
こんな大学ほかにない情 熱、愛情、創意工夫

2012年度  入学者選抜日程

選抜区分 出願期間 選抜日 選抜方法 選抜地 合格発表日

薬学部【定員：306人】 実践薬学を教えます。 臨床現場で活躍できるダントツの医療人を育てます。

※1 【選抜日自由選択制度】選抜日を2日間設けており、選抜日ごとに合否を決定しています。お好きな日にちを選んで受験することも、両日受験することもできます。
※2 東京･名古屋･大阪･札幌･秋田･新潟･富山･福井･長野･岐阜･福岡･那覇･小松・金沢(本学)の14会場
※3 東京･名古屋･大阪･札幌･仙台･秋田･新潟･富山･福井･長野･岐阜･静岡･京都･福岡･那覇･小松・金沢(本学)の17会場
※4 東京･名古屋･大阪･新潟・富山・福井・那覇・金沢(本学)の8会場

未来創造学部【定員：200人】
選抜区分 出願期間 選抜日 選抜方法 選抜地 合格発表日

一般選抜

C日程

B日程

A日程

C日程

B日程

1/1（日）～1/13（金）

1/30（月）～2/16（木）

2/23（木）～3/12（月）

1/1（日）～1/27（金）

2/13（月）～2/24（金）

3/5（月）～3/22（木）

学力テスト（以下の2科目）

●国語総合（現代文のみ）・現代文
●英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング

大学入試センター試験利用教科・科目

●国語（近代以降の文章）
●外国語／英語（リスニング含む）

大学入試
センター試験

1/14（土）・15（日）

A日程

大学入試センター
試験利用選抜

【17会場】※3

【8会場】※4

1/31（火）

2/29（水）

3/23（金）

2/7（火）

3/2（金）

3/28（水）

1月21日（土）・22日(日)　　

2月22日(水)

3月17日(土)

※1

9/ 5（月）～9/22（木）

10/31（月）～11/11（金）

11/21（月）～ 12/2（金）

1/30（月）～ 2/17（金）

3/ 5（月）～ 3/22（木）

10/1（土）

11/19（土）

12/10（土）

2/25（土）

随時（本学の指定する日）

アドミッションズ・
オフィス（AO）選抜

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回

予備面談及び
面接により総合的に
選考します

10/ 7（金）

11/25（金）

12/16（金）

3/2（金）

本学の指定する日

予備面談
出身高等学校または
金沢（本学）

面接：金沢（本学）

一般推薦

全校指定校推薦 10/3(月)～10/21（金）

10/3(月)～10/28（金）

金沢（本学）

高等学校の調査書及び選抜日に実施する
基礎学力テスト（以下から1科目選択）

●英語Ⅰ・Ⅱ　●国語総合（現代文のみ）・現代文

10月29日(土)

11月5日(土)

書類審査及び面接

【14会場】※2

11/8（火）

11/11（金）

推薦
選抜

 世界を舞台にいつでもどこでも活躍できるGP：グローバルパーソンを育てます。

一般選抜

C日程

B日程

A日程

C日程

B日程

1/1（日）～1/13（金）

1/30（月）～2/16（木）

2/23（木）～3/12（月）

1/1（日）～1/27（金）

2/13（月）～2/24（金）

3/5（月）～3/22（木）

大学入試センター試験利用教科・科目

●理科／生物Ⅰ・化学Ⅰ・物理Ⅰから高得点の1科目
●外国語／英語（リスニング含む）

大学入試
センター試験

1/14（土）・15（日）

A日程

大学入試センター
試験利用選抜

【17会場】※3

【8会場】※4

1/31（火）

2/29（水）

3/23（金）

2/7（火）

3/2（金）

3/28（水）

1月21日（土）・22日(日)　

2月22日(水)

3月17日(土)

