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　いつもニュースレターをお読みいただきありがとうございます。

今年度は、既存の学部の改組や新学部の開設等、本学にとって大きな変化の年となりました。このニュースレターは1年に1

度の発行になりますが、少しでも卒業生の皆様と本学とを結ぶ役割を担えれば幸いです。今後ともご支援お願いいたします。

また、本学の最新情報として、大学ホームページ、フェイスブックもご覧いただければと思います。皆様のご健勝とご活躍を心よ

りお祈り申し上げます。

編集
後記

　本学のオリジナルブランド「H.U.AIR」が誕生しました。「２１

世紀を生き抜くチカラ。」を身につけ、学生・教職員が一丸となり

目標に向かって飛び立っていけるように、との想いから、航空会

社をイメージしたブランドです。このブランドで今年はトートバッ

グ、消しゴム、クリアファイル、付箋の４種類のオリジナルグッズを

作成し、太陽が丘、薬学両キャンパスの売店で販売しています。

本学オリジナルブランド
「H.U.AIR」誕生！

学生が学生のためにつくった
テレビ局開局！

　本学の学生たちがつくるテレビ局「HUB

（エイチ・ユー・ビー）」がインターネット上に開

局しました。番組は企画・撮影・編集すべて学

生が手がけます。キャンパス内外の楽しい情

報、学生の成長を紹介するインタビュー番組

なども続々オンエア中です。

本学へのご支援をお願いいたします 古本募金きしゃぽん

読み終えた本が本学への募金になります
古本募金の流れ ○募金できるもの

申込・問合せ（受付365日 9～18時）

運営協賛：古本募金きしゃぽん（嵯峨野株式会社）

本学では、今年1月から古本募金を始めました。
your support of HU

　本学は、建学の精神である「自然を愛し、生命を尊び、真理を

究める人間の形成」を実現するため、学生一人ひとりの潜在的な

可能性を引き出し、個性を伸ばす教育を実践します。皆様のご支

援をお願い申し上げます。詳細につきましては大学ホームページを

ご覧下さい。

●北陸大学育英奨学基金　●北陸大学教育研究基金

●北陸大学古本募金

http://www.hokuriku-u.ac.jp/about/goshien/index.html/

販売価格 ●トートバッグ：500円　●付箋５色セット：100円　
●消しゴム：100円　●クリアファイル３枚セット：100円
●上記４点セット：700円※価格は全て税込です。

①箱詰めして、きしゃぽんへ集荷を申し込む
　宅配業者が伝票を持って引き取りに来ます。
②査定後きしゃぽんより募金額を報告
③北陸大学へ寄附

【その他、募金できるもの】
DVD・CD・ゲーム・スマホ・
切手・はがき

太陽が丘キャンパス3号棟（医療保健学部棟）2017年3月完成
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「学生の成長力No . 1の
教育を実践する
大学となる」
の実現に向けて

