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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　本学では、学生に幅広い視野と豊かな人間性を身につけさ
せることを大きな教育目標の一つにしています。そこで、教
養科目や学部横断型の科目を多く用意していますが、大学の
科目を履修するのみでは、皆さんが幅広い視野と豊かな人間
性を身につけることは極めて困難です。そこで、クラブ活動
や実社会での活動を通して人間性を磨く必要があります。
　皆さんのクラブ活動を支援する組織として北里大学北里会
がありますが、この会には大学全体の体育会・文化会の他に、
学部毎の北里会があり、各学部・キャンパスの特色を生かし
た活動が活発に行われています。一方、昨年はクラブ活動等
での飲酒が大きな問題となりました。未成年飲酒は厳に慎み、
二十歳を超えた学生であっても飲酒時における社会的責任を
自覚して下さい。
　ところで、皆さんが卒業後に社会で活躍するためには深い
専門知識と高度な技能が必要ですが、それだけでは十分では
ありません。就職に際して最も求められる能力はコミュニ
ケーション能力であり、自分で学ぶ能力（自己研鑽力）、新

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
　受験が終わり、大学生としての生活が始まった今、心機一
転して何かに挑戦してみたいと考えている方も多いのではない
でしょうか？ 部活動はそのようなニードを満たしてくれる恰好
の場です。体育会の部活動は「健康な体をつくる」、「より上
手くなる」、「ライバルに勝つ」、「大会で入賞する」といった、
さまざまなレベルの目標に向かう挑戦であふれています。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。まっ
たく経験がなくても気にする必要はありません。どの部も初心
者の入部を歓迎します。また、学部・学科・学年を超えた交

しいことに挑戦する姿勢（チャレ
ンジ精神）、相手の立場になって考
える態度も求められます。
　入学式において、「あなたにとっ
て他人でも、みんな誰かの大事な
人です」という言葉を皆さんに伝
えました。皆さん一人ひとりが、
生まれてからこれまでに歩んだ人
生を踏まえて、今、ここにいます。皆さん一人ひとりが、家
族や友人にとって大切な人です。それは、どの学生も同じで
す。そのように考えることができれば、自ずと相手の立場に
なって考える態度が身につくと思います。社会には、そして
大学にも、様々なバックグラウンドを持った人がいます。色々
な人の背景を理解して、相手の立場になって考えることがで
きるようになって下さい。
　大学生活を通して、勉学のみならず、クラブ活動や旅行な
ど様々なことを経験して視野を広げ、良い友人をつくり、良
き社会人となる基礎を作って下さい。

流ができることも部活動の特長で
す。同じ目標に向かって努力する
仲間の存在は、部活動はもちろん、
それ以外の場面でも心の支えにな
ります。
　皆さんが充実した学生生活を送
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。

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
看護学部教授

伊藤　智夫
北里大学学長

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新しい生
活に胸を膨らませ、少し不安な気持ちもあるかもしれません
が、有意義な学生生活を送っていただきたいと思います。大
学では勉強に加え、クラス会やクラブ活動などの課外活動を
通して、日本中から集った学友と交流し過ごす時間でもあり、
多くのいろいろな考えを持った人たちとの交流は今後の人生
の糧となります。
　北里大学北里会文化会には、芸術系（演劇、美術、写真な
ど）、音楽系（ハンドベル、交響楽など）、科学系（化学、生物、
天文など）のほかに、茶道、農学などのクラブもあります。

各クラブに属しながら文化会執行
部でクラブ全体をまとめる仕事に
携わる人達もいます。さらに、北
里大学の学生による一番のイベン
トである北里祭の準備・運営に携
わる実行委員会に協力する人達も
います。思い切って部室のドアを
たたいて、勉学以外の貴重な体験
をして、充実した学生生活を送っ
てくれることを期待します。

秋田　久直
医療衛生学部准教授
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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
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
バドミントン部
水泳部
車椅子バスケットボール部
ダンス部
アルティメット部

ソフトテニス部
アイスホッケー部

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

ハンドベルクワイヤ
美術部
病院奉仕団
B.H.C（Blues in Heart Club）
R.H.C（ローヤルハワイヤンクラブ）
和装部

将棋部
農業部
子ども食堂部YUMMY

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
バスケットボール部
柔道部
軟式野球部（活動休止）
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
合氣道部
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
自転車愛好会
車椅子バスケットボール愛好会
アイスホッケー同好会

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
あしたぼの会部

演劇部
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
合唱同好会
牛愛好会
北里しっぽの会愛好会
手話愛好会
日本獣医学生協会愛好会
ジャズ研究会愛好会
華道愛好会

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
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
釣り同好会
自転車同好会

文化系
潜水医学研究会
医学英語の会
東洋医学研究会
囲碁将棋部
ぬいぐるみ病院同好会

管弦楽団（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
軽音楽部

吹奏楽部
手話サークル
アカペラ部
フィットネス部

調理部
踊ってみた同好会
美術同好会

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

ビーチコーミング部
Bowiendサークル（ボランティア）

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）

生物研究会
バドミントン部
自然環境応援団
自転車部

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
茶道部
白金ぬいぐるみ病院部

写真同好会
ボランティア同好会ワンプラス
白金バドミントン同好会

ダンス同好会 We☆beat

体　育　会（26）

文　化　会（27）

獣医学部北里会　体育会（38）・文化会（25）

医学部北里会　体育系（17）・文化系（6）

北里大学保健衛生専門学院北里会（19）

海洋生命科学部北里会　体育会・文化会（8）

看護学部北里会（3） 理学部北里会（4） 医療衛生学部北里会（3） 一般教育部北里会

薬学部北里会（13）

北
里
大
学
北
里
会
　
会
長
（
学
長
）　
伊
藤
　
智
夫
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課外活動 トピックス

