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学生に向き合った教学運営 学務担当　鈴木　直人

日本大学歯学部ホームページ：http://www.dent.nihon-u.ac.jp/
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歯

日本大学の教育理念「自主創造」には、[自ら学ぶ]、[自ら考える]、[自ら道をひらく]の
3つの要素と、それに付随する8つの能力が掲げられています。[自ら学ぶ]ためには、豊か
な知識と教養が必要になります。私達教員が学生に向き合った講義・演習・実習を行うこ
とによって、学生の[自ら学ぶ]ための基礎力を築いてゆかなければなりません。実りある

教育を実現するためには、授業内容の充実と適切な授業方法が重要です。演習や口頭試問、プレゼンテーション
などの双方向的な授業方法を増やす必要があります。[自ら考える]には問題発見・解決力が必須です。学生のみ
なさんが事象を注意深く観察して問題を発見し、解決策を提案できることが到達目標ですが、そこにも私達が学
生に向き合って“気付き”を与えることが重要になります。また、[自ら道をひらく]には、あきらめない気持ちで
挑戦する力やコミュニケーション能力が要求されます。[自ら道をひらく]ときには勇気が必要になったり、不安
に陥ったりすることもあります。そのようなときこそ私達が学生ひとりひとりと向き合って話をする機会を多く持
つことが大切になります。「自主創造」を実践し「日本一教育力のある歯学部」を目指すためにも、学生に向き合っ
た教学運営を続けてゆきたいと思います。 （教授　生化学講座）
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平成29年9月より学生生
活委員会を担当しております
摂食機能療法学講座の植田
耕一郎と申します。本稿で
は、取り扱いが学生課にな
る奨学金について紹介いたし
ます。

学生の修学を経済的な側面から支援することを目
的に日本大学、歯学部、および学外の奨学金財団に
よる奨学金制度を設けております。これらには「給
付型」と「貸与型」の２種類があります。
給付型奨学金、①歯学部佐藤奨学金：課外活動に

顕著な成果を収め学部に貢献した学部生「第１種・
第２種奨学生（年額20万円5名、年額10万円26名）、
海外で開催される学会で研究発表をされる大学院
生「第３種（年額50万円8名）」②歯学部同窓会奨学
金：課外活動に顕著な成果を収め学部に貢献した学
部生、および学部学生への学習指導に貢献した大学
院生「学部（年額10万円4名）、大学院（年額5万円4
名）」③日本大学古田奨学金：大学院４年生（年額20
万円1名）④日本大学ロバート・F・ケネディ奨学金：
大学院４年生（年額20万円1名）⑤日本大学事業部奨
学金：家計、学業成績を推薦基準にした学部生（年額
24万円2名）⑥森田奨学育英会奨学金：学部6年生
と大学院4年生を対象に公募・選考の各1名。
貸与型奨学金、①日本大学歯学部佐藤奨学金、日
本大学歯学部後援会奨学金：人物、成績が優れ、経
済的理由等で学業継続が困難な学生に対して選考の
上、授業料相当額以内を日本大学歯学部が貸与②日
本学生支援機構奨学金：学部と大学院生「第一種（無
利子貸与、月額5万4千円、6万4千円）と第二種（有
利子貸与月額3、5、8、10、12万円）」この奨学金
は多くの学生に貸与されていますが、将来の返済に
ついては、厳格な仕組みになっています。
歯科医師国家試験の結果が注目されるところでは
ありますが、主体はそこに至るまでの学生生活です。
学生たちの喜びとやり甲斐が育まれるよう全学あげ
て支援いたします。 （教授　摂食機能療法学講座）

最近どの講座も研究費が足り
ないと話をしているのを耳にし
ます。確かに以前に比べ色々な学
内研究費が削減され余裕がない
状況にあることを感じます。他大
学の先生方と研究費について話
すこともありますが、私立歯科

大学では皆同様に大変厳しい状態で、配分型研究費が
ほとんどない大学もある様です。そのような話を聞く
と、本学部はまだ恵まれている方であると感じます。
本学部は預金の利子（果実）で研究費を運営して
おり、低い金利による果実の減少に伴い研究委員会
でも各種競合的研究費受領者選抜法、金額、その数
等について話し合ってきましたが、結局、採択件数
を年々減らすしか方法がありません。最近10年の
学内研究費の種別や金額の変遷について振り返って
みると、図のように驚くほど下降しています。
本学部の研究費は平成20年度では総予算で1億3
千万ほどあり、21年度では佐藤研究費（海外研修／
学会）が追加され、総予算1億4千万と最大になり
ました。しかし22年度からは徐々に減少し、23年
度からは、数種の研究費枠が削除され一層加速を増
し、かつて最大で11種類あった研究費は4種類の
みになってしまいました。さらに、その金額は平成
21年度の35％にまで下降しております。アベノミ
クスのおかげで株価も上がり経済状態も向上してい
るとの話もありますが、金利が上がらなければ研究
費は厳しい状況が続きます。このような状況を打破
するには、外部資金を獲得するしかありません。学
部内の知恵を絞って科学研究費補助金を含めた各種
外部資金を獲得する秘策を講じる体制を整えること
が急務であると考えます。 （教授　歯科矯正学講座）

学生担当　植田　耕一郎研究担当　清水　典佳

奨学金について学部研究費の変遷
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4月より研修を開始する平
成30年度臨床研修歯科医師に
対する本学部付属歯科病院の
選考試験が、7月1日に実施さ
れました。採用定員は140名
ですが、本学6年生、既卒者お
よび他大学出身者を含め志願

者の総数は232名で、当日の受験者は230名でした。
本付属歯科病院の選考試験では、知識や技能の優劣の
みで選考するのではなく、向上心や歯科医師としての
心構えを重視して選考を行うようにしています。この
ため試験は「書類審査」、「面接試験」および「筆記試験」
より構成されています。本学部出身者については、臨
床実習などを通して在学中の生活態度が分かるため
に「面接試験」は免除されましたが、他大学出身者に
ついては、歯科医師としての心構えや生活態度などを
総合的に判断するために、「面接試験」を行いました。
今回の選考試験による順位をマッチング機構に提
出した結果、平成30年度本付属歯科病院にマッチン
グした人数は以下の様になりました。