理事長・学長メッセージ

拝啓　爽秋の侯、卒業生の皆様におかれましては益 ご々

壮健のこととお慶び申し上げます。

　本学は2017年4月より薬学部の定員を306人から220

人に変更し、2004年に開設した未来創造学部は、時代

の要請に応え、社会が求める人材像を明確に伝えるため、

経済経営学部に名称変更し、国際教養学科を国際コ

ミュニケーション学部に改組しました。また、新たに医療保

健学部を開設し、臨床検査技師、臨床工学技士の両方

の資格を持つ医療技術者の養成を目指します。「自然を

愛し、生命を尊び、真理を究める人間の形成」を建学の

精神に掲げ、「健康社会の実現」を使命・目的とし、グロー

バルな視点を持ち、地域に貢献する人材を育成する。これ

が本学の存在意義です。このように、北陸大学は地域の

健康を担う人材を輩出する総合大学として新たにスタート

しました。

　「教育の本質は人である」との私の信念のもと、多くの教

職員が大学教育に専心くださり、その結果、北陸大学卒

業生として胸を張って社会に貢献できる同窓生を輩出す

ることが出来ています。その教職員の方々に対してより一層

の発展を期するため、また、学生が自ら問題を発見し解決

する能力を開花させる、初年次教育の充実に取り組んで

います。教員の総力を結集し、すべての学生自らが学びを

深めていく教育へのシフトを図っています。

　また、「学生の成長力№1の教育を実践する大学とな

る」との使命を果たすため、本学の全教職員が一丸となり

「チーム北陸大学」として、新たに長期ビジョン「北陸大学

Vision50（by2025）」を策定し、ホームページに掲載させ

て頂きました。これまで大学の創設、発展を担った先人の

方々による礎と、同窓生の皆様の多大なるご支援とご尽力

を心に刻み、これからの創立50周年、さらにその先も、時代

と社会の要請に応える教育機関として、また同窓生が卒

業生として胸を張れる大学として、変革の歩みを続けてい

きます。

　最後に、このニュースレターが同窓の輪を一層深める一

助となりますことを、また、これまでに本学に対し多大なご貢

献を頂きました同窓生の皆様が一層ご活躍されることを心

よりお祈り申し上げます。

敬具

学校法人 北陸大学　理事長・学長

小倉 勤

Communication Oasis
MOGUMOGUオープン！

　２０１７年３月に、太陽が丘1号棟に「Communication Oasis 

MOGUMOGU」がラーニングコモンズとして整備されオープンしまし

た。カフェにいるような雰囲気の中、日常的に外国人教員や留学生

との交流を行うことで、楽しみながら外国語に触れることが出来ます。

カフェメニューも充実しており、学生たちの憩いの場となっています。

■ 開館時間：月曜～金曜　８：３０～２０：３０

■ カフェ営業時間：１１：００～１６：００

　医療保健学部の教育を行うこととなる新校舎「太陽が丘３号

棟」が完成しました。太陽が丘３号棟は、講義室２室、セミナー室３

室のほか、６つの実習室を備え、臨床検査業務、医療機器の操

作・管理を実践的に学ぶことができる学修環境が整備されていま

す。また段差のない床仕上げやスロープの設置により車椅子利用も

できるユニバーサルデザインを採用し、将来の増築や改修に対応し

た配置計画、北陸・金沢をモチーフとした外観となっています。太陽

が丘2号棟やコミュニティーハウスをつなぐ屋内の渡り廊下やブリッ

ジも設置し、安全に各既設建物へ移動ができるよう配慮しています。

　大学を取り巻く環境は、１８歳人口の減少、高等教育の供給拡

大、公財政支出の低減など今後ますます厳しさが増していきます。

こうした環境の中で、本学においては法人の健全な運営や適正な

事業の遂行を推進するとともに、建学の精神・教育理念に基づき

教育研究活動を将来にわたり永続的に発展させるため、法人と

大学が一体となり、共通の現状認識に基づく一致した基本政策

の策定及び推進が重要であることから、その指針となる創立５０周

年に向けた長期ビジョンを策定しました。また、地域・社会に求めら

れる大学であり続けるために、学生の成長を支える魅力ある教育・

研究の実践、教職員の活性化、安定した経営基盤の確立の３点

を戦略の基本とし、中期計画を策定しました。詳しくは大学ホーム

ページをご覧下さい。

■ 大学ホームページ

http://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/vision.html

　本学は文部科学省の実施する平成２８年度「私立大学研究

ブランディング事業」の支援対象校に選定されました。同事業は、

学長のリーダーシップの下、優先課題として全学的な独自色を大

きく打ち出す研究に取り組む私立大学等に対し、経常費・設備

費・施設費を一体として重点的に支援するものです。

　本学の申請事業は、タイプA（地域の経済・社会、雇用、文化

の発展や特定の分野の発展・深化に寄与する研究）の分野で選

定され、支援期間は3年間となっています。

■ 事業名：北陸地方の生薬研究と食文化を基盤とした健康と創

薬イノベーション

■ 事業内容：北陸由来の薬用植物や自生植物、生薬、伝統的

食材等を出発材料とし、より効果のある物質を探索することに主眼

をおき、新たな商品開発と創薬研究を構築し健康寿命の延伸や

在宅医療等の生活の質向上に寄与することを目的とする。

北 陸 大 学

SPECIAL TOPICS
新校舎
太陽が丘キャンパス３号棟
（医療保健学部棟）

北陸大学 長期ビジョン・中期計画私立大学研究ブランディング事業
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大 学 ニ ュ ー ス

