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後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

＜薬学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　10月21日（土）・22日（日）、
  11月11日（土）・12日（日）
＜医療ビジネス薬科学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　11月19日（日）1・2年生対象

＜共通＞
　1） 行　　　事 学園祭　10月28日（土）・29日（日）、
 学位記授与式、謝恩会
　2） 表　　　彰 努力賞（後期）

陸 上 競 技 部

編 集 後 記

今 後 の 主 な 事 業

第96回関東インカレ　ハーフマラソン

　私たち陸上競技部は、今年で創部5年目となり、総勢29名で日夜トレーニングに励んでいます。北は北海道、南は沖縄、そしてケ
ニヤと各地から集まってきたメンバーと共に箱根出場を目標に切磋琢磨しています。
　箱根に出場するためには、予選会で上位10校の枠に入らなければいけません。
　私たちが日々のトレーニングに専念できるのも、多くの方々のご支援の賜物であり、そのご恩に報いるために私たちがなすべきこ
とは、結果を出すことだと考えております。予選会を勝ち抜くためには、皆様の声援が大きな励みとなります。来る10月14日（土）、
第94回箱根駅伝予選会当日は大きな声援をよろしくお願いいたします。

　後援会では、学生の皆さんの学生生活をより豊かなものにするため、課外活動にも積極的に支援していま

す。会員の皆様には、今後ともご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

　それでは、学園祭、保護者面談会でお待ちしています。

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年） トップでゴール！ 大会新記録でハーフマラソンに優勝したサイモン・カリウキ君（3年）

第93回箱根駅伝 新入部員紹介

力走する桜庭宏暢君（3年） 活躍期待してます！

箱根駅伝2016予選会

さあスタート！

ゴールへ！ ラストスパート！ 昭和記念公園「みんなの原っぱ」での集合写真

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年）

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指します！

監 督 安田　亘 
良質なウッドチップのクロスカントリー
コースや合宿所の完備、管理栄養士考
案の食事など、充実したトレーニング環
境の下、箱根駅伝を含め学生三大駅伝
出場を目指し、選手一人ひとりの能力を
伸ばす指導をしていきます。

コーチ 木路 修平
夢の実現に向けて共に
がんばりましょう！

コーチ 横峯 英実
選手と一緒に走り、速く
なりたい！強くなりた
い！という選手のサポー
トをしていきます。

復路6区大平台ヘアピンカーブ

URL http://www.nihonyakka.jp/

〈さいたまキャンパス〉
〒362-0806　埼玉県北足立郡伊奈町小室10281
TEL 048-721-6159　FAX 048-721-6489

スタート前に全員集合
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後 援 会だより
日本薬科大学 後援会 

　清秋の候、後援会会員の皆様には、益々ご清祥のことと存じます。本年度もまた学生の皆さんの部・同好会
活動をご紹介します。現在、さいたまキャンパスで28、お茶の水キャンパスで6の部・同好会が、勉学と両立
させながら熱心に活動しています。また、日頃の活動に加え、秋の日薬祭を成功させるために、力を合わせて
頑張っています。これらの課外活動にも会員の皆様の後援会費が有意義に使われています。心より感謝
申し上げます。

（学生部長・後援会顧問　原口　一広）

後輩、先輩の関係を大切に毎週土曜日に定期活動をしています！春夏の薬
学連盟大会に出場し、個々の実力を試します。その他、夏合宿、日薬祭に模
擬店を出店するなど、イベント盛り沢山！「文武両道」をモットーに、メリハ
リある活動を目指します！

硬式庭球部

夏合宿にてテニス！新入生歓迎会の様子

部員は50名程度で、週に1回活動しています。内容は、漢方生薬を調べた
り薬草園でハーブを育成したり、アロマを調べ作成するなど、楽しく活動し
ています。今年の日薬祭では、日頃の研究内容を漢方資料館で展示しよう
と考えています。また毎年恒例の薬膳カレーの販売や漢方資料館の案内も
するので是非お越し下さい！！

漢方研究部

冬虫夏草を見に行きました！ 薬用植物園にて

部員は3年生14人、2年生11人、1年生20人の計45人で活動しています。今
年は多くの1年生を迎え、次の演奏会に向けて楽しく練習しています。4月
は入部した1年生も加えスプリングコンサートを大学内で開催し、5月には
ふくろうの杜で演奏会を行い皆様に楽しんでいただくことができました。テ
スト終了後は練習を再開し、日薬祭の演奏に向けて頑張ります。