※1

9/ 5（月）～9/22（木）

10/31（月）～11/11（金）

11/21（月）～ 12/2（金）

1/30（月）～ 2/17（金）

3/ 5（月）～ 3/22（木）

10/1（土）

11/19（土）

12/10（土）

2/25（土）

随時（本学の指定する日）

アドミッションズ・
オフィス（AO）選抜

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回

面接により選考します

10/ 7（金）

11/25（金）

12/16（金）

3/2（金）

本学の指定する日

金沢（本学）

学力テスト（以下の2科目）

●英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング
●化学Ⅰ・Ⅱ

一般推薦

全校指定校推薦 10/3(月)～10/21（金）

10/3(月)～10/28（金）

金沢（本学）10月29日(土)

11月5日(土)

書類審査及び面接

【14会場】※2

11/8（火）

11/11（金）

推薦
選抜

高等学校の調査書及び選抜日に実施する
基礎学力テスト（以下の2科目）

●英語Ⅰ・Ⅱ
●化学Ⅰ・Ⅱ （　　　　　　　　　　　　 ）「生活と物質」及び「生命と物質」

はそれらの内容の共通部分のみ

（　　　　　　　　　　　　 ）「生活と物質」及び「生命と物質」
はそれらの内容の共通部分のみ
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北陸大学

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。

今回のプレゼントは、男子学生寮「松雲会館」敷地内から

湧出したミネラル豊富な天然水「ニュートンウォーター」です。

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!

このQRコードを携帯電話のバーコードリーダーで
スキャンしてお申込みください。

表紙の在学生

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慶び申し上げます。第１９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、新学期のスタートから早や３ヵ月が経過しました。薬学部、未来創造学部両学部とも順調に実学教育が行なわれております。今

年度は６年制薬学部の完成年度であり、いよいよ来年３月には第一期生を送り出すことになります。また、６年制薬学部になってからの

第１回薬剤師国家試験の実施も控えており、教職員一丸となって全員の合格を目指して心を引締め教育・指導に取り組んでおります。未

来創造学部は昨年から１年次生全員の中国研修を実施しておりますが、研修の効果はいろいろな面で表われ、例えば、中国に対する関

心や認識が高まった、自立心が養われたなど、学生の成長において多くの好結果をもたらしました。今年度も未来創造学部においては

中国研修を実施（８月・２月）いたしますが、今年度からは薬学部1年次生に対しても生薬市場見学や医療機関研修などを含めた１カ月

の中国研修（９月）を行うこととなりました。

　さて、学生募集に関する広報活動も開始され、教職員が全国各地の高校にお伺いして学生募集を行なっております。皆様もご存知の

通り、大学を取り巻く状況は非常に厳しいものがございます。私どもも全力を挙げて学生募集に取り組んでまいる所存ですが、卒業生の

皆様のお力とご協力をお借りしなければ目標を達成することができないと考えております。今後とも皆様の力強いご支援とご協力を切

に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、全国各地で生涯教育研修会及び卒業生の集いが開催されます。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。

　末筆ながら、皆様におかれましてはくれぐれもご自愛のほど、お祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　卒業生の皆様、初めまして。薬学部４年次生の山本裕貴です。

長いと思っていた６年間の大学生活もあっという間に４年目に入りました。

今は、４年次に行われる薬学共用試験に向けて、先生方の熱の入った指導と仲間たちの励まし、支えを受けて頑張っています。

　私の思い描く薬剤師は患者さんの気持ちを理解し、臨機応変な対応ができる薬剤師です。そのため、勉学はもちろん、部活、

その他の活動を積極的に行っています。

　２年生の時に仲間たちと「健康増進会」という同好会を作り、昨年部活に認定してもらうことができました。健康増進会では、

「将来医療人となる自覚を持ち、まずは自分自身の健康に関心を持つこと。健やかな大学生活を送るための健康管理をするこ

と」を目標としています。後輩も多く入部してきて、形態測定、ホットヨガ、ボディメイク等の活動を皆で楽しく行っています。

　大学生活も折り返しを過ぎ、これからの日々の学生生活をますます充実させていきたいと思っています。

大屋敷 孝雄
北陸大学 学長

ご挨拶

謹んで震災のお見舞いを申し上げます。
このたびの東日本大震災により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。　　　北陸大学教職員・学生一同