Topics 

理学部４年　鈴木　陸人
　みなさんこんにちは、スキー部です。

　私たちはオフシーズンには体育館で週２回月木に活動し、シーズンイン

してからは、冬と春に２回合宿を行い、３月の大会に向け練習に励んでい

ます。大会では昨年度は一昨年度に引き続き優勝することができました！

　競技スキーには様々な種目があ

りますが、私たちはアルペンを専

門としています。競技スキーと聞

くと初心者には難しそうなイメー

ジもありますが、大学からスキー

を始める人がほとんどなので、初

心者の方も経験者の方も見学しに

来てください。

スキー部
／北里会体育会

全日本薬系大学スキー連盟競技会三冠！

大会中での集合写真部員同士でアドバイス

Topics ／北里会文化会

医療検査学科３年　平川　晴菜

　QQ＜救急＞クラブでは、AED（自動体外式除細動器）を含む

心肺蘇生法・気道異物除去法をはじめとし、止血法や三角巾を用

いた包帯法などの技術を深く学んでいます。活動の中で資格も取

ることができ、また得た知識・技術は国家試験や就職などさまざ

まな場面で役に立つでしょう。北里大学内だけでなく学外でも、

学生や一般の方々に知識・技術の普及を目的として活動をしてい

ます。夏と冬には合宿を行っており、部員の親睦をより深めるこ

とができます。堅苦しいイメージがあり、立ち寄りにくいと思う

かもしれません。しかしQQクラブの部員は優しい人が多く、雰囲

気もとても良いです。そんなQQクラブに是非一度足を運んでみて

ください！

QQ＜救急＞クラブ

QQクラブパーカー

春合宿集合写真（QQクラブ）
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トピックス

第56回北里大学球技大会実行委員長より　～自分の世界を広げよう！～

第56回北里大学北里祭実行委員長より

加藤　聡太

矢部　雄大

理学部３年

理学部３年

　新入生の皆様、ご入学おめでとう
ございます。
　2018年度球技大会実行委員長の

加藤聡太です。
　球技大会とは毎年６月に大学で開催されている球
技５種目に加えてミニゲームもある学生が主催するイ

ベントです。球技大会には
どなたでも参加することが可
能です。
　実行委員会は１～３年生
で構成されます。中でも１年
生がその大半を占めており、

中心となって活動して行くことになります。活動は２
か月ほどで短いですが、その間毎日活動は行っている
ため他学科の人とも仲良くなれます！ またスポーツ
経験などは問わず上級生のサポートもあるので、「友
達がほしいからとりあえず実行委員やってみよう」く
らいの軽い気持ちでも大丈夫です！
　多くの新入生の皆様が実行委員、または参加者と
して球技大会に携わっていただくことを心からお待ち
しています！
　実行委員に興味を持ってくださった方は平日12：
15～12：45の間に部室棟２Ｆ体育会室までお越し下
さい。（参加して勝ち進むと賞金も？！）

　皆さんご入学おめでとうございます。
　私達、第56回北里祭実行委員会は
毎年行われる北里祭の企画、運営を

行っています。北里祭実行委員会は北里大学の中で最
も大きな団体で、毎年多くの１年生が所属しています。
そして、１年生が主体となり北里祭を盛り上げるために
活動していきます。私達３年生幹部と２年生幹部は主
に１年生のサポートをしていきます。
　実行委員会はいくつかの部署に分かれており、縁日
やお化け屋敷、迷路や花火の打ち上げ、プロアーティ
ストによるコンサートやお笑い芸人によるライブ、ミス
＆ミスターコンテストや学園祭の象徴である門を作り上

げる部署など様々あります。北里祭が終わった時には
どの部署も達成感、充実感を味わうことができ、実行
委員に入って良かったと心から思えるはずです！
　実行委員会はただ北里祭の企画、運営をするだけで
なく、普段の活動の他にキャンプや運動会などのイベ
ントを通してたくさんの友達ができます。ここでできた
友達は一生の友になるでしょう。北里祭や実行委員に
興味のある人、たくさん友達を作りたい人、楽しいこと
が大好きな人、そしてなにより大学生活を充実させた
い人、是非実行委員となって一緒に北里祭を盛り上げ
ていきましょう！
　皆さんのことを心からお待ちしております！

球技大会

北里祭
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学部等トピックス

School of Pharmacy

School of Veterinary Medicine

　2017年８月に地下２階、地上14階建ての北里研究
所／北里大学 プラチナタワーが竣工しました。１階に
は白金キャンパス大学事務室、２階から11階には講義
室や実験室、研究室が移転しました。12階より上は法
人本部となっており、学生が利用することはありません
が、12階のコモンスペースを薬学部でお借りし、国家
試験を控える６年生優先の自習スペースとして活用さ
せて頂いております。
　高層階からは高層ビル群や東京タワー等が見渡せ、
都心キャンパスならではの景色が昼夜ともに私たちの
目を楽しませてくれます。白金キャンパスにお立ち寄り
の際にはぜひ、高層階からの景色を眺めてみてください。
　2019年には、白金図書館地下１階の残り部分のほ
か体育館と広場が完成する予定です。新しい環境の中
で、学生のみなさんの学習意欲が高まることを期待し
ています。