吹奏楽部

スプリングコンサート ふくろうの杜

私達バドミントン部は大会上位入賞を目指して日々練習に取り組んでいま
す。春の大会では女子が団体戦で決勝リーグまで残る活躍を見せてくれま
した。秋にも大会があり、また一年生は新人戦があるので男女共にいい結
果を残せるよう一生懸命練習していきたいと思います。

バドミントン部

こんなメンバーで活動してます！練習風景

＜さいたまキャンパス＞
　・バレーボール部 ・弓道部
　・ダンス部 ・サイエンス研究部
　・創作部　
　・映画研究同好会 ・軽音楽サークル同好会
　・天体観測同好会 ・軟式野球同好会
　・サッカー同好会 ・ウエイトトレーニング同好会
　・応援団同好会（NEW） ・チアリーディング同好会（NEW）
　・ボードゲーム同好会（NEW） ・シーズンスポーツ同好会（NEW）
　・なでしこ（着付け）サークル ・フットサルサークル

その他の部・同好会・サークル

今年度は新入生を含めた9人で10月28日（土）・29日（日）に開催される第
11回日薬祭に向けて活動しています。今年は少人数ですが、全員で協力し
て、昨年以上に充実した日薬祭を目指しています。今年も皆様のお越しを
お待ちしています。

学園祭実行委員会

日薬祭盛り上がってますね！ こんなメンバーで活動しています！

〈日薬祭風景〉

お 茶 の 水 キ ャ ン パ ス

現在、部員23名で活動しています。週2回の練習と年に数回大会に出場し
ています。フットサルを通して、規律や礼儀、協調性等を養うと共に、互い
に技術を高め合いながら全力で励んでいます。体を動かしたい方、初心者
大歓迎です。お待ちしています。

フットサル部

動け！動け！ さぁ試合だ！

部員1年生から4年生まで約40名で活動しています。地域のボランティア
参加、学内イベントの企画を通して学年を越えた生徒同士、先生方や地域
の方々等、色々な人たちと交流する部活です。学園祭で模擬店を出展する
ので是非お越し下さい。

イベント・ボランティア部“絆”

皆でピース！ 綿あめ作成中！

私たちは簿記能力検定合格を目指して活動しています。活動日は毎週月曜
日に行っています。昨年度には全経簿記能力検定2級まで資格取得を達成
した現2年生がいます。学び方がわからないから教えてほしいといった方
が、集まっていますのでよければ一緒に勉強してみましょう。

NPU会計研究同好会

目指せ！合格！！

前期は登録販売者の資格試験の日程に向けて、毎週月曜日に勉強会を開催
しています。FP技能検定やITパスポートと言ったビジネス関係の資格取得
に関して手助けしていきます。ビジネス資格に関してはたくさんの本を用意
してありますので、もし興味がありましたら是非一緒に勉強してみましょう。

ファーマシューティカルビジネス研究同好会

資格取得に向け、勉強中！

現在1年生から3年生まで、15名で活動しています。月に2回大学の近くの
施設を借りて練習しています。友人同士で競い高め合い技術を磨き、わず
かな活動時間でも全力で取り組んでいます。3年生を中心に1・2年生の指
導を行い、初心者の方でも楽しめるようなサークルです。

ボルダリング同好会

部長のお手本

さ い た ま キ ャ ン パ ス

今年の3月に創設されたばかりで、現在の会員数は1～6年生の23名です。
私達は埼玉県学生献血推進連盟に加盟しており、若年層の献血者数の増
加を目標に活動しています。学園祭でも献血を行うので、ご協力よろしくお
願い致します。

赤十字献血ボランティア同好会

学内献血 親子ふれあいキャンペーン

同好会を立ち上げて二年目になり、人数も増えて、本格的に活動をスター
トしました。会員全員が活動を真剣に取り組み、今年は大会にも出場し、
ダブルスで勝利を収めました。さらなる高みを目指してこれからも活動を
していきます。今年も日薬祭に出店するので是非お越し下さい。

卓球同好会

大会で勝つために真剣です！ 意気投合しました！

ストリングオーケストラ同好会は毎週火・木曜日に活動しています。主な
活動内容は弦楽器を使った演奏と文化祭などに向けた練習です。初心者
の人も楽器の貸し出しをしています！勿論経験者も大歓迎です！