平成30年には新病院が竣工します。新病院にお
ける臨床研修の内容自体に大きな変更はありません
が、新病院移転業務等の影響が考えられます。このた
め30年度の研修においては、協力型研修施設との協
力体制を充実させ、研修に大きな影響が出ないように
取り組んでいます。歯科医師臨床研修も平成18年度
に開始されてから10年以上経過して、その体制も確
立されてきました。一方、歯科医師に対して単に口腔
疾患を治療するだけではなく、医療連携や地域連携な
どをはじめとして広く健康福祉に携わることが社会
的に求められています。このため、本付属歯科病院の
臨床研修においても、さらなる充実を図る必要があり、
この点についても卒後教育委員会と臨床研修検討委
員会を中心に検討を進めています。
日本大学歯学部付属歯科病院にマッチングした人
達のみならず、本学部6年生および既卒生全員が歯
科医師国家試験に合格して、平成30年度の歯科医師
臨床研修が開始できることを祈念しています。
 （教授　臨床医学講座）

昨年10月28日、築地本願寺にて人体解剖にご
協力してくださった方々のための追悼法要が行わ
れた際、御住職の御法話がありました。“ありが
とう”とは“在ることが難しい”ことが由来であ
る。私達が日頃行なっている全てのことは“当たり
前”ではなく“在り難い”ことだと思いなさい。こ
の御法話を聞いた時、私は人体解剖学実習を“当た
り前”のように考えているのではないかと自分を恥
じました。思えば約3 ヶ月、実習を行う生活に慣
れかけている自分がいます。“当たり前”のように
日々を過ごしてしまっている自分を律するために
も、これを機に実習が始まった当初のことを振り
返りたいと思います。
後期になり、身の引き締まる思いで初めて解剖
室に入り、私達のために我が身を捧げてくださっ
たご献体の方々と対面しました。人体解剖に関す
る説明を受け黙祷を捧げた後、いざメスを持つそ
の手は震えていました。「私達が前期に学んだ全
て、否それ以上のことが目の前にある。この機会
を逃せばこんな経験は二度と出来ないかもしれな
い。ならば、今ここで自分達の知識を全て出し切
ろう」そう思いながら解剖を進めていくうちに、今
まで得た断片的な知識が繋がっていくのを感じま
した。前期中にうまく知識を繋げることができな
かった部分も、実習を行うことでみるみる体系化
されていき、そのとき初めて知識が自分のものに
なったことを実感しました。このような貴重な経
験が出来たおかげで、医療人として将来を歩むの
だと改めて実感することができました。最後にな
りますが、ここで学年を代表し、私達の学修のた
めにその身を捧げてくださった方々、またそのご
遺族の方々に感謝と尊敬の念を込めて追悼の意を
表します。 （第2学年）

解剖体追悼法要に参列して

　大塚　正弥

平成30年度臨床研修
歯科医師選考試験について

卒後教育担当　米原　啓之

プログラム1
（募集定員105名）

本学部101名（内既卒者27名）
他大学 4名 　

プログラム2
（募集定員 35名）

本学部34名（内既卒者9名）
他大学 1名
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私は、平成29年10月22日午後2時から文理学
部で行われたワールド・カフェに参加した。当日は
台風の影響で生憎の天気になってしまったが、普段
通うことのない校舎で今まで話したことのない他学
部の人達との交流はとても新鮮で実りあるものだっ
たように思う。私達は「いいオトナ」というテーマ
で話し合いを行った。その結果出た意見は、自立し
ているなど人間性に関するものや仕事ができるなど
能力に関するもの、そしてイケメン、美女など外
見に関するものが挙げられた。一口にいいオトナと
言ってもいろんな側面からの判断基準が存在する
事が分かる有意義な話し合いになったと思う。今回、
いろんな分野を学ぶ人が集まって話し合いを行うと、
自分では考えもしなかった意見が出て、議論が発展
することを学ぶ事ができた。また、何気ない雑談で
盛り上がったり、新しい友達ができたりと、とても
楽しい時間を過ごす事ができた。 （第1学年）

私は昨年10月22日午前10時から三軒茶屋キャ
ンパスで行われたワールド・カフェに参加しました。
他学部の1年生と話をすると聞いていたので、少し
緊張して会場に入りました。「マナビ」というテー
マのもと大きな模造紙にマインドマップを作成する
ことが課題でした。最初は皆、緊張していましたが、
授業や単位の取り方など学部間の違いを話すうちに
打ち解けられました。マナビから連想することの中
で印象に残った言葉は、「吸収」、「好きなことを極
める」です。この二つの言葉から学ぶことが受動的
でなく能動的であるということに改めて気づかされ
ました。学部によっては、自分で考えて単位を取る
などの学生のうちに自主性を身に着けて、社会に出
ていることがわかりました。今回の経験は将来歯科
医師となったときに、初めての患者さんと話をした
際に、信頼関係を築くためのいい練習となったと思
います。 （第1学年）

