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　アドバイザー教員と学生、また学生同士の交流を深めるため、教
員・学生を交えた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課外活動
に関する事から日頃なかなか話すことのない私生活に関する事ま
で、様々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。

紫陽花の花が大輪に花を咲かせる頃とな
りました。後援会の皆様にはますますご健勝
のこととお喜び申し上げます。後援会からは
学生が有意義なキャンパスライフを送れるよ
うに教育環境を充実させるための事業を支
援していただいております。これからの支援
を通して、日本薬科大学が更に活性化し、学
生が誇れる大学を目指し、教職員共々取り組
んでまいります。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

井 上 裕 子

雨後の緑が目に鮮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、
健やかにお過ごしのことと存じ上げます。後
援会では、本年度も薬剤師免許取得・各種
資格取得、学生の学修支援など学生の皆さ
んにとって、有益な支援をして参ります。
皆様からのご支援を頂きながら学生が充
実した大学生活が送れるようにサポートを
継続いたします。
会員の皆様の変わらぬご支援とご協力を
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

木根淵 豊

後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

アドバイザーとの昼食会

R 1. 5.23 THU 26 SUN

▲第98回関東インカレ 陸上競技部

H31. 4.15 MON R 1. 5.22 WED

▲さいたま

H31. 4. 8 MONお茶の水H31. 4. 5 FRIさいたま

　課外活動に加入している上級生が、新入生歓迎会を開催しました。
部・同好会が活動内容の紹介や演奏・演舞等を行い課外活動の魅力
を新入生に伝える良い機会となりました。
　新入生は部・同好会の紹介等を真剣に聞いており、どの課外活動に
加入するか悩んでいる姿が印象的でした。
　新入生が課外活動に加入し、大学生活を更に充実したものになることを期待します。

　陸上競技部が第98回関東インカレに出場しました。

新入生歓迎会
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　薬学科及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。
　都築稔副学長から学位記が授与され、内閣府副大臣｠ 中根一幸
衆議院議員、埼玉県薬剤師会｠鯉淵肇会長 から御祝辞を賜りました。
　学位記授与式終了後の謝恩会では卒業生・教職員ともに楽しい
一時を過ごしました。

卒業記念品（マグカップ）、謝恩会、卒業アルバム費用の一部を、後援会から補助しています。

卒業記念謝恩会

　薬学科及び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。
　薬学科、医療ビジネス薬科学科の入学許可の後、副学長告辞、来
賓祝辞、祝詞披露、入学生代表宣誓及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。
　来賓としてお越し頂いた、伊奈町長 大島清様、埼玉県病院薬剤
師会会長 北澤貴樹様のご祝辞をはじめ、埼玉県知事 上田清司様、
文京区長 成澤廣修様、衆議院議員 新藤義孝様、内閣府副大臣 衆
議院議員 中根一幸様、デュケイン大学 薬学部長 J.Douglas Bricker 
様、台湾 中医薬大学 学長 洪明奇 様等、多数の方からの祝電・祝詞
を頂きました。

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30年度 学位記授与式が挙行されました。

H31. 3. 5  TUE

入学式
平成31年度 入学式が挙行されました。

薬学科・医療ビジネス薬科学科1年生が国立科学博物館で研修を行いました。

H31. 4. 4  THU

平成30年度決算及び令和元年度予算が承認されました。
❖役  員  会（木根淵 豊　会長以下、15名参加）
❖代議員会（木根淵 豊　会長以下、28名参加）
平成30年度決算報告・監査報告、令和元年度収支（案）、他議案につ
いて審議が行われ、全ての議案が了承されました。

令和元年度 後援会役員会・代議員会を開催しました。

後援会 役員会・代議員会 R 1. 5.19 SUN

　本学が教育連携（パートナーシップ）を提携している国立科学博
物館で、1年生全員が化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、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）を補助しました。

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
フレッシュマン研修（宿泊研修）に参加しました。
　標高1,256mの離山登山、軽井沢アイスパークでのカーリング、
軽井沢野鳥の森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沢山の内容で、参加した学生から
も大満足の声が聞かれ、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ます。

