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 1．目的
学生の持っている自主性、創造性を思う存分発揮できる機会を提供し、学生の修学及び研究意欲を促進
することによって、充実した学生生活を送れるようにすること、及び、北海道大学全体を元気にすること
を目的とします。

 2．応募要件
（1）本学の学部学生・大学院生で、個人またはグループにより、学生自身が企画・運営・実施するもので

平成24年2月末までに終了するプロジェクトであること。
（2）本学の全学・学部の公認学生団体は応募することはできます。ただし、本来のサークル活動支援を

目的としたプロジェクトは、応募することはできません。

 3．援助内容
プロジェクト1件あたり、上限50万円までの必要物品を援助します。
（1）援助は物品による現物支給で行います。大学を経由せずに購入した物品の代金は、支給できません

ので注意してください。
（2）備品（デジタルカメラ等）については、プロジェクト終了後に返却してもらいます。
（3）飲食費（物）は、支給できません。
（4）交通費は、必要と認められる場合に限って、JR券等を現物支給します。

 4．採択件数
年2回の採択で20件程度（予定）

 5．応募方法
「プロジェクト企画書」に必要事項を記入の上、学務部学生支援課学生支援企画担当（高等教育推進機構
②番窓口）に提出してください。また、プロジェクトに関する参考資料がある場合には、企画書に添付し
てください。なお、「プロジェクト企画書」は、上記窓口若しくは、各学部の事務室で配付しています。

 6．応募期日
1回目応募締切　平成23年4月15日（金）18：00
2回目応募締切　平成23年6月24日（金）18：00

 7．選考方法
「北大元気プロジェクト選考委員会」で、書類審査・面接（プレゼンテーション）のうえ決定します。
面接日時は、応募締切後にプロジェクト代表者へ個別にお知らせします。
なお、昨年から引き続いて実施を予定するプロジェクトは「継続プロジェクト」として、前回、提出され
た報告書を含めて、「新たなプロジェクト」とは別に、厳密に審査します。

 8．選考結果の発表
面接（プレゼンテーション）終了後、およそ一週間後（予定）に結果を掲示等で公表します。
また、採択されたプロジェクトの代表には個別にお知らせします。

 9．実施報告書・活動報告会
プロジェクト終了後、実施報告書を作成し、活動内容・成果等を報告してもらいます。

10．昨年度のプロジェクト採択状況
2010年は43件の応募のうち、25件のプロジェクトが採択されました。（別紙採択一覧参照）

11．応募書類提出先、お問い合せ
学務部学生支援課　学生支援企画担当
電話：011-706-7453　メール：gakusei@academic.hokudai.ac.jp

北大元気プロジェクト2011  募集要項
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はじめに

●北大元気プロジェクトとは

 　北大元気プロジェクトは、平成13年に「学生が持っている自

主性、創造性を思う存分発揮できる機会を提供し、充実した学

生生活を送れるようにしよう」と、学生の修学及び研究意欲を

促進するため創設されました。北大の学生であれば誰でも応募

でき、採択されると大学から活動に必要な物品支給（上限50万

円）等の援助を受けられる本プロジェクトには、10年間で198

件のプロジェクトが採択されています。

　本冊子「北大元気プロジェクト2010実施報告書」では、採択

された団体が、実際にどのような活動を行ったかを広く知って

もらうため、北大元気プロジェクト2010採択団体から提出され

た実施報告書をまとめました。

【参考　過去の応募・採択件数】
年度 応募件数（件） 採択件数（件）
13 32 14
14 28 24
15 29 21
16 28 16
17 18 17
18 21 13
19 27 17
20 43 26
21 42 25
22 43 25

●北大元気プロジェクト2010採択スケジュール
　平成22年3月  5日（金） 1回目募集締切

3月23日（火） 面接・選考委員会

6月25日（金） 2回目募集締切

7月13日（火） 、14日（水）  面接・選考委員会
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平成22年4月1日現在

歯学研究科 教　授 北川　善政

情報科学研究科 教　授 髙橋　庸夫

経済学研究科 教　授 蟹江　　章

医学研究科 教　授 笠原　正典

獣医学研究科 教　授 稲葉　　睦

環境科学院 教　授 髙田　壯則

農学院 教　授 秋元　信一

教育学院 教　授 間宮　正幸

国際広報メディア・観光学院 教　授 橋本　　聡

留学生センター 准教授 中村　重穂

●北大元気プロジェクト2010採択団体一覧

1 あなたの留学生活は大丈夫ですか？

2 移行生歓迎2010【継続　平成20年度～】

3 International Lunch Time

4 海外に行きたい全ての人に贈るフリーペーパーを作る会

5 科学の芽を育む実験教室【継続　平成18年度～】

6 CLARK THEATER 2010【継続　平成18年度～】

7 サタデースクールプロジェクト2010【継続　平成18年度～】

8 世界の子どもをつなぐ教室【継続　平成21年度～】

9 津軽海峡海鳥目視調査2010【継続　平成21年度～】

10 津軽海峡鯨類目視調査2010【継続　平成15年度～】

11 北水サイエンスアシスト【継続　平成21年度～】

12 北大生による「生物ロボットコンテスト」参加へのチャレンジ

13 北大生のおもてなしプロジェクト【継続　平成20年度～】

14 北海道大学フォーミュラチーム【継続　平成20年度～】

15 ポスト医ゼミin札幌

16 めざせ『サステナ』っ！！大計画in北海道

17 厚岸臨海実験所付近の貝類図鑑作成【継続　平成20年度～】

18 北大ガイアプロジェクト2010【継続　平成21年度～】

19 北大ショートフィルム製作プロジェクト【継続　平成19年度～】

20 北大時計プロジェクト

21 北海道学生ビジネスコンテスト「Biz'10」

22 北海道大学入学式前夜祭2011【継続　平成14年度～】

23 LaてX（手書き数式入力支援ソフト）

24 ロボットフィールドプロデュース2010【継続　平成19年度～（21年度を除く）】

25 奥手稲山の家とその周辺を市民と散策（都合により中止）

【　】継続して北大元気プロジェクトに採択されている団体の継続歴

●北大元気プロジェクト2010選考委員会委員

No． プロジェクトの名称 目的

1 あなたの留学生活は大丈夫ですか？

　留学生が実際に必要とする生活面での情報などのパンフレット
を作成する。
　パンフレットには、日本企業に就職した留学生の先輩や日本人
学生の就職活動の情報も載せて、北大の多くの留学生に役立つ
情報を提供する。

2 移行生歓迎2010

　2年次の後期から函館キャンパスへ移行する水産学部生が、函
館で学生生活の良いスタートが切れるように、移行に関する情報
を集めた冊子を作成するとともに、歓迎会を開催し、先輩たちと
の交流を通して同キャンパスの雰囲気を知ってもらう。

3 International Lunch Time
　日本人学生と留学生が一緒に昼食を取りながら、会話やゲーム
を楽しむイベントを開催し、普段なかなかお互いに交流する機会
がない学生が気軽に参加できる国際交流の場を創る。

4
海外に行きたい全ての人に贈る
フリーペーパーを作る会

　海外へ行きたい人が多様な選択肢から自分の目的にあった行
き方を選択できるような環境を整えることを目的としたフリー
ペーパーを発行する。

5 科学の芽を育む実験教室

　北大生としての地域貢献の一環として、子ども達や一般の方々
への実験教室を実施する。
　また、他団体とのワークショップを実施して実験内容の向上と
人的交流を図る。

6 CLARK THEATER 2010

　クラーク会館で期間限定の映画館「CLARK THEATER」を
開催し、質の高いが上映機会の少ない映像作品を上映し映像文
化を振興するとともに、学内施設（クラーク会館）を有効活用し
た学生と市民の交流の機会を創り、参加する学生自身のキャリア
アップを図る。