　十和田キャンパスでは、毎年４月上旬に新二年生を

歓迎する交流会を盛大に開催しています。多目的体育

館（十和田アリーナ）で行われる第一部では、北里会

所属団体が個性豊かな演出でステージを盛り上げ、そ

れに続いて学生ホールで行われる第二部では、新二年

生が各団体の先輩に活動の内容を直接聞けるブースが

設けられています。また、第二部では十和田市長を始め、

獣医学部同窓会紅緑会、アパート情報連絡協議会の方々

から歓迎のご挨拶を頂くとともに、十和田市のマスコッ

トキャラクター「ねぎんちゃ

ん」も参加して十和田名物

のバラ焼きや桜鍋等が振舞

われ、大いに賑わうイベント

となっています。

薬
学
部

獣
医
学
部

新二年生歓迎交流会

北里研究所／北里大学 プラチナタワーが竣工しました

北里研究所／北里大学　プラチナタワー外観

十和田マスコットねぎんちゃん

学生ホールの様子

執行委員会集合写真

12階コモンスペース
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School of Medicine

School of Marine Biosciences

　2017年８月１日に、同好会として北里大学医学部
管弦楽団の設立が承認されました。「医学の道を歩む
学生中心のオケ」という特色を生かし、活動を通じ
て地域還元できる音楽組織を目指しています。学生
同士が演奏活動の楽しさを享受することはもちろん、
聴く方に楽しんでいただける企画を提供し、独創的
な演奏会を開催できるよう取り組んでいます。
　第１回目となる定期演奏会が2017年12月26日

（火）に、相模原市民会館で開催させていただきまし

た。「医学部オケにふさわしい活動」に則り、今回は
一定の座席数を地域へ無償で提供しました。市内の
病院やクリニック、障害児者らで構成されるNPO法
人などへチケットを約200枚配布しました。定期演奏
会は多数の方々お越ししていただきました。前半の
ステージは明るく、楽しい演奏です。一方、後半は、
作曲家ブラームスが「老いと死に対峙する苦しみ」
を表現したような聴きごたえのある難曲、交響曲第
４番を演奏いたしました。

　嬉しそうに餌の切り身を頬張るドチザメを見てい
ると思わず「可愛い奴め…」と声が出てしまいます。
飼育初心者はもちろん、釣りバカや飼育バカ、中に
は御遺体から耳石を回収していくさすらいの耳石ハ
ンターまで！？ 実に色んな人が有志で集まり運営して
いるのがこのミニ水族館「北里アクアリウムラボ（通
称ラボ）」です。
　毎日の世話が必要なため勉強との両立は少し大変
ですが、それ以上にこ
こで得られる経験は貴
重な宝物。移動展で代
表を務めた時には、他
大学との協力や企画の
立案等々…飼育の範疇
に留まらない様々な経
験を積むことができま
した。
　生き物は種類や個体

によって性格が違い、普段
から様々な表情を見せてく
れます。私もそこに魅了さ
れた内の一人。忙しい中、
ラボの活動も一緒に頑張る
ことができるのは、何より
メンバーみんな「生き物が
大好き！」だからでしょう。

医
学
部

海
洋
生
命
科
学
部

加藤　健太海洋生命科学科４年

管弦楽団

餌の時間だよ～！

相模原市民会館にて第一回定期演奏会本番

作業を念入りにチェック

演奏会本番に向けて練習に励むメンバー

ドチザメ。１日の大半はじっとしています

真壁　伸吾医学科３年
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学部等トピックス

School of Nursing

School of Science

　３年生の後期から領域別看護学実習が始まりまし
た。患者様の笑顔や元気になっていく姿を見ると、
日々の関わりに意味があったのだと実感し、嬉しく
思います。一人の患者様について深く知り、関わっ
ていく時間の中で、自分の理想とする看護師像が明
確になってきているのを感じています。
　また、実習メンバーとは高めあい、支えあいなが

ら楽しく学んでいます。時にはグループのメンバー
と遊びに出かけるなど、実習期間後もメンバーと良
い友人関係を築くことができています。実習では勿
論大変なこともありますが、日々を重ねるごとに成
長する自分を感じます。これからも主体的に学び、
それを支えてくださる方々に感謝しながら頑張って
いきたいと思います。

　私たち理学部バドミントン部は毎週火曜日18：30〜20：30
金曜日18：30〜22：00に大学近くの中学校（相模台中学校）
の体育館を借りて活動しています。
　日頃の活動ではストレッチ、基礎打ちをした後に試合と言う流
れで基本的に行っています。
　体育館全面で活動しているので順番待ちなどせずにのびのび
と活動出来ます。
　バトミントンのレベルとしては初心者７経
験者３の人数比で初心者〜県大会レベルま
で幅広い層の人たちが楽しく活動しています。
　年間行事には、バーベキュー、学園祭、夏
合宿、春合宿、その他とイベント盛りだくさ
んです。
　バドミントン好きな人、大学生活楽しみた
い人は是非一度見に来て下さい。
　優しく楽しい先輩たちがあなたを待ってま
す！

看
護
学
部

理
学
部

小笠原　茜看護学部４年病院実習を通して

理学部バドミントン部

夏合宿川遊び

集合写真

慢性期実習のメンバーと江ノ島へ急性期実習のメンバーと
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School of Allied Health Sciences

　私たちは医療衛生学部北里会軟式野球部です。私
たちはSKリーグという一橋大学、東京外国語大学、
上智大学、明治大学、そして北里大学の５つの大学
の軟式野球部によるリーグに所属しており、毎週金
曜日と日曜日に活動を行っています。金曜日は17時
から20時の間でキャッチボールやノック、
バッティング、紅白戦などの練習を行っ
ていて、日曜日は一橋大学または東京外
国語大学でリーグ戦を行なっています。

