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＜薬学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　10月 6 日（土）・7日（日）、
  11月17日（土）・18日（日）
＜医療ビジネス薬科学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　11月10日（土）1・2年生対象

＜共通＞
　1） 行　　　事 学園祭 10月27日（土）・28日（日）、
 学位記授与式、謝恩会
　2） 表　　　彰 前期成績優秀者表彰　10月 2 日（火）

陸 上 競 技 部

編 集 後 記

今 後 の 主 な 事 業

夏季強化合宿2018（北海道・斜里町）

　私たち陸上競技部は、今年で創部6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13日（土）、
第95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。

新入部員紹介

活躍期待してます！

箱根駅伝2017予選会

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指します！

監 督

中田　盛之

徳をもって勝てる選手、チームを育成していきます。
箱根駅伝出場の目的を果たし、オリンピック、世界
選手権で活躍できる選手を輩出したいと思います。

コーチ

横峯 英実

箱根駅伝出場！個人目標を達成！
選手たちがそれらを果たしたときの笑顔を想像し
ながら、時に厳しく、時に優しく、時に冗談を言い
ながら、チームに貢献します。

URL http://www.nichiyaku.ac.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
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　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27、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　井上　裕子）

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、イベントが盛り沢山あります！「文武両道」をモッ
トーに、メリハリある活動を目指して頑張っています！

硬式庭球部

練習風景夏合宿にてテニス！

部員は70名程度です。活動内容は漢方処方やハーブティーの研究、薬草園
で生薬を栽培、薬膳の調理などそれぞれ好きなことをやってます！今年の
日薬祭では、日頃の研究内容を展示します。また、毎年恒例の薬膳カレー
や漢方資料館案内をするので、ぜひお越しください！

漢方研究部

秩父巡検に行きました 育成したバジルでピザを作りました！

3年生10人、2年生11人、1年生14人の計35人で活動しています。前期はス
プリングコンサート、ふくろうの杜での演奏会を行い、多くの方に楽しんで
頂けました。後期には陸上部応援や式典での演奏、そして10月には大きな
発表の場である日薬祭があり、それに向けて活動しています。

吹奏楽部

スプリングコンサート ふくろうの杜

こんにちは、コーラス部です！ 今年は1年生も各パートずつメンバーが揃い
人数も増えました！学園祭や外部施設での演奏会、入学式や卒業式のお手
伝いなど年々、活動の場をひろげています！ 
また今年は同好会から部に昇格し今まで以上にみんなで頑張っていきた
いと思います。

コーラス部

ふくろうの杜での演奏会去年の日薬祭

今年度は新たに16名の新入生を迎え、21人で10月27日（土）・28日（日）
に開催される第12回日薬祭に向けて活動しています。みんなで協力し、昨
年度よりも活気のある充実した学園祭にしたいと思っています。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29名で活動しています。週1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、協調性等を養うとともに互い
に技術を高め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

キックオフ！ 楽しんで練習しています！

学年を超えた学生同士、先生方、地域や他大学の方々との交流の機会が
あります。様々な活動を通じて社会に出ても活かせるコミュニケーション
能力を身に付けることを目標としています。

イベント・ボランティア部“絆”

輪投げの景品を子どもにあげるよ！ 最後は浴衣で盆踊りを踊ります！

私たちは、簿記検定合格を目指して毎週1回活動しています。昨年度に
合格した先輩を中心に教えあっています。みなさん一緒に勉強してみま
しょう。

NPU会計研究会

目指せ！合格！！ 先輩に注目！！

前期は登録販売者の資格試験の日程に向けて、毎週勉強会を開催していま
す。FP技能検定やITパスポートとい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。ビジネス関係の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会

資格取得に向け、勉強中！ 先輩から教わっています！

月2回ほど大学近くの施設を借りて活動しています。自分で目標を立て、自
分のペースで活動できます。友人同士で教え合い、技術を磨き、全力で楽
しんで活動しています。経験者の方でも初心者の方でも楽しめるサークル
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

部員は10名程度で週に1回金曜日に活動しています。主な活動は箱根駅伝
予選会や学園祭で躍る事です！みんな明るくてアットホームな笑顔の絶え
ない同好会です！勉強面でもサポートがあるので是非一度お越し下さい！

応援団・チアリーディング同好会

FORZA! 全員集合！

同好会を立ち上げてから三年目にして、更に活気が出てきました。今年か
ら関東学生卓球連盟への加盟や薬学生大会への参加を積極的に行ってい
ます。普段の活動では試合に対応出来るような実践形式の練習や大学か
ら始めた人に経験者が一から丁寧かつ優しく教えています。今以上に満足
の出来る同好会にしていきます！

卓球同好会

楽しんで打っています! サーブを極めています!