海外研修プログラム

　本学と石川県臨床衛生検査技師会、石川県臨床工

学技士会との包括連携協定締結式が５月２５日、本学で

行われました。石川県の地域医療の一翼を担う両会と、臨

床検査技師、臨床工学技士のWライセンス取得を目指し

て新たに開設した医療保健学部とが連携することにより、

地域医療の更なる発展への貢献を目的としています。

石川県臨床衛生検査技師会・
石川県臨床工学技士会と
包括連携協定を締結

総勢191人の学生が
海外研修・留学へ出発
　中国研修（平成遣中使大学生文化交流団：中国伝統

医薬研修班、中国現代社会・経済・文化研修班、スポーツ

交流団：卓球班、バスケットボール班）、アメリカ研修（臨床

薬学先進国アメリカに学ぶ臨床薬剤師像と日米医療事情

の比較）、グローバルプログラム（三大学、カンボジア、韓国）

等の国際交流プログラム、その他外部プログラム（大学生訪

中団）を含め、総勢158人が夏休みを利用した約1週間から

3週間の海外研修に参加しまし

た。また、短期・セメスター・長期留

学には33人の学生が参加し、アメ

リカやイギリス、オーストラリア、中国

の海外協定校へ留学しています。

　第６６回全日本学生柔道優勝大会が６月２４、２５

日日本武道館で開催され、本学柔道部がベスト１６の

健闘を見せました。男子団体は、１０年連続１１度目の

出場です。また、９月３日に行われました北信越学生

体重別団体優勝大会において、北信越地区代表

決定戦で金沢工業大学に６－１で勝利し、１０月２８、２

９日に尼崎市で行われる全日本学生体重別団体優

勝大会への出場を決めました。

　平成29年度夏季北信越学生卓球選手権大

会兼第８４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５日から長

野県で開かれ、本学からシングルス・ダブルス合わ

せ、７人が１０月の全日本大学総合卓球選手権

大会への出場を決めました。全日本大学総合卓

球選手権大会は、１０月２６日から埼玉県所沢市

で開かれ、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。

　第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会が

4月22日、金沢市民サッカー場で行われ、本学

サッカー部は、1回戦で兵庫県代表のバンディオン

セ加古川（関西1部）と対戦しました。三年連続で

手にした天皇杯出場でしたが、全国の壁は高く延

長戦の末0-2で敗れ、初勝利とはなりませんでし

た。今後も全国レベルで戦えるチームを目指し、

サッカーを通じて社会性を身につけ、社会で活躍

できる人材を養成したいと思います。

　サッカー部ではユニフォームスポンサーを募集しています。主な内容は公式戦（北信越）や、全国大会出場の際は全国での露出が
ありますので企業イメージの向上や、商品販売促進のプロモーションにご活用下さい。詳細はサッカー部広報担当神田までお知らせ下
さい（076-229-6113／北陸大学フットボールパーク直通）。2017年シーズンのサッカー部スローガンは「FUTURE　進化×団結」。よ
ろしくお願いいたします。

