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北陸大学同窓会事務局
（北陸大学内）

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。卒業学部名を明記してください。

（平成22年6月末時点の名簿を基にお送りしています）

（差出人）

感想をお寄せいただいた方の中から抽選で10名の方に北陸大学オリジナルグッズをプレゼントします。
（ソーラーパワーで動く花など...何が当たるか内容はお任せください。）
右記QRコードを携帯電話のバーコードリーダーからスキャンしてご利用ください。

今号から本誌のサイズを一回り大きくし、より読みやすくさせていただきました

ニュースレターの感想を書いて大学オリジナルグッズをゲット!

　卒業生の皆様、初めまして。薬学部5年次生の赤羽みずきです。

　薬学部6年制の一期生として入学し、金沢での生活もはや5年が経ちました。

　入学当初は長野から金沢市への生活の変化に戸惑いを抱いていましたが、現在は弟と2人で生活しながら

有意義な学生生活を送っています。

　6年制では4年次に薬学共用試験（CBT、OSCE）が導入され、初めての受験生ということもありとても不安

でしたが、先生方の指導や友達との励まし合いで乗り越えることができました。私は、薬学共用試験を経て7月

末まで病院での2カ月半の実習に励みました。実習先では本学の先輩方にもご指導いただきながら、薬剤師の

医療従事者としての関わり方を学び、実際の臨床現場では特にコミュニケーション能力の重要性を実感出来

ました。患者さんとの会話から薬の副作用、コンプライアンスの確認を行いながら患者さんにとっての薬の問

題点をみつけることはとても難しく、先輩方のように患者さんの少しの変化にも気がつくことができる薬剤師

になれるよう、今後の薬局での実習や大学での学習にさらに励みたいと思います。

　薬学部4年次生の赤羽岳です。

　大学では勉学・部活動の他、学内でのフットサル大会やバレー大会などにも出場し、充実した学生生活を送っ

ています。これも先生方や先輩、友達の支えがあるからこそ得られる体験であると思っています。勉学をはじめ、

それ以外のものにも意欲的に活動し、様々な経験を通して、内面的な成長と共に、幅のある薬剤師を目指し、日々

の学生生活を過ごしていきたいと思っています。今後の薬学共用試験合格目指して忙しい毎日を過ごしています。

表紙の在学生 私たち姉弟で薬学部生です!

私たちも家族入学奨学金が利用できました。（平成23年度奨学金一覧は別紙の通りです）

拝啓　盛夏の候、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慶び申し上げます。第１６号となります「卒業生へ

