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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。

（本誌は、平成26年8月末時点の名簿を基にお送りしています）

編 集 後 記

　建学の精神を「自然を愛し　生命を尊び　真理を究める人間の形成」と定め、昭和50年に「松雲学園」（昭和60年に学校法人北陸大学

に名称変更）を設置し、「北陸大学」が開学して、来年で創立40周年を迎えます。薬学部の単科大学として始まり、総合大学化・国際化を見

据え、外国語学部（昭和62年）、法学部（平成4年）を開設し、平成16年には外国語学部及び法学部を未来創造学部へ改組し、現在に至っ

ています。

　卒業生の皆様は、学生時代に友人や先生方と共に過ごした思い出がたくさんあることと思います。冒頭の小倉理事長・学長のご挨拶にも

ありますが、北陸大学はこれから生まれ変わります。さらなる歴史、多くの学生の思い出を作り続けていく為にも卒業生の皆様のご支援を

頂戴いただければ幸いです。

　また、本学の最新情報は下記ホームページ、フェイスブックをご覧いただければと思います。

　卒業生の皆様の今後益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

動画で見る「HOKUDAI TV」
気になる北陸大学でのキャンパスライフや、オープンキャンパス情報、学生の生の声、教員の模擬講義など、情報盛りだくさん！

HOKUDAI TV 検 索北陸大学受験生サイト 検 索
jyuken.hokuriku-u.ac.jp tv.hokuriku-u.ac.jp
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北陸大学 卒業生へのニュースレター

北陸大学ホームページ　www.hokuriku-u.ac.jp

北陸大学 www.facebook.com/hokuriku.univ

薬 学 部 www.facebook.com/hokuriku.univ.pharmacy

■薬学部 薬学科　■未来創造学部 国際教養学科／国際マネジメント学科
■留学生別科　■北陸大学孔子学院
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北 陸 大 学 は

創 立 4 0 周 年 を

迎 え ま す 。

北陸大学の建学の精神および “GLOBAL EYES” という教育理念を踏まえて、グローバルな視線が見つめる先＝地球を感じることが

できる地平線をシンボルに、北陸大学の略称「HU」が背景に立つマークとしました。

地平線から昇る太陽＝新たなステージの幕開けを感じさせるようなデザインディテールを意識しています。

このマークと式典などの席で胸に飾るリボンのモチーフを組み合わせ、使用色をジャガーグリーン1色としながらも華やかでおめでたい

雰囲気を演出します。

創立40周年ロゴマークデザインコンセプト

料 金 後 納
郵 便

金沢中央局

ゆうメール



拝啓　爽秋の候、卒業生の皆様におかれましては益々ご壮健のこととお慶び申し上

げます。平成25年4月より北陸大学理事長を拝命し、より良い北陸大学、開かれた

北陸大学に向け鋭意奮闘してまいりました。平成27年に北陸大学は創立40周年を

迎えます。卒業生としては学びの場を頂いた先達に感謝し、自身が「北陸大学で学んだからこそ今の自分がある」

と振り返る良い機会ではないでしょうか。第24号「卒業生へのニュースレター」では、「北陸大学の現状とこれから」

としてメッセージをお伝えします。

　私立大学の在り方が激変している今日では、入学生の確保、教育の質の保証、卒業後の進路など、大学の質の

向上が求められています。入学後の学習の在り方が最も重要であると考えています。私が学長・理事長として大学

の改革を推進できる心の支えは、理事長就任時からの同窓会の皆様方の「全面的に支援する」との熱いお言葉で

あります。大学運営におきましては、まずはユニークさより普通を目指し、人の言葉を聞いて実行するのみならず、

人の言葉を聞いて工夫をすることを信念として、全校指定校選抜廃止などの入試改革、授業料卒業後延納制度の

撤廃、教育の質の向上を目指した薬学部および未来創造学部での新カリキュラム導入を決定しました。さらに、学

部改組、新学部開設の是非の検討を開始しました。北陸大学の「社会に役立つ人材」を育成する力は、卒業生の

活躍がまさに物語っています。この力を未来に向けて躍進させることこそが新生北陸大学の使命であります。北陸

大学は、創立40周年の伝統に裏打ちされた名門校として生まれ変わります。

　北陸大学は、入学した学生全てが卒業時に「北陸大学で学んで良かった」と実感する大学を目指します。薬学部、

法学部、外国語学部、未来創造学部の 18,884 名の北陸大学卒業生が創立40周年を機に、心を一つにしてご支

援頂くことが、卒業生である学長・理事長の切なる思いであります。北陸大学の強固な卒業生の絆は、必ずや素

晴らしい未来の卒業生を輩出することと信じています。これまでに北陸大学に対して多大なご貢献を頂きました同

窓の皆様に改めて感謝と敬意を表すとともに、本学への今後のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