7 サタデースクールプロジェクト2010

　子どもに安全で快適な学びと育ちの空間を提供するとともに、
学生主体のボランティアや、保護者を含めた異世代間交流、そし
て地域のコミュニティ形成を促進するため「サタデースクール」
を開催する。

8 世界の子どもをつなぐ教室 　子ども達が自分とは異なる環境に置かれた子ども達について知
り、双方の価値観などを共有する機会を創る。

9 津軽海峡海鳥目視調査2010
　目視調査による種構成や分布の記録、洋上における海鳥の行
動や鳥群の年齢構成の解析などを行い、津軽海峡の海鳥の生態
を解明する。

10 津軽海峡鯨類目視調査2010

　日本海と太平洋を繋ぐ唯一の海峡である津軽海峡において、
鯨類の目視調査を行い、地球温暖化等、海水温の上昇による種
組成の変化の予測のための基礎的知見を得るとともに、小学校
で出張授業を行い、目視調査の成果を発信する。

11 北水サイエンスアシスト

　水産学部の学生・院生が中心となり、函館市内の小・中・高校
に実験機器を持ち込み様々な出前実験を行い、こども達には一
緒に手を動かして実験に参加することで理系分野への興味や親
近感を持ってもらうとともに、科学イベントを開催し参加した市
民に科学を身近に感じるきっかけを提供する。

12
北大生による「生物ロボットコンテスト」
参加へのチャレンジ

　「生物ロボットコンテスト」の国際大会参加にチャレンジするこ
とによって、生物学における新技術の習得とその発展に寄与する。
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No． プロジェクトの名称 目的

13 北大生のおもてなしプロジェクト
　学内で多くの方々に憩いの場となるカフェを提供し、学生、大
学職員、札幌市民、観光客といった垣根を取り払った交流の場を
創る。

14 北海道大学フォーミュラチーム
　学生主体でフォーミュラーカーを設計・製作し、平成22年9月
に静岡県で開催される学生版のF1レース「全日本学生フォーミュ
ラ大会」に参戦し、優勝を目指す。

15 ポスト医ゼミin札幌
　全国の医療系学生と医療を取り巻く様々な社会問題に目を向
け、より良い医者になるにはどうすべきかを考えるためのゼミを
開催する。

16 めざせ『サステナ』っ！！大計画in北海道 　北大を中心とした持続可能な社会を創造する。また、その活
動を通じて学生・北大・地域・北海道を元気にする。

17 厚岸臨海実験所付近の貝類図鑑作成
　厚岸臨海実験所付近の貝類図鑑を作成し、本学学生や一般市
民の方々に配付することにより、生物の多様性に関心を持っても
らう。

18 北大ガイアプロジェクト2010
　「地球交響曲ガイアシンフォニー」の上映を通じて、参加者が「地
球」や「環境」などついて考え、行動していくための知識と視野
を広げる。

19 北大ショートフィルム製作プロジェクト

　学内で撮影を行ったショートフィルム「零下15度の手紙（仮）」（北
大元気プロジェクト2009採択企画）の本編と撮影風景をディス
ク化・上映を行い、大学主導による短編映画製作・上映を通じ、
北大の魅力を国内、世界に向けて発信し、北大が映像コンテン
ツ発信地になることを目指す。

20 北大時計プロジェクト

　北大の画像（メッセージボードを持った学生や研究者、自然等）
と時刻表示を組み合わせた、北大の「今」を伝える時計を作り、
Web上で公開することで、北大の魅力を学外にアピールするとと
もに、学内のコミュニケーションを活性化させる。

21 北海道学生ビジネスコンテスト「Biź 10」
　ビジネスプランニングのプロセスを学び実践を通して経営学に
おける諸理論の枠組み考え方、概念、使い方等を体得するため
の合宿型のビジネスプランコンテストを実施する。

22 北海道大学入学式前夜祭2011 　新入生同士の親交を深め、充実した学生生活が送れるよう、
入学式の前日に新入生を歓迎するイベントを実施する。

23 LaてX（手書き数式入力支援ソフト） 　学術分野において、プリント作成や論文執筆に必要な数式を手
書きで入力することを可能にするソフトウェアを作成する。

24 ロボットフィールドプロデュース2010

　小学生から高校生向けに、学年別のロボットコンテストと一体
となったロボット教室を開催し、参加者に適切な知識と環境を提
供することによってロボット製作（ものづくり）に興味を持っても
らう。

25※ 奥手稲山の家とその周辺を市民と散策
　奥手稲山の本学山小屋家への新たな夏道を作り、山小屋をと
りまく環境をアピールする。また、自然を楽しみ、電気のない小
屋生活を味わい、新しい地元の再発見に繋げる。

※採択団体25番「奥手稲山の家とその周辺を市民と散策」は都合により、中止となった。
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■実施の内容
　自己紹介、研究室の紹介、生活事情、インターンシップ、