医療衛生学部の部活ですが、医療衛生学部以外の学
部の人も在籍しています。野球が好きな方、野球を
やりたい方、男女問わずお待ちしております！ マネー
ジャーも募集しております！ 興味のある方は一度、
第１総合グラウンドまで見学に来てください！

医
療
衛
生
学
部

森谷　大地健康科学科３年医療衛生学部北里会軟式野球部クラブ紹介

白子における大会合宿リーグ戦におけるプレー写真

 Liberal Arts and Sciences

一
般
教
育
部

　一般教育部北里会では、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

行っており、毎年4月下旬に新入生歓迎会を

実施しています（2018年度は４月24日（火）

に実施予定）。７月には七夕祭、12月にはク

リスマスイルミネーションの点灯も予定して

います。

　また、共通の趣味やスポーツなどを通じて、

１年生同士・一般教育部教員との懇親を深め

るための会として「懇和会」が用意されてい

ます。

　他学部の学生と交流できる数少ない機会で

すので、積極的に参加してみてください！

新入生歓迎会の様子

懇和会の様子
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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

　白金キャンパスにある感染制御科学府は、学部を持たない独立大学院で、感染症と関連重要疾病

の制御及び創薬に関する教育と研究を行っています。感染制御科学府の教員であり、ノーベル生理

学・医学賞を受賞された大村智特別栄誉教授の研究室があり、日常生活で大村先生をお見かけする

機会もあり、感染症、免疫と創薬に関する研究の最前線が身近にあることが実感出来ます。見学を

ご希望の場合は、事前に白金キャンパス大学事務室までご一報下さい。

感染制御科学府ってなんだろう？

感染制御科学府入口 大村記念ホールへ向かう通路にかけられた 
大村先生の功績紹介

　2018年１月24日から３日間、タイ王国チェンマイ
で開催されたThe 2018 Annual Conference of 
Thailand Society of Radiological Technologistに参
加しました。そこでは、昨年度の研究の成果を発表
させて頂くことで、自らの研究の成果を実感するこ
とが出来ました。また、会場ではアジア各国からの
参加者と交流する機会がとても多くありました。自
らの研究内容やそれぞれの国での生活についてなど、
拙い英語ではありましたが会話を通じて自らの知見

を広げることが出来たと思います。
　初めての国際学会だったので不慣れなこともあり
ましたが、普段の生活では得られないような経験や
学んだことも多く、ここで得たものを糧に今後の研
究に精進していきたいと思います。このような貴重
な経験をさせて頂いた研究科に感謝します。

藤野　修也医科学専攻修士課程２年TSRTへの参加を経験して

海外招待者に配られたネームカード 会場での発表の様子
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Junior College of Health and Hygienic Sciences

Kitasato Nursing School

　臨床検査技師養成科１年生では前期定期試験終了
後の９月初旬に１泊２日の津南研修が行われました。
　研修では、学院の卒業生で現在、臨床検査技師と
して現場で活躍している先輩の話を聞きました。実
際に先輩方が病院や企業など様々な場所でどのよう
に活躍しているのかといった話を聞くことにより私
たちがこの先進んでいく将来をより明確に想像する
ことができ、聞いていた私自身も将来が楽しみにな
りました。やりがいを感じ仕事をしている先輩方は
とても活き
活きとして
いて、私も
将来先輩方
のような臨
床検査技師
になりたい
と思えると
ても充実し

た講演会でした。
　他にも研修の中では、グループ活動の一環として
班で昼食を作製しました。夜はみんなで温泉に入り、
夜通しおしゃべりをし、２日目はレクリエーションで
遊び、とても楽しい思い出になりました。この研修
の中で絆を深めた友人と共に、これからも切磋琢磨
しながら勉強を頑張り、先輩方のような様々な場所
で活躍できる臨床検査技師を目指したいです。

　私たちは、昨年７月に長野県野尻湖へ二泊三日の
教育キャンプに行きました。
　豊かな自然の中で、カヌーや野外料理などの日常
生活ではできない貴重な体験をすることができまし
た。体を動かしながら、コミュニケーションを沢山と
ることができて、クラスの仲間との交流が深まりま

した。仲間と協力し合い、様々な体験をすることで、
クラス全体で今までの学校生活について振り返るこ
とができました。このキャンプで学んだことを今後
の学校生活に活かして、クラス全員で協力しながら
看護師になるという夢に向かい頑張っていきたいと
思います。

保
健
衛
生
専
門
学
院

看
護
専
門
学
校

吉田　仁保

辻　優奈

臨床検査技師養成科２年

看護学科２年

津南研修

教育キャンプ

学年全体での集合写真

キャンプ場キャビン内にて

昼食作製班メンバーと！

カヌー体験中
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健康管理センター

実りある学生生活を送るためのアドバイス−「自分なりの心身の健康」を大切に−

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。勉学で成果を
上げ、有意義な学生生活を送るために

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、「自分なりの心身の健康」を大切に考え
ています。様々な個性がある中で、皆さん一人ひとりが自分にとっ
ての心身の健康を追求し、その保持・増進を図る援助をするた
めにセンターは設置されています。

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。
まずこれを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。また、実習や宿泊
を伴うクラブ活動に参加する際にも健康診断結果が必要です。

一方、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もあります。悩みを誰かに相談したい時、あ
るいはどうしたら良いか分からない時には、どんなことでもよい
ので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、体調面で気になること
は保健師・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。

ところで、「自分の心と体は自分で守る」という姿勢も必要で
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自分自身の状態を整え
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、どの
人にも気にして欲しい点を挙げましたので留意して下さい。