　独立行政法人日本学術振興会による事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」が７月３０

日、本学で開催されました。この事業は、大学で「科研費（科学研究費補助金）」によ

り行われている最先端の研究成果を中高生が体験し科学の楽しさや不思議に触れ

るプログラムです。医療保健学部を会場として、３５名が受講し、腎臓の病気や血液透

析の仕組みを知る講義や実習等が行われました。

薬学部5年次生
実務実習を前に「白衣授与式」

　本学と金沢市卯辰山麓地区まちづくり協議会との連携

プロジェクトの覚書の締結式が8月2日に金沢市東山の宇

多須神社で行われました。同地区には寺社などが立ち並

び、金沢の古い町並みを維持している一方、地区の高齢

化や防災への対応能力が低い現状が問題視されていま

す。本学が街づくりに参加することで、地域の活性化や防災

活動についての問題解

決への一助となることが期

待されています。　

　病院、薬局での実務実習を間近に控えた薬学部5年次

生を対象に4月26日、薬学キャンパスで「白衣授与式」が行

われました。小倉学長、村田学部長がそれぞれ激励の言葉

を贈り、学生を代表し向井あすかさんに認定書が授与され

た後、一人ひとりに白衣が手渡されました。真新しい白衣に

袖を通した学生は、真の「医療人」を目指し、さらなる研鑽を

誓いました。

全日本学生柔道優勝大会で
ベスト１６入り

全日本学生卓球選手権大会へ
７人出場決定

第97回天皇杯全日本
サッカー選手権大会に出場

　今年度から新たに実施された薬学部6年次生を対象とし

たアメリカ研修が、8月１３日から２５日の日程で実施され、１０

人が参加しました。姉妹校であるカリフォルニア大学リバーサ

イド校の協力を得て、現地の薬局、製薬企業や薬学部を持

つ大学等を訪問し、臨床薬学の先進国であるアメリカにお

ける医療の現状、薬剤師の業務

や役割、薬学教育システムについ

て理解を深めました。

アメリカ研修
（臨床薬学先進国アメリカに学ぶ
臨床薬剤師像と日米医療事情の比較）

金沢市卯辰山麓地区
まちづくり協議会との覚書締結

ひらめき☆ときめきサイエンス事業を開催

北陸大学名誉教授
称号授与式を挙行

　北陸大学名誉教授称号授与式が７月３日、太陽が丘キャン

パスで行われ、今年３月に退職されたジャンD.デニス氏に名誉教

授の称号が授与されました。

　授与式では、小倉理事長・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。デニス氏からは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。

柔道部 卓球部 サッカー部

サッカー部
ユニフォーム
スポンサー募集

北陸大学では様々
な行事が

開催されています

NEW

活動紹介

CLUB ACTIVITIES REPORTクラブ活動報告



北陸大学からのお
知らせHOKURIKU
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医療保健学部国際コミュニケーション学部

薬学部

医療保健学部経済支援奨学金

特待生奨学金Ⅱ種 薬学部経済支援奨学金

通常年額
195万円

適用後
150万円

　入試成績の優秀な方を対象とする「特待生奨学金」、薬学部・医療保健学部で薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士を目指す方への「経済支援奨学

金」、文系学部のＡＯ選抜合格者全員が対象の「ＡＯ奨学金」、高校時代の語学資格の成果を評価する「語学資格取得者奨学金」の各種奨学金制度によ

り、４年間・６年間の経済的負担を軽減します。

特待生奨学金1種

通常年額
150万円

適用後
60万円

90万円
減免!

20万円
減免!

50万円
減免!

135万円
減免!

75万円
減免!

45万円
減免!

20万円
減免!

110万円
減免!

特待生奨学金

適用後
130万円

通常年額
150万円

特待生奨学金 AO奨学金 語学資格取得者奨学金

通常年額
195万円

適用後
60万円

通常年額
195万円

適用後
120万円

通常年額
110万円

適用後
60万円

通常年額
110万円

適用後
90万円

通常年額
110万円

適用後
0万円（初年度のみ）

■入試日程

■入学定員

アドミッションズ・オフィス(AO)選抜

指定校推薦

専門高校・総合学科推薦※1

一般推薦

11/3（金・祝）

12/23（土・祝）

9/30（土）

1/20（土）・21（日）
試験日自由選択制度

大学入試センター試験
1/13（土）・14（日）

セミナー実施日

金沢（本学）

金沢（本学）

金沢（本学）

大学入試センターから
指定された試験場

【6会場】富山・福井・新潟・長野・岐阜・金沢(本学)