ストリングオーケストラ同好会

左：ヴィオラ 右：ヴァイオリン

皆さんこんにちは。創作同好会です。私達は同じ趣味を分かち合い、和気
藹々と活動しています。今年は課外活動として、コミティア（同人誌即売
会）などのイベントに積極的に活動しました。これからも学年の壁を超え
て部員全員で精進していきますので、是非暖かい目で応援して下さい。

創作同好会

こんなメンバーでやってます！

私たちボランティア研究部は、学内では、学校行事のお手伝い、学校外周
のごみ拾い、ペットボトルキャップ回収によるワクチン寄付を主体に活動し、
外部では、イベントのお手伝い（お祭り、会議、募金等‥）をしています。是
非、お祭りが好きな方、外部の学校とのつながりが持ちたいという方は私
たちの部活に遊びに来てください！！！

ボランティア研究部

入学式でのボランティア活動 清掃活動中

裏千家茶道部は、毎週木曜日に活動しています。1年生から6年生まで和気
藹々とお稽古に励んでいます。7月に和室に炉を切り、畳を新しく張り替え
ていただきましたので活動の幅が広がりました。10月の日薬祭ではお茶会
を行っています。是非足を運んでみて下さい。

裏千家茶道部

短期研修留学生をおもてなし 全員で集合写真

活動風景

今年の3月に日本薬科大学学生赤十字奉仕団として結団しました。現在1年
生から3年生まで、35名で活動しています。地域のボランティア活動、日本
赤十字社のボランティア活動をしており、主に献血推進活動や防災活動、社
会福祉活動など様々な活動をしています。興味ある方は是非お越し下さい。

献血ボランティアサークル

こんなメンバーで活動しています！

NEW

バスケットボール部は毎週水曜日の午後から活動しています。部員皆仲が
良く、先輩と後輩で大学生活や勉強について話したりしています。バスケッ
トボールをやってみたい人や経験者の人、先輩や友達と楽しく部活をやり
たい人に向けた部活です。

バスケットボール部

皆で仲良く昼食！ 試合風景

わたしたちコーラス同好会は毎週木曜、日薬祭や外部施設の演奏会にむ
けて練習しています。経験者は勿論、初心者の部員も在籍し１年生から３
年生まで楽しく活動しています。混声合唱をメインにアカペラ、ポップスな
ど様々なジャンルに挑戦しています。絶賛、部員・伴奏者、募集中です。

コーラス同好会

日薬祭の様子です 多くの一年生が入りました

今年新たに新設した同好会です！部員は約20名ほどで、主に、ダンスや、
韓国語を勉強したりと韓国にまつわるあらゆる事を学び、体験していま
す！また、親交を深めるため、様々なイベントなども企画しています。今回
の日薬祭では、今話題のダンス(TT)も踊るつもりですので、是非遊びにい
らして下さい！

コリアンサークル

韓国旅行、韓服観光しました！ ダンス練習風景です！

NEW

元気なメンバーです

NEW
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後 援 会だより
日本薬科大学 後援会 

　清秋の候、後援会会員の皆様には、益々ご清祥のことと存じます。本年度もまた学生の皆さんの部・同好会
活動をご紹介します。現在、さいたまキャンパスで28、お茶の水キャンパスで6の部・同好会が、勉学と両立
させながら熱心に活動しています。また、日頃の活動に加え、秋の日薬祭を成功させるために、力を合わせて
頑張っています。これらの課外活動にも会員の皆様の後援会費が有意義に使われています。心より感謝
申し上げます。

（学生部長・後援会顧問　原口　一広）

後輩、先輩の関係を大切に毎週土曜日に定期活動をしています！春夏の薬
学連盟大会に出場し、個々の実力を試します。その他、夏合宿、日薬祭に模
擬店を出店するなど、イベント盛り沢山！「文武両道」をモットーに、メリハ
リある活動を目指します！

硬式庭球部

夏合宿にてテニス！新入生歓迎会の様子

部員は50名程度で、週に1回活動しています。内容は、漢方生薬を調べた
り薬草園でハーブを育成したり、アロマを調べ作成するなど、楽しく活動し
ています。今年の日薬祭では、日頃の研究内容を漢方資料館で展示しよう
と考えています。また毎年恒例の薬膳カレーの販売や漢方資料館の案内も
するので是非お越し下さい！！