就職状況などを紹介するパンフレットを作成しました。

　研究室紹介はプロジェクトメンバーの研究室の紹介で、

研究テーマや研究室雰囲気などをしょうかいします。そし

て、生活事情は早く日本に適応することができるために、

一ヶ月にお金がどのぐらいかかるか？、マンションはいく

らか？、そして、どこでマンションをさがすか？　どこに

住むといいか？、どこで買い物をするか？などを紹介しま

した。

　そして、外国人が日本に住む時、一番大変なことは文化

違いです。それで、それによるトラブルを避けて、日本人

とどうやって友達になるかも紹介しました。

　日本で就職する人のために、私たちのプログラムの先輩

とそれぞれの研究室の先輩をインタビューして、インター

シップと就職情報も載せました。

■実施時期
2011年1月末までにパンフレットの内容のまとめ

2011年1月末にパンフレット印刷

2011年3月からパンフレットの配布を開始

■実施の評価
　最初は何をパンフレットに載せたら良いかも分かりませ

んでしたし、パンフレットを作成した経験もなくて苦労し

ました。本当に良い情報だけを載せたいという気持ちにな

り、最初の数週間は話し合いが全く進まなかったこともあ

りました。そこで私たち自身の留学経験をもとにパンフレッ

トを作成することに決めました。すると、パンフレット作

成作業がはかどり、多くの留学生の助けになれるんだとい

う想いから、皆楽しく作業することができました。

　このパンフレットの作成を通して、本当に色々なことを

学びました。

　まず、ディスカッションの仕方として、意見の違いがで

た時、どのように対処すべきかなどを学びました。私たちは、

毎週1回以上、パンフレットを作成するための議論を重ね

てきました。ディスカッションでは、4人という人数は少

なく感じますが、意見が一致することは少なく、対立する

ことのほうが多かったです。そのような場合の対処法とし

て、相手の気持ちが傷つかないように自分の意見を主張す

る方法や問題の解決方法について学びました。

　次に、私は日本での就職を希望しているので、先輩たち

のインタビューを通して日本の就職活動について深く学ぶ

ことができました。韓国と日本の就職活動には大きな違い

があります。例えば、韓国は、エントリーシートの提出前

の事前準備はあまりありませんが、日本ではエントリーシー

トを提出する前から様々な事前準備が必要です。このパン

フレットを作成したことで、私自身のインターンシップに

も大変役に立ちましたし、今後の就職活動の方向性がはっ

きりとしました。

　最初は、まだ誰もしたことがない仕事を始めるというプ

レッシャーから、このプロジェクトを始めることに反対し

ましたが、今回のプロジェクトワークを経験したことで、

今後新しい仕事をしていく上での大きな自信になりました。

そしてとても貴重な経験ができたと思います。

　大学には世界の学生に北海道大学を知らせることができ

るし、世界の優秀な学生をもっと誘致することができます。

　そして、日本に留学したい人には必要な情報をあたえる

ことができるし、留学生の生活を知ることができます。留

学生に日本での生活に必要な情報を提供し、日本の留学生

活に少しでも早く適応できるようになります。

　そして、日本人学生は留学生の生活を知ることによって、

外国人をより理解することができると考えられます。就職

情報もあるので、就職活動する時助けになりそうです。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

朴　宰弘 工学研究科 空間性能システム専攻 D2
劉　小鳳 工学研究科 環境創生工学専攻 M1

ジョン　ヨンサン 工学研究科 有機プロセス工学専攻 M2

あなたの留学生活は大丈夫ですか？
代表／李　承哲　　工学部　　人間機械システムデザイン専攻　　M2
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・前夜祭

　　移行生、ボランティアスタッフに対してアンケートを

行った。最高評価が5において、平均値を次に書く。満

足度：4.41　同学年との交流：3.98　先輩との交流4.02

という高い評価を得ることができ、来年も開催するべき

かという欄に関しては記載されているものはすべてyes

という回答であったことから、移行生の前夜祭に対する

評価は非常に高いことがわかる。また、自由解答欄では

同じ学科の人と初めての顔合わせになるので良い、スラ

イドはためになるのでよい、不安を解消できる貴重な機

会である、先輩と仲良くなれてよかった、わからない事

だらけなのでやってくれてよかった。などの高評価をも

らえた。

　　スタッフに関して、普段はともに活動していないボラ

ンティアにお願いすることとなったがアンケートにおい

て、事前説明会の説明が丁寧でわかりやすかった、進行

がスムーズであった、後輩と交流できて有意義だったな

ど、上級生たちに対しても有効な効果があったという結

果が出ている。

・サークル交流会

　　過去最高数の参加団体を更新した。冊子参加は41団体、

会場参加は37団体であった（重複あり）。会場には多く

の移行生が話を聴きにきて盛り上がった。会場のまわり

方を指定しないといけないくらいの大人数であったので、

ほとんどの移行生が来たのではないかと思われる。大学

の授業が始まってすぐの平日の夜という日程も有効に働

いたと思われる。早い段階から告知してあったこともあ

り、サークル団体は交流会の後に新歓活動やコンパを用

意しているところが殆どであり、厚生会館前から次の会

場に行く団体が多く見られたことからサークル活動を活

発にする発端になれたと言える。また、サークル交流会

が終わってもプロジェクトの活動部屋に紹介冊子を取り

に来る人がいるなど、紹介関係に関して多大な貢献をし

たと思われる。

■その他（希望・反省等）
〈冊子参加（全41団体）〉

　Bardo？・北水アングラーズ・アクアラング部・ほく

すいブラス・北水硬式野球部・北水バレー部・北水文芸部・

競技スキー部・北水カヌー部・ITL（In the Loop函館）・

馬術部・サッカー部・エスニック料理研究会・ソフトテニ

ス・北水剣道部・空手部・famfam・北水応援団・バスケッ

トボール部・自動車部・北方生物研究会・北水スケート部・

卓球部・水産学部・写真部・北水美術部・北海道大学水産

学部交響楽団・チアリーディング部・硬式庭球部・ティナ

部・北水ハンドボール部・北水水泳部・北海道大学水産学

部ワンダーフォーゲル部・北水ボクシング部・バトミント

ンIFA（国際交流サークル）・北水祭実行委員会・軽音楽

研究会・北海道大学鯨類研究会・ソフトボール部・ラジオ

放送制作会・北水学生委員会

〈交流会参加（全37団体）〉

　弓道部・Bardo？・北水アングラーズ・アクアラング部・

ほくすいブラス・北水硬式野球部・北水バレー部・北水文

芸部・北水カヌー部・ITL（In the Loop函館）・馬術部・サッ

カー部・ソフトテニス・空手部・famfam・北水応援団・

バスケットボール部・自動車部・北方生物研究会・北水ス

ケート部・卓球部・写真部・北水美術部・北海道大学水産

学部交響楽団・チアリーディング部・硬式庭球部・ティナ

部・北水ハンドボール部・北水水泳部・北海道大学水産学

部ワンダーフォーゲル部・北水ボクシング部・バトミント

ンIFA（国際交流サークル）・北水祭実行委員会・軽音楽

研究会・北海道大学鯨類研究会・ソフトボール部・北水学

生委員会

■実施内容
・移行生歓迎冊子

　　移行生が札幌から函館に引っ越してくるに当たって、

住居を決める方法や函館の情報、具体的な引っ越し方法

から体験談を盛り込み函館移行を円滑に行ってもらうた

めに制作された冊子。住むであろう、函館市と北斗市の

違いを挙げて、どちらがどのようなメリットがあるのか

を函館に住んでいる体験談を書いた。引っ越しするパ

ターンを自宅生、一人暮らし、寮生などにわけて、チャー

トで分かりやすいように解説を行った。札幌でしておか

なければならない手続きを挙げて、重要なところは太字

で扱うなど、読みやすさにも注意して作製した。

・前夜祭

　　移行し、新しく分属された学科の友達を作ってもらい、

次週から始まる授業に円滑に入ってもらおうという目的で

開催されたイベント。全体を通して行った大講堂プレゼン

は今後の水産学部全体の予定を提示し、これから始まる

活動を確認した。移行式の形式でスーツで行く必要はない

という項目は毎年解説をすることが決まっている。学科ご

とに別れた後は友人同士の親睦を深め、先輩の話を聞く

ために軽いレクリエーションと先輩に質問コーナーを用意

した。レクリエーションはフルーツバスケットを行い、各々

の好きな分野が分かるような質問をするように誘導した。

先輩に質問コーナーは自由に質問してもらうようにしたの

で、移行生が悩んでいることを先輩の立場で回答した。

・サークル交流会

　　水産学部のほぼすべてのサークルが参加して行われた

ブース型交流会。各サークルが厚生会館内にブースを作

り、移行生は自分の興味のあるサークルの話を聞きに

サークルのブースまで足を運ぶといった形式。精力的な

情宣の結果、水産学部で確認できる公認団体はすべて参

加するといった大規模な交流会となった。入り口に用意

してあった各サークルのビラはすべて無くなり、各サー

クルと移行生のつながりを取り持つことが出来た。サー

クルは2次会などでさらに交流を深めたらしい。

■実施時期
・移行生歓迎冊子

　活動期間：20010年2月～6月まで

　完成：2010年6月

・前夜祭

　活動期間：2010年6月～9月まで

　実行：2010年9月30日

・サークル交流会

　活動期間：2010年6月～10月まで

　実行：2010年10月6日

■実施の評価
・移行生歓迎冊子

　　具体的なアンケートを取っていないが、函館に引っ越

して来た移行生から話を聴くことができた。内容は全く

問題ないのだが、移行ガイダンスと同じ時間に配布した

ので情報を一度に多く入れすぎて混乱するとのことで

あった。これは、内容、情報量には問題はなく、配布の

タイミングを再考するべきだということである。この取

組みは今年が初めてであったので継続するときは今回の

評価を参考にさらなる情報伝達の冊子として有効なもの

になると考えられる。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小山内　唯 水産学部 資源機能化学科 3
松川　広輝 水産学部 増殖生命科学科 3
金子　智博 水産学部 増殖生命科学科 3
風間　香澄 水産学部 増殖生命科学科 3
澤頭　啓夫 水産学部 増殖生命科学科 3
松田　純佳 水産学部 海洋生物科学科 3
小林　勇介 水産学部 海洋生物科学科 3
小笠原　真 水産学部 海洋資源科学科 3