最後に、大学生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。したがって、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。右記はその一部です。
皆さんが、遠い将来に年齢を重ねても心身ともに自分なりの健
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
バランスの取れた食事を
◦�特に一人暮らしをすると、食生活が乱れがちになり、栄養素のバランスが
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。
◦�朝食を抜くことはしないでください。必ず食べましょう。

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

3
ストレスとうまくつきあうようにしましょう
◦�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。
◦�悩みを自分で解決できない時は、いろいろな方に相談しましょう。センター
の学生相談室も気軽に訪ねて下さい。

ポイント

4

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。
◦�センターでは、禁煙の支援も行っています。

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

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

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。
◦�自分のうけた予防接種の種類や時期を把握しておいてください（今までの
ものもこれからのものも）。今までのものは自分の母子手帳で確認しましょ
う。この件は、感染予防の観点から今後皆さんにお尋ねすることがあります。
◦�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

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。

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。

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の利用について
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。

健康に関する相談や休養が必要な時などに
ご利用ください。

受付
時間

月～金曜日 8：30～16：30
土曜日 8：30～12：00

（第２、４土曜日は閉室）

電話 042-778-7607

場所 臨床教育研究（IPE）棟　1階

・ 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・ライフスポーツ演習等に必要です。健康診断
を受けていないと証明書の発行ができません。

・ 定期健康診断の検査結果で異常値や病気が疑われる所見
が見つかった場合は、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。

・ 学生生活の中で感染拡大を防ぐために麻疹・風疹・水痘・
流行性耳下腺炎の予防接種を推奨しています。

・ 病院実習のある学科に対しては、B型肝炎やインフルエ
ンザの予防接種を推奨しています。

・ 接種対象者には事前に通知を行います。
接種日が決まっていますので、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、
事前に健康管理センター保健室に申し出てください。

・ 健康診断の結果に基づいて、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の健康相
談を行っています。

・ 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。
・ 担当医師によって校医相談を受けられる日が決まってい

ますので、事前に保健室に予約をしてください。

医師・保健師が、一般的な健康・保健相談を行っています。
・ 軽度な頭痛等の場合など、ベッドで休養ができます。
・ けがをした時には応急処置を行っています。
・ 健康管理センター保健室での対応が困難な場合には、近

隣のクリニックの受診をお勧めする場合があります。学
生証及び、健康保険証を必ず携帯してください。

・ 体調不良で登校できない場合、医療機関にかかる必要が
あるかなど、開室時間中は電話相談も受けます。

定期健康診断

予防接種

専門分野健康相談（校医相談）

一般健康相談

健康管理センター保健室と医療機関の利用及び医療費の違いについて

健康管理センター保健室で行っていること

健康管理センター保健室 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（１回分）
◦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（３割の自己負担あり）
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・ 北里大学病院、北里研究所病院、北里大学メディカルセンターを受診する場合は、「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。

・ 健康管理センター保健室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。 
夜間の緊急受診以外は、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。

・診療受付時間以降は、緊急時の場合を除いて他の医療機関を受診していただきます。
※１　家族と離れて生活する方は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。

●北里大学病院　　　　　　　　　7：30～11：00　（診療開始は8：30です）

●北里研究所病院　　　　　　　　8：20～11：30　12：50～16：30＊

　　　　　　　　　　　　　　　　＊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

●北里大学メディカルセンター　　8：30～11：00

快適で有意義な学生生活を送るために、疾病を早期に発
見し、治療するために健康診断を実施しています。病気を
予防し、より健康的で充実した生活を送るために健康指導・
保健指導を行っています。また、体調面で不安な事や相談
したいことがある場合は、健康管理センター保健室へご相
談ください。

個人情報保護法にも十分配慮しつつ、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
的配慮を検討することもあります。

医療系学部の学生や教職課程で教育実習に参加する学生
は、幼少の頃の予防接種歴の確認が必要になる場合があり
ます。母子手帳をお持ちの学生は、各自手元に保管して下
さい。

入学時の定期健康診断で麻しん・風しん・流行性耳下腺炎・
水痘の抗体価測定を実施しています。医療系学部の学生は
就職時やインターンシップなどで抗体価の結果が必要にな
る場合がありますので、健康診断報告書は破棄せず保管し
てください。

北里大学病院・北里研究所病院・北里大学メディカルセンターについて

診療受付時間（開室日は各病院ホームページでご確認ください）

急な体調不良に備えて、体温計は必ず準備してください！ 幼少の頃からの予防接種状況を確認してください！

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
ルエンザに罹患していると判断された場合、発熱や筋肉痛
などの症状が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、健康管理センター保健室から就学許可
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、発熱を伴う嘔吐・下痢がある場合は、便検
査をしない場合も感染性胃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、健康管理センター保健室へご報告ください。
症状改善後、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、特に生ものを食べないなど、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

インフルエンザ及びノロウイルス感染症の対応について

学生の皆さんへのお願い

※ 詳細は北里大学 保健室ホームページ
「感染症について」をご参照ください
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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悩み、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お受けします。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。

◦��カウンセリング以外にも、各種企画・グループワーク、心理関係図書の貸し出しを行っています。自分や他の人をもっと理解した
いという方などにお勧めです。また、入退室自由のホッと一息くつろぐための場所もあります。詳しくは学生相談室ホームページ、
学生相談室入口や電子掲示板、各学部掲示板のポスターのお知らせをご覧ください。

◦�L ２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、予約希望フォームでの予約も可能です。原則として予約制をとっ
ています。ご予約なく来室いただいた場合でも、カウンセラーが可能な限り当日のご相談に応じますが、翌日以降のご予約になる
こともありますので、ご了承下さい。

◦�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場合には、学生相談室利用の有無
を含めたご本人に関する情報を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。

◆�２年生からキャンパスを移動される方々のために、白金キャンパスと十和田キャンパスにも
学生相談室があります。詳しくはホームページをご確認下さい。

学生相談室のホームページもご覧ください。

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？

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 !