漢方研究部

冬虫夏草を見に行きました！ 薬用植物園にて

部員は3年生14人、2年生11人、1年生20人の計45人で活動しています。今
年は多くの1年生を迎え、次の演奏会に向けて楽しく練習しています。4月
は入部した1年生も加えスプリングコンサートを大学内で開催し、5月には
ふくろうの杜で演奏会を行い皆様に楽しんでいただくことができました。テ
スト終了後は練習を再開し、日薬祭の演奏に向けて頑張ります。

吹奏楽部

スプリングコンサート ふくろうの杜

私達バドミントン部は大会上位入賞を目指して日々練習に取り組んでいま
す。春の大会では女子が団体戦で決勝リーグまで残る活躍を見せてくれま
した。秋にも大会があり、また一年生は新人戦があるので男女共にいい結
果を残せるよう一生懸命練習していきたいと思います。

バドミントン部

こんなメンバーで活動してます！練習風景

＜さいたまキャンパス＞
　・バレーボール部 ・弓道部
　・ダンス部 ・サイエンス研究部
　・創作部　
　・映画研究同好会 ・軽音楽サークル同好会
　・天体観測同好会 ・軟式野球同好会
　・サッカー同好会 ・ウエイトトレーニング同好会
　・応援団同好会（NEW） ・チアリーディング同好会（NEW）
　・ボードゲーム同好会（NEW） ・シーズンスポーツ同好会（NEW）
　・なでしこ（着付け）サークル ・フットサルサークル

その他の部・同好会・サークル

今年度は新入生を含めた9人で10月28日（土）・29日（日）に開催される第
11回日薬祭に向けて活動しています。今年は少人数ですが、全員で協力し
て、昨年以上に充実した日薬祭を目指しています。今年も皆様のお越しを
お待ちしています。

学園祭実行委員会

日薬祭盛り上がってますね！ こんなメンバーで活動しています！

〈日薬祭風景〉

お 茶 の 水 キ ャ ン パ ス

現在、部員23名で活動しています。週2回の練習と年に数回大会に出場し
ています。フットサルを通して、規律や礼儀、協調性等を養うと共に、互い
に技術を高め合いながら全力で励んでいます。体を動かしたい方、初心者
大歓迎です。お待ちしています。

フットサル部

動け！動け！ さぁ試合だ！

部員1年生から4年生まで約40名で活動しています。地域のボランティア
参加、学内イベントの企画を通して学年を越えた生徒同士、先生方や地域
の方々等、色々な人たちと交流する部活です。学園祭で模擬店を出展する
ので是非お越し下さい。

イベント・ボランティア部“絆”

皆でピース！ 綿あめ作成中！

私たちは簿記能力検定合格を目指して活動しています。活動日は毎週月曜
日に行っています。昨年度には全経簿記能力検定2級まで資格取得を達成
した現2年生がいます。学び方がわからないから教えてほしいといった方
が、集まっていますのでよければ一緒に勉強してみましょう。

NPU会計研究同好会

目指せ！合格！！

前期は登録販売者の資格試験の日程に向けて、毎週月曜日に勉強会を開催
しています。FP技能検定やITパスポートと言ったビジネス関係の資格取得
に関して手助けしていきます。ビジネス資格に関してはたくさんの本を用意
してありますので、もし興味がありましたら是非一緒に勉強してみましょう。

ファーマシューティカルビジネス研究同好会

資格取得に向け、勉強中！

現在1年生から3年生まで、15名で活動しています。月に2回大学の近くの
施設を借りて練習しています。友人同士で競い高め合い技術を磨き、わず
かな活動時間でも全力で取り組んでいます。3年生を中心に1・2年生の指
導を行い、初心者の方でも楽しめるようなサークルです。

ボルダリング同好会

部長のお手本

さ い た ま キ ャ ン パ ス

今年の3月に創設されたばかりで、現在の会員数は1～6年生の23名です。
私達は埼玉県学生献血推進連盟に加盟しており、若年層の献血者数の増
加を目標に活動しています。学園祭でも献血を行うので、ご協力よろしくお
願い致します。

赤十字献血ボランティア同好会

学内献血 親子ふれあいキャンペーン

同好会を立ち上げて二年目になり、人数も増えて、本格的に活動をスター
トしました。会員全員が活動を真剣に取り組み、今年は大会にも出場し、
ダブルスで勝利を収めました。さらなる高みを目指してこれからも活動を
していきます。今年も日薬祭に出店するので是非お越し下さい。

