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　アドバイザー教員と３年生、また３年生同士の交流を深めるため、
交流昼食会が実施されました。
　アドバイザーと少人数の学生で、大学生活での勉強や部活動か
ら日頃なかなか話すことのない私生活まで、さまざまな話をする貴
重な機会となりました。学生達の和やかな雰囲気と元気な声が印
象的でした。

後援会で昼食のお弁当をご用意しました。

梅雨の候、保護者の皆様におかれまして
は、益々、ご健勝のこととお慶び申し上げま
す。平成29年度はさいたまキャンパスとお茶
の水キャンパスの後援会が手を取り合って
学生生活の支援に取り組む１年目にあたり、
日本薬科大学後援会にとりまして記念すべ
き節目の年となりました。“２本の矢”が相乗
的に効果を発揮し、全国的に見ても質の高
い学習環境を目指して、学生支援に取り組む
覚悟でございます。今後とも、心温まるご支
援を賜りますようお願い申し上げます。

日本薬科大学後援会顧問
学生部長

原 口 一 広

初夏の風がさわやかな季節となりました
が、日本薬科大学後援会会員の皆様には、
お健やかにお過ごしのことと存じ上げます。
今年度は、日本薬科大学後援会として、新た
に船出する記念すべき年となりました。本学
の学生が薬科大学生として充実した学生生
活を送ることができるように、有益な支援を
して参ります。会員の皆様の変わらぬご理解
とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

日本薬科大学後援会
後援会会長

大 栗 秀 雄

後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

3年生との交流昼食会 H29. 5. 8  MON 30  TUE

▲

H29. 5.25 THU 28 SUN

▲

ゴールへ！ 駒山 魁都君!! 1500mで3位入賞し、表彰台に立つ駒山 魁都君（4年）5000mで力走する桜庭 宏暢君（4年）

先頭集団を力走するサイモン・カリウキ君 見事10000mおよびハーフマラソンの2種目ともに
大会新記録で優勝したサイモン・カリウキ君（3年）

10000m競歩 山田 直樹君（1年）

第96回関東インカレ 陸上競技部

さいたま
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　薬学科および医療ビジネス薬科学科の学位記授与式がさいたま
キャンパス体育館において挙行されました。
　丁宗鐵学長から学位記が授与され、学長告辞、学園総長式辞の
後、伊奈町町長 大島 清様、埼玉県薬剤師会会長 鯉渕肇様からの
御祝辞をはじめ、多くの祝電、御祝詞をいただきました。
　卒業記念謝恩会では名残惜しくも楽しい時間を過ごしました。

卒業記念品（マグカップ）、卒業記念謝恩会、卒業アルバムの費用の一部を、後援会として補助しています。

卒業記念謝恩会

　薬学科、医療ビジネス薬科学科の入学式がさいたまキャンパス
体育館において挙行されました。
　入学許可の後、学長告辞、学園総長式辞、来賓祝辞、御祝詞披露、
新入生代表宣誓および在学生代表歓迎の辞と続き、厳粛かつ意義
深い式典が行われました。
　特に、伊奈町町長 大島清様、埼玉県病院薬剤師会会長 北澤貴
樹様の御祝辞をはじめ、前総務大臣衆議院議員 新藤義孝様、埼玉
県知事 上田清司様、文京区長 成澤廣修様等多数の方々からの祝電、
御祝詞に、新入生は入学の喜びとともに、新たな覚悟を決めるお力
をいただきました。

後援会から新入生全員に、『新入生へのメッセージ』冊子等をお渡
ししました。

後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

学位記授与式 
平成28年度 学位記授与式が挙行されました。

H29. 3. 9  THU

入学式
平成29年度 入学式が挙行されました。

H29. 4. 2  SUN

❖役員会（大栗秀雄 会長以下、役員8名出席）
❖代議員会（役員8名の他、代議員14名出席）

役員会会長挨拶 代議員会

平成29年度 後援会役員会・代議員会をさいたま分会、
お茶の水分会合同としては初めて開催いたしました。

後援会 役員会・代議員会 H29. 5. 14  SUN

　本学が大学パートナーシップ会員となっている国立科学博物館で、1年生全員が科学リテラシーやサイエンスコミュニケーション能力の
向上を目的とした見学プログラムが実施され、全員が展示学習のレポートを提出しました。

後援会から参加費用の一部（交通費など）を補助いたしました。

国立科学博物館での研修風景

国立科学博物館課外研修

　新入生が4つのグループに分かれて、それぞれ2泊3日の軽井沢
フレッシュマンキャンプ（宿泊研修）が実施されました。
　標高1,256mの離山の登山、軽井沢アイスパークでのカーリング、
ピッキオでのネイチャーツアー、セミナーハウスでの上級生との集
いや卒業生の講話と盛りだくさんのメニューで、参加した学生から
も大満足の非常に充実した研修でした。
　新入生の今後の飛躍に期待したいと思います。

後援会からは、新入生に対して食事代を補助しました。

離山頂上 ネイチャーツアー カーリング

上級生との交流 卒業生の講話 鍋や鉄板焼きの夕食

離山頂上 カーリング 鍋や鉄板焼きの夕食

新入生に対し軽井沢セミナーハウス・グリーンヴィラにて、
宿泊研修が実施されました。

軽井沢フレッシュマンキャンプ H29. 4. 17  MON 25  TUE

▲

　5年生では、病院実習（2.5ヶ月）と薬局実習（2.5ヶ月）の実務実習が実施されます。
　本学では、学生が実務実習に向かう前に壮行会を兼ねて白衣授与式を行い、5年
生全員にイニシャルが刺繍された白衣を2着ずつ授与しています。安西和紀学部長
訓示の後、学生代表の川邉龍憲さんに白衣が授与されました。
　その後、川邉さんが実務実習に向けた決意を述べ、先輩の6年生大須賀理奈さん
と佐野円俊さんからは、5年生に励ましの言葉とアドバイスがありました。5年生の
新たな“羽ばたき”を感ずる時間でした。

イニシャルが刺繍された白衣2着を、後援会から5年生全員に贈呈いたしました。

白衣授与式
平成29年度実務実習を前に、白衣授与式が挙行されました。

　本学では、学生の勉学意欲を鼓舞するため、前期と後期に分けて、
学業に励んだ学生を表彰しています。
　今回の後期表彰は、薬学科は1年生から3年生までは前期からの
定期試験成績上昇度、4年生は前期薬学総合演習IAから後期薬学
総合演習IBへの順位上昇度、5年生は国家試験対策模擬試験の成
績によって、それぞれ上位10位までの学生を表彰しました。
　医療ビジネス薬科学科１～３年生は成績上昇度６位までの学生
を表彰しました。４年生は、４年間の総合成績上位６位までの表彰
を昨年10月に実施されました。

後援会から表彰状と副賞を授与いたしました。本年度も表彰を予定
しています。今後も、後援会として学生の皆さんを応援して参ります。

努力賞表彰式
平成28年度後期努力賞の表彰式が実施されました。（前年度1年生から5年生対象。前年度6年生は、1月に表彰しました。）
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