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がんばる杏林生の応援紙campus 　news 

国家試験結果速報

杏林大学 全国
助産師 100.0% 99.8%
保健師 100.0% 89.8%
看護師 100.0% 89.4%

杏林大学 全国
社会福祉士 75.0% 26.2%

杏林大学 全国
看護師 95.6% 89.4%

杏林大学 全国
医師 90.5% 91.5%

杏林大学 全国
臨床検査技師 92.9% 76.4%

○保健学部   保健師・助産師・看護師
　                      　助産師国家試験：2/17 実施、3/25 発表
　　                              保健師国家試験：2/16 実施、3/25 発表
　　                              看護師国家試験：2/14 実施、3/25 発表

○医学部付属看護専門学校   看護師   2/14 実施、3/25 発表

○保健学部　社会福祉士   1/24 実施、3/15 発表
○保健学部   臨床検査技師   2/24 実施、3/29 発表

○医学部   医師   2/6 － 8 実施、3/18 発表

4 月 7 日現在

　園祭を盛り上げよう！ 学サロン
　杏園祭（井の頭キャンパス）は10月８日（土）・

９日（日）、杏祭（三鷹キャンパス）は 10
月８日。
実行委員やクラブ・クラスの団体として参加
して学園祭を盛り上げよう。

食育のプロを講師に招き、野菜不足や栄養
が偏りがちな一人暮らしの学生、料理を覚
えたい学生のための料理教室。

杏林大学 全国
臨床工学技士 97.4% 72.5%

○保健学部   臨床工学技士  3/6 実施、3/28 発表

栄養満点
かんたん 　理教室

（新卒）
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　生塾　学
学 生 自 ら が、 聞 き た い 講 演 会 を プ ロ
デュースする企画。
誰でも自由に参加できる。新しい発見アリ!!
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杏林大学 全国
理学療法士 97.5% 74.1%

○保健学部   理学療法士 　２/28 実施、3/29 発表

杏林大学 全国
救急救命士 86.8% 86.1%

○保健学部   救急救命士   3/13 実施、3/31 発表

（新卒）

留学生も多数参加するので、交流
を深める良い機会になる。

（新卒）

杏林大学（新卒） 全国
作業療法士 97.8% 87.6%

○保健学部   作業療法士 　2/28 実施、3/29 発表

　  際交流
の集い　
国
留学生と交流を深める
国際交流の集い。6 月
と 11 月に井の頭キャ
ンパスで開催。

これから始まる新生活に期待いっぱいの
ことと思います。
いろいろなことにチャレンジして充実し
た杏林大学生活を送ってください。

新入生のみなさん、
入学おめでとうございます

井の頭キャンパスの英語サロンと中国語サ
ロンでは、ネイティブ教員や留学生と気軽
に会話が楽しめる。

イティングセンターラ
英文の添削指導が受けられるライティング
センター。色々な学問分野や場面で役立つ
書く技術を高めよう。

がんばれ！硬式野球部 東京新大学野球連盟 1 部　28 年度春季リーグ開幕

昨年度行われた「マイナンバー制度のしくみ」に
は学生塾史上最高の 49 名が聴講。講師は情報法
に詳しい総合政策学部・岩隈先生

真剣勝負の男子チーム
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日程表〔詳しくは硬式野球部 HP でご確認ください〕

４/5（火）、4/6（水） vs 創価大 （県営大宮球場） 
４/13（水）、5/14（木） vs 東京国際大（大田スタジアム） 
４/30（土）、5/1（日） vs 高千穂大（岩槻川通球場）  
５/7（土）、5/8（日） vs 流通経済大 ( 龍ヶ崎市野球場 )
５/14（土）、5/15（日） vs 共栄大（岩槻川通球場） 

ランティアボ
地域貢献、高齢者や子供との交流、被災地
支援など活動は様々。

余裕の女子チーム !?

石巻ボランティアツアー 三鷹国際交流フェスティバル清掃活動

クラブ同好会を紹介
KYORIN PALETTE 2016

クラブ以外の課外活動を紹介
学生ステーション

学生が紹介する三鷹
三鷹市内まち歩きマップ！



編集長：外国語学部教授　黒田有子
事務局：広報・企画調査室
＊皆さんの声をお聞かせください。
0422（44）0611　koho@ks.kyorin-u.ac.jp
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Apricot 食堂（講義棟 1F）

朝食（8:30-9:30）、夕定食（14:30
-17:00/LO16:45）もある

スターバックス
コーヒー（2 病棟 1F）
コーヒーの香りに
誘われ、ついつい
という人も。

コンビニ ローソン
（2 病棟 1F）
お昼は混むのでラ
ンチの準備はお早
めに。

文光堂書店（講義棟 2 Ｆ）

教科書や医学・保健学関係
の書籍・雑誌を販売。

看護・医学教育研究棟
2 階の学生ホールには自販機、
電子レンジなど備わり、くつろ
ぎのスペースになっている。

看護・医学教育研究棟看護専門学校

松田記念館

本部棟

基礎・臨床医学研究棟

医学部講義棟

外来棟

第 2 病棟

第 1 病棟

第 3 病棟

中央病棟

外科病棟

高度救命
救急センター

三鷹キャンパス
☎ 0422-47-5511（代）

医学図書館
外階段を上った 2 階
が入り口。書籍の案内
をする大型プラズマ
ディスプレイ、レポー
ト PC を配置。広々と
した閲覧スペースで
勉強もはかどる。（日）・

（祝）も開館。

医学部学生係
（講義棟 1 Ｆ）

ナチュラルローソン
（1 病棟 B1）

ローソン
（2 病棟 1F）

学生ホール（講義棟 2 Ｆ）

キャリアサポートセンター
（C 棟 1F ）

就職支援の講座や検定試験
対策の講座など様々な支援
プログラムを
用意しています。

教務課
学生支援課
地域交流課

2 つの広場には、芝生が敷か
れ、木々や草花が多く植えら
れている。あんずの木は正門
の両脇に植えられている。

井の頭キャンパス
☎ 0422-47-8000（代）

井の頭保健センター
（D 棟 1F）

看護師が常駐し、応急処置に
あたる。健康相談や日常生活
の悩みの相談などに対応。
健康に関するイベントも実施。

A棟
C棟

B棟

学生食堂（F 棟 1F）
食堂に隣接して売店がある。

語学サロン（F 棟 2F）
サロンでの使用言語は英語か
中国語のみ（英語サロン予約
制）。他言語放送設備も充実。
留学前後の語学力定着のため
に利用する学生も多い。

D棟

F棟

E棟

交流プラザ（F 棟 2F）
４学部の学生や留学生との
異文化コミュニケーション
の場となる。グローバルセミ
ナーなど講演会も行われる。

井の頭図書館（C 棟 2-4F）

2 階はラーニングコモンズフロア、3 階は人文・
社会科学系フロア、4 階は自然科学系フロア。
グループ学習室、セミナー室、AV ブース、個人
学習室などがある。また、学習サポートデスク、
リフレッシュルームなども配置。
快適な学習空間で心ゆくまで知の探究が可能だ。

英文での履歴書、応募書、論
文などの書き方指導が受けら
れる。

ライティングセンター（F棟２F）

杏林プラザ
キャンパスプラザ

学生相談室
心の悩みや健康上の問題は一人
で悩まずにカウンセラーの先生
に相談してください。

井の頭キャンパス:D 棟 1F
三鷹キャンパス : 本部棟 5F

（C 棟 1F）