移行生歓迎2010
代表／福間　　健　　水産学部　　増殖生命科学科　　3年
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■実施の内容
　毎週水曜日の昼休みの時間に、留学生センター1階の談

話スペースを借りて留学生と一緒に各自持ち寄ったお弁当

や飲み物、お菓子で昼食をとりつつ、気軽に会話や簡単な

ゲームを楽しむといった国際交流イベントを実施した。こ

のイベントには誰でも参加でき、参加者には受付で自分の

名前やニックネームを書いた名札を付けてもらった後は自

由に交流を楽しんでもらう形式をとっていたが、初めての

参加者にはプロジェクト構成員が話の輪に参加できるよう

に誘導を行った。

　また不定期で天気のいい日には留学生センターの外で開

催したり、事前にホームページで告知して休日の昼間に開

催をした。

■実施時期
2010年4月末～7月末の毎週水曜日12：00～13：00と、

不定期に休日イベントを実施

■実施の評価
　本プロジェクトの目的は、気軽に国際交流を楽しみ、広

げていくこと、そして身近なところから国際共生を目指し

ていくものであったが、これらの目的は十分に達成できた

と考えている。毎回の参加者は40名を超え、留学生と日本

人の数も半々の割合で、十分に国際交流を楽しめている様

子だった。このことから多くの人々に国際交流の場を提供

することに成功したと言える。また、日本人と留学生の双

方から交友関係が広がったという声を聞くことができ、イ

ベント期間中に複数回参加するものも少なくなかった。

　ホームページにもたくさんのアクセスがあり、問い合わ

せのメールの件数も多くあったので、国際交流に興味を持っ

ている人数はかなりのものと考えられ、本プロジェクトで

の手応えと併せて考えると、今回行ったようなイベントに

対しての需要は高いものだと推測される。

　会場の容量を超えることもあり、人が多すぎて満足いく

国際交流ができなかったという不満の声を聞くこともあっ

たので、課題としては開催回数を増やすことや、場所の見

直し、参加条件を設定するなどで対処し、イベントの質を

上げていくことが挙げられた。

■その他（希望・反省等）
　希望としては、もっと早く備品の受け渡しを行ってほし

いということが挙げられる。また反省する点としては備品

の管理や、準備など特定の構成員に負担が集中した点が挙

げられる。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

工藤　史帆 農学部 森林科学科 3
石山　達也 工学部 機械知能工学科 3
石丸百恵実 農学部 農業経済学科 3
草野　彩子 工学部 環境社会工学科 2
坂本　昌士 工学部 環境社会工学科 2
柴田　晴佳 水産学部 海洋資源科学科 2
黒川　真伍 工学研究科 エネルギー環境システム専攻 M2
高橋　紘介 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

International Lunch Time
代表／森　　佳祐　　環境科学院　　環境起学専攻　　M1
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■その他（希望・反省等）
　全体を通した反省としては、メンバーや団体間の情報共