　北陸大学ニュースレターが北陸大学の同窓の輪を一層深める一助になればと願っています。

敬具

平成26年度は以下の会場で「生涯教育研修会」が開催されます。是非ご参加ください。

詳しくはホームページhttp://www.hokuriku-u.ac.jp/graduate/meeting/index.html をご覧ください。

キャンパス見学や個別相談会を行います。

参加者には学園祭で使用できるお食事券と、

オリジナルグッズをプレゼント！

小倉　勤
北陸大学 理事長・学長

生涯教育研修会
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北大祭 

オ ー プ ン キャンパ ス

　授業公開型オープンキャンパス「第1回ウイークデー

キャンパスビジット（以下、WCV）」が7月22日（火）、

薬学及び太陽が丘の両キャンパスで開催され、多く

の高校生が参加しました。WCVは、大学で行われて

いる普段の授業を素材に、高校生が将来の進路を考

えるキャリア発見プログラムで、休日に行われるオー

プンキャンパスとは違った大学の生の魅力を体感で

きるものです。

O P E N  C A M P U S

W E E K D A Y   C A M P U S  V I S I T

挑戦～誰が限界を決めたんだ？～

理事長・学長 ご挨拶 10月4日（土）
17：00～20：30

ホテルJALシティ 広島
広島市中区上幟町７－１４

広島 10月12日（日）
10：00～12：00

北陸大学 太陽が丘キャンパス
金沢市太陽が丘1丁目1番地

金沢 10月26日（日）
13：10～15：30

ザ サイプレス 
メルキュールホテル名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅2-43-6

名古屋 11月16日（日）
11：00～13：00
【懇親会 13：00～15:00】

渋谷エクセルホテル東急
東京都渋谷区道玄坂1-12-2 渋谷マークシティ内

東京

11月4日（火）

「 ウィー ク デ ー キャンパ ス ビ ジット」を 北 陸 地 域 初 開 催
授業公開型オープンキャンパス

髙田 恵造

創立 40 周年を迎える北陸大学の躍進

「大学が同窓会と一体化するとき」

オープンキャンパスとここが違う！

普段の大学キャンパスに行き、リアルな授業を
体験することで、授業内容や教育スタイル、先
輩の学びの様子などを知ることができます。

大学について正しく理解した上で、みん
なで一緒に、自分に合った大学を選ぶに
はどうすればいいか考えます。

自分の目で、
本当の大学の姿を
見ることができる！

自分に合った
大学の選び方、見方を
学ぶことができる！

に開催されます。第２回目は
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オープンキャンパスのお申込みは、大学公式ホームページから

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

ウイークデーキャンパスビジットの
お申込みは、大学公式ホームページから http://www.hokuriku-u.ac.jp/

第 38 回 北陸大学学園祭実行委員長よりメッセージ

未来創造学部 2 年次生

開催!10 11 12土 日

同時
開催

　はじめまして。第38回北陸大学学園祭実行委員長の髙田

恵造です。

　第38回の北大祭は10月11日(土)、12日(日)に開催します。今

年のテーマは『挑戦～誰が限界を決めたんだ？～』です。今まで

やってこなかったような企画や新たな試みに挑戦し、今までのどの北大祭よりも皆

様に楽しんでいただける北大祭にしていきたいという気持ちを込めてこのテーマに

決めました。私たちの挑戦が今後の北陸大学の更なる発展につながるよう、現在、

学園祭実行委員をはじめ先生方や学生が一丸となり準備しております。

　ご来場していただく皆様も挑戦できる企画のほか、見て聴いて楽しむ企画もご用

意しております。是非とも卒業生の皆様にもご来場頂きたく、心よりお待ち申し上げ

ます。

テーマ



語学資格取得者選抜奨学金学費減免制度

3 4

入寮優遇制度
沖縄県・北海道出身者、または両親、兄弟姉妹、配偶者が本学の卒業生（又は在学生）
の方を対象に寮費を優遇いたします。
※入寮は先着順となり、満室になり次第、受け付けは終了となりますのでご注意ください。

■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10万円が別途必要

■松雲会館(男子寮)・・・・・・・・・・・・・年間546,000円(通常726,000円)
■減免期間／薬学部：6年間、未来創造学部：4年間

※1 未来創造学部の予備面談は出身学校または金沢（本学）　※2 未来創造学部は金沢（本学）のみ
※3 【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。
※4 東京・名古屋・大阪・札幌・新潟・富山・福井・長野・岐阜・静岡・那覇・金沢（本学）の12会場　　※5 東京・名古屋・大阪・新潟・長野・富山・那覇・金沢（本学）の8会場