10/20（金）

1/9（火）

1/29（月）

2/13（火）

2/26（月）

3/22（木）

11/10（金）

A日程

10/10（火）～ 10/27（金）

  9/1（金）～  9/21（木）

11/27（月）～ 12/14（木）

12/18（月）～ 1/15（月）

【8会場】東京・名古屋・大阪・新潟・長野・富山・那覇・金沢（本学）2/17（土） 2/26（月）2/5（月）～ 2/13（火）B日程

金沢（本学）3/16（金） 3/22（木）2/20（火）～ 3/12（月）

12/18（月）～ 2/2（金）

2/5（月）～ 2/19（月）

2/20（火）～ 3/16（金）

C日程※2

A日程

B日程

C日程

語学資格取得者選抜※1

推薦選抜

一般選抜

大学入試
センター試験
利用選抜

エントリー期間

出願期間試験区分 試験日 試験地 合格発表日

【11会場】東京・名古屋・大阪・札幌・
新潟・富山・福井・長野・岐阜・那覇・
金沢（本学）

220人
薬学部
薬学科 60人

医療保健学部
医療技術学科

国際コミュニケーション学部
国際コミュニケーション学科 80人

※１　専門高校・総合学科推薦は経済経営学部・国際コミュニケーション学部のみ、語学資格取得者選抜は国際コミュニケーション学部のみとなります。
※２　一般選抜選抜C日程は薬学部のみとなります。

北陸大学では、Web出願を実施しています。インターネットを利用できる環境であれば、24時間どこからでも
出願することができます。ぜひWeb出願をご利用ください。Web出願できます！

経済経営学部
マネジメント学科 200人

経済経営学部
AO奨学金特待生奨学金

50万円
減免!

20万円
減免!

通常年額
95万円

適用後
45万円

通常年額
95万円

適用後
75万円
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学園祭実行委員長メッセージ：第４１回北大祭の実行委員長を務めさせていただくことになりました静岡朋希で
す。今年は実行委員の人数が大幅に増え、昨年の経験を元にみんなで頑張ってきました。学園祭のテーマであ
る、「Bloom of youth ～ここが私の咲く場所～」は、今年から４学部４学科体制になり、新たなスタートを切った
北陸大学で、一人一人が自分の花を咲かせ、また、学生という青春時代の１ページをここ北陸大学で作ろう！とい
う思いを込めました。足を運んでくださったみなさまにも、学生の力を感じでいただけたらいいなと思います。今年も
様々な楽しい企画を準備しており、盛り上がること間違いなしだと思います。実行委員一同、みなさまのお越しをお
待ちしております。

第2回
北陸大学寄席in学園祭 開催！

10/8（日） 
北陸大学 太陽が丘キャンパス2号棟
3階312講義室
木戸銭 500円
（北陽会（外国語学部同窓会）会員・北陸大学生は無料）

100人（全席自由）
※満員の場合、入場を制限させていただく場合がございます。

日 時

会 場

料 金

定 員

桂まん我
コンプレッサー

ゲスト

お問い合わせ
北陸大学北陽会事務局 
hokuyoukai@gmail .com

学園祭実行委員長
未来創造学部3年次生
静岡 朋希

第４1回 北大祭
[テーマ] Bloom of youth～ここが私の咲く場所～

開催10/7（土）8（日）・

大勢の皆様のご来場をお待ちしております。

Sunday Live
同 時 開 催

開演 午後2時 
（開場 午後1時30分）

10/8（日）
北陸大学 太陽が丘キャンパス 松雲記念講堂
前売り券 2,000円・当日券 2,500円

日 時

場 所

料 金

開演 午後2時 開場 午後1時30分

※注意事項 ・未就学児入場不可 ・開場・開演時間は変更になる場合がございます
・会場の規定に伴いヒールでのご来場不可
・当日午前9時30分より学祭本部にて入場整理券を配布致します。
・公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。

■ 北陸大学学園祭 http://www.hokuriku-u.ac.jp/campus/fes/index.html

生涯教育研修会 平成２９年度は以下の７会場で開催されます。是非ご参加ください。

同窓会 in  金沢

福井地域交流プラザAOSSA
福井市手寄１丁目４－１ TEL:0776-20-1535

福　井 ９月9日 土

ホテルマイステイズ札幌アスペン
札幌市北区北８条西４－５ TEL:011-700-2111

札　幌 9月17日

北陸大学 太陽が丘キャンパス １号棟
金沢市太陽が丘１－１ TEL:076-229-1161

金　沢 １０月7日 土

土 ホテルJALシティ広島
広島市中区上幟町７－１４ TEL:082-223-2580

広　島 １0月28日 

ボルファートとやま
富山市奥田新町８－１ TEL:076-431-1113

富　山 １１月１2日 日

日

ザ サイプレスメルキュールホテル名古屋
名古屋市中村区名駅２－４３－６ TEL:052-571-0111

名古屋 １0月22日日

ホテルグランヴィア大阪
大阪市北区梅田３－１－１ TEL:06-6344-1235

大　阪 平成３０年２月２5日 日

OPEN CAMPUS 2017

北陸大学北陽会Presen t s
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9/24（日） 10/7（土）・8（日） 11/19（日）学園祭
同時開催

