
北海道科学大学卒業生在職者一覧

北海道科学大学短期大学部卒業生在職者一覧

企業コード 会社名　・　病院名　・　施設名　・　薬局名 （　　　　　　　　年　　　月　　　日現在）

　同窓会への名簿登録は承諾しません。

出身大学

氏名 出身学科 卒業年月 採用年月 勤務地（事業所）・配属先・役職名
北科大 北薬大

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

年    　月 年　    月

※卒業生在職者一覧は、貴社の指定様式でもかまいません。

※該当出身大学欄にレ印をご記入ください。

表中　北薬大とは北海道薬科大学を指します。

北科大
短大部

※平成30年4月系列校の北海道薬科大学は北海道科学大学と大学統合いたしました。
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