　���042-778-9732 　���gakusou@kitasato-u.ac.jp 学生相談室　予約希望フォーム

カウンセリング・図書貸し出し・心理テスト・箱庭：
L2 号館 1 階　学生相談室

学生相談室の入口 面談室

◦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
＊土曜日は完全予約制で、予約がない場合には閉室。

各種企画・グループワーク、
ホッと一息くつろぐための場所：

臨床教育研究棟（IPE 棟）1 階
学生相談室　多目的ルーム

多目的ルームの入口 多目的ルーム内

◦月曜日～金曜日……11：45～13：15
◦�各種企画・グループワークは、上記開室時間内やその他

の時間に随時開催します。

北里大学　学生相談室
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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。
　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＞

・�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
学部等の教職員

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（申立者）
申立者の同意があれば、所属学部等へ対応を依頼することもできます。

調　停 本法人諸規程による懲戒手続き

処分についての通知

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、
　理事長又は学長は、懲戒処分の手続きを取ることができます。

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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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。

  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．  教学センター（右記）へ受け入れ状況を確認の上、利用料金を

添えて教学センター、又は各学部事務室へお申込みください。
　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く

ださい。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ください。
　☎	042-778-9748

 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。

日本最大のリアス式海岸を望む！

北里大学海洋生命科学部附属�三陸臨海教育研究センター
　三陸臨海教育研究センターは、海洋生命科学部に附置する共同教育研究施設として、その成
果をもって地域の発展や国際交流の振興に貢献することを目的に2014年4月1日に設置され
ました。

■�センター内の地域交流 ･ 研修フロアでは、宿泊施設もあり、
学部では海洋実習や潜水部等の部活動における宿泊施設とし
ても活用されています。
■�海洋生命科学部の学生のみならず、本学学生やそのご父母・
ご家族におかれましても利用することができますので、三陸
の海を楽しみたい方は是非ご利用ください。

■�申込方法や詳細等はホームページをご覧ください。
　https://www.kitasato-u.ac.jp/mb/serc/index.htm

 アクセス
住所　〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭160-4 
　　　☎0192-44-2121
交通　 新花巻経由〔所要時間：約５時間20分〕 

　東京駅　→新花巻駅（東北新幹線）
　　　　新花巻駅→釜石駅（釜石線・急行）
　　　　釜石駅　→三陸駅（三陸鉄道南リアス線）
　　　　三陸駅　→ 三陸臨海教育研究センター
　　　　　　　　　（タクシー　10～15分程度）

三陸臨海教育研究センター全景
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相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原
キャンパス
学生食堂の
ご案内

相模原キャンパスＬ１号館の２階には、座
席数900席の食堂があります。
カレーやラーメンなど低価格の定番メ
ニューから北里ランチやフィッシュラン
チなど定食系日替わりランチも充実！ 
坦々麺は、過去に雑誌で紹介されたこともあ
ります。
その他、各建物のラウンジでお弁当なども販
売していますので、ぜひご利用ください。

相模原キャンパスIPE棟の１階には、座席数682
席の食堂があります。
うどんやカレー、定食メニューはもちろんのこと、
ローストビーフ丼やフォー、期間限定メニューな
どＬ１号館の食堂には無いメニューもありますの
で、気分を変えたいときに足を運んでみてはいか
がでしょうか。クレープやソフトクリーム
といったデザートもありますので、甘いも
の好きな皆さんも必見ですよ！

日替丼（三色丼）／370円

ローストビーフ丼
590円（並盛）、690円（大盛）、
790円（特盛）

営業時間

●平日／10：30～19：00（ラストオーダー 18：30）
●土曜／11：00～14：00
●日曜・祝祭日　休業

営業時間

●平日・土曜／11：00～21：00
　（ラストオーダー 18：30）
●日曜・祝祭日　休業

ラーメン／250円

鶏の唐揚げ定食／500円

L1号館 食堂

IPE棟 食堂
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新新入入生生のの皆皆ささんんへへ    

                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、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。





















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。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。１年生

からでも、進路に関する質問や相談も受け付けしていますので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カメラを使って、就職相談（申込みは各学部等事務室）を行ったり、今年 

度より白金キャンパスプラチナタワー１２階３１２３会議室で毎週金曜日（予約制）に就職に関する相談ができるようになります。 

お気軽にご利用ください。（詳細はＨＰ参照）  

◆◇◆ 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、白金キャンパス内でパソコンが利用できます。パソコン利用希望者は、白金キャンパス大学事務室 

 (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 （H３０年４月）  

                                   〔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）                     









  

1111 年生年生年生年生から受講できる総合領域総合領域総合領域総合領域科目科目科目科目 



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。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。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。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、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、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、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。て考えていきたい。て考えていきたい。て考えていきたい。 

 毎年好評！！ 
新入生の皆さん､ぜひ受講しましょう！ 

（前期金曜日：２時限 １単位） 

【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】 

T E L 042-778-9745 

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

就職資料室内    豊富な情報が揃っています 

遠隔地キャンパス支援 
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学生
お得情報！

学生はお得に利用できるものがたくさんあるこ
とをご存知ですか？？
このコーナーでは、皆さんのキャンパスライフ
がより充実したものとなるよう、お得情報を紹
介します。ぜひご活用ください♪♪