卓球同好会

大会で勝つために真剣です！ 意気投合しました！

ストリングオーケストラ同好会は毎週火・木曜日に活動しています。主な
活動内容は弦楽器を使った演奏と文化祭などに向けた練習です。初心者
の人も楽器の貸し出しをしています！勿論経験者も大歓迎です！

ストリングオーケストラ同好会

左：ヴィオラ 右：ヴァイオリン

皆さんこんにちは。創作同好会です。私達は同じ趣味を分かち合い、和気
藹々と活動しています。今年は課外活動として、コミティア（同人誌即売
会）などのイベントに積極的に活動しました。これからも学年の壁を超え
て部員全員で精進していきますので、是非暖かい目で応援して下さい。

創作同好会

こんなメンバーでやってます！

私たちボランティア研究部は、学内では、学校行事のお手伝い、学校外周
のごみ拾い、ペットボトルキャップ回収によるワクチン寄付を主体に活動し、
外部では、イベントのお手伝い（お祭り、会議、募金等‥）をしています。是
非、お祭りが好きな方、外部の学校とのつながりが持ちたいという方は私
たちの部活に遊びに来てください！！！

ボランティア研究部

入学式でのボランティア活動 清掃活動中

裏千家茶道部は、毎週木曜日に活動しています。1年生から6年生まで和気
藹々とお稽古に励んでいます。7月に和室に炉を切り、畳を新しく張り替え
ていただきましたので活動の幅が広がりました。10月の日薬祭ではお茶会
を行っています。是非足を運んでみて下さい。

裏千家茶道部

短期研修留学生をおもてなし 全員で集合写真

活動風景

今年の3月に日本薬科大学学生赤十字奉仕団として結団しました。現在1年
生から3年生まで、35名で活動しています。地域のボランティア活動、日本
赤十字社のボランティア活動をしており、主に献血推進活動や防災活動、社
会福祉活動など様々な活動をしています。興味ある方は是非お越し下さい。

献血ボランティアサークル

こんなメンバーで活動しています！

NEW

バスケットボール部は毎週水曜日の午後から活動しています。部員皆仲が
良く、先輩と後輩で大学生活や勉強について話したりしています。バスケッ
トボールをやってみたい人や経験者の人、先輩や友達と楽しく部活をやり
たい人に向けた部活です。

バスケットボール部

皆で仲良く昼食！ 試合風景

わたしたちコーラス同好会は毎週木曜、日薬祭や外部施設の演奏会にむ
けて練習しています。経験者は勿論、初心者の部員も在籍し１年生から３
年生まで楽しく活動しています。混声合唱をメインにアカペラ、ポップスな
ど様々なジャンルに挑戦しています。絶賛、部員・伴奏者、募集中です。

コーラス同好会

日薬祭の様子です 多くの一年生が入りました

今年新たに新設した同好会です！部員は約20名ほどで、主に、ダンスや、
韓国語を勉強したりと韓国にまつわるあらゆる事を学び、体験していま
す！また、親交を深めるため、様々なイベントなども企画しています。今回
の日薬祭では、今話題のダンス(TT)も踊るつもりですので、是非遊びにい
らして下さい！

コリアンサークル

韓国旅行、韓服観光しました！ ダンス練習風景です！

NEW

元気なメンバーです

NEW
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後 援 会だより
日本薬科大学 後援会 

　清秋の候、後援会会員の皆様には、益々ご清祥のことと存じます。本年度もまた学生の皆さんの部・同好会
活動をご紹介します。現在、さいたまキャンパスで28、お茶の水キャンパスで6の部・同好会が、勉学と両立
させながら熱心に活動しています。また、日頃の活動に加え、秋の日薬祭を成功させるために、力を合わせて
頑張っています。これらの課外活動にも会員の皆様の後援会費が有意義に使われています。心より感謝
申し上げます。

（学生部長・後援会顧問　原口　一広）

後輩、先輩の関係を大切に毎週土曜日に定期活動をしています！春夏の薬
学連盟大会に出場し、個々の実力を試します。その他、夏合宿、日薬祭に模
擬店を出店するなど、イベント盛り沢山！「文武両道」をモットーに、メリハ
リある活動を目指します！