日本大学では、全学部共通初年次教育科目として、
「自主創造の基礎」があります。この授業では、レポー
ト作成やプレゼンテーション方法等、大学生として
の能動的な学修方法を学ぶほか、 多様な価値観や考
え方に触れるとともに、チームワークを磨くことを
目的としています。この授業の一環として、日本大
学ワールド・カフェが、平成29年10月15日（日）・
22日（日）に、６学部を会場に行われました。学生
は学部に関係なく各会場に振り分けられ、本学部の
学生もいろんな会場で参加しました。ワールド・カ
フェは、カフェのような自由な雰囲気の中で、生き
生きとした会話や新たな発想ができるといったこと
を考慮して行われるワークショップです。
私自身は、生物資源科学部会場（藤沢）でカフェ
マスター（総合司会）をしました。事前に、会場へ
出向き、会場学部の担当者との調整、上級生に協力
を得てワークショップのシミュレーションを行いま
したが、慣れない会場、初めてのスタッフと、日常
の授業準備と違った緊張感がありました。当日も、
学生を迎え入れる前には、かなり緊張していまし
たが、学生が入ってきたときには、知った顔もあり、
少しホッとしました。しかし、開会の挨拶でも、緊
張が残り呂律が上手く回らない感じでした。これは、
約300人の学生を前にしたことと、日本大学本部の
広報のカメラ・ビデオ撮影がされていたことが理由
でしたが、進行とともに、落ち着いていきました。
遅刻あるいはワークが理解できない学生へのフォ
ローを学部の先生方が、いつもの歯学部での指導同
様にしていただき、進行上助かりました。歯学部の
先生方、感謝です。
参加学生の感想からは、楽しかった。といった意
見が多く聞かれました。1年生が文系、理系、医歯
薬系の垣根を越えて交流を持つことができたと確信
しています。本学ならではのスケールメリットを活
かした授業となっています。この良き体験ができた
ことを感謝します。 （教授　医療人間科学分野）

ワールド・カフェに参加してワールド・カフェについて

飯村　宗一郎

工藤　朋美

尾﨑　哲則
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昨年10月7日（土）に附属歯科技工専門学校・
衛生専門学校の、10月14日（土）に歯学部の進学
相談会が開催されました。当日は、適性試験・入
試科目・小論文等、入試に関する質問が多くみら
れました。平成29年度進学相談会の総来場者数は
755名でした。

昨年10月7日（土）に歯学部父母懇談会が開催
されました。昨年度に引き続き、桜歯祭・駿技祭・
翔衛祭・NU祭・御茶ノ水アートピクニックと同
日に開催され、多くのご父母が参加されました。
全学年で学年主任・クラス担任ほか多数の先生方
により、個人面談が行われ、子女の学校生活や出
席状況等の話がされました。終了後は、銀座アス
ターにて全学年合同の懇親会が開催されました。

進学相談会

平成29年度第2回歯学部公開講座は昨年11月4
日（土）13時30分から歯学部4号館第3講堂におい
て「お口の中にできる“がん”ってどんな病気？」と
題して行われた。講演では始めに本学口腔外科学講
座大木教授により口腔に発生する“がん”の大部分が
扁平上皮癌であり、早期発見・早期治療が重要であ
ることが説明された。特に早期発見のためには、歯
科受診に際して担当医によく観てもらい、そしてよ
く触ってもらうことが大事であると指摘された。ま
た、扁平上皮癌の他にも唾液腺由来の悪性腫瘍が発
生すること、白板症や紅板症など高い確率で癌に移
行すると考えられる前癌病変などについても説明さ
れた。さらに、病理学講座　浅野からは、腫瘍と癌
との関係や口腔癌のリスクファクターとしての喫煙
や飲酒、自宅での口腔内清掃や口腔内チェックの必
要性などについて話が及んだ。講演終了後多数の質
問が出るなど、約120名の参加を得て、盛況のうち
に終了した。 （教授　病理学講座）

平成29年11月9日、全電通労働会館において開
催された神田消防署主催の秋の火災予防運動「防火
の集い」において、本学部自衛消防隊が、日頃から積
極的に訓練に励み、災害の防止に寄与した功績が顕
著であるとし、表彰を受けました。本学部は、この
栄誉を一つの節目とし、あらためて自衛消防の重要
性を深く認識
するとともに、
これからも学
生及び教職員
の皆さんの人
命安全対策に
努めてまいり
ます。

平成29年度第2回歯学部公開講座
口腔と全身の健康シリーズ（43回）

消防表彰

父母懇談会

　事務長　高橋　潤

浅野　正岳

テーマ： 超高齢社会におけるインプラント
オーバーデンチャーの可能性について

講　師： 池田貴之（専任講師　歯科補綴学第Ⅰ講座）
 成田達哉（助教　歯科補綴学第Ⅰ講座）

日　時： 平成30年2月22日（木）
15：00～ 17：00

場　所：歯学部研修医講堂（2号館1階）

平成29年度
生涯学習講演会のお知らせ

生涯学習シリーズ（23）

皆様のご来聴をお待ちしております。
お問い合わせは
庶務課（03-3219-8001）まで。
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去る10月20日に、平成
29年度第1回医療安全研修
会が院内感染予防研修会およ
び、個人情報保護研修会と併
催で大講堂で開催されました。
今回も356名と教職員はじ
め病院スタッフのほぼ全員が
参加しました。この医療安
全研修会及び講習会は、毎年

2回実施することが日本大学歯学部付属歯科病院
医療安全管理指針に明記されています。その目的
は、歯科病院教職員を対象に医療安全に関する啓
発・研修・教育を積極的かつ継続的に行い、意識
の向上をはかることです。つまり、患者さんから
100%の信頼を得る、安全で安心な医療を常に提
供できる医療機関を目指すための大切な活動です。
しかもこれは、患者さんを守るだけでなく医療従
事者やその他のスタッフ、そしてスチューデント
ドクターを守るための重要な研修です。今回のテー
マは「本院における医療安全管理情報とその傾向」
で、重大な事故にはならなかったものの、人間な
ら誰でも起こしがちな「ヒヤリ・ハット」事例を提
示し、本来医療行為ではあってはならない、これ
らのヒューマンエラーをいかに防止するかについ
て、データを基に検証しました。とくに、「ハイン
リッヒの法則（1つの重大事故の背後には29の軽
微な事故があり、その背景には300のヒヤリ・ハッ
トが存在する）」や「スイスチーズモデル（基本的な
ヒューマンエラー（ヒヤリ・ハット）防止策を講じ
て、一枚一枚のチーズの穴を塞ぐことがリスク管
理において大切である）」を学びながら、参加者は
各人が本歯科病院スタッフとして持つ責任の重さ
や、個人の日々の努力が全体に大きな成果をもた
らすことを再認識しました。次回の研修会で、「ヒ
ヤリ・ハット」事例数が削減される事を大いに期待
しています。 （教授　歯科補綴学第Ⅰ講座）