練習風景！

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。
初心者の人も楽器は貸し出しができるので持っていなくても演奏可能で
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

今年度から始動した同好会です！現在20名程度で活動していて、初心者
と経験者ともに仲良く活動しています！日薬祭でライブを開くためにみん
なで練習に励んでいます！ライブを開く際には是非お越しください！

軽音楽同好会

みんなで練習している風景です！ ギター&ベース＆ドラムス！

こんにちは！ 私たちはボランティア研究部です。
ボランティア研究部、縮めてボラ部は、ボランティア活動を通して地域の
方 と々触れ合い、ボランティア精神を培うことを目的とした団体です。
主な活動は、校内及び志久駅周辺のごみ拾い、学内行事のサポート（SA）、
学外イベントスタッフになります。

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

皆さんこんにちは、創作部です。私達はゲーム企画作成、イラスト作成、アクセサ
リー作成、小説作成の4つの班に分かれた活動と、年に2回部誌を作成して学内
に展示、長期休暇にはイベントに参加するなどの活動をしています。文化祭では、
ゲーム体験、イラスト展示、アクセサリー販売を行っており、去年はお陰様で大反
響でした。今年もまた新たな企画を行う予定ですので、興味がある方は是非お
越しください!! 私達創作部は新入部員も増え、より一段と活気だって参りました。
この波に乗りつつこれからも創作活動に励んでいこうと思います。

創作部

活動風景 創作部集合

けんけつちゃんやりました！

昨年の3月に日本薬科大学学生奉仕団として結団しました。現在1年生から
4年生まで43名で活動しています。主に献血推進活動や防災活動、社会福
祉活動をしています。興味のある方は是非お越しください。

献血ボランティア同好会

今年のメンバーです！

こんにちは。ダンス部です。私達ダンス部は部内発表や文化祭、新入生歓
迎会等の舞台に向け日々練習に励んでいます。
発表前は練習を詰める為忙しくなりますが、部員一同ダンスと勉強を両立
して、ダンスをより良い発表にするため頑張っています。

ダンス部

全員集合！ 日薬祭！

楽しんで活動しています。

＜さいたまキャンパス＞
　・裏千家茶道部 ・弓道部
　・バスケットボール部 ・バドミントン部
　・バレーボール部
　・アイススポーツ同好会（NEW）  ・カラオケ同好会（NEW）
　・Korean同好会 ・サッカー同好会
　・シーズンスポーツ同好会 ・赤十字献血ボランティア同好会
　・なでしこ（着付け）同好会 ・軟式野球同好会
　・ボードゲーム同好会

その他の部・同好会・サークル
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けんけつちゃんやりました！

昨年の3月に日本薬科大学学生奉仕団として結団しました。現在1年生から
4年生まで43名で活動しています。主に献血推進活動や防災活動、社会福
祉活動をしています。興味のある方は是非お越しください。

献血ボランティア同好会

今年のメンバーです！

こんにちは。ダンス部です。私達ダンス部は部内発表や文化祭、新入生歓
迎会等の舞台に向け日々練習に励んでいます。
発表前は練習を詰める為忙しくなりますが、部員一同ダンスと勉強を両立
して、ダンスをより良い発表にするため頑張っています。

ダンス部

全員集合！ 日薬祭！

楽しんで活動しています。

＜さいたまキャンパス＞
　・裏千家茶道部 ・弓道部
　・バスケットボール部 ・バドミントン部
　・バレーボール部
　・アイススポーツ同好会（NEW）  ・カラオケ同好会（NEW）
　・Korean同好会 ・サッカー同好会
　・シーズンスポーツ同好会 ・赤十字献血ボランティア同好会
　・なでしこ（着付け）同好会 ・軟式野球同好会
　・ボードゲーム同好会

その他の部・同好会・サークル
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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 6 日（土）・7日（日）、
  11月17日（土）・18日（日）
＜医療ビジネス薬科学科＞
　1） 行　　　事 保護者面談会　11月10日（土）1・2年生対象

＜共通＞
　1） 行　　　事 学園祭 10月27日（土）・28日（日）、
 学位記授与式、謝恩会
　2） 表　　　彰 前期成績優秀者表彰　10月 2 日（火）

陸 上 競 技 部

編 集 後 記

今 後 の 主 な 事 業

夏季強化合宿2018（北海道・斜里町）

　私たち陸上競技部は、今年で創部6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13日（土）、
第95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。

新入部員紹介

活躍期待してます！

箱根駅伝2017予選会

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指します！

監 督

中田　盛之

徳をもって勝てる選手、チームを育成していきます。
箱根駅伝出場の目的を果たし、オリンピック、世界
選手権で活躍できる選手を輩出したいと思います。

コーチ

横峯 英実

箱根駅伝出場！個人目標を達成！
選手たちがそれらを果たしたときの笑顔を想像し
ながら、時に厳しく、時に優しく、時に冗談を言い
ながら、チームに貢献します。

URL http://www.nichiyaku.ac.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
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