山本さんは、2012年度大学案内の表紙及びＪＲ金沢駅構内の大学看板のモデルにもなっています。 

山本 裕貴
薬学部4年次生

プロフィール

趣味：読書

北陸大学はすべての施設の耐震
補強工事を完了しました。（2008年9月）

〒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

〒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

編集・発行

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23年4月末時点の名簿を基にお送りしています）

（差出人）

100％耐震構造



　皆さん、入学おめでとうございます。よかったですね、北陸大学に入って。

僕は、この大学は未来の姿を先取りしていると思うんです。日本のほとんど

の大学は、日本人の学生しかいない。国際化の時代の今、これがとても問題

だと言われています。北陸大学は、時代に先駆けて、日本、中国、韓国、タイ、イ

ンドといった各国の学生が学ぶ素晴らしいシステムをとられている。まず、

皆さんの素晴らしい選択の目を感じます。

さらに言うならば、東京ではなく、金沢を選んだっていうことも、素晴らしい

ことです。今や大都市の時代じゃない。インターネットがあるから、どこにい

たって世界とつながっているんだよ。

チャレンジを続けよ
　君達のこれからの人生において、一番大切なのがドーパミンと言ってもい

いくらいなんだけど、そのためには、できるかどうかわからないぐらいのこ

とにチャレンジしなくちゃならない。そうしないとドーパミンは出ないんで

すよ。みんなにはチャレンジを続けてほしいなと思うし、人生の中で何が一

番のチャレンジかということをこれから一緒に考えていきたい。

　世の中には色んな好みを持った人がいる。そして、君たちは人間とは、そ

もそもどういうものであるかってことを学んでいかなくちゃいけないんだ

けど、要するに人間は多様だということなんです。

　これからは、君たちの一人ひとりの力が問われる、実力勝負の時代になる

と思っています。日本の社会は、今まで肩書や組織で人を判断するようなこ

とが確かにあったかもしれない。でも、そういう時代はとっくに終わってい

ます。君たちにお願いしたいのは、自分の能力はここまでだとかは考える

なってことです。そんなことわかるはずないじゃないですか。なんでもやって

平成２３年度入学式が挙行されました

医療の現場を大学内でシミュレーションする

バイタルサイン測定

NEWS

みればいいんだよ。全速力で走ってみればいいんですよ。

根拠のない自信を持ち、努力を
　子供の時を思い出してごらん。今日、ハイハイしてさ、そろそろ、つたい歩

きしてみるかな、でも今日は調子悪いから明日に延ばそうかとか考えな

かったでしょう？子供の時には、こんな根拠のない自信があったじゃない

ですか。この根拠のない自信というものを、ずっと持ち続けてほしいの。俺

には出来るんだって。ただし、自信があるだけだと単にイヤな奴になっちゃ

うから、根拠のない自信を持って、そ

れを裏付ける努力をしなければな

らない。本気で自分の夢を信じていた

ら、絶対に努力するはずだよね。

　脳を磨くことなんて簡単。二つの

ことだけ覚えていること。根拠のな

い自信を持て、そしてそれを裏付け

る努力をしろ。そのためには、リスク

を恐れるな。未知のことにチャレン

ジしてほしい、と。ただし、その時に、

邪魔になることがあって、それは劣

等感、コンプレックスであり、あるい

は自分はこの程度だと決めつけ

ちゃうことだということなんだよ。

4月29日～5月4日に富山県常願寺公

園で開かれた「全日本学生テニス選手

権大会北信越地区予選」で、未来創造学

部3年次生の神野良太さんがベスト８に

入り、2年連続で全日本インカレ出場が

決まりました。

5月13日～15日に小松総合体育館で
開かれた「第59回春季北信越学生卓球
選手権大会」団体戦で優勝し、4年ぶり
の全日本インカレ出場が決まりました。
また、ダブルスでは、麻生雅樹さん（未来
創造学部2年次生）高橋秀太さん（未来
創造学部1年次生）が2位に入賞、高橋さん
はシングルスでも5位に入賞しました。