2018年は私が駿河台に通
い始めてから47年、あと3
年で半世紀となってしまいま
す。本学周辺の風景の当時と
今とを比べるとずいぶん変わ
りましたが、現存する近隣
の主な建築物には、本学1号
館・2号館、山の上ホテル本館、
御茶ノ水駅駅舎、ニコライ堂

などがあり、往時の姿をとどめています。2021年
には、本学部新校舎・新病院が竣工され、駿河台に
新たな風景が加わることになり、大いに楽しみとす
ると共に期待しています。
自分の専門歯科領域である本学の口腔外科には大
きな変革が数々ありました。およそ40年以上前の
話になることをご容赦ください。恩師を含め人、組
織構造の変遷についてはさて置きます。先ずは、手
術前の手洗いです。学部学生への登院前準備教育で
は、今は使用禁止となった赤チンを手指、前腕に塗
り、その痕跡が消えるまで、タワシの様な手洗いブ
ラシでゴシゴシと擦り落とす方法が推奨されていま
した。しかし、実際の臨床現場では赤チンを使用せ
ずに実施されていました。手術用グローブの使用は
なく、今では全く考えられないような状況でした。
もっとも、百数十年前では、外科処置の後には、必
ずといってよいほど感染して膿瘍が形成され、自潰
ないし切開処置を経ることが通常の治癒過程とされ
ていたのですから、それほどビックリする事ではな
いのかもしれません。手術自体は、顎変形症、口腔
腫瘍の大手術までも局所麻酔で実施していて、外国
人医師にはamazingとのことでした。翻って現在、
本学の口腔外科治療は、世界の標準的なレベルには
概ね達していると思われます。一方、医療の質とと
もに安全が求められています。本学歯科病院は歯科
単科、都市型の教育病院であることの再確認、必要
に応じての遅滞ない変革が必要と考えています。
 （教授　口腔外科学講座）

　医療安全管理委員会委員長　飯沼　利光

光陰矢の如し

　大木　秀郎

平成29年度医療安全研修会
開催の報告
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ヒロシマに原爆が投下されてから70年目の2015
年8月6日。娘は産声を上げた。陣痛開始から実に
38時間という難産だった。3198gの質量は、圧倒
的な存在感をもって、私の腕の中にうずくまった。
ぐにゃぐにゃの身体や小さな呼吸は想像以上にか弱
くて、この命を絶やしてはならぬという責任の重さ
と、当時は必死で闘っていたように思う。
幼い頃から、子供ができても働くものだと思って
いた。親世代は専業主婦が多かったが、「これからは
働く女性の時代になる。」と言われて久しい現在、子
持ち女性の７割近くがワーキングマザーという時代
になった。だから、みんながやっているように、自
分も「普通に」仕事と子育てを両立させるもんだと
思っていた。だが、それは甘かった。
難産から休む間もなく怒涛の育児戦争に突入し、
身も心もボロボロ。我が子はショートスリーパーな
ため、1時間もまとまって寝てくれず、虚ろな眼で、
昼も夜もなく育児に追われた。初めての子育てに奮
闘するほどに、復職への不安も募る。子供中心のこ
の生活の一体どこに、仕事の余地があるのかと悩ん
だ。さらに、保育園問題である。私の居住する地区
は待機児童ゼロと謳っていたが、いざ保活を始めて
みると、隠れ待機児童が100人以上もいた。
「復職は諦めた方がいいのでは？」何度も頭を過っ
た。だが、職場には果たすべき仕事が残っていた。
自分を奮い立たせ、地区主催の母親向けプログラム
に参加し、復職を目指した。その中で、復職希望者
の多くが、私と同じような不安や悩みを抱えている
と知り、お互いに励まし合いながら今後の打開策を
練った。やがて、奇跡的に認可保育園に入園が決定。
2016年春、復職を果たすことができた。
復職から２年と10ヶ月。「普通に」両立なんてやっ

ぱりできていない。多くの人の協力と理解に支えられ
て今日がある。仕事と家事と育児とのマルチタスク
に頭がフリーズしてしまうこともあるけれど、子供
の笑顔を見ると「ま、母ちゃん頑張るよ！」と再起動
する。日本には、平穏な時代も過酷な時代もあった
わけだけど、子供を抱えた女はいつだって何かしら
マルチタスクで、いつだっ
てそうやって母になって
行ったんじゃなかろうか。
ヒロシマから73年。私

も、母になる。
 （助教　歯科矯正学講座）

日本大学歯学部同窓会では、歯学部の学祖佐藤運
雄先生の「和の精神」をより強固に具現化するため
に、「若い同窓生に同窓会への理解を深めたい」と
の考えから、平成25年に小幡同窓会会長の発案で
ナナメの会を発足致しました。平成29年7月1日
にホテルグランドパレスにおいて、第5回ナナメ
の会が開催され、奇術部の在学生およびOBによる
マジックや大抽選会などが行われました。美味しい
料理を前に、グラスを片手に楽しく和やかに、そし
て時に賑やかに、あっという間の2時間でした。最
後に、在学生を代表して第6学年の朝山雄之学生会
前会長より国家試験合格にむけての決意表明などが
行われました。それに応えて、日本大学歯学部全
学生のご健勝とご発展、国家試験合格を祈念して、
OBより激励のエールが送られました。同窓生そし
て在学生の皆さんなど計212名の方々にご出席し
て頂き、盛大な会となりました。平成30年7月7
日には、同窓の絆、親睦をさらに深めるために第6
回ナナメの会の開催が企画されています。次回は恒
例のマジックや大抽選会のほかに、山田宏参議院議
員による“予防医療は口の健康から～歯科医療界の
未来展望～”をテーマとした特別講演も予定してい
ます。旧知の仲間とは、学生時代やクラブ活動の話
題で花が咲き、若いOB・OGや学生からは最近の
クラブの活動状況などを聞くことも可能です。会を
重ねるたびに、若手の先生方の参加が増えてきまし
た。堅苦しくなく同窓という絆で結ばれたこの会を
益々発展させていければと思います。皆さんのご参
加を心よりお待ちしております。これからも本同窓
会の発展にご理解ご協力下さいますようお願い申し
上げます。

