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　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をして

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。
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　秋冷の候、後援会会員の皆様には、益々ご清祥のことと存じます。今年度も学生が所属する部・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、学業と両立させなが
ら熱心に活動をしています。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。心より感謝を申し上げます。

（学生部長・後援会顧問　井上　裕子）

私たち裏千家茶道部は茶道を通じて“人をもてなすことの本質”を考え日々
お稽古に励んでおります。最近では梅雨の晴れ間、裏庭にて野点というお
点前をしました。また日薬祭では毎年お茶会を開催し、多くのお客様をお
迎えします。

裏千家茶道部

野点集合写真

吹奏楽部は現在、1～3年生29人で活動しています。前期はスプリングコン
サートやふくろうの杜で演奏会を行いました。後期には駅伝応援や式典で
の演奏、日薬祭での演奏会などを行います。

吹奏楽部

スプリングコンサート（1） スプリングコンサート（2）

国際交流研究同好会の主な活動内容は留学生と交流することです。これま
での交流会では、互いの国・大学の紹介や、折り紙・双六など日本のゲー
ムをしました。今後も積極的に活動し広い視野を身につけていこうと思い
ます。

国際交流研究同好会

留学生交流会（1） 留学生交流会（2）

私たちボランティア研究部は、学内では、学校行事の手伝い（入学式、学
位記授与式など）、大学周辺のごみ拾い、ペットボトルキャップ回収による
ワクチン寄付を主な活動とし、外部では、お祭りのお手伝いを主な活動と
しています。お祭りのお手伝いでは、他大学と一緒に活動することもありま
す。是非、お祭りが好きな方、外部の大学と活動してみたい方は私たちの
部活に遊びに来てください！！

ボランティア研究部

灯明祭り（夜景）学位記授与式案内

学園祭実行委員会は、本学で開催さ
れる日薬祭の準備と運営を行ってい
ます。学園祭の準備や運営には、大
変なことも多くありますが、達成感
は何事にも代え難いものがあります。
日薬祭に多くの方にご来場いただけ
ますよう、努力してまいります。皆様
のご来場をお待ちしております。

学園祭実行委員会

2018年度日薬祭パンフレット

さ い た ま キ ャ ン パ ス

現在創作部はイラスト班、小説班、アクセサリー班、eスポーツ班の4つにわ
かれて活動しています。今年は学祭のイラストも創作部が担当します。趣味
が合うメンバーということもあり、みんなで仲良く書いたり、作ったり、練習
したりしています。

創作部

活動風景（1） 活動風景（2）
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国際交流研究同好会の主な活動内容は留学生と交流することです。これま
での交流会では、互いの国・大学の紹介や、折り紙・双六など日本のゲー
ムをしました。今後も積極的に活動し広い視野を身につけていこうと思い
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現在、部員24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、
昨年度は、準優勝という結果を残すことができました。フットサルを通し
て、学年関係なくコミュニケーションをとりながら仲良く楽しく一生懸命や
るとともにお互いに技術を高めながら全力で励んでいます。部員の半分以
上が大学からフットサルを始めた初心者ばかりなので、初心者大歓迎です。
ぜひ僕たちとフットサルで充実した学生生活を過ごしましょう。

楽しんで練習しています

部員数23名で活動しています。夏や冬に定期ライブを開催したり、秋の日
薬祭での活動などを行っています！いつも初心者も経験者も混ざって楽し
く練習しています。ライブの際は是非お越しください！

集合写真

新入生を対象に登録販売者の試験に向けて勉強を開催しています。この他
には医療経営士や医療秘書などの医療系の資格や精神的治療といわれる
ライフプランのアドバイスができるFP技能士やITエキスパートなどの資格
に関しても手助けしています。また、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。一緒に将来に備えた勉強をしています。

皆で協力して資格取得！

月2回程度、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同好会
なので大歓迎です。

是非一緒にやりましょう！

私達漢方研究部は、研究班・薬草班・薬膳班・ハーブ班に別れて活動して
います。今年は、鴻巣で女子栄養大学とのコラボ薬膳カフェ、麺屋武蔵さ
んの限定メニュー作成など内だけでなく外に向けての活動もしています。

漢方研究部

バジルソースの試作会! 女子栄養大とのコラボカフェ

こんにちは！チアダンス部です！現在女子9名、男子4名の計13名で活動し
ています。私達は上下関係なくみんな仲良くアットホームな雰囲気で楽し
い部活です。普段の活動は箱根駅伝の予選会、日薬祭、桶川スポーツフェ
スティバルに向けて練習しています。予選会では選手の皆さんが一人一人
力を発揮できるように私達の応援も頑張ります！

チアダンス部

集合写真 箱根駅伝予選会 応援の様子

練習風景

私達硬式庭球部は毎週土曜日に大学のテニスコートで、薬学部連盟が主
催の夏の個人戦と春の団体戦に向けて日々練習に励んでいます。また個人
で草大会への出場やテニスだけでなく日薬祭など学内の行事にも積極的
に参加しています。

硬式庭球部

集合写真

私達コーラス部は、去年同好会から部に昇格し、部活動として活動を始め
ました。日薬祭などの発表に向けて練習に励んでいます。また、学校近隣
の福祉施設に伺い、地域の方 と々親交を深めています。

コーラス部

集合写真 日薬祭コンサートの様子

集合写真

ダンス部は毎週木曜日17時から523教室で活動しています。4月には新た
に1年生を2人迎え、現在は12人で仲良く踊っています。今後、9月には合
宿を行い、11月の日薬祭での発表のために練習していく予定です。

ダンス部

日薬祭後の集合写真

バレーボール部は、2年生8人、1年生7人の計15人で活動しています。毎週
月曜日の放課後に、基礎練習や試合形式の練習を行っています。初心者
でも経験者が丁寧に教えて、楽しくバレーボールをしています。

バレーボール部

練習風景（1） 練習風景（2）

今年の7月に部に昇格し、大会で上位入賞を狙って活動しています。練習メ
ニューとしては、基礎のフォア打ち～大会に向けた実戦練習まで幅広く
行っています。部員同士は先輩・後輩問わず仲が良いです。半年に一回ほど、
部全体で「親睦会」を開催しています。これからも応援宜しくお願いします。

卓球部

留学生との交流楽しかったです! 大会を目指して遅くまで打っています!