のニュースレター」をお送りいたします。

　さて、薬学部では５年次生１９８人が第1期実習生として北陸3県の病院、薬局で実務実習を行ないました。現場での学生に対

する評価も高く、教職員一同も安堵しているところです。今後の予定としては、9月に第2期実習生、1月に第3期実習生が実務実

習に出て行きます。一方、未来創造学部では、1年次の日本人学生が現地で中国語を学ぶと共に、中国文化に触れることを目的

とした中国語言・文化研修に1ヶ月間出ております。また、8月中に「平成遣中使」として６グループ（医療・漢方班、歴史・文化班、

孔子学院受講生班、高校生班、高校教員班、卓球班）が中国に出発します。

　現在、学生募集に関する広報活動も着実に進行しており、教職員が全国各地の高校にお伺いして大学説明を行なっております。

入学者選抜としては、推薦選抜（全校指定校推薦、一般推薦）、一般選抜、大学入試センター試験利用選抜、アドミッションズ・オ

フィス（AO）選抜が予定されています。なお、経済的理由により本学への就学が困難な方を対象に、本学ではこれまで「延納制度」

や「外部企業からの給付型奨学金」の導入を実施してまいりましたが、更に来年度に向けて成績優秀者をサポートする「リー

ダー養成奨学金」及び「入学者選抜成績優秀者奨学金」、地元で学びたい学生をサポートする「北信越地区奨学金」、家族に本学

出身者がいる学生をサポートする「家族入学奨学金」や「入寮優遇制度」など多くの新たな奨学金制度を設けました。

　大学を取り巻く環境には厳しいものがございます。卒業生の皆様の力強いご支援とご協力を切にお願い申し上げる次第です。

お知り合いの方に大学受験を控えておられる方がございましたら是非とも北陸大学をご紹介いただければ幸いです。よろしく

お願い申し上げます。

　今年も「ホームカミングデー」をはじめ、各地で、生涯教育研修会、卒業生の集いが開催されます。ご家族、同窓生お誘いあわせ

の上、お集まりいただければ幸いです。各会場で皆様にお会いできることを楽しみにしております。　　　　　　　　   　  敬具

大屋敷 孝雄
北陸大学 学長

ご挨拶

　皆さんこんにちは。未来創造学部卒業の関一也です。私
は５月１４日～１６日に広島県の廿日市で開催された全日
本フィールドアーチェリー選手権大会兼世界フィールド選
手権大会選考会に出場し、コンパウンド部門で二連覇し、
かつ世界大会選考会の基準点に達していたため日本代表
に選ばれました。
　７月１３日～１８日にかけて、ハンガリーのブダペストで
行われた世界フィールド選手権大会に出場してきました。
結果はコンパウンド部門で４０人中２４位という結果でし
たが、世界レベルの試合で貴重な経験をすることができま
した。１０月には三連覇がかかる全日本ターゲットアー
チェリー選手権大会がありますので、日々練習をし優勝目
指して頑張りたいと思っています。
　また、現在は実家の美容院を継ぐため、長野理容美容専門
学校に通っています。今年は国家試験がありますのでアー
チェリーと両立しながら合格目指して頑張りたいと思います。

北陸大学公式キャラクターの「ニュートンくん」です。
気まぐれにつぶやいています。是非フォローして
ください。

@hu_newton

JR金沢駅3・4・5番ホーム乗降階段に広報看板掲出中です。お
立ち寄りの際は是非ご覧下さい。

JR金沢駅にオープンキャンパス告知看板掲出中

8月15日（日）～
8月28日（土）掲出

8月29日（日）～
9月25日（土）掲出

★未来創造学部4年次生 北村瞳さんがモデルです

　「DANTOTSU薬立」は、本学の地
域貢献事業の一環として、本学の紹
介のほか、薬と健康にまつわる内容
で、日本の健康長寿社会の実現に少
しでも寄与したいとの願いを込めて、季刊誌として発刊してい
るものです。
　広く全国の高校や書店の他、病院、薬局、ドラッグストア等
の医療機関にも設置していただいております。
　お勤め先店舗等で設置いただける場合は、是非ご協力のほ
どよろしくお願いします。

DANTOTSU薬立
第6号頒布中

やくだつダ ン ト ツ

FM石川（80.5MHz）・FM富山（82.7MHz）本学提供番組

毎週水曜日21：00から21：55の間、本学提供番組「Do you love 
you？」を放送中です。軽快な音楽とタメになる情報がたくさん詰
まった番組となっています。毎回、本学学生と教員が登場するコー
ナーがあり、学生の大学生活や教員の専門分野を超えた話など、本
音トークを聴くことができます。是非一度お聴きください。

全国ＦＭ38局で時報ＣＭ放送中

7月から12月31日までの半年間、全国JFN系列のFM38局で北
陸大学時報CMを放送中です。毎週月～金曜日の19：00、21：
00、23：00、25：00に流れています。是非一度お聴きください。

　「MIL junior」（ミル ジュニア）
は中学・高校生のための医療、進
学情報誌で、第3号ではさまざまな職
場で働く本学卒業薬剤師を多く収
載しました。また、本学独特の６年
制薬学部で養成する最先端の医療人薬剤師教育などについ
て具体的な解説を掲載しています。
　薬学部への進学を希望される生徒さんはもちろん、理系
あるいは医療系への進学を検討中の中学・高校生に是非ご
紹介ください。