第5回
日本大学歯学部同窓会クラス、
クラブOB・OG連絡会
（ナナメの会）開催

そして母になる。

鈴木　里奈

日本大学歯学部同窓会
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本学部のNU祭は例年同様「い
ちにち歯医者さん」を開催しまし
た。今回も、学内外問わず、多
くの方に来場していただき、大
盛況となりました。

歯科治療に使用する器材や材料を用いた様々な企
画を通して来場者の方々には普段触れることのない
歯科の世界を身近に感じていただく良い機会になっ
たと思います。また来場者アンケートには「歯科のイ
メージが変わった」「学生の対応が大変良かった」な
どの意見が多く、これも実行委員のおかげだと思っ
ております。
今年度もNU祭の開催にあたりご指導、ご協力い
ただいた教職員の皆様をはじめ、諸先輩方、実行委
員のみんなに深く感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。 （第5学年）

私は大講堂企画企画長補佐を務めさせて頂きまし
た。桜歯祭当日は足を引っ張ることが多くありまし
たが、中・後夜祭ともに無事終えることが出来まし
た。各部署の企画長の皆さん本当にありがとうござ
いました。そして、お疲れ様でした。来年度は私も
先輩方に負けない桜歯祭を作り上げられたらと今か
ら燃えています。 （第3学年）

今年度、桜歯祭実行委員になり、初めて実行委員
として桜歯祭に参加しました。初めて桜歯祭の運営
に携わり、1から学生で作り上げているということ
を感じました。来年度は、自分達の学年が主として
動くことになります。残すべき部分は残し、不要な
部分は篩に掛け、新しいものを考え、より良い桜歯
祭を作りたいと思っています。 （第3学年）

NU祭を終えて

実行委員長　小澤　祥子

雨天が懸念された中、無事に桜歯祭が終了しまし
た。主に設備運営、誘導に携わり多くの人の協力に
よって各企画が成り立っていると痛感しつつ、お客
様や学生の楽しそうな様子に喜びを感じました。来
年度は新病院も開院されますが、伝統を守りつつよ
りよい桜歯祭の形を模索していきたいと考えていま
す。 （第3学年）

この度、桜歯祭の学校内企画補佐を務めさせてい
ただきました。桜歯祭当日は、縁日・フリーマーケッ
ト企画を担当し、部屋の雰囲気作り、接客の対応な
ど様々な工夫をしたので、来られた方々には満足し
ていただけたかと思います。他の企画も満足ができ
るものが多く、私も充実した2日間を過ごせました。
 （第3学年）

今年度の桜歯祭では渉外補佐という役職を務めさ
せて頂きました。最初は任された仕事をしっかり果
たせるか不安でしたが、頼れる先輩方、実行委員や
学生課の職員の皆様のご協力もあり、楽しく働くこ
とができました。ありがとうございました。来年度
もより良い桜歯祭になるよう盛り上げていきたいと
思います。 （第2学年）

今年度の桜歯祭は、10月6日
7日に開催され、多くの来場者
にお越しいただきました。
例年より模擬店やカラオケ大
会と多くのクラブに参加して頂
きました。参加してくれた各ク

ラブの皆さん、ステージ企画で大いに盛り上げてく
れた奇術部、軽音楽部の皆さん、桜歯祭の準備を手
伝ってくれた補助委員の皆さん、そして、準備から
最終日まで頼りない実行委員長を支えてくれた幹部
をはじめとする実行委員の皆さんのお蔭で、今年度
の桜歯祭も成功に終わることができたと思っており
ます。
末筆ではございますが、桜歯祭開催にあたりご指
導、ご協力いただきました先生方並びに教職員の
方々には、実行委員会を代表して厚く御礼申し上げ
ます。 （第4学年）

桜歯祭を終えて

実行委員長　北畠　有希子

副実行委員長　桐戸　美佳

渉外補佐　齊藤　康壽

学校内企画補佐　井上　将一

大講堂企画　企画長補佐　吉田　貴政

会計監査　大江　留奈
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翔衛祭では昨年度と同様に
NU祭の皆様と合同でTBI（歯
磨き指導）を行わせて頂きまし
た。また、ミニパフェを販売
させて頂きました。TBIおよび
食品販売を企画から行う中で、
引っ張っていくのは2年生で
はありますが、学年に関係な

く、1，2年生共に意見を出して協力し合いました。
おかげさまで今年度も多くの方に来場して頂くこ
とができました。
来年度は今年度の反省点、良かった点を後輩に
引き継ぎまして、より良い翔衛祭にしていきたい
と思います。
最後になりますが、翔衛祭を運営するにあたり
ましてご協力いただきました先生方、各関係者の
皆様、本当にありがとうございました。
 （衛生専門学校第2学年）

楽しみにしていた駿技祭も
あっという間に終わってしまい
ました！
今年度の駿技祭は、1、2年

生が主体となり、先生方、関係
者の方々、3年生の心強いお力
添えもあって、無事に終えるこ
とができました。

例年好評頂いておりますシルバーアクセサリーや
マグネット、新しく企画したトートバッグやTシャ
ツなど、多くの方々が手に取ってくださいました。
ご来場してくださった方々に深く感謝しております。
来年度、中心となる現1年生には今回の経験を含