学内では→→→

学外では→→→

●ナクソス・ミュージック・ライブラリー
　 クラシックを中心に約100万曲以上の楽曲データがストリーミング

方式で配信され、聴くことができます。下記URLまたはQRコード
よりご利用ください。学内LANに接続されているパソコン・スマー
トフォン等からご利用いただけます。学外からの利用についてはID
を発行しますので、教養図書館にお問い合わせください。

●Office製品やWindows OSのダウンロード
　在学中はOffice製品やWindows OSを個人所有のパソコンにダウンロードできます。
　詳細は北里大学 情報基盤センターホームページをご覧ください。
　https://www.kitasato-u.ac.jp/knc/stu.html

●学割証の発行
　 学生割引（学割）は、JRから指定を受けた学校の学生を対象に、JRの運賃が２割引になるという制度です。（学

割が利用できるのは、片道101km以上、JR線を利用する場合です。）学内にある「パピルスメイト」という機
械で発行できます。※年間10枚迄

● 美術館、博物館、水族館、遊園地、映画館などに学生料金で入館 
できます

　チケットを購入するときは学生証をお忘れなく！

● 学会の入会金が免除や割引になることや、会費が学生料金となる 
ことがあります

　※詳細は各学会のホームページ等で各自ご確認ください。

●国際学生証（ISICカード）
　 世界で唯一認められている、国際学生身分証です。様々な割引を受けられるほか、学生であることや年齢の証

明が出来ます。海外鉄道乗車券やホステル、美術館、映画館など150,000点以上の割引を受けることが出来ます。
海外へ行く際にはぜひ申請してみては…？　Webで『国際学生証』と検索してみてください！

大学生のうちに色んな場所へ行って、見聞を広めてください！

http://kitasato.ml.naxos.jp

学外用学内用
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私のオススメの●●

私のオススメの落語

Sophia kai Ergon No.233号よりの新コーナーです！
今回から、本だけではなく、漫画や音楽など様々なジャンルの “オススメ” を
学生さん・教職員から紹介していただきます。
紹介したいものがある学生さんは、ぜひご寄稿ください！！
※詳しくは教学センター学生課までおたずねください。

　落語と聞けば、和服のオヤジが退屈な話をする絶滅危惧芸

能と感じる向きもあるでしょう。語彙と人生経験の少ない子

供たちにとっては、たしかにその通りかもしれません。でも

実は、心の凝りへの特効薬なのです。

　かつて海洋生命科学部が岩手県にあり、キャンパスのある

三陸町が大船渡市と合併する前には、両方で落語会が開かれ

ていました。ある日柳家小三治が演じた「馬の田楽」では、

腹の皮はよじれ、息はできず苦しくなるほど笑わせてもらい

ました。大笑いのフィナーレには、それまでに巧妙な仕込み

が施され、満を持して一気に笑いの堰を切るための言葉がお

しよせます。「来るッ」と思い待ち構えていても、前の席の旦

那さんが笑いをこらえて肩をゆすらせているのを見ると、自

らの哄笑も抑えきれない覚悟ができ、ついに大爆笑。笑う門

には福が来る。心も洗われます。

　落語にはもちろん笑いがありますが、その語りの中には想

像を掻き立てて幻想に誘い込む力も含まれています。テレビ・

パソコン・スマホなどでリアルな映像や動画を見ることがで

きます。ですが、ラジオやCDで聴くと、自分の経験にもとづ

いた非日常の世界が広がります。学生の皆さんは日々の勉学

に追われ、バイトに責任を負うこともあるでしょう。まったり

とくつろぐ休日に聞くと、リラックスできメンタルヘルスにも

良い作用を及ぼすこと、請け合いです。

　「人間が時間を節約すればするほど、生活はやせ細って、な

くなってしまうのです」とは、ドイツの児童文学者ミヒャエル・

エンデの言葉です（人をつくる言葉　大村智　毎日新聞出版

より）。あくせくせずに、悠久の時の流れの中で落語に浸って

みませんか。

海洋生命科学部教授  高橋　明義

心の凝りによく効きます

私のオススメの漫画
　タイトルを見て「漫画なのに難しそうだな」と思いまし

たか？ 難しいお話ではありませんので、漢方に興味がある

方はもちろん、そうでない方にもぜひ読んでいただきたい

作品です。この漫画はバツイチ25歳の女性　三久（みく）が、

祖父　久蔵（きゅうぞう）の営む漢方薬局の後を継ぐべく

地元に戻り、薬局にやって来る患者さんの様々な身体の悩

み、心の悩みに漢方薬や相談を通じて向き合っていく物語

です。中学生の頃、結婚の約束をしたアキトとの再会、植

物が大好きで人見知りな学生　叶（かなえ）との出会いも

描かれ、２人の間で揺れる三久の恋の行方は？！ 薬局の行

く末は？！ と続きが気になり、どんどん読めてしまいます。

　私はこの漫画を読み、「体はいつも本当のことを言って

おる」（３巻より）という久蔵の言葉がとても心に残りま

した。自分の体を大切にするということは、疎かにしては

いけないことなのだと改めて気づかされます。皆さん、自

分の体の声、聞いていますか？ 勉強やアルバイト、部活な

ど、頑張ることも必要ですが、時には自分の体の声に耳を

すませて、無理をせず、体を労わってあげて下さい。

　様々な魅力が詰まったちょっと不思議な漢方の世界と、

三久の恋物語をのぞいてみませんか？ 

北里大学�教学センター  坂西  まり子

『三代目薬屋久兵衛』 ねむようこ／祥伝社
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私のオススメの本