有などに関してミスが多かったことである。その影響とし

て、フリーペーパーの一部刷り直しを行うことになってし

まい、学務部の方から追加のご支援を頂かざるをえない形

になってしまった。

　途中からメンバー間でメーリングリストを作るなどした

結果、多少改善したものの、学務部学生支援課の方々や他

の団体の方には大変な迷惑をかけてしまった。深く反省し、

今後の活動に生かしていきたいと思う。

1．フリーペーパー「Choice」はどのように知りましたか。

　a．授業アピールから　7人

　b．配布用においてあったのを見つけて　3人

　c．友達から　8人　　d．今日初めて知った　0人

2．Choiceを読んだことは自分にとってプラスになったと思いま

すか。

　a．多いにそう思う　12人　　b．そう思う　6人

　c．そうは思わない　0人　　d．全くそうは思わない　0人

3．本日の説明会では自分の知りたい情報を満足に得られましたか。

　a．十分満足に得られた　8人

　b．まあまあ満足に得られた　10人

　c．あまり得られなかった　0人

　d．全然得られなかった　0人

4．2、3の回答の理由を差支えなければお教えください。

　【2で大いにそう思う／3で十分満足に得られた】

　  海外へ行くことは金銭的にも無理だと思っていたのですが、

様々ないき方があると知れました。

　 紙面ではわからないことがたくさんわかったから

　 CHOICE合同説明会　アンケート結果

　  海外に行きたいけどどういう方法でいこう…と悩んでいる私に

はぴったりの合同説明会でした

　  詳しく丁寧に教えてもらえた。Choiceは見やすくて読んでい

て面白かった。

　【2で大いにそう思う／3でまあまあ満足に得られた】

　  意外と1か所でたくさん話し込んでしまって時間がいっぱいっ

ぱいでした。でも面白かったです。

　  まだ説明を聞けていないところがある。でも多くの団体を知る

ことができた。

　【2でそう思う／3でまあまあ満足に得られた】

　  興味はあったが何も知らなかったので団体や活動に関する知識

を得られたのはよかった。

　 留学の前段階としてちょうど良い機会だった

　 対面で説明を聞け、質問もしやすかった

　  今まで海外に興味はあったけど、詳しい話を聞く機会があまり

なかったから

5．Choiceを読んで初めて知った団体はありましたか。

　AIESEC 10人　　NICE 11人　　CFF　13人

　WWOOF　15人　　JICA　4人　　ACTION 16人

　ピースボート　11人

6．Choiceや合同説明会についてよかった点がありましたらご指

摘ください。

　  海外インターンシップやボランティアは関心が高まっている新

分野だと思いますが、情報が少なかったため今回の機会は画期

的だと思います。海外経験に1週間から1年ほどのバリエーショ

ンができることはいいことだと思います

　  普通の人とは異なる体験をした人の話を聞けて参考になった　

5人

　 対応が丁寧でスムーズに何か所も聞けた　4人

　 気軽に話せた　4人

　 海外の行き方がたくさんあることを知れた　2人

　 チャート式がよかった

　 目標ができた

7．Choiceや合同説明会について改善したほうがよい点がありま

したらご指摘ください。

　 留学生センターや関連職員と連携すればもっと広報できる

　 最初の団体説明の時間がもっとあってもいい

　 時間を増やす

　 会の回数を増やす

　 もっと広報してほしい

　 各団体の資料が欲しい

　 どのブースがどのだんたいかわからない

CHOICE合同説明会　アンケート結果
集計者：CHOICE作成委員会　伊藤

■実施の内容
　「海外に行きたい全ての人に贈るフリーペーパーを作る

会」は、海外に行きたいと考えている学生達に、旅行や語

学留学といった方法以外にも様々な選択肢を与えることを

目的として活動している。その目的を達成するため、海外

留学の支援団体を7件紹介したり、旅をする際のアドバイ

スなどを掲載したフリーペーパー「CHOICE」をフルカ

ラーで1000部発行し、学生達に配布した。

　また11月12日には、クラーク会館にて「CHOICE合同

説明会」と称して、海外に行きたいと考える学生向けに、

CHOICEにて紹介した7団体を一同に集結させたイベント

を行った。そこでは、各団体の運営メンバー数人に来てい

ただき、学生一人一人に個別対応でその留学方法の魅力を

語っていただいたり、学生の抱える悩みの相談に乗っても

らったりした。また、会の参加者には全員にアンケートに

協力していただき、学生達がどんな思いで会に参加したの

かなどの情報を集め、今後の活動に生かすこととした。

　また、今回関わった7団体の情報を定期的に配信する

メールマガジンを作成し、登録者には何回か情報を配信し

て、イベント、説明会等の告知の手伝いをした。

■実施時期
・2010年6月ごろからプロジェクトとしては始動

・7月末に北大元気プロジェクトに認定され、本格始動

・10月の中ごろに、フリーペーパー「CHOICE」が完成

・11月12日にクラーク会館大集会室を利用して「CHOICE」

合同説明会を開催

■実施の評価
　今回のプロジェクトを、順番に評価していきたいと思う。

　一つ目に「CHOICE」の作成に関してである。フリーペー

パー「CHOICE」を作成するにあたり、事前に学生達が海

外に行くことに関してどのような意識をもっているのかを

調査した。この調査により、どういった内容のフリーペー

パーを望んでいるのかなどが把握できたため、効果があっ

たと思われる。

　また作成にあたり、美術大学に通う知り合いの学生にお

手伝いいただいた。私どものメンバーはデザインに関する

知識が乏しかったため、その部分の補強としては大きな成

果があったと考える。

　二つ目に「CHOICE」の配布に関してである。配布に関

しては、北海道大学の先生方に大きく貢献していただいた。

1年生の教養の科目である「英語Ⅲ、Ⅳ」の授業において、

先生方に授業時間を一部お借りしてフリーペーパーの説明

と配布をさせていただいた。ただ配るのではなく、私ども

の思いや海外に行くことの素晴らしさなどを同時に伝える

ことで、学生達の意識を引くには大きな効果があったよう

に感じる。

　最後に「CHOICE合同説明会」についてである。まず、

全体の参加人数であるが想定していた人数を超える50人近

くの参加があったことに関しては、純粋に評価できる。ま

た説明会後に付属的に開いた懇親会にも、23人もの参加を

いただけ、そこでも活発な質疑応答、交流などがなされて

いたように思う。会に参加した人に対して行ったアンケー

トでは、説明会の満足度として高い評価をいただけた（※

次頁参照）。

　ただ、メールマガジンについては、登録者数が10人にも

満たなかったことから、成功しているとは全く言い難い結

果となった。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

菅原　　萌 農学部 農業経済学科 2
伊藤有理沙 農学部 農業経済学科 2
矢木りぼん 農学部 応用生命科学科 2
石川　結貴 農学部 生物機能科学科 2

海外に行きたい全ての人に贈る
フリーペーパーを作る会

代表／黒野　　駿　　農学部　　農業経済学科　　2年
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をテーマにした内容で、皿に盛られた食べ物が消化管の各

部分で消化されていく内容を小学生にわかりやすく、具体

的に示していて、わたしたちの教材研究にも役立ちました。

サイエンススクールでの家庭科室は、「何が出るかな…」

と子どもたちが待ちに待っている会場であり、名物となっ

ております。”というコメントをいただき、児童だけでな

く教員からも高い評価を得ることができました。また美香

保小学校の理科教育活動は広報さっぽろで取り上げられて

おり、当団体の企画も紹介されています。

■その他（希望・反省等）
　今年度の新しい活動であるワークショップを通して、他

団体との交流の重要性を確認できました。外部の人からの

意見を交換することにより、今まで出なかった新しいアイ

ディアを得ることができ、同じメンバーばかりで活動する

ことによる実験教室のマンネリ化を防ぐことにも繋がりま

す。こういったワークショップ企画は今後も継続していく

必要があると感じます。

　また今回、札幌圏以外での活動を通して、地方都市でも

「実験教室を開催してほしい」という需要があることがわ

かりました。今までの活動を続けていくのはもちろん、今

後はこういった地方の小学校や社会教育施設などにも焦点

を当てて、当団体の活動の幅をさらに広げていきたいと思

います。

サタデースクール実験教室（2010年7月10日）

札幌合同大学祭（2010年10月22～23日）

実験教室ワークショップ（2010年11月6～7日）

美香保サイエンススクール（2010年12月4日）

■実施の内容
　今年度の「科学の芽を育む実験教室」では、これまで

当団体が培ってきた人的ネットワークを活用し、今まで

になかった新しい企画に取り組みました。7月には、北大

元気プロジェクトにも採択されている「サタデースクー

ルプロジェクト」と共同で『サタデースクール実験教室』

を実施しました。また、10月には大通公園を会場とした『札

幌合同大学祭』において、巨大空気砲を用いた実験屋台

を企画・実施しました。12月には桑園児童会館（北7条西

15丁目）で行われた『科学フェスティバル』にも参加し

ました。

　11月には、今年度のメイン企画として、北大生が主体

となって実験教室を行っている他の団体や、実験教室を通

して子どもたちへ科学を伝えたいと考えている学生と共

に、北海道立青年の家（深川）でワークショップを行いま

した。科学を伝える活動をするうえで、各団体が抱える諸

問題の情報共有や、どのような実験教室を開催すべきか、

などについて参加者全員で意見を交換しました。その後、

札幌市立美香保小学校（北18条東6丁目）で開催された『美

香保サイエンススクール10』では、ワークショップで出

されたアイディアをもとにして、食物の消化のしくみを

テーマとした「消化管ツアー」を実践しました。

■実施時期
○はるにれ実験教室in北大祭（2010年6月6日）

○サタデースクール実験教室（2010年7月10日）

○札幌合同大学祭への参加（2010年10月22・23日）

○実験教室ワークショップの開催（2010年11月6・7日）

○美香保サイエンススクール10（2010年12月4日）

○科学フェスティバル（桑園児童会館）（2010年12月18日）

■実施の評価
　今年度の活動では、他団体との交流を通して各団体が独

自に行っている活動や抱えている問題を共有しながら、切

磋琢磨できる関係を築き、「お互いがブラッシュアップさ

れる環境作り」をひとつの大きな目標としてきました。

11月に開催したワークショップには計16名の参加があ

り、前述の「サタデースクールプロジェクト」のメンバー

や、他団体で実験教室や教育をテーマに活動している学生

など、様々な背景を持った人たちが集まりました。

　ワークショップの中で行われた意見交換やブレインス

トーミングでは、当団体のメンバーとは異なった視点から

の意見が多く挙げられ、他団体との交流の必要性を強く感

じられました。ワークショップ参加者からは「自分にとっ

ても勉強になった」といった感想も寄せられており、ワー

クショップを通して相互に成長しあうという成果が達成

できたと思います。また、ワークショップ会場となった「北

海道立青年の家」の職員の方からは、ぜひ青年の家でも実

験教室をやりませんか、という声をかけていただきまし

た。札幌圏だけでなく地方の施設との関係が築けたのは、

今後活動していくうえでも非常に貴重な資源になったと

思います。

　ワークショップでの意見をもとにして、12月には『美

香保サイエンススクール10』で「消化管ツアー」を実施

しました。「消化管ツアー」では、会場となった家庭科室

を人間の体内に見立て、参加者には、食べ物役として入り

口（口）から出口（肛門）まで、消化管の各部分でどのよ

うに消化が進んでいくのか体験してもらいました。サイエ

ンススクール終了後には、美香保小学校の先生から“「消化」

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

井坂　政裕 理学院 宇宙理学専攻 D1
石原誠一郎 生命科学院 生命科学専攻 D1
山下恵太郎 生命科学院 生命科学専攻 D1
辻　　順平 情報科学研究科 複合情報学専攻 M2
伊藤　正彦 総合化学院 総合化学専攻 M1
小川　将司 情報科学研究科 システム情報科学専攻 M1
谷津　元樹 情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 M1
原　　美晴 理学部 化学科 3

