部 平田　光博
ゴルフ部 岩村　正嗣
柔道部 内山　勝文
ラグビー部 石川　　均
バスケットボール部 横山　雄彦
馬術部 原　　秀剛
ハンドボール部 緒形　雅則
アメリカンフットボール部 片桐　真人
バドミントン部 松谷　伸二
チアリーディング部 鶴田　陽和
水泳部 天野　勝文
車椅子バスケットボール部 幅田　智也
ダンス部 平井　清子
ライフセービング部 伊藤　道彦
ソフトテニス部 小檜山篤志
アルティメット部 筒井　繁行
アイスホッケー部 小野　高志

会長　東原　正明

体育会
団体名 部長名

馬術部 赤星　　透
スキー部 鈴木　立俊
サッカー部 小泉和三郎
ウィンドサーフィン部 福島　健介
準硬式野球部 髙須　　博
アメリカンフットボール部 服部　　潤
ボート部 村田晃一郎
卓球部 村雲　芳樹
剣道部 岩瀬　　大
硬式庭球部 守屋　利佳
バスケットボール部 早川　和重
ゴルフ部 岩村　正嗣
水泳部 宮地　英雄
バドミントン部 田邉　　聡
バレーボール部 佐藤　之俊
柔道部 内山　勝文

文化会
団体名 部長名

潜水医学研究会 武田　　啓
医学英語の会 神應　知道
東洋医学研究会 奥富　俊之
ぬいぐるみ病院同好会 佐藤　俊哉
医学展示研究会 河原　克雅
囲碁将棋同好会 渋谷　明隆

会長　菅野　信弘

体育・文化会
団体名 部長名

潜水部 朝日田　卓
北里三陸湧昇龍部 小瀧　裕一
ダンス部 菅野　信弘
ソフトボール同好会 天野　勝文
バレーボール同好会 佐藤　　繁
海洋音楽部 山田雄一郎
将棋部 水澤　寛太
ビーチコーミング同好会 三宅　裕志
料理愛好会 森山　俊介
Bowiendサークル（ボランティア） 阿見彌典子
漁火サークル 森山　俊介

会長　髙井　伸二

体育会
団体名 部長名

サッカー部 朴　　天鎬
空手道部 荒尾　貞一
スキー部 落合　博之
馬術部 松浦　晶央
自動車部 小山田敏文
剣道部 柏本　孝茂
躰道部 東　　善行
少林寺拳法部 胡　　東良
排球部 田中　勝千
卓球部 柿崎　竹彦
弓道部 久保田浩司
陸上競技部 久留主志朗
ラグビー部 佐々木宣哉
硬式野球部 折野　宏一
バスケットボール部 菊池　元宏
柔道部 橋本　　統
軟式野球部 小倉　匡俊
バドミントン部 吉川　泰永
水泳部 谷口　和美
極真空手道部 山本　裕司
アメリカンフットボール部 進藤　順治
合気道部 和田　成一
ビリヤード部 角田　　勤
ボウガン部 有原　圭三
ハンドボール部 宝達　　勉
スキューバダイビング同好会 桃沢　健二
ゴルフ同好会 鎌田　　亮
ソフトボール同好会 汾陽　光盛
Ｋ.Ｄ.Ｃ（kitasato Dance Crew）同好会 馬場　光久
横のりism 愛好会 山脇　英之
フットサル愛好会 畑井　　仁
ボクシング愛好会 杉山　真言
山岳愛好会 鈴木由美子
フライングディスク愛好会 垣内　一恵
硬式庭球部 岡村　雅史
ヨット部 伊藤　直之

文化会
団体名 部長名

音楽部 吉岡　一機
茶道部 岡田あゆみ
写真部 工藤　　上
美術部 金井　一亨
フォークソング部 佐藤　久聡
自然界部 杉浦　俊弘
交響楽団部 三浦　　弘
ESS部 皆川　秀夫
ジャグリング部 長利　　洋
吹奏楽団部 山﨑　　淳
ギター部 田邊　太志
漫画研究会部 高野　友美
あしたぼの会同好会 寺島　涼太
北釣生物同好会 向井　孝夫
アウトドアクラブ同好会 左近允　巌
落語研究会同好会 柿野　　亘
天文同好会 眞家　永光
牛愛好会 岡田　宗善
北里しっぽの会愛好会 筏井　宏実
園芸愛好会 渡辺　大作
手話愛好会 佐々田比呂志
演劇同好会 星　　史雄
合唱愛好会 大畑　素子
日本獣医学生協会愛好会 岩井　聡美