全国ラジオCM、
FMラジオ番組放送中

MIL junior 第3号が
完成しました

アーチェリー日本代表に選ばれました

NEWS

是非1人でも多くの中学・高校生にお渡しいただければと思います。
「DANTOTSU薬立」「MIL Jr」をご希望の方は、北陸大学アド
ミッションセンター（TEL.076-229-2667）までご連絡ください。 
無料で送付させて頂きます。

赤羽　岳
弟

薬学部4年次生
趣味：野球

赤羽みずき
姉

薬学部5年次生
趣味：ヨガ
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岡田町南

中御所北

中御所

末広町

JR東日本長野支社

MIDORI

ABN長野朝日放送

三菱信託銀行
ながの東急

NTT

SEIYU

市営駐車場

平安堂

野村証券
NBS長野放送

南千歳町

七瀬西
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▲ 至長野県庁

◀ 至白馬
▼ 至長野 IC・上田

  至須坂・長野東 IC ▶

▲ 至善光寺▲ 至長野県庁

◀ 至白馬
▼ 至長野 IC・上田

  至須坂・長野東 IC ▶

▲ 至善光寺

●

●

●

南千歳町

七瀬西

善
光
寺
口

東
 口

〒380-0824　長野県長野市南石堂町1346番地
TEL.026-291-7000　FAX.026-291-7007

2010年
18:00
  ～20:00月10 （日）日10

日 時

円1,000会  費

会 場

ホテルメトロポリタン長野

北陸大学
同窓会’10
～卒業生の集い～

in長野

　 ～　までを忘れずに明記し、下記アドレス
またはQRコードから送信お願いします。

　　氏 名（フリガナ）[旧姓も明記してください ]
　　　学 部

　　卒業年度
　　住 所（※変更があった方のみ）
　　家族同伴者人数
　　学籍番号もしくはシリアルナンバー
　　　[宛名コードの下に入っている番号（薬学部・法学部のみ）]

参加申し込みはメールまたはFAXにて
1

4
5
6

2
3

1 6

E-mail

FAX Q R

jimukyoku@hokuriku-u-doso.org

076-252-8305
北陸大学同窓会事務局

参加申し込み用紙に記入の上、
上記までFAXしてください。

卒業生の集いと生涯教育研修会 課外活動

在学生レポート

学生の活躍

今年度も年間１１回の「卒業生の集い」を開催します（福井は６月、大阪は７月に実施済み）。ほとんどの会場で同日に生涯教育研修会が開催されます
ので是非、ご参加ください。懇親会参加費は、無料（長野除く）です。お申し込みは、ホームページ、または「卒業生の集い」係まで。

お問い合わせ先／北陸大学「卒業生の集い」係
TEL 076－229－2667

http://www.hokuriku-u.ac.jp/graduate

薬学部・外国語学部・法学部・未来創造学部の全卒業生を対象
とした懇親会です。参加費は無料。学部や年次の枠を越えて、リ
ラックスした雰囲気の中、美味しい料理を堪能しながら同窓
生同士の交流を深めてください。

北陸大学薬友会（薬学部同窓会）各支部が行っている、薬剤
師のための大学卒業後の教育研修会です。本学薬学部教員
や現場の医師、薬剤師などが講師となり、最新の医療に関
する情報や研究業績を講義します。受講料のほか、(財)日本
薬剤師研修センターの研修受講シールが必要な方は別途
シール代が必要です。

Welcome
オープンキャンパス
まだまだ長い君たちの未来。今だからできること、
今しかできないこと。
あれこれ考えるより、まずは体験してみよう。
君たちに必要なのはACTION!-未来を創るのは君自身だ。

北陸大学に興味がある方をぜひご紹介ください。ご連絡はアドミッションセンター（0120-50-4969）まで、よろしくお願いします。 
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今年の
テーマは、