5月12日～15日に山形県上山市体育

文化センターで開かれた「2011国際大

会選考会」で、未来創造学部4年次生の

湊和代さんが、シンクロナイズド競技で

優勝し、英国バーミングガムでの世界選

手権出場が決まりました。また、個人戦

でも2位に入賞しました。

クラブ活動で学生が大活躍！ 4、5月に行われた大会で本学学生が大活躍しました。

硬式テニス部 卓球部 トランポリン部

新入生に熱く語る茂木健一郎氏 ▶

　平成２３年度入学式が４月５日、金沢市の本多の森ホールで行われ、大学院薬学研究科（博士後期課程）、薬学部、未来創造学部、未来創造学部編入学

生、留学生別科生、合わせて５８２名の新入生が、希望を胸に新たな一歩をスタートさせました。式には、多くのご来賓、ご父母らが臨席し、各学部の代表

者らが建学の精神に基づき、勉学に励むことを宣誓しました。

　式終了後には引き続き、新入生教育「フレッシュマンセミナー」の一環として、脳科学者の茂木健一郎氏が「脳を磨け！」の演題で特別講演を行いました。

　医療が高度化し、医薬分業が進む中で、薬剤師の役割はますます重要になって

きました。北陸大学ではチーム医療の中心となる薬剤師をめざして、臨床教育を

行っています。「臨床薬剤学」「臨床薬理学」などの科目を設定すると同時に、

2010年4月には実験科学練内に、「MTR（Medical Training Room)」を新設しました。

　MTRは、ナースセンターと病室を備えた、先進的な模擬病棟です。酸素吸入や

吸引、心拍数や血圧を測定するモニターなどの医療機器を設置し、ACLSシミュ

レーターを使った救命処置トレーニングを行うなど、大学内でリアルな病院実習

が体験できます。病院実習前の5年生はもちろん、１年生からさまざまな実習を

行い、医療現場のイメージをつかんでいきます。

薬剤師もバイタルサインが測定できることをめざし

て、体温、脈拍、血圧、呼吸音と心音などを測定する

ロールプレイを実施します。

心肺蘇生法
心肺停止状態の人に対する救命処置として、一般の

人にも許されているBLSと、医師の指導の下で行う

ACLSを学びます。

注射投与の実習
注射用シミュレーターを用いて、患者役と薬剤師役が

ペアとなって、注射の投与実習を行います。

最先端の臨床教育

今年の1年生は、薬学部・未来創造学部とも全員中国に1ヵ月間の研修を行います。

このキャンパスは世界につながっている
　「Global Eyes」を合言葉に、積極的な国際交流を推し進める本学は、常に海外

に目を向け、国際社会で役立つ人材を育成するため、様々な海外留学・海外研修プ

ログラムを用意しています。

　国際的視野を獲得し、真の国際理解を達成するためには、単に語学の習得だけ

でなく、その国の文化や慣習、政治、経済などを互いに理解したうえで、心を通い合

わせることが肝心です。

　本学には、1年間の長期留学、半年間のセメスター留学、１ヵ月間の短期留学、1 

週間から10日間程度のグローバルプログラムなど様々な海外留学制度があり、こ

れまでにのべ4700人以上の学生がこれらの制度を利用して、海外を体験していま

す。各国の歴史・文化・自然に触れ、現地の学生たちと交流することで、世界観が広

がります。

北陸大学の
最新教育情報

薬学部

世界に通用する語学力未来創造学部

脳科学者茂木健一氏特別講演会  要旨



ー ２０１０年度司法試験合格おめでとうございます。
荒井　昨年９月に発表があり、友達にそのことを言うと「ウソやろ!?」と信じてもらえませんでした（苦笑）。
ー 学生時代の写真を拝見すると、オシャレな遊び人風。弁護士や検事のような堅いイメージと合いません。