科学の芽を育む実験教室
代表／奥塚　哲史　　工学部　　環境社会工学科　　4年
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■ CLARK THEATER 2010　事業終了収支報告書
2011年3月6日

―収入―
項目 金額（円）

北大元気プロジェクト 500,000
協賛金 456,000
入場料収入※ 917,730
その他収入 27,300
計 1,901,030

※入場料収入内訳：
前売り券
通常プログラム　750枚×＠400＝￥300,000
零下プログラム　178枚×＠700＝￥124,600
当日券
通常プログラム　605枚×＠500＝￥302,500
零下プログラム　171枚×＠800＝￥136,800
フリーパス　23枚×＠2,500＝￥57,500
委託手数料￥3,670
小計 917,730

―支出―
項目 金額（円）
上映権取得費用 489,250
備品購入費 164,115
広告費 466,130
機材レンタル費 186,370
イベント経費 437,067
ゲスト交際費 77,658
装飾費 51,069
雑費 30,183
計 1,901,842

収支合計 （812）

・学生挑戦

　 　学生スタッフが一つのプロジェクトを成し遂げるにあたり、そのプロ

セスを経て大きな成長を実感し、また仕事が出来るようになった。この

ことが、キャリア形成における大きな経験となり、インターンシップと

同等かそれ以上の体験として、類稀な良き場となった。

　 　また、今回北大ガイアプロジェクトという同じ学生の団体と協力し、

企画をつくりあげ、運営する活動を行った。同じ学生同士が協力し合い、

プロジェクトを成功させるという経験を得ることができた。

■その他（希望・反省等）
　本番での上映や運営におけるミスは、昨年度の反省を踏まえた改善の徹

底により、減らすことができた。しかし、お客様からお金を頂き運営して

いる以上、1つのミスも許されないという事を肝におき、今後は上映技術

の向上と共に、チケット販売や、会場誘導など、責任を持って観客の皆様

に満足していただける映画館の運営を目指したい。

　また、当団体の目標は「常設の映画館を創る」ことである。今回、オー

プニングイベントで「映像教育」をテーマに、常設化の意義を発信すると

いった活動を行った。しかし、この目標の認知が、外部のお客様・学生に

はまだ低いと感じた。6年目となる次年度は、クラークシアターをはじめ

とした様々な場で、さらに団体の目的や理念の周知を行っていきたい。

　また、観客の皆様がクラーク会館の講堂の入り口が分からずに迷ってし

まう方が多かった。これは北大の学生にもクラーク会館の認知が徹底され

ていないことがわかったので適切な誘導、また広報を徹底したい。

　5年目にして、動員数が初めて横ばいとなった。次年度以降、動員数を

減らさずに伸ばしていくために、単純に予算規模を増やすのではなく、

まず広報計画やコンテンツ選定といったシステムを見直し、改善してい

きたい。

〈希望としては〉

・事務局となる場所の提供

　 　当団体のように、企業や行政団体等との事務的な作業が多く、また書

類作成等も必要になり、個人情報の取り扱いにも注意を払う必要がある

場合、事務所のようなスペースが必要になる。現在のサークル会館は、

インターネットの使用と電話やFAXなど事務所として使えるスペース

ではない。よって学内にOFFICEとして機能する場を作っていただくよ

うに提案したい。これは当団体のみならず、他団体でも同様の悩みを抱

えているところもあるために、何らかの処置を検討していただきたい。

札幌市におけるエルプラザのようなスペースが北大内にあれば、元気プ

ロジェクトの目的とも相まって効果が出てくると思われる。

・補助金支給方法の改善

　 　元気プロジェクトは原則現物支給だが、交通費など予定が変わりやす

いものにも臨機応変に対応できるように改善を求めたい。領収書の提出

で後日に支払い可能などの対応で他の団体の活動にも幅広い資金の活用

ができると考えられる。

■実施の内容
　北海道大学内の施設であるクラーク会館の講堂を使用し、学生や市民に

開放した期間限定の映画館の運営。シネマコンプレックスで公開しない短

編作品から、札幌出身の映画監督の作品、また北大で撮影された「零下

15度の手紙」という作品公開を行った。オープニングでは、「映像教育」

をテーマに筑波大学図書館情報メディア研究科教授の西岡氏とシアターキ

ノ代表の中島氏、北大OBの早川監督によるトークセッションを行った。

　また、企画としてアイヌ文化を取り上げ、アイヌ・アート・プロジェク

ト代表の結城幸司氏、北海道大学大学院地球環境科学研究院教授の小野有

五氏をお呼びして、トークセッションやアイヌ文化伝統の楽器を用いた演

奏を行った。また、北大ガイアプロジェクトとのコラボレーション企画と

して、「地球交響曲第七番」の上映及び、監督である龍村仁監督をお呼び

してのゲストトークをおこなった。

〈主な活動スケジュール〉

  4月　2010年度チーム発足

  5月　上映作品選定開始

  6月　名義後援申請

  7月　上映作品交渉　広報媒体作成

  8月　上映作品決定、広報活動

  9月　プログラム完成、学内広報活動

10月　プレイベント、学内外広報活動

 本番（10月29日～11月3日）

11月　残務処理、報告書作成

■実施時期
2010年10月29日～11月3日

■実施の評価
・メディアコンテンツ産業、映像教育への貢献

　 　上映作品は、名作といわれる作品から若手女性監督や札幌出身の監督

の作品、アニメーションなど幅広いジャンルから質の高いコンテンツを

上映できた。また、オープニングイベントにて子ども向けに映像教育の

ワークショップを行っている著名の方々とのトークセッションを開催す

ることで様々なメディアからの情報が溢れている現代において批判的に

読み解く力を得ることの重要性を伝えることができた。

・市民対話

　 　北海道大学低温科学研究所を舞台とした映画「零下15度の手紙」の

上映イベントを開催し、多くの一般市民や学生にご来場頂いた。そのこ

とにより北海道大学の認知度を高めるのに貢献した。また日米合作映画

「レオニー」の監督である松井監督の講演会を行い、他では見られない

貴重な機会を提供した。さらに、北海道の先住民族文化であるアイヌ文

化を取り上げ、市民にアイヌ文化を知ってもらい、アイヌ文化の認知に

貢献できた。

　 　なお、昨年度同様クラークシアターの開催前後を通して、新聞等マ

スコミの取材をうけ、学外に対する当プロジェクトの理念認知につな

がった。

CLARK THEATER 2010
代表／桑原　真希　　教育学部　　教育学科　　4年

■構成員

氏名 学部・研究科等名 学科・専攻 学年

劉　　宏輝 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

江波　　茜 文学部 人文科学科 3

長嶋　沙希 農学部 生物資源科学科 3

沢崎俊太郎 歯学部 歯学科 3

三橋　千明 文学部 人文科学科 2

眞野　修一 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

濱口　涼子 文学部 人文科学科 2

小林　一敦 法学部 法学課程 2

鬼澤　翔太 法学部 法学課程 2

井村　洋介 教育学部 教育学科 1

久米　駿介 農学部 － 1

相澤　尚樹 教育学部 教育学科 1

東　　泰蔵 法学部 法学課程 2

坂内　俊暁 工学部 環境社会工学科 2

沼達　千遥 文学部 人文科学科 2

飯田百合子 農学部 森林科学科 2

三ツ屋裕晃 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

今　拓久真 法学部 法学課程 1

福士　智也 法学部 法学課程 4

佐藤　　楓 水産学部 － 1

佐藤　由衣 （藤女子大学） 1

南里　圭祐 工学研究科 応用物理学専攻 M2

野波真奈美 経済学部 経営学科 4

根上慎一朗 理学部 物理学科 3

田中　正樹 経済学部 経営学科 2

石塚　規行 工学部 環境社会工学科 2

石本　梨沙 法学部 法学課程 2

太田　篤樹 水産学部 － 1

長谷川知輝 工学部 － 1

山崎友樹子 文学部 人文科学科 2

石田　和紀 法学部 法学課程 1

安藤　　純 理学部 数学科 3

入耒　　碧 理学部 数学科 4

西本　知世 文学部 人文科学科 2

切明　研人 工学部 応用理工系学科 2

藤原　圭史 工学部 応用理工系学科 2

佐々木大輔 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

島畑　裕也 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

中村　一成 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

鈴木　雅大 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

山口　竜馬 理学部 － 1

岩本佳保里 理学部 － 1

五十嵐千人 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

七澤　治彦 工学部 機械知能工学科 4

平木　隆浩 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

伴　きよみ 経済学部 経済学科 4
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広げており、コミュニケーション能力の習得にも繋がったのではないだ