受験対策
講座開講

無料送迎バス運行

2018年度 入学者選抜概要

入試奨学金制度について

lol

ET-KING

一般販売 プレイガイド：イープラス、チケットぴあ

終了しました

終了しました

終了しました

平成30年9月23日（日） 開催予定
詳しくは同窓会または大学ホームページをご覧ください。

同窓会HP：http://hu-dousoukai.net/



〒920-1180 石川県金沢市太陽が丘1-1　
TEL.076-229-2667
jimukyoku@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。

（本誌は、平成29年7月末時点の名簿を基にお送りしています）

薬学部 薬学科
経済経営学部 マネジメント学科
国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科
医療保健学部 医療技術学科
〒920ー1180 石川県金沢市太陽が丘 1ー1 
TEL.076ー229ー1161 ㈹　FAX.076ー229ー1393　http://www.hokuriku-u.ac.jp/

1
2
3
5

　いつもニュースレターをお読みいただきありがとうございます。

今年度は、既存の学部の改組や新学部の開設等、本学にとって大きな変化の年となりました。このニュースレターは1年に1

度の発行になりますが、少しでも卒業生の皆様と本学とを結ぶ役割を担えれば幸いです。今後ともご支援お願いいたします。

また、本学の最新情報として、大学ホームページ、フェイスブックもご覧いただければと思います。皆様のご健勝とご活躍を心よ

りお祈り申し上げます。

編集
後記

　本学のオリジナルブランド「H.U.AIR」が誕生しました。「２１

世紀を生き抜くチカラ。」を身につけ、学生・教職員が一丸となり

目標に向かって飛び立っていけるように、との想いから、航空会

社をイメージしたブランドです。このブランドで今年はトートバッ

グ、消しゴム、クリアファイル、付箋の４種類のオリジナルグッズを

作成し、太陽が丘、薬学両キャンパスの売店で販売しています。

本学オリジナルブランド
「H.U.AIR」誕生！

学生が学生のためにつくった
テレビ局開局！

　本学の学生たちがつくるテレビ局「HUB

（エイチ・ユー・ビー）」がインターネット上に開

局しました。番組は企画・撮影・編集すべて学

生が手がけます。キャンパス内外の楽しい情

報、学生の成長を紹介するインタビュー番組

なども続々オンエア中です。

本学へのご支援をお願いいたします 古本募金きしゃぽん

読み終えた本が本学への募金になります
古本募金の流れ ○募金できるもの

申込・問合せ（受付365日 9～18時）

運営協賛：古本募金きしゃぽん（嵯峨野株式会社）

本学では、今年1月から古本募金を始めました。
your support of HU

　本学は、建学の精神である「自然を愛し、生命を尊び、真理を

究める人間の形成」を実現するため、学生一人ひとりの潜在的な

可能性を引き出し、個性を伸ばす教育を実践します。皆様のご支

援をお願い申し上げます。詳細につきましては大学ホームページを

ご覧下さい。

●北陸大学育英奨学基金　●北陸大学教育研究基金

●北陸大学古本募金

http://www.hokuriku-u.ac.jp/about/goshien/index.html/

販売価格 ●トートバッグ：500円　●付箋５色セット：100円　
●消しゴム：100円　●クリアファイル３枚セット：100円
●上記４点セット：700円※価格は全て税込です。

①箱詰めして、きしゃぽんへ集荷を申し込む
　宅配業者が伝票を持って引き取りに来ます。
②査定後きしゃぽんより募金額を報告
③北陸大学へ寄附

【その他、募金できるもの】
DVD・CD・ゲーム・スマホ・
切手・はがき

太陽が丘キャンパス3号棟（医療保健学部棟）2017年3月完成
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