●会　　　　長　福田　達男
●副 　 会 　 長　秋田　久直
　　　　　　　　新井　陽子
　　　　　　　　滝本　博明
　　　　　　　　和治元義博
●会計監査委員　伊藤　真吾

団体名 部長名
アウトドアクラブ 松尾　純孝
あしたぼの会 渡邉　　誠
アニメーション研究会 鍵谷　　豪
E.S.S. 黒澤　麻美
演劇部 新井　陽子
化学研究部 須貝　昭彦
合唱部 福田　達男
奇術部 金本　明彦
ギター部 滝本　博明
K.F.C. 鉢村　和男
交響楽団 河原　克雅
茶道部 秋田　久直
シネマ研究会 伊藤　真吾
写真部 木村　　透
ジャグリングクラブ 和治元義博
手話部 鈴木　恵子
吹奏楽部 山村　滋典
生物部 坂田　　剛
天文研究会 赤澤とし子
N.C.O. 野村　廣之
ぬいぐるみ病院 佐藤　俊哉
のりもの研究会 門谷　裕一
ハンドベルクワイヤ 守田　憲崇
美術部 稲田　妙子
病院奉仕団 釼持　　学
B.H.C. 中村　文紀
北釣会 中村　　修
R.H.C. 伊藤　道彦
和装部 伊藤　道彦
海外ボランティア部（zeplu+) D.L.ブルックス

体 育 会 獣医学部北里会文 化 会

平成27年度 北里会団体一覧　　北里会会長　小林　弘祐

医学部北里会 海洋生命科学部北里会
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薬学部北里会

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

保健衛生専門学院北里会

平成26年度 北里会 決算報告書

会長　伊藤　智夫
団体名 部長名

漢方研究会 佐藤　龍洋
薬理研究会 森　　麻美
微生物研究会 岡田　信彦
ウィンドサーフィン部 中原　　努
フットサル部 西野　貴司
水泳部 白畑　辰弥
茶道同好会 伊藤　雅洋
白金ぬいぐるみ病院同好会 清野　正子
写真同好会 坂本　　光

会長　石原　和彦
団体名 部長名

水泳部 今泉菜津美
卓球部 明地由紀子
男子フットサル部 岩本　直樹
女子フットサル部 岩本　直樹
テニス部 山内　智晴
バスケットボール部 藤田　　勇
バドミントン部 木村　　明
バレーボール部 五十嵐康之
フラダンス部 明地由紀子
陸上競技部 岩本　直樹
キャッチボール部 小林　浩二
アウトドア部 石井　　大
園芸部 山口　聖子
軽音楽部 鷹津　秋生
茶道部 駒形三和子
手芸部 小林　祥子
吹奏楽部 小林　浩二
手話部 竹内　法子
アカペラサークル 小杉日登美
文化交流サークル 小林　健司

会長　島袋　香子
団体名 部長名

バドミントン部 シェザード樽塚まち子
バレーボール部 中山　栄純
winK♡ 熊谷　奈穂

会長　真崎　康博
団体名 部長名

Physics部 吉國　裕三
生物研究会 片桐　晃子
バドミントン部 長谷川真士

会長　北里　英郎
団体名 部長名

QQ＜救急＞クラブ 氏平　政伸
Diving Club 馬渕　清資
軟式野球部 岩下　正人

平成26年度北里会中央会費　収支決算報告
自　平成26年4月1日～至　平成27年3月31日

収　　　入 支　　　出
項　　　目 金　 額（円） 項　　　目 金　 額（円）

前年度繰越支払資金 47,408,443 活動費 16,000,000
会費収入（6,625名） 19,875,000 体育会活動費 （8,000,000） 
受取利息 8,281 文化会活動費 （8,000,000）

0 次年度繰越支払資金 51,291,724
合　　　計 67,291,724 合　　　計 67,291,724 

獣医学部の2年生以上の中央会費は会則10条第3項により、獣医学部北里会活動費に組み入れら
れるため、本決算から除いてあります。

平成26年度体育会　収支決算報告
体育会会長　松谷　伸二

このことについて下記の通り報告いたします。
記

自　平成26年4月1日～至　平成27年3月31日
収　　　入 支　　　出

項　　　目 金　 額（円） 項　　　目 金　 額（円）
中央会費収入 8,000,000 文具費支出 35,177
利息収入 344 印刷費支出 69,301
その他の収入（援助金等返金） 271,230 広報費支出 319,626
前年度繰越支払資金 1,090,762 通信交通費支出 64,312