一 般 選 抜

A日程

B日程

C日程

A日程

B日程

C日程
※薬学部のみ

1月5日（月）～1月16日（金）

1月26日（月）～ 2月12日（木）

2月23日（月）～ 3月6日（金）

大学入試センター試験
1月17日（土）・18日（日）

大学入試センター
試験利用選抜

【12会場】 ※4

【8会場】 ※5

金沢（本学）

2月3日（火）

2月27日（金）

3月20日（金）

2月12日（木）

2月27日（金）

3月20日（金）

1月24日（土）・25日（日） ※3

2月19日（木）

3月12日（木）

5月1日（木）～7月31日（木）

1月5日（月）～9日（金）

2月2日（月）～6日（金）

【2会場】天津・南京 9月24日（水）

2月3日（火）

2月27日（金）

9月8日（月）～12日（金）

1月24日（土）

2月19日（木）

1月5日（月）～ 1月30日（金）

2月2日（月）～ 2月20日（金）

3月2日（月）～ 3月13日（金）

9月1日（月）～ 9月25日（木）

11月17日（月）～12月4日（木）

2月23日（月）～ 3月6日（金)

10月4日（土）

12月13日（土）

3月16日（月）

アドミッションズ・
オフィス（AO）選抜

第1回

第2回

第3回
※未来創造学部のみ

10月10日（金）

12月19日（金）

3月20日（金）

金沢（本学） ※1

指定校推薦

専門高校・総合学科推薦

一般推薦

10月1日（水）～10月17日（金）

10月1日（水）～10月24日（金）

金沢（本学）

【3会場】富山・長野・金沢（本学）※2

10月25日（土）

11月1日（土）

11月11日（火）

11月11日（火）

1月5日（月）～1月16日（金） 金沢（本学）

金沢（本学）

1月24日（土） 2月3日（火）

海外選抜：中国

国内選抜①

国内選抜②

推薦選抜

語学資格取得者選抜 ※未来創造学部のみ

大学入試センターから
指定された試験場

選抜区分 出願期間 選抜日 選抜会場 合格発表日

●薬学部【定員：306人】　●未来創造学部【定員：200人】

2 015年度   入学者選抜日程概要

北陸大学名誉教授称号
授与式を挙行

地域社会の発展に寄与するため
地域連携センターを設置

2015年度入学者全員を対象に授業料を一律減免します。減免額は年額で薬学部が
600,000円、未来創造学部が300,000円です。これにより、1年間の実質的な学費は
薬学部1,700,000円、未来創造学部900,000円となります。

■受給資格／一般選抜、大学入試センター試験利用選抜の合計得点率が80%以上の方
の中から選ばれます。（返還不要）

■継続条件／2年次以降も学業成績が学年順位上位30%以内かつ※GPA2.5以上であるこ
と。継続条件が満たされなかった場合は、以降の奨学生の資格を失います。　
■減免期間／薬学部：6年間、未来創造学部：4年間

