
春はサクラ、春はサクラ、
冬はイルミネーション冬はイルミネーション

太陽が丘キャンパスの玄太陽が丘キャンパスの玄関口、通称「桜坂」関口、通称「桜坂」のの
並木に、イルミネーションが取り付けられ、幻想並木に、イルミネーションが取り付けられ、幻想
的な雰囲気をかもし出しています。約 25,000 球的な雰囲気をかもし出しています。約 25,000 球
の LED ライトが取り付けられ、16 時半から 22の LED ライトが取り付けられ、16 時半から 22
時までの間点灯しています。期間は３月15日まで。時までの間点灯しています。期間は３月15日まで。
是非一度キャンパスに足をお運びください。是非一度キャンパスに足をお運びください。

北陸大学のイメージソング「デイライト」が完成

本学のホームページをご覧いただいている方やメールマガジンを講読されている方はすでにご
存じの通り、北陸大学のイメージソングが完成しました。曲は、新世代のポップ・シンガーと
して注目されている一十三十一 ( ヒトミトイ ) さんによる「デイライト」。昨年の秋に彼女が本
学を訪れ、学生たちとの交流の中から生まれたスペシャル・ソングです。
この曲が収録されたＣＤ（全７曲）を、卒業生の皆様に特別にプレゼントいたします。

●お申し込みはホームページからお願いします。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/basic/song/

一十三十一（ヒトミトイ）プロフィール
北海道出身。幼少時代よりアジア諸国や欧米各国を家族とともに旅して回り、短大卒業後
には単身ニューヨークに渡って音楽活動をスタートする。02 年に自ら作詞作曲を手掛けた
「煙色の恋人達」でデビュー。今年１月から全国ツアーがスタートし、１月 24 日にはコレ
クション・アルバム「TOICOLLE」がリリースされた。

昨年 10 月 18 日、薬業専門課程を持つ全国の４高校からなる全国高等学校薬業教育研究協議会
との薬剤師養成に関する教育連携事業実施協定の調印式が行われました。高校 3 年間と大学 6
年間の教育連携を目的に、全国の薬業科を持つ高等学校との間で、大学から高校への講師派遣や
大学施設を利用した講義、実習、セミナー等の実施を通じて、大学の教育理念、教育内容を理解し、

明確な目標を持った生徒を入学させること
により、国際的に通用する医療人養成教
育を行うものです。協議会に加盟するの
は富山北部（富山市）、滑川（富山県滑
川市）、甲南（滋賀県甲賀市）、御所工業（奈
良県御所市）の４校です。 

薬剤師養成に関する教育連携事業実施協定締結

昨年 11 月に送付させていただきました大学広報誌『学都別冊～ Joinus!』第３
号はご覧いただけましたでしょうか。各界で活躍する卒業生、将来への夢を抱いて
学業に励む在学生、さらに本学の公開教養講座「北陸大学オープン大学」講師陣
の紹介を通して、夢を追いかける「人」とその「人生」に光を当てた内容となって
おります。既に、全国主要書店に配置し、無料配布するなど、高校生や一般の方々
に本学を知っていただくための広報ツールとして活用しておりますが、卒業生
の皆様方におかれましても、勤務先店舗等への配置や友人、知己への配
布等、是非ご協力をお願いいたします。募集要項を初めとした資料は
すべて無料で送付させていただきます。下記アドミッションセンターま
でお申し付けください。

●お問い合わせ　アドミッションセンター
TEL. 076-229-2840  FAX 076-229-1393

「Joinus!」設置のお願い

住所変更等のご連絡は、下記同窓会までお願
いいたします。

北陸大学同窓会事務局(北陸大学内)
〒920-1180　石川県金沢市太陽が丘1-1
TEL./FAX 076-252-8305
Eメール jimukyoku@hokuriku-u-doso.org
http://www.hokuriku-u-doso.org

〒920-1180　石川県金沢市太陽が丘1-1
TEL.076-229-2667(直通)
FAX 076-229-1393
Eメール alumni@hokuriku-u.ac.jp
http://www.hokuriku-u.ac.jp