私のオススメの作家

私のオススメのバンド

　ロマネスコの螺旋を数えたことがありますか？ 植物の

葉っぱの数を数えたことはありますか？ 普通の人は数えま

せんよね。でも、数えてみると、ロマネスコでは右周りの

螺旋が８本、左回りの螺旋が13本。植物を上から見ると、

どこかに起点を決め、そこに戻ってくる葉っぱは、上から

８、13、21…番目です。松ぼっくりの螺旋を数えてみて

も同様らしいです。これらの数列は、フィボナッチ数列と

よばれるものです。多くの人が聞いたことはあるのではな

いでしょうか。

　では、なぜ、そのような数列が自然に存在しているので

しょうか。これから紹介する本は、そんな疑問を解き明か

してくれる一冊です。

　この本では、フィボナッチ数列のほかに、貝殻の形成に

かかわる謎の解明や、シマウマなどの模様の形成に関する

謎などを、面白く、わかりやすく説明しています。巻貝と

二枚貝の貝殻やシマウマとサバなどの魚の模様、これらに

共通性はない、と一見思われることも、この本を読むとそ

の考えも吹き飛ぶでしょう。

　この本は、種は違えども、そこにある共通性、生き物の

不思議さを教えてくれます。生物の不思議さを、この本で

感じ取ってはいかがですか。

　私は、これほどまでに心に寄り添ってくる作品に、著者

に出会ったことはありません。読書は好きでたくさんの本

を読みました。名作と呼ばれる作品も確かに感動したり、

面白かったですが、辻村深月さんの作品は今でも心の支え

となっています。それほどに、偉大な人であるといっても

過言ではありません。私が初めて辻村深月さんの作品と出

会ったのは高校生の時で「冷たい校舎の時は止まる」とい

うデビュー作を読みました。手に取り驚きました。「冷た

い校舎の中で、彼らと一緒に過ごしたこと。今また（省略）

これが私の名刺代わりの話になりました。初めまして辻村

深月です。」この最初の自己紹介から、時間も忘れ私も冷

たい校舎の中に閉じ込められました。自分も本の中の世界

に入り込んでしまうように感じてしまうのも彼女の作品の

魅力です。さらに、辻村深月さんの作品ではＡの作品の登

場人物がＢ・Ｃなど異なる作品に登場することがあるのも

魅力の１つです。「ツナグ」など映画化された作品もある

ので映画からでもよいので、ぜひ辻村深月さんの作品を読

んでいただきたいです。

　皆さん、音楽はよく聴きますか？  J-POPや洋楽、ジャズ、

クラシックなど様々なジャンルがあるかと思いますが、私

はお勧めのバンドを紹介させていただきます。school food 

punishmentというバンドです。バンド名は響きの良さを重

視しており、特に意味はないそうです。曲のジャンルはエ

レクトロニカ、プログレッシブロックなど多岐にわたりま

す。また、バンドとしての音の主役はギターでなくキーボー

ドが担っているのが最大の特徴です。ですので、皆さんが

想像するロックバンドのサウンドとは少し違うかもしれま

せん。透明感があり、スッキリ聞こえるような印象を受け

ると思います。話は変わりますが 、皆さんはライブやフェ

スに行ったことはあるでしょうか。一度は好きなバンドの

好きな曲を生で聴いてみたいですよね。ですが、私が今回

紹介したschool food punishmentは2012年に解散してし

まっています。これから先、新曲も出ることはないしライ

ブも行われることはないでしょう。今もなお活動している

バンドと比べると、解散したバンドに目を向ける機会は圧

倒的に少ないと思います。是非、これを機に聴いてみてく

れると嬉しいです。

理学部�生物科学科４年  横須賀  悠人

海洋生命科学部�海洋生命科学科２年  内野　陽平

医療衛生学部�医療検査学科２年  増山　侑香

波紋と螺旋とフィボナッチ 近藤　滋 著

辻村  深月

School Food Punishment
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写真部作品紹介
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）

※ 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。

入学式

全学部・研究科・学府 	４月	５日	（木）

保健衛生専門学校 	４月	11日	（水）

看護専門学校 	４月	６日	（金）

開校記念日 	４月	20日	（金）→５月２日（水）に振替

オール北里チーム医療演習
薬学部、医学部、看護学部、
医療衛生学部、保健衛生専門学院、
看護専門学校の該当学年

	４月	30日	（月）		〜５月１日（火）

相模原キャンパス総合防災訓練 相模原キャンパス 	５月	23日	（水）	　※予備日…５月30日（水）

球技大会・体育祭

新潟キャンパス 	５月	24日	（木）	〜25日	（金）

相模原キャンパス 	６月	３日	（日）	・	10日	（日）

十和田キャンパス 	６月	16日	（土）	・	17日	（日）（予定）

大学祭（学校祭）

わかば祭（北本キャンパス） 	６月	22日	（金）	〜23日	（土）

紅葉祭（十和田キャンパス） 	10月	６日	（土）	〜７日	（日）

白金祭（白金キャンパス） 	10月	27日	（土）	〜28日	（日）

魚沼祭（新潟キャンパス） 	10月	27日	（土）	〜28日	（日）

北里祭（相模原キャンパス） 	11月	３日	（土）	〜４日	（日）

北里研究所創立記念日 	11月	５日	（月）

学位記授与式
（各研究所・学府含む）

獣医学部 平成31年３月	７	日	（木）

獣医以外の学部、研究科・学府 平成31年３月	18日（月）

卒業証書授与式
看護専門学校 平成31年３月	12日（火）

保健衛生専門学院 平成31年３月	13日（水）