合　　　計 9,362,336 学生会議費支出 96,400
クラブ援助金支出 6,644,351
主幹校援助金支出 140,000
優秀団体・個人表彰費支出 100,000
式典費支出 336,740
用品費支出 95,796
雑費支出 0

小　　　計 7,901,703
次年度繰越支払資金 1,460,633

合　　　計 9,362,336

平成26年度文化会　収支決算報告
文化会会長　福田　達男

このことについて下記の通り報告いたします。
記

自　平成26年4月1日～至　平成27年3月31日
収　　　入 支　　　出

項　　　目 金　 額（円） 項　　　目 金　 額（円）
中央会費収入 8,000,000 文具費支出 84,654
利息収入 220 印刷費支出 467,301
その他の収入（援助金等返金） 78,905 広報費支出 319,626
前年度繰越支払資金 708,938 通信交通費支出 51,479

合　　　計 8,788,063 学生会議費支出 64,800
クラブ援助金支出 6,774,637
式典費支出 521,061
用品費支出 69,660
雑費支出 4,320

小　　　計 8,357,538
次年度繰越支払資金 430,525

合　　　計 8,788,063

会長　藤原　俊朗

登録団体なし

　北里会中央会費ならびに体育会、文化会の収支につきましては、
別表の通り支出されましたので、北里会会則第13条により報告いた
します。なお、体育会、文化会の予算は北里会会則により中央会費
から支出され、それぞれの会の活動費にあてられております。
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第26回北里大学同窓会準会員
課外活動奨励団体紹介

医療衛生学部北里会　DivingClub

看護学部北里会　バドミントン部

獣医学部北里会　あしたぼの会同好会

北里会体育会　柔道部
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平成27年度「オール北里チーム医療演習」
が実施されました
　４月30日（木）・５月１日（金）に相模原キャンパスにおいて「オール北里チーム
医療演習」が開催されました。平成18年以来10回目の開催となります。
　医療技術の高度化・専門化が急速に進んでいること、また疾病構造や人口構造も大

きく変化しつつあることから、医療は複数の医療専門職でカバーしなければなりません。また、医療に対する社会のニーズ
も大きく変化してきており、単に病気を治すばかりではなく、どのように診断・治療が行われるかというプロセスや心理的、
倫理的、社会的な側面も含めた対応が必要になるなど、医療の質が大きく問われています。このように、患者を中心にした
良質の医療を実践するためには、多種類の医療専門職の協働（チーム医療）が不可欠です。
　本学は薬学部、医学部、看護学部、医療衛生学部の医療系４学部およ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下にあり、チーム医療教育に好適な環境下にあります。
　チーム医療演習は、これらの特性を活かし実施されています。学生に他職種の知識・技術、職能等を理解してもらい、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てもらおうという試みです。

【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：学生約1,200名
　　　　 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（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

　　　　教職員142名
　　　　 副学長（チーム医療教育担当）１名、チーム医療教育委員会委員６名、ファシリテータ（学部等教員、チーム医療

演習実行委員を含む）105名、事務系職員30名

【写真で見るチーム医療演習】
１日目
●趣旨説明・話題提供
　 チーム分け、テーマが発表され、実施方法やタイムスケジュー

ルの説明があります。

●�105チームに分かれて各教室に移動します。１チームは約11名の異なる学科・専攻の学
生と１名のファシリテータ（教員）から構成されます。

石井実行委員長

小林学長

薬学部 医学部 看護学部 医療衛生学部 看護専門学校保健衛生
専門学院

I N FORMAT ION
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平成27年各種国家試験結果（新卒）

平成27年 平成26年
国家試験 学部・併設校 受験者数 合格者数 合格率 全国平均 本　学 全国平均

薬剤師 薬学部 259 211 81.5% 63.2% 78.2% 60.8%
獣医師 獣医学部　獣医学科 135 107 79.3% 75.6% 85.6% 81.7%
医　師 医学部 116 109 94.0% 91.2% 96.9% 90.6%

保健師 
看護学部 129 129 100.0% 

99.4%
93.2%

86.5%
保健衛生専門学院　保健看護科 74 72 97.3% 73.8％

助産師 看護学部 6 6 100.0% 99.9% 100.0% 96.9%

看護師 
看護学部 129 127 98.4% 

90.0%
97.4%

89.8%保健衛生専門学院　保健看護科 74 67 90.5% 88.8%
看護専門学校　看護学科 40 38 95.0% 97.4%

臨床検査技師 
薬学部 14 8 57.1% 

82.1%医療衛生学部　医療検査学科 100 100 100.0% 100.0%
81.2%

保健衛生専門学院　臨床検査技師養成科 89 81 91.0% 98.7%
理学療法士 医療衛生学部　理学療法学専攻 38 38 100.0% 82.7% 100.0% 83.7%
作業療法士 医療衛生学部　作業療法学専攻 45 44 97.8% 77.5% 100.0% 86.6%
言語聴覚士 医療衛生学部　言語聴覚療法学専攻 26 26 100.0% 70.9% 96.9% 74.1%
視能訓練士 医療衛生学部　視覚機能療法学専攻 35 35 100.0% 88.9% 93.1% 90.6%