北陸大学編集・発行　　　　　　　（差出人）
Information

Informationお知らせ

What's new大学情報

お知らせとお願い

ごあいさつ

北陸大学 学長
河島　進

拝啓　卒業生の皆様におかれましては、お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。全国的な暖冬の由、本来雪国であるは
ずの金沢でもまったくといっていいほど雪が見当たらず、不思議な感を覚えます。昨年は、受験生紹介や大学広報誌「ジョイナ
ス第 3号」の勤務先店舗等への配置にご協力いただき、誠にありがとうございました。
さて、大学の合併や廃止が現実のものとして新聞を賑わすなど高等教育機関を取り巻く環境は激動の渦に飲み込まれようとして
おります。私立大学の約 4 割が定員割れという数字を見るとき、本学は現状では、、その中には入ってはおりませんが、薬学部
の６年制教育への移行、相次ぐ薬学部の新設などの影響を受けて、今後どうなるか決して安閑としていられるわけではありません。
また、未来創造学部においては、今春、スポーツコース「スポーツエリートアカデミーサッカーⅠ」（定員30人）を開設するなど、
更なる改革を進めております。サッカー解説者としてお馴染みの風間八宏氏を客員教授に迎え、世界的なサッカースクールとし
て有名なクーバー・コーチング・ジャパンとも提携を結びました。
今春入学のためのＡＯ選抜、一般選抜の願書の締切が目前に近づいております。卒業生の皆様におかれましては、今一度ご協
力を切にお願い申し上げる次第です。
なお、今年も“ホームカミングデー”を初め、全国各地で卒業生の皆様にお集まりいただく機会を設けたいと考えております。
開催日程が決まり次第、ご案内申し上げますので、是非、ご家族、ご友人お誘い合わせの上、お集まりいただき、学友同士の
交流の場として、また、ビジネスチャンスを広げる機会としてもご活用ください。
末筆ながら、皆様におかれましてはくれぐれもお身体ご自愛のほど、お祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　敬具
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薬剤師のための「生涯教育研修会」は、今年度、残すところ次の３会場となりました。なお、横浜、福岡会場では、研修会終了後、「卒業生との懇談
会」として、懇親会を行います（懇親会参加費は無料）。外国語学部、法学部卒業生の皆様も参加できますので、是非お集まりください。
卒業生との懇談会に関するお問い合わせ、お申し込みは「北陸大学卒業生との懇談会」係（TEL.076-229-2667）まで。

●懇談会は、次のアドレスから申し込むこともできます。http://www.hokuriku-u.ac.jp/graduate/form.html

●これまでの様子は、こちらから見ることができます。http://www.hokuriku-u.ac.jp/photo/

生涯教育研修会 ＆ 卒業生との懇談会 開催のご案内

横浜会場　平成19年２月17日（土）
17:00 ～ 19:00（受付 16:30 開始）　生涯教育研修会
　　がんとの戦い --- がん細胞を殺すには
　　鍛治 聡 北陸大学薬学部生命情報科学教室助教授
　　薬学部6年制と成った日本の薬剤師将来像
　　河島 進 北陸大学学長
19:00 ～ 21:00　懇親会

ヨコハマプラザホテル
横浜市西区高島 2-12-12　TEL.045-461-1771
（ＪＲ横浜駅東口より徒歩２分）

広島会場　平成19年２月18日（日）
10:00 ～ 13:00（受付 9:30 開始）　生涯教育研修会
　　薬の効果と遺伝子：テーラーメイド医療をめざして
　　小倉 勤 北陸大学薬学部生命情報科学教室教授
　　パーキンソン病に対する薬物治療の現状と展望
　　光本泰秀 北陸大学薬学部代替医療薬学教室教授

ホテル JALシティ広島
広島市中区上幟町 7-14　TEL.082-223-2580
（ＪＲ広島駅より徒歩 5分）

福岡会場　平成19年２月24日（土）
17:00 ～ 19:00（受付 16:30 開始）　生涯教育研修会
　　糖尿病の診断と薬物治療
　　健康保険八代総合病院 糖尿病センター長 関上泰二先生
　　生活習慣病予防の健康理論－TAGE病因説と糖尿病患者教育－
　　竹内正義 北陸大学薬学部病態生理化学教室教授
19:00 ～ 21:00　懇親会

ソラリア西鉄ホテル
福岡市中央区天神 2-2-43　TEL.092-752-5555
（西鉄福岡駅と天神バスセンターに直結）

調印後に握手を交わす河島学長と全国
高校薬業教育研究協議会の中村会長

協定内容

４校の生徒向けに大学施設を活用した授業や
実験を共同企画・開催する。

大学教職員が加盟校で模擬講義を実施する。

大学は、４校を入学選抜の特別指定校に選定し、
優先的に取り扱う。

４校出身の入学者には、入学金を免除する。

CDプレゼント！
このCDを卒業生先着200人の
皆様にプレゼントします。詳しくは、
ホームページをご覧ください。



第3回 卒業生の集い～ホームカミングデーの報告
（平成18年8月12日開催）

前号でご案内しました「第３回卒業生の集い～ホームカミングデー」は、平
成 18 年 8 月 12日、薬学部、外国語学部、法学部卒業の同窓生とそのご
家族及び大学教職員ら約 100 人が一同に会し、盛大に開催されました。ご
出席いただきました皆様方には、この場を借りて厚くお礼申し上げます。当
日は、懇親会の合間に、室内管弦楽団の歓迎演奏や茶道部によるお茶会が
催され、会場内に設けられたキッズランドコーナーでは子供たちが元気に遊
び回る姿が見られました。また、薬友会生涯教育研修会、孔子学院開学記
念講演会も同時開催されるなど充実の内容となっていました。お盆の時季、
学友同士、また、教職員との交流を通じて、母校との深い絆を確かめる良
い一日となりました。次回も多数の皆様の参加をお待ちしております。開催
日等は決まり次第ご案内いたします。