後援会からは、新入生に対してフレッシュマン研修に係る費用を補
助しました。

出発前の点呼 グループエンカウンター 上級生との交流

離山頂上 カーリング 卒業生の講話

出発前 夕食の風景 ネイチャーツアー

新役員・代議員への
委嘱状交付

会計監査 代議員会

平成31年度新入生が軽井沢セミナーハウスにて、
宿泊研修に参加しました。

軽井沢フレッシュマン研修 H31. 4. 18  THU 26 FRI

▲

　5年生では、薬局実習（2.5ヶ月）及び病院実習（2.5ヶ月）の実務実習が実施されます。今年か
ら開催内容が変更され、学生の実習先の薬局・病院の指導薬剤師が来学し、直接学生と実習内
容等について話し合う「実務実習事前説明会」と名称・開催内容を改めました。松田就職厚生部
長の説明の後、学生と指導薬剤師が実習についての確認や話し合いを行いました。
　実務実習事前説明会は全3回実施され、1・2期が実習の対象になっている学生は1月12日に、
2・3期が実習の対象になっている学生は4月20日に実施されました。尚、3・4期が実習の対象に
なっている学生は7月13日に実施する予定です。
　指導薬剤師と話をする姿や説明を聞く態度から、5年生の成長と新たな“羽ばたき”を感じる
会となりました。

実務実習事前説明会
平成31年度実務実習を前に、実務実習事前説明会が開催されました。

　本学では学生の勉学意欲向上のため、前期・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、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年生は前期に実施される薬学総合演習ⅠAから後期
に実施される薬学総合演習ⅡBの順位上昇度、5年生は国家試験対
策模擬試験の成績、6年生は卒業試験の成績によって、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位までの学生を
3月に表彰しました。

後援会から表彰状と副賞を授与しました。今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30年度後期努力賞の表彰式が実施されました。

R 1.5.10  FRIさいたま H31. 4.12  FRIお茶の水

H31. 4. 25 THUさいたま H31. 4. 1 MONお茶の水

さいたま

お茶の水

1年生（現2年生） 2年生（現3年生）

4年生（現5年生）3年生（現4年生） 5年生（現6年生）

1年生（現2年生） 2年生（現3年生） 3年生（現4年生）

さいたま

お茶の水

H31. 1.12 SAT・4.20 SATさいたま

イニシャルが刺繍された白衣2着を、後援会から5年生全員に贈呈しました。

薬学科は前年度1・2・3・5年生対象。前年度4年生は2月、6年生は1月に、
医療ビジネス薬科学科は4月に表彰しました。

＃811185後援会だよNo01-01_naka



　薬学科及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。
　都築稔副学長から学位記が授与され、内閣府副大臣｠ 中根一幸
衆議院議員、埼玉県薬剤師会｠鯉淵肇会長 から御祝辞を賜りました。
　学位記授与式終了後の謝恩会では卒業生・教職員ともに楽しい
一時を過ごしました。

卒業記念品（マグカップ）、謝恩会、卒業アルバム費用の一部を、後援会から補助しています。

卒業記念謝恩会

　薬学科及び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。
　薬学科、医療ビジネス薬科学科の入学許可の後、副学長告辞、来
賓祝辞、祝詞披露、入学生代表宣誓及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。
　来賓としてお越し頂いた、伊奈町長 大島清様、埼玉県病院薬剤
師会会長 北澤貴樹様のご祝辞をはじめ、埼玉県知事 上田清司様、
文京区長 成澤廣修様、衆議院議員 新藤義孝様、内閣府副大臣 衆
議院議員 中根一幸様、デュケイン大学 薬学部長 J.Douglas Bricker 
様、台湾 中医薬大学 学長 洪明奇 様等、多数の方からの祝電・祝詞
を頂きました。

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30年度 学位記授与式が挙行されました。

H31. 3. 5  TUE

入学式
平成31年度 入学式が挙行されました。

薬学科・医療ビジネス薬科学科1年生が国立科学博物館で研修を行いました。

H31. 4. 4  THU

平成30年度決算及び令和元年度予算が承認されました。
❖役  員  会（木根淵 豊　会長以下、15名参加）
❖代議員会（木根淵 豊　会長以下、28名参加）
平成30年度決算報告・監査報告、令和元年度収支（案）、他議案につ
いて審議が行われ、全ての議案が了承されました。

令和元年度 後援会役員会・代議員会を開催しました。

後援会 役員会・代議員会 R 1. 5.19 SUN

　本学が教育連携（パートナーシップ）を提携している国立科学博
物館で、1年生全員が化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、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）を補助しました。

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
フレッシュマン研修（宿泊研修）に参加しました。
　標高1,256mの離山登山、軽井沢アイスパークでのカーリング、
軽井沢野鳥の森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沢山の内容で、参加した学生から
も大満足の声が聞かれ、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ます。