臨床工学技士 
医療衛生学部　臨床工学専攻 49 49 100.0% 

83.2%
95.2%

78.8%
保健衛生専門学院　臨床工学専攻科 28 27 96.4% 96.6%

診療放射線技師 医療衛生学部　診療放射線　技術科学専攻 62 56 90.3% 73.8% 95.6% 76.5%
管理栄養士 保健衛生専門学院　管理栄養科 83 70 84.3% 55.7% 81.4% 48.9%

●チームディスカッション
　 与えられたテーマ①～⑨に取り組みます。

テーマ① 救急医療 心筋梗塞患者の急性期治療
テーマ② 大災害時の医療 大災害時の避難所における医療
テーマ③ 感染 院内感染対策
テーマ④ がん医療 肺がんに対する集学的治療
テーマ⑤ 緩和ケア 末期がん患者の緩和ケア
テーマ⑥ 在宅療養 多発性硬化症の長期在宅療養
テーマ⑦ 高齢者医療 脳梗塞後遺症
テーマ⑧ 生活習慣病 糖尿病と合併症
テーマ⑨ 周産期医療 妊娠高血圧症候群と脳血管障害

２日目
●チームディスカッション・発表準備
　 １日目に引き続き、チームディスカッションを行います。

その内容をパワーポイントを利用して発表用原稿として
まとめます。

●発表会
　 いよいよ２日間にわたるディスカッションの集大成です。

９つのグループに分かれ、発表会を行います。１チームあたり10分間の発表時間が与
えられ、チーム内での役割分担に基づき発表します。ファシリテータ（教員）が評価し、
上位２チームが優秀チームとして表彰されます。

●合同懇親会
　 総合体育館に参加した全学生と教職員が一同に会し、懇親会を開催しました。優秀チー

ムが発表されると、歓声が沸き起こりました。

I N FORMAT ION
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相模原キャンパス
スクールバスの【後期】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27年８月31日（月）～12月25日（金）
【除く：土日祝祭日、春・夏・冬期休暇】

平成28年１月５日（火）～ １月22日（金）

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

9：30～10：00 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）

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

相模大野駅（小田急線）⇔  北里大学

無料（学生証を提示すること）

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

I N FORMAT ION
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I N FORMAT ION

　●大きな声での会話など騒々しくしないこと
　●路線バスには、北里大学病院に通院する方が多数乗車されていますので、
　　お年寄りや具合の悪い方に席を譲ること
　●実習等で接した患者さんや先生の話は絶対にしないこと！

◆◆ 路線バスを利用する場合もマナーにご注意を ！ ◆◆

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

2万円以下の罰金、又は科料

5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

5万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

2万円以下の罰金、又は科料

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

5万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

5万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

禁止事項 罰　　則

【実はこんなに厳しい自転車の交通違反】

《道路交通法違反！》

傘を差しての片手運転

二人乗り運転

酔っ払い運転

夜間の無灯火運転

信号無視

並んで走る

歩行者妨害（歩行者への注意や徐行の怠り）

歩行者に衝突、逃走

一時停止無視違反

故障したまま乗る

歩行者の横を猛スピードですり抜ける

徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る

前の自転車を追い抜く時、左から抜く
イヤホン若しくはヘッドホンの使用
（安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態）

携帯電話、メールをしながらの運転
「携帯電話、メールをしながらの運転」という項目については、これは道路交通法で
定まっているわけではありませんが、安全運転義務違反になると思われます

東門から学外に出て、第二グラウンドとゴルフ場脇の道路や、県道52号線を通行している自転車通学者の中
に、道路交通法に違反して通行している学生が大勢いるとの苦情が寄せられています。
　苦情の内容
　●北里大学生は、大勢で並列走行をしていて危険だ。
　●北里大学生は、道路交通法を守らず、二人乗りをしている。
　●北里大学生は、信号無視をしている。注意しても無視する。
　●北里大学生は、傘差しやイヤホンを使用しながら運転をしていて危ない。
　●北里大学生は、ぶつかっても謝りもしないで走り去った。