硬式庭球部

夏合宿にてテニス！新入生歓迎会の様子

部員は50名程度で、週に1回活動しています。内容は、漢方生薬を調べた
り薬草園でハーブを育成したり、アロマを調べ作成するなど、楽しく活動し
ています。今年の日薬祭では、日頃の研究内容を漢方資料館で展示しよう
と考えています。また毎年恒例の薬膳カレーの販売や漢方資料館の案内も
するので是非お越し下さい！！

漢方研究部

冬虫夏草を見に行きました！ 薬用植物園にて

部員は3年生14人、2年生11人、1年生20人の計45人で活動しています。今
年は多くの1年生を迎え、次の演奏会に向けて楽しく練習しています。4月
は入部した1年生も加えスプリングコンサートを大学内で開催し、5月には
ふくろうの杜で演奏会を行い皆様に楽しんでいただくことができました。テ
スト終了後は練習を再開し、日薬祭の演奏に向けて頑張ります。

吹奏楽部

スプリングコンサート ふくろうの杜

私達バドミントン部は大会上位入賞を目指して日々練習に取り組んでいま
す。春の大会では女子が団体戦で決勝リーグまで残る活躍を見せてくれま
した。秋にも大会があり、また一年生は新人戦があるので男女共にいい結
果を残せるよう一生懸命練習していきたいと思います。

バドミントン部

こんなメンバーで活動してます！練習風景

＜さいたまキャンパス＞
　・バレーボール部 ・弓道部
　・ダンス部 ・サイエンス研究部
　・創作部　
　・映画研究同好会 ・軽音楽サークル同好会
　・天体観測同好会 ・軟式野球同好会
　・サッカー同好会 ・ウエイトトレーニング同好会
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その他の部・同好会・サークル

今年度は新入生を含めた9人で10月28日（土）・29日（日）に開催される第
11回日薬祭に向けて活動しています。今年は少人数ですが、全員で協力し
て、昨年以上に充実した日薬祭を目指しています。今年も皆様のお越しを
お待ちしています。

学園祭実行委員会

日薬祭盛り上がってますね！ こんなメンバーで活動しています！

〈日薬祭風景〉

お 茶 の 水 キ ャ ン パ ス

現在、部員23名で活動しています。週2回の練習と年に数回大会に出場し
ています。フットサルを通して、規律や礼儀、協調性等を養うと共に、互い
に技術を高め合いながら全力で励んでいます。体を動かしたい方、初心者
大歓迎です。お待ちしています。

フットサル部

動け！動け！ さぁ試合だ！

部員1年生から4年生まで約40名で活動しています。地域のボランティア
参加、学内イベントの企画を通して学年を越えた生徒同士、先生方や地域
の方々等、色々な人たちと交流する部活です。学園祭で模擬店を出展する
ので是非お越し下さい。

イベント・ボランティア部“絆”

皆でピース！ 綿あめ作成中！

私たちは簿記能力検定合格を目指して活動しています。活動日は毎週月曜
日に行っています。昨年度には全経簿記能力検定2級まで資格取得を達成
した現2年生がいます。学び方がわからないから教えてほしいといった方
が、集まっていますのでよければ一緒に勉強してみましょう。

NPU会計研究同好会
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前期は登録販売者の資格試験の日程に向けて、毎週月曜日に勉強会を開催
しています。FP技能検定やITパスポートと言ったビジネス関係の資格取得
に関して手助けしていきます。ビジネス資格に関してはたくさんの本を用意
してありますので、もし興味がありましたら是非一緒に勉強してみましょう。

ファーマシューティカルビジネス研究同好会

資格取得に向け、勉強中！

現在1年生から3年生まで、15名で活動しています。月に2回大学の近くの
施設を借りて練習しています。友人同士で競い高め合い技術を磨き、わず
かな活動時間でも全力で取り組んでいます。3年生を中心に1・2年生の指
導を行い、初心者の方でも楽しめるようなサークルです。

ボルダリング同好会

部長のお手本

さ い た ま キ ャ ン パ ス

今年の3月に創設されたばかりで、現在の会員数は1～6年生の23名です。
私達は埼玉県学生献血推進連盟に加盟しており、若年層の献血者数の増
加を目標に活動しています。学園祭でも献血を行うので、ご協力よろしくお
願い致します。

赤十字献血ボランティア同好会

学内献血 親子ふれあいキャンペーン

同好会を立ち上げて二年目になり、人数も増えて、本格的に活動をスター
トしました。会員全員が活動を真剣に取り組み、今年は大会にも出場し、
ダブルスで勝利を収めました。さらなる高みを目指してこれからも活動を
していきます。今年も日薬祭に出店するので是非お越し下さい。