ろうか。例えば、高学年の子が低学年の子への面倒や気配りが出来るよ

うになったり、物事に取り組む際に主体的に友達を誘ってのグループ

ワークができるようになったりなど、子ども一人ひとりの成長を見るこ

とも出来た。

　また、活動センター主催のイベントへの参加や、北大内の他団体と

の共催企画を行ったことによって、我々ボランティアとしても所属団

体内の交流だけにとどまらず、地域の人々や他団体との交流も円滑に

図ることができたと感じている。さらに、サタスクの毎回の活動を通

して、子どもたちの成長や日々のふれあいから喜びややりがいを感じ

られた一方、子どもたちへの対応に悩み苦戦しながらも、試行錯誤し

活動を重ねてきた。そのことでボランティアには、普段の生活からは

得られない貴重で豊かな教育体験と子どもとの交流機会を提供するこ

とができたと思う。

■その他（希望・反省等）
　今後の活動においては、子ども同士によるグループワークの更なる充

実化を図っていきたいと感じている。参加してくれている子どもたちの

中には集団行動を行うことが苦手な子もいる。子ども一人ひとりのニー

ズに応えようとするあまり、子どもとボランティア間の1対1のふれあ

いになってしまう状況があった面も否めない。今まで以上にグループ遊

びを意識的に取り入れるなど、子どもとボランティアの間だけでなく、

子ども同士のふれあいを重視した活動を行うように心がけたい。そして、

子どもたちが自分の意見を発信しつつも周囲に気も配れるように、ボラ

ンティアとしては一人ひとりの意見を尊重しつつ、集団で物事を取り組

めるような環境の提供とサポートを意識して行っていきたいと思う。

　また、本年度の活動開始当初、数回活動に参加した後に来なくなって

しまったボランティアが多かったという課題が挙げられる。原因として

は、サタスクの活動方針を新規参加者に明確に示すことができなかった

ことや、参加するボランティアが子どもの参加者に対して大変多く、ボ

ランティア一人ひとりの子どもとの交流機会が少なくなってしまったこ

とが考えられる。来年度は、方針の軸をボランティア間でしっかりと共

有したうえで活動していきたい。そうすることで、多くのボランティア

がサタスクの活動にやりがいを感じ、継続して参加してくれるのではな

いだろうか。また、多数のボランティアが参加した場合の活動内容につ

いても検討していく。

　今年度も物品購入にあたっては、学生支援課の方に大変柔軟な対応を

していただき、申請の手続きや購入がスムーズに進められた。それによっ

て活動の内容の幅を広げることができた。希望としては、今後も物品購

入品目の更なる拡大・柔軟化を検討していただけないでしょうか。例え

ば、保護者の方との連絡の際に使用に用いている携帯電話の使用料や、

お菓子作りなどの企画の食材購入費、施設見学の入館料・交通費等の支

給も可能になればと思う。また、物品注文の最終期限を延長していただ

ければ、年度末までより充実した活動が可能になると考えている。

　そして、毎回の活動を楽しみにしてくれている子どもたちのためにも、

来年度も活動を継続し、より内容を充実させていきたいという思いがボ

ランティアのなかでさらに強くなっている。しかし学生の自主団体が公

的・民間の助成団体からの助成金を受けることは難しく、資金面でほと

んど元気プロジェクトに頼っているのが現状である。活動継続のために

も今後も元気プロジェクトを継続させていただけるとありがたいという

思いがある。

■実施の内容
　本活動は札幌市中央若者活動センターにて毎週土曜日の12時30分か

ら17時30分まで実施した。当日は、12時30分から活動の準備を行い、

13時から16時までを子どもたちとの実際の活動、16時から17時30分

までをボランティアによるその日の反省会という流れで進めた。子ども

たちとの活動としてはまず「通常活動」がある。「通常活動」は、13時

から15時までが「遊び支援」、15時から16時までが「学習支援」とい

うように構成されている。「遊び支援」では、元気プロジェクトで購入

した物品を利用した遊びや体育館での体を動かす遊び、河川敷での外遊

びなどを行った。参加者間の関係づくりを重視した楽しい時間の創出を

意識し、そのなかで子どもの自主性を尊重し、子どもたち同士の交流が

増えるようなサポートを心がけた。「学習支援」においては、子どもた

ちが自主的に学習を行えるような環境作りとサポートを心がけ、子ども

たちが持参した教材をもとに、各自でその日の目標を定めて学習を進め

るという形式をとった。その際、子どもたち一人ひとりの学習スタイル

に即した対応にも心がけた。そして、その日の学習目標や活動の感想を

「サタスクノート」という日記帳に記入してもらい、ボランティアから

のコメントも記入することで保護者がその日の活動の様子を把握できる

ようにした。もうひとつの活動として、月に1度程度「特別活動」を実

施した。「特別活動」では、ボランティアの特性・アイディアを活かし

た皆で楽しめる内容を企画した。具体的には、お菓子づくりなどの料理

体験や遠足企画として札幌市民防災センター見学、クリスマスパー

ティーなどを行った。他に、毎年恒例となっている北大祭めぐりや保護

者の方も参加する「流しそうめん」、“科学の芽を育む実験教室”とのコ

ラボ企画や「CLARK THEATER2010」（主催：“北大映画館プロジェ

クト”）での映画鑑賞なども行った。また、活動センター主催の「餅つ

き交流会」などの地域のイベントにも参加することで活動の内容・幅を

広げると共に、子どもたちにサタスクの参加者以外の人とも交流する機

会を提供し、様々な経験を得られるような努力をした。

　毎回の活動後には当日の反省などの意見交換や、今後の予定の確認な

どの情報を共有できる場を設けた。また、活動前後には保護者の方とも

コミュニケーションを図り、子どもたちの家庭や学校での様子を伺うこ

とで、子どもたちへの理解を深める努力をしてきた。そして、メーリン

グリストを利用して、活動の様子や反省会で出された課題点などを当日

参加しなかったボランティアも共有できるようにした。また、月に一度

はボランティア事務局の構成員を中心とした会議を行い、運営課題や方

針を話し合う機会を設け、その後の活動へとフィードバックした。

■実施時期
2010年4月10日～2011年3月19日

毎週土曜日に実施

■実施の評価
　実際の子どもたちとの活動と保護者の方とのコミュニケーション、活

動後の反省会という一連の活動を通して、子ども一人ひとりに即した対

応ができ、それによって子どもたちにとって安全で快適な学びと育ちの

空間を作り出すことができたと感じる。遊び支援に関しては、子どもそ

れぞれの性格や成長段階、その日の様子などを考慮しながらかかわるこ

とによって、子どもたちにとって居心地の良い場を提供することができ

たのではないだろうか。また学習支援に関しては、ボランティアが子ど

もそれぞれのニーズにそったサポートを心がけたことで、子どもたちに