後援会からは、新入生に対してフレッシュマン研修に係る費用を補
助しました。

出発前の点呼 グループエンカウンター 上級生との交流

離山頂上 カーリング 卒業生の講話

出発前 夕食の風景 ネイチャーツアー

新役員・代議員への
委嘱状交付

会計監査 代議員会

平成31年度新入生が軽井沢セミナーハウスにて、
宿泊研修に参加しました。

軽井沢フレッシュマン研修 H31. 4. 18  THU 26 FRI
▲

　5年生では、薬局実習（2.5ヶ月）及び病院実習（2.5ヶ月）の実務実習が実施されます。今年か
ら開催内容が変更され、学生の実習先の薬局・病院の指導薬剤師が来学し、直接学生と実習内
容等について話し合う「実務実習事前説明会」と名称・開催内容を改めました。松田就職厚生部
長の説明の後、学生と指導薬剤師が実習についての確認や話し合いを行いました。
　実務実習事前説明会は全3回実施され、1・2期が実習の対象になっている学生は1月12日に、
2・3期が実習の対象になっている学生は4月20日に実施されました。尚、3・4期が実習の対象に
なっている学生は7月13日に実施する予定です。
　指導薬剤師と話をする姿や説明を聞く態度から、5年生の成長と新たな“羽ばたき”を感じる
会となりました。

実務実習事前説明会
平成31年度実務実習を前に、実務実習事前説明会が開催されました。

　本学では学生の勉学意欲向上のため、前期・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、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年生は前期に実施される薬学総合演習ⅠAから後期
に実施される薬学総合演習ⅡBの順位上昇度、5年生は国家試験対
策模擬試験の成績、6年生は卒業試験の成績によって、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位までの学生を
3月に表彰しました。

後援会から表彰状と副賞を授与しました。今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30年度後期努力賞の表彰式が実施されました。

R 1.5.10  FRIさいたま H31. 4.12  FRIお茶の水

H31. 4. 25 THUさいたま H31. 4. 1 MONお茶の水

さいたま

お茶の水

1年生（現2年生） 2年生（現3年生）

4年生（現5年生）3年生（現4年生） 5年生（現6年生）

1年生（現2年生） 2年生（現3年生） 3年生（現4年生）

さいたま

お茶の水

H31. 1.12 SAT・4.20 SATさいたま

イニシャルが刺繍された白衣2着を、後援会から5年生全員に贈呈しました。

薬学科は前年度1・2・3・5年生対象。前年度4年生は2月、6年生は1月に、
医療ビジネス薬科学科は4月に表彰しました。

＃811185後援会だよNo01-01_naka



後 援 会だより

日本薬科大学 後援会

令和元年7月1日発行 No.01-1

〈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）

〈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

URL http://www.nichiyaku.ac.jp

　アドバイザー教員と学生、また学生同士の交流を深めるため、教
員・学生を交えた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課外活動
に関する事から日頃なかなか話すことのない私生活に関する事ま
で、様々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。

紫陽花の花が大輪に花を咲かせる頃とな
りました。後援会の皆様にはますますご健勝
のこととお喜び申し上げます。後援会からは
学生が有意義なキャンパスライフを送れるよ
うに教育環境を充実させるための事業を支
援していただいております。これからの支援
を通して、日本薬科大学が更に活性化し、学
生が誇れる大学を目指し、教職員共々取り組
んでまいります。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

井 上 裕 子

雨後の緑が目に鮮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、
健やかにお過ごしのことと存じ上げます。後
援会では、本年度も薬剤師免許取得・各種
資格取得、学生の学修支援など学生の皆さ
んにとって、有益な支援をして参ります。
皆様からのご支援を頂きながら学生が充
実した大学生活が送れるようにサポートを
継続いたします。
会員の皆様の変わらぬご支援とご協力を
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

木根淵 豊

後 援 会だより
日本薬科大学 後援会

アドバイザーとの昼食会

R 1. 5.23 THU 26 SUN

▲第98回関東インカレ 陸上競技部

H31. 4.15 MON R 1. 5.22 WED
▲さいたま

H31. 4. 8 MONお茶の水H31. 4. 5 FRIさいたま

　課外活動に加入している上級生が、新入生歓迎会を開催しました。
部・同好会が活動内容の紹介や演奏・演舞等を行い課外活動の魅力
を新入生に伝える良い機会となりました。
　新入生は部・同好会の紹介等を真剣に聞いており、どの課外活動に
加入するか悩んでいる姿が印象的でした。
　新入生が課外活動に加入し、大学生活を更に充実したものになることを期待します。

　陸上競技部が第98回関東インカレに出場しました。

新入生歓迎会
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