め、アイデアや技術を出し合って協力しつつ、楽し
く頑張って欲しいです。
駿技祭の運営にあたり、学年、学部を越えて沢

山の方と交流させて頂いたこと、ご協力頂きました
先生方、関係者の皆様に心よりお礼申しあげます。
 （技工専門学校第２学年）

翔衛祭

　翔衛祭実行委員長　影野　涼子

　実行委員長　豊増　早織

駿技祭

　　　　田中　順也

人生
の

 
道しるべ

「伝え方が９割」
はコピーライター
の佐々木圭一氏に
よって書かれた本
で、2013年には
ビジネス書ランキ
ングで上位に輝い
たベストセラーで
す。伝え方は大切
だとわかっている
のに、あまり鍛え
ようとはしません。
それは伝え方の勉
強法はなく、参考
書もないからです。この本では、伝え方について
の技術が紹介されています。
書かれていることは二つあります。一つは「ノー」
を「イエス」に変える技術。相手からイエスを引き
出す７つの切り口が書かれており、すぐに活用でき
る方法が多く紹介されています。もう一つは「強い
コトバ」を作り出す技術。強いコトバを生み出す５
つのパターンが分析されています。その中で、実際
にドラマや映画、CMなどで名言となっている言葉
が、なぜ多くの人に伝わったのか解説されており、
すぐに私達でも応用できます。実際に考え、イメー
ジして読み進めることができるように文章中には
伝え方の課題や図が入っています。この本から「美
しい日本語」を学ぶことはできませんが、「人の心
に届く伝え方」を、身に着けることができます。
私はこの本を大学時代に読みました。きっかけ
は、学生研究のプレゼンテーションやクラブのミー
ティングなどの際に、いつも相手の印象に残るよ
うな発言が出来ずに悩んでいたからです。その時、
この本から「相手の頭の中を想像する」というヒン
トをもらいました。このことを意識するようになっ
てから、以前よりも自分自身の思っていることが
相手に伝わるようになったと感じています。
現在では続編として、「伝え方が９割 ２」や「まん
がでわかる 伝え方が９割」も出版されています。
是非、一度読んで見てください。人生に役立つ一
言が見つかるかもしれません。 （書記補　管理課）

「伝え方が９割」
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昨年度のデンタルでは先輩方の勇姿を目の当たり
にしました。本来の主将学年がいなかったため、2
年の冬から主将になりました。重圧もありました
が、次のデンタルに向けて頑張ろうという思いか
ら、時には1人でボウリング場に通い練習を重ねま
した。今年度のデンタルでは何とか決勝に進み、団
体戦8位という結果を収めることができました。来
年度も選手として競技力の向上、主将としてボウ
リング部のさらなる発展のため精進していきます。
 （第3学年）

歯学体正評議委員を務めさせていただいた第49
回全日本歯科学生総合体育大会は、総合第3位とい
う結果で幕を閉じました。迎えた歯学体解団式では
同窓会、後援会、多くの先生方のサポートのおかげ
でこの成績を残すことができたと改めて実感しまし
た。本年度は昨年度から順位を一つ落とす悔しい結
果となってしまったので、来年度こそは総合優勝を
目指して一致団結して頑張りましょう。最後になり
ますが、正評議委員として、サポートしてください
ました多くの関係者の皆様にはこの場を借りて深く
御礼申し上げます。 (第5学年)

について特に積極的な意見交換が行われました。その
点については変更点も多いため今後とも引き続き主
将会議にて協議を重ねたいと思います。主将会議、報
告会後に行われた懇親会では多くの先生方や各クラ
ブ間の先輩、後輩との親睦を深めることができる場と
なり、非常に有意義な会となりました。
それぞれ異なる場所で異なる活動をしているクラ

ブが一堂に会して体育会、文化会の枠を越えて意見を
交わし、交流できる機会はとても貴重なものでありま
す。クラブ協議会会長として来年度以降もより充実し
た魅力的な会にできるよう精一杯努めさせていただ
きます。
最後になりますがリーダーズキャンプの開催にあ

たり、お世話になりました学生生活委員の先生方、学
生課の皆様、ご指導ご協力ありがとうございました。

(第4学年)

昨年11月11日(土)に日本
大学歯学部1号館4階大講堂
にて、今年度のリーダーズキャ
ンプが開催されました。クラ
ブ協議会を中心として34ク
ラブ中32クラブの代表者、歯
学体評議員、各実行委員長の
参加のもと主将会議と報告会、

懇親会を1日かけて行いました。
主将会議では充実したクラブ活動のため部室の使

用法や新入生の勧誘活動について、また各クラブから
の要望を中心として各クラブ代表者と活発な質疑応答、
協議を行うことができました。その中でも部員数の減
少に悩むクラブが増加傾向にあり、新入生の勧誘活動

クラブ協議会会長　加藤　博之

リーダーズキャンプ

 ボウリング部

主将　中里　紀璃

第49回歯学体解団式

歯学体正評議委員　宮崎　樹梨
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オピニオン

ラブ活動では、現役学年として最後のオールデンタ
ルが3月に控えています。これから日々の練習に励み、
クラブ新記録となる八連覇達成をし、有終の美を飾
りたいところです。 （4年　新井　悠輝）
○今年度の夏、同級生が1人辞めていった。一回り以
上年上だったが、頭も良く、年齢の差を感じさせな
いフランクなかっこいい大人だった。大学に入学し
て初めて話した相手が彼であったのも、何かの縁だっ
たのかもしれない。歩んでいく道は変わってしまっ
たが、叶うなら今後も関係が続いていくことを願う。
 （4年　米山　敏弘）
○歯科関連のイベント！昨年11/11の院内実習帰り
に有明にあるビックサイトにてTokyo Dental Show
に参加！大学での院内実習は勉強が主目的ですが、
勉強以外で歯科と関われる機会は意外とないもの！
企業の出展者や著名人の講演会も学生ではなく歯科
関係者として扱って頂けますし、歯科医師や歯科衛
生士以外に多くの職業に歯科が関わっていることが
新鮮でした！ （5年　田岡　仁志）
○入学してから5年が経ち、登院を迎え、10ヶ月が
経過しました。知らない事の連続で肉体的にも精神
的にも疲れる事が多いですが、先生方のご指導を受
けて日々新しい知識を身につけています。夢の歯科
医師になれるよう、これからも精一杯努力をしてい
きたいです。 （5年　森　裕太郎）
○とうとう6年生も終盤に差し迫ってきました。6
年前に一年生として日本大学歯学部に入学してから、
本当に色んなことがありました。すべていい思い出
です。国家試験本番までの残り時間も少なくなって
きました。僕は日本拳法部に所属していたのですが、
日本拳法の試合の2分間でいえば今は、1分30秒を
過ぎた辺りでしょうか。残り30秒。息も上がり、手
も足も動かない状況ですが、気合で最後まで戦いぬ
きたいと思います。 （６年　長坂　謙範）
○４月に６年生となってから、10ヶ月の月日が流れ
てしまいました。あっという間です。光陰矢の如し
とはよくいいますが、これでは、矢というよりもま
るでレーザー光線の様。などと、余計なことを考え
ている時間もないほどに、決戦の時は近づいていま
す。先ほどの言葉には、月日は二度と戻らないもの
だから無為に過ごすべきではないという意味もある
と、インターネットは教えてくれました。今年の３
月には、きっと夢をかなえてみせる、と心に誓いな
がら一日一日を大切に過ごそうと思います。
 （６年　尾﨑　吉起）