　北信越学生柔道優勝大会が5月18日、長野市の

長野運動公園総合体育館で行われ、本学は男子団

体戦決勝で金沢学院大学に1対1の内容差で勝ち、初優勝を果たし、7年連続8回目

の全日本学生柔道優勝大会（インカレ）の出場を決めました。

　北陸大学名誉教授称号授与式が7月9日、太陽が丘

キャンパスで行われ、今年3月に退職された4名の方々に

名誉教授の称号が授与されました。

　授与式では、小倉勤理事長・学長より名誉教授記が手

渡され、永年にわたる教育研究の功績に対し、感謝の言

葉が述べられました。これに対し、名誉教授お一人おひ

とりから、名誉教授称号授与への感謝と、北陸大学の更

なる発展を祈念する言葉が述べられました。

　今回、名誉教授となられたのは以下の方々です。 

学費減免制度＆北陸大学独自奨学金制度のご案内

News! 北 陸 大 学 の 最 新 ニ ュ ー ス を お 届 け！

柔道部が北信越大会で初優勝

　平成26年度夏季北信越学生卓球選手権大会

（兼）第81回全日本大学総合卓球選手権大会（個人

の部）北信越地区予選が8月8日から10日まで、長野

県上田市自然運動公園総合体育館で開かれ、本学

からシングルス・ダブルス合わせ、10名が10月の全

日本学生卓球選手権大会への出場を決めました。

　本大会は10月23日から26日に愛知県体育館で開催され、大学日本一（個人の

部）の座をかけて熱戦が繰り広げられます。本学からは以下の選手の出場が決まり

ました。

卓球部が全国大会出場決定

課外活動

 平成26年度より地域及び産官学連携の総合窓口として、地域社会、行

政、NPO、企業、教育機関等との連携を深め、地域の文化及び産業の振

興をもって地域社会の発展に寄与することを目的として地域連携セン

ターを設置しました。

　4月には、石川県加賀市と包括連携協定を結び、協同組合兼六園観光

協会と産学連携プロジェクトに関する覚書を締結しました。今後も更な

る地域連携に取組み、地域に根ざした北陸大学を目指します。

インドネシアの2大学と
新たに協定を締結

 本学はインドネシアのスラバヤ国立大学及びビナ・ヌサンタラ大学の2

大学との間で、新たに大学間協力に関する協定を締結しました。かねて

本学は国際交流を積極的に推進してきましたが、インドネシアの教育機

関との協定締結は初となり、これにより提携校は54大学となりました。

　スラバヤ国立大学とは学術交流、ビナ・ヌサンタラ大学とは学術交流

に加え、教育面でも交流を行う予定です。

　各大学で行われた締結式では、小倉勤理事長・学長は、「学生間の交

流だけでなく、教員の相互派遣なども積極的に実施したい」と今後への

意欲を語りました。

薬学部 未来創造学部 未来創造学部

未来創造学部

未来創造学部

薬学部 未来創造学部

薬学部 未来創造学部

リーダー養成奨学金

170
年間学費

万円 90
年間学費

年間学費 年間学費

万円

60
年間学費

万円 50
年間学費

万円

※GPA（Great Point Average）とは、各履修科目の成績評価（S・A・B・C・F）を数値化し、その総合点を
登録科目の総単位で割って算出した成績平均値です。

新設!

海外留学奨学金 新設!

Ⅰ種で合格すると Ⅱ種で合格すると

給付基準の資格を有する方が語学資格取得者選抜で合格すると、Ⅰ種は年間学費50万
円、Ⅱ種は年間学費70万円で勉強することができます。（返還不要）
※入学時のみ入学金20万円が別途必要となります。
※語学資格取得者が、他の選抜区分で入学しても語学資格取得者選抜奨学生の対象となりません。

給付基準：英　語／英検準1級、TOEFL iBT83点以上、TOEIC750点以上
　　　　　 中国語／中検2級、HSK5級210点以上
継続条件：2年次以降学年順位上位30%以内かつGPA※2.5以上

Ⅰ種

Ⅱ種 給付基準：英　語／英検2級、TOEFL iBT52点以上、TOEIC500点以上
　　　　  中国語／中検3級、HSK4級
継続条件：2年次以降学年順位上位40%以内

50万円 70万円

（Ⅰ・Ⅱ種とも、継続条件が満たされない場合は以降の奨学生の資格を失います）

薬学部 未来創造学部

薬学部 未来創造学部

※各奨学金の継続条件が満たされない場合は適用されません。※留学先の学費は別途必要となります。
※給付金額の上限は30万円です。

リーダー養成奨学金または語学資格取得者選抜奨学金を受給する学生が、本学の制度でセメ
スター（半年）以上の海外留学をする場合、本学に納付する教育充実費相当額（半期15万円）
を留学期間に応じて給付します。

セメスターまたは長期留学に行く場合は、本学に納付する授業料相当額を留学期間に応じて給
付します。帰国後は、留学の成果により単位読み替えがなされることで4年間での卒業が可能と
なります。

海外留学奨学金と留学助成金の併用で
留学期間の本学への学費 0円

留学助成金

（敬称略）

薬学部

栗田 城治
薬学部

藤井 洋一
薬学部

宮本 悦子
未来創造学部

三国 千秋

　グローバルプログラム、平成遣中使、中国研修の海

外派遣研修プログラムが始まり、８月から総勢１４５

名の学生が約１週間から３週間の期間でそれぞれ世

界各国へ出発しています。

　発展著しい中国では経済事情体験や姉妹校学生と

の交流や本場の東洋医薬学体験などを行います。またドイツでは薬学部生が、ドイツ

医療の最新情報とかかりつけ薬剤師の役割を研究するため、ミュンヘンの薬局でア

ンケート調査を行いました。

総勢１４５名の学生が海外派遣研修プログラムへ出発

シングルス　
伊藤博徳（未来創造学部4年）
髙橋秀太（同4年）
鵜野弘之（同2年）
広瀬貴之（同2年）

ダブルス　
伊藤博徳・髙橋秀太組（未来創造学部4年）
三部智也・谷純樹組（同3年・2年）
平山智之・林勇祐組（同3年）
加藤薫・大野洸哉組（同1年）

留学生選抜
※未来創造学部のみ

※未来創造学部のみ

※減免期間は6年間で、各学年で1回のみ減免。 ※減免期間は4年間で、各学年で1回のみ減免。