お問い合わせ
参　加　申　込

内　　容

場　　所

時　　間

北陸大学アドミッションセンター 
受験生専用フリーダイヤル　0120-50-4969

○学部・学科紹介、入学者選抜説明、奨学金説明 

○キャンパス見学 

○薬学部実験・講義体験

○未来創造学部講義体験 

○学生寮見学 

○前年度の実際の問題プレゼント 薬学部・未来創造学部ともに太陽が丘キャンパスへお越しください。

11：00～15：00
オープンキャンパス当日は金沢駅西口を10時10分に無料シャトル
バスが出発します。 大学プラカードを持ったスタッフが目印です。

大学グッズ
・

ランチ付

全日本学生柔道優勝大会（インカレ）が６月２６日から２７日、東京都の日本武道館で
行われ、本学柔道部男子が団体戦（７人制）に北信越代表として出場しました。１回戦
の東北学院大学を３対３の内容勝ちで勝利しました。２回戦の同志社大学には、１ポイ
ントをとったものの惜敗しましたが、今後も柔道部の活躍に期待したいと思います。

未来創造学部１年次生６６人が８月５日（木）に約一ヶ月間の中国語言・文
化研修に旅立ちました。最初の１週間を北京で過ごし、残り３週間を４大学
（北京語言大学、北京第二外国語学院、天津外国語学院、大連外国語学院）
に分かれて、英語・中国語の語学研修、中国文化を体験を行います。
　また、８月中に「平成遣中使」として６班（医療・漢方班、歴史・文化班、孔
子学院受講生班、高校生班、高校教員班、卓球班）が中国研修を行います。

柔道部が全日本学生柔道
優勝大会（インカレ）で1回戦突破！

中国での研修班、続々出発！

今年も北大祭が開催されます!
卒業生の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

28

学 園 祭
同時開催10/

日土

平成22年度の開催予定
各会場の詳細については、「卒業生へのニュースレター」や北陸大学ホーム
ページ等で追ってご案内します。

卒業生の集いって？

生涯教育研修会って?

卒業生の皆様　こんにちは！
私は学園祭実行委員長を務めさせていただいてる薬学部2年次生の内藤 彩梨紗と申します。
第34回北陸大学学園祭は10月9日(土)～10日(日)に開催されます。

『侍魂～戦心・笑心～』がテーマです。
このテーマには、「自分のやりたい学祭・みんなに楽しんでもらえる学祭を追求するために
何事にも屈せず立ち向かう」という意味が込められています。
私は、学園祭実行委員に入り、本音で話しあえる仲間・真剣に怒り、時に褒めて私達を支えて
くださる先輩や先生に出会う事ができました。
企画等の詳細な内容については、次号でお知らせさせていただきますので、お楽しみに！

さむらいだましい いくさこころ わらいごころ

実習自分の骨密度を測ってみよう

日本の常識は世界の非常識!?

薬 学 部：

未来創造学部：

9/ 土25

第34回

■会場　北陸大学太陽が丘キャンパス
■日時　2010年10月9日(土)～10日(日)

『侍魂～戦心・笑心～』

オープン

キャンパス

同時開催

広　島 ： ９月５日（日）　１５：３０～１９：３０ 〈ＪＡＬシティ広島〉

沖　縄 ： ９月１２日（日） １１：００～１５：００ 〈ホテル日航那覇グランドキャッスル〉

札　幌 ： ９月１９日（日） １６：００～２０：００ 〈札幌アスペンホテル〉

東　京 ： ９月２６日（日） １０：３０～１４：００ 〈ホテルメトロポリタン池袋〉

金　沢 ： １０月９日（土） １０：0０～１４：００ 〈北陸大学太陽が丘キャンパス〉

名古屋 ： １０月３１日（日） 1３：００～１７：３０ 〈ソフィテルザサイプレス名古屋〉

富　山 ： １２月５日（日） １０：００～１４：００ 〈ボルファート富山〉

●

●

●

●

●

●

●

１０月９日（土） ホームカミングデー～卒業生の集い～同時開催!!

実習自分の体の値知ってますか?

日米関係ってうまくいってるの?

薬 学 部：

未来創造学部：