Korean倶楽部は主にKーPOPダンスを踊ったり韓国文化に触れたり出来
るサークルです！7月にはキムチ作りを開催しました。韓国から来た留学生
達と一緒に都内観光もして来ました。

Korean倶楽部

留学生とキムチ作りをしました。 7月にはSummer Liveを開催しました。

現在創作部はイラスト班、小説班、アクセサリー班、eスポーツ班の4つにわ
かれて活動しています。今年は学祭のイラストも創作部が担当します。趣味
が合うメンバーということもあり、みんなで仲良く書いたり、作ったり、練習
したりしています。

活動風景（2）
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現在、部員24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、
昨年度は、準優勝という結果を残すことができました。フットサルを通し
て、学年関係なくコミュニケーションをとりながら仲良く楽しく一生懸命や
るとともにお互いに技術を高めながら全力で励んでいます。部員の半分以
上が大学からフットサルを始めた初心者ばかりなので、初心者大歓迎です。
ぜひ僕たちとフットサルで充実した学生生活を過ごしましょう。

フットサル部

楽しんで練習しています 学年問わず仲良しです

部員数23名で活動しています。夏や冬に定期ライブを開催したり、秋の日
薬祭での活動などを行っています！いつも初心者も経験者も混ざって楽し
く練習しています。ライブの際は是非お越しください！

軽音楽部

集合写真 練習風景

ボランティア活動を通して、他学年や他大学、地域の方々との交流を行っ
ています。また、町内会組合による納涼祭のお手伝いやゴミ拾い等多種多
様なボランティア活動に参加し、コミュニケーション力など、社会に出て活
かせる経験を重ねています。

イベント・ボランティア部“絆”

記念に神輿の前でパシャリ 子供達の輪投げのお手伝い！

私たちは、医療会計リテラシーを高める活動を行っています。まず基本と
なる簿記検定に前期は取り組み、合格した先輩方が優しく教えてくれます。
その他の資格についても合格している先輩方から情報をもらったり、教え
てもらったりして、メンバーのスキルアップを目指しています。

NPU会計研究会

上級生がメンバーに直接解説する 問題を真剣に解いて実力をアップ！

新入生を対象に登録販売者の試験に向けて勉強を開催しています。この他
には医療経営士や医療秘書などの医療系の資格や精神的治療といわれる
ライフプランのアドバイスができるFP技能士やITエキスパートなどの資格
に関しても手助けしています。また、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。一緒に将来に備えた勉強をしています。

ファーマシューティカルビジネス研究会

皆で協力して資格取得！ 教え合いながら勉強中！

月2回程度、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同好会
なので大歓迎です。

ボルダリング同好会

是非一緒にやりましょう！

Korean倶楽部は主にKーPOPダンスを踊ったり韓国文化に触れたり出来
るサークルです！7月にはキムチ作りを開催しました。韓国から来た留学生
達と一緒に都内観光もして来ました。

けんけつちゃんやりました！

日本薬科大学学生奉仕団として、3年目になりました。現在1年生から4年生
まで31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。興味ある方は是非お越しください。

献血ボランティア同好会

一緒に献血の活動しましょう！！

マイペースに活動しています！

＜さいたまキャンパス＞
　・バスケットボール部 ・軟式野球同好会
　・バドミントン部 ・剣術同好会
　・弓道部 ・なでしこ（着付け）同好会
　・サッカー同好会 ・ボードゲーム同好会
　・応援団同好会 ・赤十字献血ボランティア同好会
　・アイススポーツ同好会 ・カラオケ同好会

その他の部・同好会
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陸 上 競 技 部

夏季強化合宿2019（北海道・斜里町、秩父別町）

陸上競技部最新情報

私たち陸上競技部は、今年で創部7年目となり、総勢30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、そしてケニア
と各地から集まってきたメンバーとともに箱根出場を目標に切磋琢磨しています。
箱根駅伝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っています。来る10月26日（土）
第96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。

右記のQRコードを読み込むことで、陸上競技部のメンバー紹介、大会での結果等を
閲覧することができます。是非ご覧ください。

　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をして

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。

新入部員紹介

これからの活躍期待してます！

薬学部単科大学として初の箱根駅伝を目指しています！

監 督

中田　盛之

徳を持って勝てる選手、チームを育成します。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時の笑顔を想像しな
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。

夏休み期間中には北海道で

強化合宿を行いました。

合宿での成果を

箱根駅伝予選会で発揮します！
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〈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）

編 集 後 記

部 ・ 同 好 会 S N S 情 報
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第96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。
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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

チアダンス部・応援団同好会

YouTubetwitter twitter

ダンス部

twitter

漢方研究部

Korean倶楽部

YouTubetwitter Instagramtwitter

吹奏楽部

上記の部・同好会は SNS で情報発信をしています。活動内容等を閲覧することができます。是非ご覧ください。