○共に生活していた姉の留学を機に1人暮らしが始
まった。憧れの一人暮らしということで家具の選定・
DIY・生活する上での効率性向上など気合が入った。
1Kにおける収納や家具の配置には悩んだが、半月の
生活を経てようやく部屋の景観が定まり落ちいて暮
らせるようになった。やはりリラックスできる空間
はいいものだ。 （1年　田　宗太）
○留学生として入学してから早くも一年が経とうと
しています。入学したばかりのときは母国から離れ
て生活しながら、 自分の足りなさを認めるしかない苦
労の日々でした。今は、先生方は無論、立派な先輩
と友人たちを見習って自分の足りなさを恐れず、そ
れを乗り越えたいと思います。今後、成長した自身
を発見するのが楽しみです。 （1年　李　知宣）
○2年生になり専門的な科目が始まった。ただ記憶す
るだけでは追いつかず、各分野を理解し統合できる力
が求められるようになった。厳しくなったが、皆が助
け合い壁を乗り越えようというクラスの雰囲気が強く
なり、自分もまた一層の努力が必要だと感じた。とは
言え、冬晴れが誘う眠気に勝つのは少し難しい。
 （2年　山口　裕史）
○2年になり解剖や組織、生理などの授業が始まり、
教科同士の関連性を理解し将来に向けてしっかり学
ぼうと思います。クラブでは夏休みに合宿とデンタ
ルがあり、デンタルでは良い結果を出せませんでし
たが、良い仲間や先輩、後輩に囲まれ素敵な思い出
を作ることができました。来年は結果も残せるよう
頑張りたいです。 （2年　山　由起）
○私の所属する合気道部は年々部員が減り、クラブ
の運営も苦労の連続です。合気道部に限らず入部し
ても理想と現実の乖離か、それとも単に根気がない
のか、安直に辞めようとする人が多いと聞きます。
しかし、もっと気楽に活動したいと考える人が増え
ている以上、クラブの枠を壊す覚悟も必要なのかも
しれません。 （3年　新井　聡美）
○3年生で臨床系の実習が始まって緊張もあります
が、時間があっという間に過ぎるように感じ、充実
しています。しかし今年は疲れたのか、「また身長伸
びてない！？」と心配されるほど寝てしまいました
(家で)。4年生は実習も勉強もとても大変そうなので、
来年は体力を付けて睡眠と勉強の両立を頑張りたい
と思います。 （3年 長﨑　美緒乃）
○早いものでCBTが間近に迫ってきました。四年間
で学んだ事の総復習をしっかり行い、万全の状態で
試験に臨み、合格を勝ち取りたい思います。またク
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昨年11月19日（日）に、本学部創立者の佐藤運
雄先生のご遺徳を称えて毎年開催している佐藤会が
行われた。当日は本学部ならびに同窓会より役教職
員が佐藤先生の菩提寺の青松寺へ墓参し、13時か
ら式典を大講堂で挙行した。全国から同窓会員と参
列者一同が参集し、名誉会員記贈呈、叙勲者表彰、
佐藤賞授与が行われた。本年度の佐藤賞は学内から
「神経障害性疼痛の新たな治療法開発に関する基礎
的・臨床的研究」で野間昇先生（口腔診断学講座准
教授　学47）に、学外から「臨床観察から考える力
の兆候とマネジメント」で熊谷真一先生（静岡県開
業　学39）に授与された。

平成29年11月2日に日本大学歯学部1号館大講堂
において本田和也歯学部長をはじめとしたご来賓・
ご父母の方々をお迎えし、日本大学歯学部附属歯科衛
生専門学校第59期生（2年生）の戴帽式が執り行われ
ました。学生一人一人がキャンドルの灯の中で歯科
衛生士憲章を復唱し、厳粛な雰囲気の中、式典は終了
しました。第59期生37名は国民の健康に寄与すべ
く、これからの約1年間の歯科病院実習に対する決意
を新たにしました。また、1年生は相互実習が始まり、
3年生は特別研究論文の作成、就職活動とともに国家
試験全員合格を目指し、忙しい毎日を送っています。

平成29年度も終盤にさしかかりました。聞き慣
れない専門用語を覚えるのに精一杯だった1年生も、
今では学校生活に慣れ、講義に実習にと日々勤しん
でいます。学校生活の半分以上が過ぎた2年生は、4
月から最終学年を迎えるにあたり、後期から新たに
矯正歯科および小児歯科技工学に取り組んでいます。
そして、国家試験を目前に控えた3年生は、不安を
抱えながらも最後の頑張りを見せています。12月に
実施された全技協の技能評価試験では、幸先良く全
員合格しました。その後も気を緩めることなく、国
家試験も全員合格を目標に日々研鑽に励んでいます。