荒井　大学生活を満喫してましたからね。実際、楽しかったです。
ー 現在は何をされているのですか？
荒井　11月から１年間の司法修習を受けているところです。
ー 元々、法律家を目指されていたのですか？
荒井　法律を学びたくて北陸大学に入ったのは確かなのですが、具体的に法曹の世界を目指すようになっ
たのは、法学部３年次の終わりくらいからです。
「人の役に立つ仕事をしたい」というシンプルな思いだけで、いま振り返ると、結構軽い気持ちでしたね。そ
の年に行政書士の試験もパスしていたのですが、これは授業の最終的な課題という位置づけで受けたも
ので、将来的なことは決めかねていました。
法律家という目標をはっきり定め、本気で勉強するようになったのは４年次生になってからですね。
ー ちょっと遅いスタートかもしれませんね。
荒井　ええ。実力把握のために法学検定試験を受けると、幸先よく２級を取ることができました。事前に学内で開かれた特別講習を受講したり、松本和彦先生（現副学長・
未来創造学部長）をはじめとするいろんな先生方に指導してもらうなど、大学にはいろいろお世話になりました。松本先生には特に丁寧に教えてもらい、感謝の念でいっぱいです。
ー 卒業後は？
荒井　法科大学院に進み勉強しました。でも、法曹界の入り口に26歳で立つことができたのは、北陸大学で受けた助言や支援の数々のおかげですよ。
ー 北陸大学を志望する高校生に、卒業生として何かメッセージをいただけますか。
荒井　自分の経験から言うと、将来の職業は大学に入って、20歳を過ぎてから考え始めても遅くはありません。志望職種に向けた勉強の開始はなるべく早いにこしたこ
とはありませんが、将来の夢は入学後に思案しても遅くはないと思いますよ。私のように、北陸大学で将来に向けた夢を見つけてください。

活躍する同窓生インタビュー

北陸大学初、司法試験に合格。地元で弁護士事務所を開くのが夢です。

念願の漢方専門薬局をオープン。
地域の人々に役立つ薬局に。

ー 石川県白山市に２０１０年11月、長年の夢だった漢方専門薬局をオープンさ
れました。おめでとうございます。
伊藤（宏） ありがとうございます。35歳までに自分たちの薬局を持つことが夫婦
の夢でしたので、念願がかないました。
ー オープン時の年齢は…。
伊藤（綾） ともに35歳です（笑）。
ー 目標クリアですね。お二人は北陸大学薬学部の同級生とのことですが。大変
失礼ですが、出会いは大学で？
伊藤（宏） そうです。１年次の冬くらいから付き合い始めました。４年次の研究室
は同じ東洋医薬学教室です。
ー きょう、お見えになっていただいた劉園英准教授の研究室ですね。
劉 そうです。二人が卒業後、別れることなく結婚したので、驚きました（笑）。
伊藤（宏） （苦笑）。振り返ると、学生時代はよく勉強しました。３・４年生の時は特
に。バイトする時間もなく、勉強に明け暮れた感じです。卒業の頃には、二人で将
来、自分たちの薬局を持てたらという話をしていました。
劉　確かに二人とも熱心に勉強していましたね。好奇心が強かったし、しっかりし
てました。 
ー お二人はどうして薬学部に入られたのですか？
伊藤（宏） 私は化学と実験とかが好きだったので、薬学部に。
伊藤（綾） 私は小さい時から人を助ける仕事をしたいなと思っていて。白衣を着
て、薬をつくる人はかっこいいなとの憧れもありました。
伊藤（宏） また、私は出身が三重県なのですが、豊かな自然がたくさんあり、様々
な文化が息づく金沢に住んでみたいとの思いも加わって、北陸大学を選びました。
ー 卒業後は？
伊藤（宏） 三重にＵターンし、地元では大手の調剤薬局に勤めました。