卓球同好会

大会で勝つために真剣です！ 意気投合しました！

ストリングオーケストラ同好会は毎週火・木曜日に活動しています。主な
活動内容は弦楽器を使った演奏と文化祭などに向けた練習です。初心者
の人も楽器の貸し出しをしています！勿論経験者も大歓迎です！

ストリングオーケストラ同好会

左：ヴィオラ 右：ヴァイオリン

皆さんこんにちは。創作同好会です。私達は同じ趣味を分かち合い、和気
藹々と活動しています。今年は課外活動として、コミティア（同人誌即売
会）などのイベントに積極的に活動しました。これからも学年の壁を超え
て部員全員で精進していきますので、是非暖かい目で応援して下さい。

創作同好会

こんなメンバーでやってます！

私たちボランティア研究部は、学内では、学校行事のお手伝い、学校外周
のごみ拾い、ペットボトルキャップ回収によるワクチン寄付を主体に活動し、
外部では、イベントのお手伝い（お祭り、会議、募金等‥）をしています。是
非、お祭りが好きな方、外部の学校とのつながりが持ちたいという方は私
たちの部活に遊びに来てください！！！

ボランティア研究部

入学式でのボランティア活動 清掃活動中

裏千家茶道部は、毎週木曜日に活動しています。1年生から6年生まで和気
藹々とお稽古に励んでいます。7月に和室に炉を切り、畳を新しく張り替え
ていただきましたので活動の幅が広がりました。10月の日薬祭ではお茶会
を行っています。是非足を運んでみて下さい。

裏千家茶道部

短期研修留学生をおもてなし 全員で集合写真

活動風景

今年の3月に日本薬科大学学生赤十字奉仕団として結団しました。現在1年
生から3年生まで、35名で活動しています。地域のボランティア活動、日本
赤十字社のボランティア活動をしており、主に献血推進活動や防災活動、社
会福祉活動など様々な活動をしています。興味ある方は是非お越し下さい。

献血ボランティアサークル

こんなメンバーで活動しています！

NEW

バスケットボール部は毎週水曜日の午後から活動しています。部員皆仲が
良く、先輩と後輩で大学生活や勉強について話したりしています。バスケッ
トボールをやってみたい人や経験者の人、先輩や友達と楽しく部活をやり
たい人に向けた部活です。

バスケットボール部

皆で仲良く昼食！ 試合風景

わたしたちコーラス同好会は毎週木曜、日薬祭や外部施設の演奏会にむ
けて練習しています。経験者は勿論、初心者の部員も在籍し１年生から３
年生まで楽しく活動しています。混声合唱をメインにアカペラ、ポップスな
ど様々なジャンルに挑戦しています。絶賛、部員・伴奏者、募集中です。

コーラス同好会

日薬祭の様子です 多くの一年生が入りました

今年新たに新設した同好会です！部員は約20名ほどで、主に、ダンスや、
韓国語を勉強したりと韓国にまつわるあらゆる事を学び、体験していま
す！また、親交を深めるため、様々なイベントなども企画しています。今回
の日薬祭では、今話題のダンス(TT)も踊るつもりですので、是非遊びにい
らして下さい！

コリアンサークル

韓国旅行、韓服観光しました！ ダンス練習風景です！

NEW

元気なメンバーです

NEW
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日本薬科大学 後援会日本薬科大学 後援会

平成29年10月1日発行 No.29-2

〈お茶の水キャンパス〉
〒113-0034　東京都文京区湯島3丁目15-9
TEL 03-5812-9011　FAX 03-5812-9017

日本薬科大学 後援会（事務局）

後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

＜薬学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　10月21日（土）・22日（日）、
  11月11日（土）・12日（日）
＜医療ビジネス薬科学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　11月19日（日）1・2年生対象