×
×

県道52号線信号無視が多い場所▶

これ本当に、北里大学生？？？
悲しいことにこれが事実です。

法令遵
守！！

自転車通学のマナーにご注意を！
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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。

　1908年に出版されて以来、世界中の老若男女に読まれてい

るこの作品は、髪は赤毛で顔はそばかすだらけ、幼いころに

両親を失った後、孤児院で育ったアン（Anne）が、カナダの

プリンスエドワード島アヴォンリーでマシューとマリラとい

う兄妹に引き取られ、２人や心の友との出会い、カナダの豊

かな自然と自身の想像力・行動力に支えられ、一人の女性と

して立派に成長していく姿が生き生きと描かれている。

　私が最初にこの本を読んだのは、小学生の頃だった。その

時は、とにかく元気いっぱいでおてんばのアンに心惹かれ、

それから幾度となく読み返している。

　大人になるにつれ、アンとマシュー・マリラとの出会いと

別れ、心のふれあい、姿は見えずとも伝わる愛情、豊かな表

現力で表されるカナダの美しい自然などに心から感動するよ

うになった。

　そして、「赤毛のアン」を語る上で欠かせないと思っている

のが、著者と訳者の存在である。

著者であるモンゴメリは、カナダのプリンスエドワード島出

身であり、自身の少女時代をアンに投影しているとも言われ

ている。

　また、日本で出版されている「赤毛のアン」で有名な訳者

といえば、連続テレビ小説でも取り上げられた村岡花子であ

る。村岡花子の生涯や「Anne of Green Gables」との出会い

については、彼女の孫である村岡恵理著の「アンのゆりかご」

を読んでみてほしい。

　主人公のアン、L.M.モンゴメリ、村岡花子を眺めてみると、

苦しいなかでも明るさと女性らしいしなやかな強さを湛えて

生きていく様子や、「知りたい」「学びたい」という気持ちに

胸が熱くなる。

　これまでも、そしてこれからも、私にとって「赤毛のアン」

は、前を向いて歩く勇気をもらう作品であり、生涯となりに

寄り添い私を応援してくれる存在である。

　この本と初めに出会ったのは教職課程の講義でした。講

義を受けてからしばらくして、たまたま古本屋で見つけた

ので購入しました。この本には中学校を卒業するときの成

績がほぼオール１だった筆者が教師になるまでの経緯が書

かれています。

　筆者が中学校を卒業する時、英単語で知っているのは

Bookだけ、算数の九九は２の段までしか言えなかったそう

です。中卒で働き、ある日ふとしたことでアインシュタイ

ンについてのビデオに出会い、物理学に対する興味を持ち

ます。物理学をもっと知りたいと、筆者はまず働きながら

小学校から止まっていた勉強を積み重ね、24歳で定時制の

高校に入学しました。そして27歳で難関国立大学に合格し、

９年間学んで教師になったのです。

　この本を読んで、人間の「知りたい」という気持ちはと

ても強い力だなと感じました。もし筆者がアインシュタイ

ンのビデオに出会って物理学を知りたいと思わなければ、人

生は変わっていなかったでしょう。知っている英単語は

Bookだけ、九九は２の段までしか言えなかったと思います。

それだけ好奇心というものは人を行動させる力を持つので

す。また、筆者にとって、彼女は重要な存在でした。小学

校の勉強から復習し始めたところから、教師になるまでずっ

と筆者を支えていたのです。もし筆者がこの彼女に出会っ

ていなければ、人生は変わっていなかったでしょう。

　筆者はアインシュタインに出会い、様々な人と出会った

上でオール１の落ちこぼれから人生が変わったのです。私

もこの本に出会って、もっと有意義に生きようという気持

ちにさせてくれました。出会いって本当に大切です。

オール１の落ちこぼれ、
教師になる

赤毛のアン
（Anne of Green Gables）

宮本延春  著
角川文庫

L.M.モンゴメリ  著
村岡花子  訳
新潮文庫 佐々木 愛美

東別府 真

教職員から

学生から

教学センター事務室学生課

体育会学生委員
理学部３年
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相模原キャンパスにおける喫煙所のあり方及び今後の全面禁煙化に係るワーキンググループ

禁煙は愛です

平成26年９月１日（月）より
大学・病院を含むキャンパス内

すべてが『禁煙』です

No smoking

● タバコのために体の弱い人だけでなく、健常な方、ご自分に
健康被害が起こります。（がん、肺気腫、ぜんそく、歯周病、
糖尿病、末梢動脈閉そく症、心筋梗塞、ほか多数）

● このようなことが起こらないようにすることこそ、愛です。
　構内禁煙にみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