伊藤（綾） 私は福井県内の調剤薬局に就職しました。その後主人が漢方薬局へ
転職することとなり、新潟へ移るのを機に結婚し新潟の調剤薬局に転職しました。
ー お二人が26歳の時に結婚されたそうですね。その後は？
伊藤（宏） 将来の独立開業を見据えて漢方薬を専門に扱う最大手の企業に転職
しまして、研鑽を積みながら経営マネジメントなどいろいろなノウハウを勉強す
ることができました。実は入社前の面接で開業の夢があることを包み隠さず明
かしたのですが、それでも快く採用してもらえて、ありがたかったですね。
ー 『福の樹薬局』の名称の「福の樹」にはどんな意味があるのですか。
伊藤（宏） 「大蔭涼樹」という禅の言葉にちなみ、「人のよりどころとなる、患者さ
んに福をもたらす存在にしたい」との思いを込めて、名付けました。暑い日は木陰
をつくり、風雨のときは宿り木となって患者様のお役に立ちたいと思っております。
ー 最後に、北陸大学薬学部で学んで今に生きていることをお聞かせください。
伊藤（宏） 薬学は意外と幅の広い学問で、化学、生物、医学、物理など様々な分野
の知識を吸収・修得できます。実社会に出てからもいろいろな知識がいろいろな
場面で役立っているので、薬学部を出てよかったなと思っています。
伊藤（綾） 北陸大学ではただ薬学を学ぶだけでなく、カウンセリングのスキルも
身につけることができ、薬剤師となってから生きています。
伊藤（宏） とにかく、いろんな応用力を身につけることができますね。また、開業
にあたっては劉先生からも助言をいただき、北陸大学で学んだこと、多くの人と
の出会いや築いた人間関係が私たち二人にとって大きな宝になっています。

伊藤 宏樹さん　福の樹薬局店長(1998年薬学部卒業)
伊藤 綾子さん　福の樹薬局管理薬剤師(1998年薬学部卒業)

荒井 祐人さん　(2007年法学部卒業)

北陸大学からのお知らせ

4月1日からＦＭ石川とＦＭ沖縄で

新番組がスタートしました。

番組名はＦＭ石川は『ゆいまーる沖縄』、

ＦＭ沖縄は『ゆいまーる金沢』です。

石川・沖縄へお越しの際は、是非お聴きください。

北陸大学がサポートする金沢と沖縄の絆。

この番組は金沢の魅力と沖縄の魅力を互いに発

信する番組。金沢の人々が沖縄を身近にそして

深く理解してもらうと共に、ウチナンチューが自

分たちの身近な街として金沢を認知してもらう

ようにFM石川とFM沖縄が互いに番組を制作し

情報を発信します。

＜オンエア局＞FM石川・FM沖縄
＜放送日時＞毎週月～金曜日、16:55～17:00

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。

金沢駅へお立ち寄りの際は是非ご覧ください。

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。

お勤め先店舗等で掲出していただける場合は、
是非ご協力のほどよろしくお願いします。

ＦＭ石川×ＦＭ沖縄
コラボレーション新番組スタート！

ラジオ番組
「Do you love you?もっと自分が好きになる」 好評放送中!
＜オンエア局＞FM石川・FM富山　＜放送日時＞毎週水曜日 21：00～21：55　＜パーソナリティー＞風李 一成

エフエム石川
パーソナリティー

前田 明日香

エフエム沖縄
アナウンサー

西向 幸三

毎月デザインが変わります！
お楽しみに！！

ＪＲ金沢駅に看板掲出中！

8 27/ 土

11 12/ 土

8 13/ 土

土10 8 日9/ ※学園祭同時開催

ポスター
掲出中!7 30/ 土

9 23/ 祝金

【場所】 薬学部・未来創造学部志望者ともに太陽が丘キャンパスへお越しください。

【時間】 11：00～16：00
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。

【お問い合わせ・参加申込】
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

モデルは
表紙で紹介した
薬学部４年次生
山本裕貴さん

学生が登場する
キャンパス
ライフ紹介も
あるよ!!