＜共通＞
　1） 行　　　事 学園祭　10月28日（土）・29日（日）、
 学位記授与式、謝恩会
　2） 表　　　彰 努力賞（後期）

陸 上 競 技 部

編 集 後 記

今 後 の 主 な 事 業

第96回関東インカレ　ハーフマラソン

　私たち陸上競技部は、今年で創部5年目となり、総勢29名で日夜トレーニングに励んでいます。北は北海道、南は沖縄、そしてケ
ニヤと各地から集まってきたメンバーと共に箱根出場を目標に切磋琢磨しています。
　箱根に出場するためには、予選会で上位10校の枠に入らなければいけません。
　私たちが日々のトレーニングに専念できるのも、多くの方々のご支援の賜物であり、そのご恩に報いるために私たちがなすべきこ
とは、結果を出すことだと考えております。予選会を勝ち抜くためには、皆様の声援が大きな励みとなります。来る10月14日（土）、
第94回箱根駅伝予選会当日は大きな声援をよろしくお願いいたします。

　後援会では、学生の皆さんの学生生活をより豊かなものにするため、課外活動にも積極的に支援していま

す。会員の皆様には、今後ともご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

　それでは、学園祭、保護者面談会でお待ちしています。

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年） トップでゴール！ 大会新記録でハーフマラソンに優勝したサイモン・カリウキ君（3年）

第93回箱根駅伝 新入部員紹介

力走する桜庭宏暢君（3年） 活躍期待してます！

箱根駅伝2016予選会

さあスタート！

ゴールへ！ ラストスパート！ 昭和記念公園「みんなの原っぱ」での集合写真

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年）

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指します！

監 督 安田　亘 
良質なウッドチップのクロスカントリー
コースや合宿所の完備、管理栄養士考
案の食事など、充実したトレーニング環
境の下、箱根駅伝を含め学生三大駅伝
出場を目指し、選手一人ひとりの能力を
伸ばす指導をしていきます。

コーチ 木路 修平
夢の実現に向けて共に
がんばりましょう！

コーチ 横峯 英実
選手と一緒に走り、速く
なりたい！強くなりた
い！という選手のサポー
トをしていきます。

復路6区大平台ヘアピンカーブ

URL http://www.nihonyakka.jp/

〈さいたまキャンパス〉
〒362-0806　埼玉県北足立郡伊奈町小室10281
TEL 048-721-6159　FAX 048-721-6489

スタート前に全員集合
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後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

＜薬学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　10月21日（土）・22日（日）、
  11月11日（土）・12日（日）
＜医療ビジネス薬科学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　11月19日（日）1・2年生対象

＜共通＞
　1） 行　　　事 学園祭　10月28日（土）・29日（日）、
 学位記授与式、謝恩会
　2） 表　　　彰 努力賞（後期）

陸 上 競 技 部

編 集 後 記

今 後 の 主 な 事 業

第96回関東インカレ　ハーフマラソン

　私たち陸上競技部は、今年で創部5年目となり、総勢29名で日夜トレーニングに励んでいます。北は北海道、南は沖縄、そしてケ
ニヤと各地から集まってきたメンバーと共に箱根出場を目標に切磋琢磨しています。
　箱根に出場するためには、予選会で上位10校の枠に入らなければいけません。
　私たちが日々のトレーニングに専念できるのも、多くの方々のご支援の賜物であり、そのご恩に報いるために私たちがなすべきこ
とは、結果を出すことだと考えております。予選会を勝ち抜くためには、皆様の声援が大きな励みとなります。来る10月14日（土）、
第94回箱根駅伝予選会当日は大きな声援をよろしくお願いいたします。

　後援会では、学生の皆さんの学生生活をより豊かなものにするため、課外活動にも積極的に支援していま

す。会員の皆様には、今後ともご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

　それでは、学園祭、保護者面談会でお待ちしています。

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年） トップでゴール！ 大会新記録でハーフマラソンに優勝したサイモン・カリウキ君（3年）

第93回箱根駅伝 新入部員紹介

力走する桜庭宏暢君（3年） 活躍期待してます！

箱根駅伝2016予選会

さあスタート！

ゴールへ！ ラストスパート！ 昭和記念公園「みんなの原っぱ」での集合写真

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君（3年）

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指します！

監 督 安田　亘 
良質なウッドチップのクロスカントリー
コースや合宿所の完備、管理栄養士考
案の食事など、充実したトレーニング環
境の下、箱根駅伝を含め学生三大駅伝
出場を目指し、選手一人ひとりの能力を
伸ばす指導をしていきます。

コーチ 木路 修平
夢の実現に向けて共に
がんばりましょう！

コーチ 横峯 英実
選手と一緒に走り、速く
なりたい！強くなりた
い！という選手のサポー
トをしていきます。

復路6区大平台ヘアピンカーブ

URL http://www.nihonyakka.jp/
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スタート前に全員集合
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