●ホームページで写真が見られます。
大学ホームページの「フォトアーカイブ」ページに、ホームカミングデーや
学園祭、卒業生との懇談会の写真を多数掲載しています。参加された皆様も、
今回は参加されなかった皆様も、ぜひご覧ください。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/photo/

生涯教育研修会 ＆ 卒業生との懇談会の報告

今年度の「生涯教育研修会」、「卒業生との懇談会」は、これまでのところ、
東京、大阪、仙台、福井、名古屋、富山の各会場で開催されました。特に、
昨年 10 月に日本薬剤師会学術大会に合わせて福井で開催された「卒業
生との懇談会」には、外国語学部、法学部卒業生と合わせて 100 人近
くの卒業生が参加されました。同日、同じ会場で、開催されていた他の
薬系大学の同窓会には、それぞれ 10 人前後の参加者しかおらず、北陸
大学卒業生の団結力の強さが垣間見えました。

●これまでの様子は、こちらから見ることができます。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/photo/

平成 19 年 4 月、北陸大学未来創造学部にスポーツエリートアカデミーサッカーⅠ を新設
します。カリキュラムには、世界中の多くの有名プレイヤーやコーチが活用し、その有効
性が高く評価されている「クーバー・コーチング・メソッド」を取り入れ、クーバー・コ
ーチングのインターナショナルディレクターであるアルフレッド・ガルスティアン氏を初め、
著名なコーチ陣による実践的学習を通して、世界レベルのサッカー技術を培い、未来のサッカーを創造す
る力を備えたプレーヤー、指導者を養成します。健康管理学、運動生理学、運動心理学、スポーツ医学、アスリートサポート演習、スポーツ社会学、
トレーニング論、スポーツマネジメントなどの専門科目を学修することにより、クーバー・コーチング資格、日本サッカー協会公認サッカーC級コーチ、
健康運動実践指導者受験資格などの資格が取得可能となります。なお、未来創造学部のコースとなりますので、卒業時の学位は「法学士」となります。

詳しい情報は、ホームページに掲載してありますのでぜひご覧ください。資料請求やお問
い合わせは、「スポーツエリートアカデミーサッカーⅠ」係（TEL.076-229-2667）まで。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/soccer/

クーバー・コーチン
グ資格と JFA 公認サ
ッカー C 級コーチ資
格をダブル取得

クーバー・コーチン
グのインターナショ
ナルディレクターであ
るアルフレッド・ガル
スティアン氏を初め、
著名なコーチ陣によ
る実践的学習を通し
て、世界レベルのサ
ッカー技術を育成

プレーヤーや指導者
だけではなく様々な
分野で活躍

孔子学院開学記念講演会

参加者全員で記念撮影

会場となったコミュニティーハウスの中央広場にて

薬友会生涯教育研修会

参加者数の推移

参加者の割合 アンケート

第1回
平成16年10月10日

卒業学部別割合

第2回
平成17年10月9日

第3回
平成18年8月12日

84人

104人
93人

法学部 12％
薬学部
60％

外国語学部
28％

東京60人
仙台15人

実施済み

2月実施予定

名古屋
80人

大阪40人

横浜
福岡

福井100人

富山
40人

参加者数の分布

未来のサッカー界を担う選手・指導者の育成

未来創造学部にスポーツコース新設
スポーツエリートアカデミーサッカーⅠ

クーバー・コーチング資格

JFA公認サッカーC級コーチ

健康運動実践指導者（申請中）

・スポーツ教室 
　・スポーツチーム 
　　・スポーツ用品会社 
　　　・スポーツイベント産業 
　　　・マスコミ・広告会社 
　　・スポーツ施設運営 
　・行政機関 
・NPO法人

アルフレッド・ガルスティアン
Alfred Galustian 
クーバー・コーチング・インターナショ
ナル・ディレクター
日本サッカー協会ナショナルトレセン　
テクニカルアドバイザー

風間　八宏
Yahiro Kazama
日本サッカー協会特任理事
日本サッカー協会公認Ｓ級コーチ
元日本代表・サンフレッチェ広島

石橋　慎二
Shinji Ishibashi
クーバー・コーチング・ジャパン代表
元全日空横浜サッカークラブ主将
（後の横浜フリューゲルス）

昨年12月16日に風間八宏氏を迎えて行われたサッカーセミナー

Po i n t 2

スタッフ
Po i n t 1

資格

Po i n t 3

進路

アンケート

参加しての感想

平成18年度実績

普通 12％

あまりよくなかった 0％

大変よかった
44％

よかった 44％

参加しての感想

普通 10％

あまりよくなかった0％

大変よかった
46％

よかった 43％

盛況だった福井会場

広島