WELCOME
OPEN CAMPUS

薬学部▶クスリをつくってみよう【薬剤師体験】
未来創造学部▶実はあなたも簡単にしゃべれるんです  英語・中国語

日本の常識は世界の非常識

薬学部▶中国4000 年の歴史『漢方の魅力』にトリコ【模擬講義】
未来創造学部▶実はあなたも簡単にしゃべれるんです  英語・中国語

世界からさしのべられた支援 東日本大震災を受けて

薬学部▶クスリをつくってみよう【薬剤師体験】
未来創造学部▶実はあなたも簡単にしゃべれるんです  英語・中国語

『日本の美』に触ってみよう

薬学部▶「骨の健康」って知ってる？【模擬講義＆骨密度測定】
未来創造学部▶実はあなたも簡単にしゃべれるんです  英語・中国語

もしあなたがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

薬学部▶こわ～～い感染症【実験：大腸菌のゲノムDNAを取り出そう】
未来創造学部▶実はあなたも簡単にしゃべれるんです  英語・中国語

教員を目指そう『子供たちの心理学』

Enjoy Campus！ えんじょい北大祭！

参加者全員
キャンパスランチ

&
ケーキ付

● 学部・学科・入試説明、奨学金説明　　● キャンパス見学　　● 薬学実験・講義体験　　● 未来創造学部講義体験
● キャンパスライフビデオ上映　　　   ● 学生寮（松雲会館・ドームひまわりの家）見学　　● 前年度の入試問題プレゼント



学生が思いきり頑張れるように、保護者の方が安心して応援できるように、なによりもいろいろな学生に出会いたい、そんな思いで作った奨学金制度
です。いずれの奨学金も返還不要です。

【スポーツ奨学金】
■受給資格／本学が強化指定するスポーツ活動(サッカー、アイスホッケー、
　　　　　　硬式野球、卓球、柔道)で、高校時代に顕著な成績を収め、　
　　　　　   入学後も継続して活動するAO選抜入学者。
■減免人数／30人以内
■減免金額／Ⅰ種:60万円/年、Ⅱ種40万円/年
■減免期間／薬学部:6年間、未来創造学部:4年間

トップアスリートを目指すあなたへ

北陸大学では、本学に入学したいという強い意志、意欲を持ちながら、
経済的事情により就学が困難な方を対象に、学費の延納制度を設
けております。
この制度を使えば、在学中に学費の50%を支払い、残りを、卒業後最
長10年間、毎月分割で支払う、等が可能です。

経済的理由により
入学が困難な方への延納制度

【リーダー養成奨学金】
薬学部　　　　600,000円
未来創造学部　500,000円1年間の学納金

■受給資格／一般推薦、一般選抜、大学入試センター試験利用選抜の
　　　　　　成績優秀者。得点率が75％以上の方の中から選ばれます。
■減免金額／薬学部:170万円×6年間
　　　　　　未来創造学部:70万円×4年間
■継続条件／2年次以降も学業成績が上位40%以内であること。

【入学者選抜 成績優秀者奨学金】

■受給資格／一般推薦、一般選抜、大学入試センター試験利用選抜の
　　　　　　成績優秀者。リーダー養成奨学金該当者に次ぐ成績優秀者
　　　　　　が対象。得点率が60％以上の方の中から選ばれます。
■減免金額／薬学部:60万円×6年間
　　　　　　未来創造学部:40万円×4年間
■継続条件／2年次以降も学業成績が上位50％以内であること。

薬学部　　　1,700,000円
未来創造学部　800,000円1年間の学納金

【北信越地区奨学金】
■受給資格／石川・富山・福井・新潟・長野の高等学校出身者全員。
■減免金額／薬学部:60万円×6年間
　　　　　　未来創造学部:30万円×4年間

石川・富山・福井・新潟・長野出身のみなさまへ

【沖縄・北海道特別奨学金】
■受給資格／沖縄・北海道の高等学校出身者全員。
■減免金額／薬学部:60万円×6年間
　　　　　　未来創造学部:30万円×4年間

沖縄・北海道出身のみなさまへ

【家族入学奨学金】

【入寮優遇制度】

■受給資格／両親、兄弟姉妹、もしくは配偶者が本学の卒業生または
　　　　　　 在学生である新入学生全員。
■減免金額／薬学部:60万円×6年間
　　　　　　未来創造学部:30万円×4年間

OBのみなさまのご子女あるいはご兄弟の方には入寮優遇制度を設
けております。
◎ドームひまわりの家(女子寮)　　年間717,000円(通常987,000円)
　(初年度のみ、入寮費として100,000円が別途必要)
◎松雲会館(男子寮)　　　　　 年間546,000円(通常726,000円)