歯科衛生専門学校から

歯科技工専門学校

2017年8月21日から9月3日までの14日間ス
ウェーデンのイエテボリ大学歯学部歯周病科および
カリオロジー科とフィンランドのヘルシンキメトロ
ポリア大学健康科学科を訪問しました。スウェーデ
ンの予防歯科受診率は90%以上、それに比べて日
本ではたったの2%です。1960年以前は歯科疾患
が多かったスウェーデンでは、イエテボリ大学の研
究結果を基に1970年代から「予防歯科」を国家的
な一大プロジェクトとし、大幅に残存歯数が増加し
ました。予防歯科の先駆けであるイエテボリ大学で
の講義や実習を通して、エビデンスに基づいた治
療および初期の患者教育の大切さを再認識しました。
また、改めて虫歯予防におけるフッ化物の有効性を
確認しました。このような貴重な機会をいただき感
謝を申し上げます。 （技手（1級）　歯科衛生室）

佐藤会

川本　亜紀

佐藤研究費海外研修報告
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☆図書館開館時間の延長
昨年の11月6日（月）から本年2月1日（木）までの間、
平日の開館時間が現行の21時から22時まで延長される。

☆第50回全日本歯科学生総合体育大会冬期部門結団式
昨年12月14日(木)18時から1号館大講堂において行
われ、役教職員、クラブ顧問の参列の下、関係クラブ学生が
総合優勝奪回へ向けて健闘を誓った。冬期部門は、12月
28日(木)よりラグビーフットボール部門が開催され、その
後スキー部門、アメリカンフットボール部門と順次開催さ
れる。

NewsPlusα

桜歯祭の期間に合わせて、当館で所蔵している江
戸時代の和装本『本草図譜』『本草綱目啓蒙』を関連
資料とともに展示しました（展示期間10/6～ 20）。
薬の歴史は、永い間薬草の歴史そのものでしたが、
この2～ 3世紀の間に、化学の発達とともに薬用植
物から有効成分が取り出され、化学構造が明らかと
なり薬品として利用されるようになりました。日本
においては、本草学（薬用の動植鉱物を研究する学
問）として中国からの影響を受け、江戸時代に大き
く発展をとげました。展示の詳細、目録等はウェブ
で公開しています(図書館HP＞ブログ＞右上の検索
窓から「本草学」で検索)。
今後も当館で所蔵する貴重な資料を展示する予定

です。ご注目ください。

歯学部図書館貴重書展示
「本草学・薬用植物の世界」

図書館事務課 平成30年度入学試験

学　事

【一般入学試験（Ｎ方式第１期）〈日本大学が実施する入試〉】
◆募集人数　５名
◆出願期間　平成30年１月５日（金）～１月24日（水）
◆試験期日　平成30年２月１日（木）
◆合格発表　平成30年２月9日（金）
◆入学検定料　24,000円　
◆選考方法　①数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（確
率分布と統計的な推測を除く）」　②理科「物理基礎・物
理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」のうちから１
科目選択　③外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュ
ニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表
現Ⅰ・英語表現Ⅱ」

※ 理科において、医学部を併願している場合は、第１解答科目のみ
を合否判定に使用する。

【一般入学試験（Ａ方式）〈歯学部が実施する入試〉】
◆募集人数　50名
◆出願期間　平成30年１月５日（金）～１月26日（金）
◆試験期日　平成30年２月３日（土）
◆合格発表　平成30年２月9日（金）
◆入学検定料　50,000円
◆選考方法　①数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ」　②理科「物理基礎・
物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」のうちから１
科目選択　③外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュ
ニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ」　④小
論文（60分・600字以内）⑤面接

※ 理科の選択科目において、平均点に大きな差が生じた場合は、得
点調整を行う場合がある。

【一般入学試験（Ｃ方式第１期）〈大学入試センター試験を
利用する入試〉】
◆募集人数　10名
◆出願期間　平成30年１月５日（金）～１月24日（水）
◆試験期日　◇大学入試センター試験
　　　　　　平成30年１月13・14日（土・日）
◆合格発表　平成30年２月９日（金）
◆入学検定料　24,000円
◆選考方法
◇大学入試センター試験では、下記の教科・科目を受験する
こと。①国語「近代以降の文章のみ利用」　②理科「物理」
「化学」「生物」のうちから１科目選択　③外国語「英語」
※理科（基礎を付していない科目）において、２科目受験し
た場合は、第１解答科目のみを合否判定に使用する。外国
語「英語」において、リスニングの成績は利用しない。
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平成30年度編入学試験結果
試験は昨年10月21日（土）に行われ、志願者10名、受験者10名、
合格者0名でした。

平成30年度校友子女入学試験結果
試験は昨年11月18日（土）に行われ、志願者41名、受験者40名、
合格者27名でした。

平成30年度推薦入学試験
（付属高等学校等基礎学力選抜）結果

試験は昨年11月18日（土）に行われ、志願者25名、受験者25名、
合格者25名でした。

平成30年度推薦入学試験
（付属高等学校等国公立併願方式）結果
試験は該当者がいなかったため、実施しませんでした。

平成30年度一般推薦入学試験（公募制）結果
試験は昨年11月18日（土）に行われ、志願者12名、受験者10名、
合格者7名でした。

平成30年度外国人留学生入学試験結果
試験は昨年10月21日（土）に行われ、志願者7名、受験者6名、
合格者0名でした。

【一般入学試験（Ｃ方式第２期）〈大学入試センター試験を
利用する入試〉】

◆募集人数　3名
◆出願期間　平成30年１月５日（金）～２月14日（水）
◆試験期日　◇大学入試センター試験
　　　　　　平成30年１月13・14日（土・日）
◆合格発表　平成30年２月28日（水）
◆入学検定料　24,000円
◆選考方法
◇大学入試センター試験では、下記の教科・科目を受験する
こと。①理科「物理」「化学」「生物」のうちから１科目選択
②外国語「英語」

※理科（基礎を付していない科目）において、２科目受験し
た場合は、第１解答科目のみを合否判定に使用する。外国
語「英語」において、リスニングの成績は利用しない。