OBのみなさまへ

上記記載の奨学金の重複受給は、原則として認めておりません。
上記記載の奨学金は平成23年度以降の入学生に適用されます。

北陸大学受験生専用フリーダイヤル

までご連絡ください。無料で送付させていただきます。

2012年度 大学案内のご請求方法

0120-50-4969

返還不要

返還不要

返還不要

返還不要

返還不要

返還不要

返還不要

北陸大学「卒業生の集い」係　TEL 076－229－2667　http://www.hokuriku-u.ac.jp/graduateお問い合わせ先

卒業生の集いと生涯教育研修会開催のご案内北陸大学奨学金制度のご案内

全国各地で「卒業生の集い」と「生涯教育研修会」を開催します。薬学部・外国語学部・法学部・未来創造学部の卒業生のみなさま、是非ご参加ください。
参加のお申し込みは、ホームページ、または下記「卒業生の集い」係まで。

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

ながら恩師を囲み、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）各主

催の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。受講料は無料ですが、(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。

卒業生の集いって？ 生涯教育研修会って?

札　幌
東　京
名古屋

9月18日（日）
10月  1日（土）
10月30日（日）

〈札幌アスペンホテル〉
〈渋谷エクセルホテル東急〉
〈ザ サイプレス メルキュールホテル 名古屋〉
（旧 ソフィテル ザ サイプレス名古屋）

：
：
：

●

●

●

卒業生の集い～ホームカミングデー
10月  8日（土）〈北陸大学太陽が丘キャンパス〉

●

北陸大学同窓会０次会
11月26日（土） 18:00～20:00

〈金沢エクセルホテル東急〉

●

沖縄会場：7月23日（土）
〈研修会〉

〈演　題〉

〈講　師〉

16:30～18:00

「補完代替医療の現状と神経保護療法」
北陸大学薬学部医療薬学講座 光本泰秀 教授

〈会　場〉沖縄ハーバービュークラウンプラザホテル

〈卒業生の集い（懇親会）〉18:00～20:00

那覇西高

那覇
空港

那覇空港

小禄

壷川
壷川通り

旭橋

県庁前

奥武山公園

沖縄県庁

３３１

３３２

漫湖公園

奥武山公園

那覇
内環

状線

４３

３９
那覇高校

沖縄ハーバービュー
クラウンプラザホテル

ゆいレール

〈演　題〉

〈講　師〉
「緩和ケアチームと薬剤師」
福井大学医学部附属病院 薬剤部 主任・がん専門薬剤師 渡辺享平 先生

富山会場：8月27日（土）
〈研修会〉16:30～18:30
■16:30～17:30

〈演　題〉

〈講　師〉
「細胞内シグナル伝達と発癌抑制-基礎研究から見た発癌・抑制のメカニズム」
北陸大学薬学部 臨床薬学教育センター 野村政明 教授

■17:30～18:30

〈会　場〉ボルファート富山

〈卒業生の集い（懇親会）〉18:30～20:30

富山駅

富山駅北

インテック
本社前

富山市
総合体育館

ボルファート富山

ハローワーク富山
オークス・カナル
バークホテル富山

富山駅北
郵便局

北陸電力

大阪会場：8月6日（土） 〈会　場〉大阪新阪急ホテル

扇町公園

阪
急
京
都
線

阪
急
神
戸
線

大阪
駅

東
海
道
本
線

大阪環状線
大阪新阪急ホテル

ヨドバシカメラ
HEP NAVIO
OSビル

大阪神ビル
阪神百貨店

EAST

広島会場：9月3日（土）

〈卒業生の集い（懇親会）〉18:00～20:00

〈演　題〉

〈講　師〉
「北陸大学の６年制薬学部教育について」
北陸大学副学長・薬学部長　小倉　勤教授

■16:30～17:00

〈演　題〉

〈講　師〉
「放射線と健康」
北陸大学薬学部 薬学教育推進センター 鍛治聡 准教授

■17:00～18:00

〈研修会〉16：30～18：00
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9月以降の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。