自由な学習環境を与え、目標への達成感や学習に対する意識を高めるこ

とができたと感じる。また、その日の活動の様子は「サタスクノート」

を通じて保護者に把握してもらい、さらに保護者からのコメントも記入

してもらってボランティア間で情報を共有した。このようにノートを通

じた子ども・保護者・ボランティアのコミュニケーションツールを構築

し、子ども一人ひとりに即したかかわり方の実践に活かすことができた。

親子共に「サタデースクールの活動を毎週楽しみにしている」という期

待の声を聞くことができていることから、厚い信頼を得て活動を行って

いる、という自負を持って活動に臨むことができたと感じる。

　子どもたちが各々好きな遊びをするというスタンスをとりながらも、

グループ遊び等を意識的に取り入れることで子ども同士のふれあいや異

年齢コミュニティの形成を図ることができた。参加する子どもたちは学

校も学年も異なり、ボランティアもお兄さん・お姉さん的存在の大学生

から社会人まで幅広い層の人材が集まっている。その結果、サタスクは

学校生活だけでは経験し難い人間関係を育成できる場となった。サタス

クの活動を通して子どもたちは、異なる世代間の交流を通して世界観を

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻 学年

岡本　陽平 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1

桑原　真希 教育学部 教育学科 4

高田みのり 教育学部 教育学科 4

武田　太郎 法学部 法学課程 3

二ノ瀬尚輝 教育学部 教育学科 3

山田　直明 工学部 応用理工系学科 3

土崎　美咲 教育学部 教育学科 2

藤原　千佳 教育学部 教育学科 2

大島太矩人 工学部 情報エレクトロニクス学科 1

川田　恭平 農学部 － 1

阿部　薫明 歯学部 － 助教授

渡辺　雄太 理学院 数学専攻 M2

菊地　美織 （天使大学・栄養学部） 4

楠本　雅子 教育学部 教育学科 4

栗川　真紀 教育学部 教育学科 4

石川　知実 （北海道教育大学） 3

田邊いづみ （北海道教育大学） 3

森田清太郎 教育学部 教育学科 3

阿部　允樹 （札幌学院大学） 2

梅井　潤子 （札幌医科大学） 2

最上龍之介 文学部 人文科学科 2

松延　聖美 教育学部 教育学科 1

水野　愛海 教育学部 教育学科 1

油野　祥子 理学部 － 1

松岡　拓磨 （社会人）

柳　　云善 （社会人）

代表／小林なつみ　　教育学部　　教育学科　　3年

サタデースクールプロジェクト2010
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■実施時期
〈ウガンダプログラム〉

2010年11月23日～12月2日：プログラム＠ウガンダ

2010年4月～2011年1月29日：プログラム＠興正学園

（札幌の養護施設）

〈カンボジアプログラム〉

2010年11月～2011年3月：プログラム＠フリースクールそら

（札幌）

2011年2月20日～28日、

　3月11日～19日：プログラム＠カンボジア

■実施の評価
※ カンボジアプログラムは現在進行中であるため、ウガンダプロ

グラムの評価を記入することとする。

　このプロジェクトを実施するにあたって、日本とウガンダの2ヶ

国で準備をする必要があった。

　ウガンダでは、「世界の子どもをつなぐ教室」のスタッフの3人

が札幌にある国際協力NGO Peace Productionというボラン

ティア団体の協力を得て、実際にウガンダに渡航した。その

NGO団体が支援しているいくつかの小学校を訪れ、子どもたち

に絵を描いてもらったり、日本の子どもたちに向けてメッセージ

をもらったりした。現地語が分からないなか、できる限りの意思

疎通を行うため、子どもたちと遊んだり、触れあったりし、子ど

もたちの素の部分を引き出すことに努めた。

　日本では、2010年4月より、スタッフが交代で、学習ボランティ

アとして児童養護施設に1週間に1日通い、子どもたちとの関係

作りを行った。こちらでも、勉強だけではなく近況報告や雑談な

どを通して、より身近に感じられるようなコミュニケーションを

図った。

　また、養護施設のスタッフと相談し、当日のプログラムのねら

いを、「ウガンダを知り、ウガンダの子どもたちと交流すること

を通して、互いの価値観の相違に気付き、互いに尊重すること」

と定めた。そのねらいが達成されているか、①ウガンダのイメー

ジがプログラムを行う前と後でどう、どのように変わったか、②

ウガンダと同じだったところ、違ったところ③感想、等、プログ

ラム終了後に子どもたちに自由記述形式でアンケートを行った。

　以下は子どもたちのアンケートの回答である。

☆ 生活は大変そうだけど、ウガンダの子どもたちは仲がよくて

いいと思った。

☆土地は小さいけど、夢はでっかい国だと思った。

☆日本とは学校に行けないことが違った。

☆想像していた国とは全然違って驚いた。

☆ ウガンダの子どもたちは学校に通えなくても将来の夢があり幸

せに暮らしていてよかった。

☆ 大変な暮らしをしていると思うのに、笑顔が素敵で、負けない

くらい笑顔をずっと作っていきたいと思う。

☆ ウガンダの生活を色々と知って、自分の生活とは全然違う生活

をしていることが分かった。

☆もっとウガンダについて知りたいと思った。

　このように、プログラムを通して、異文化に触れ、本やインター

ネットで調べるだけではわからない素のウガンダに触れ、共感や

驚きと共に養護施設の子どもたちの中にいくつかの気付きが芽生

えたと言える。

　私たちの団体は、日本の子どもたちが、途上国の子どもについ

て知り、出会い、考える機会をもつことが、子どもたちにとって

の新たな世界を知ってもらうきっかけにつながり、より豊かに生

きていくきっかけになる、と考えている。今回のプログラムが子

ども達の今後の人生にとって、興味を持って様々な事に挑戦し、

行動していくための、何かしらのきっかけになってほしいと願っ

ている。

■その他（希望・反省等）
　プログラムの参加者が、養護施設の子どもたち、フリースクー

ルの子どもたち、という事で、公衆衛生学・疫学手法を用いた

プログラム評価での客観的な評価が得られなかった事、また交

流相手の途上国の子どもたちも、昨年の対象に比べて更に流動

的な、ゴミ山で生活をするカンボジアの子どもたちや、いつ辞

めてもおかしくない状況で小学校に通っているウガンダの子ど

もたちであったため、特にウガンダプログラムにおいて確実な1

対1の交流の機会を作ることが出来なかった事が、反省点として

挙げられる。

■実施の内容
　ウガンダプログラム、カンボジアプログラム共に、参加した子

どもたちが、他の国で自分とは異なる状況で生きている子どもた

ちについて知り、互いの考え方や価値観を交換し、共有する機会

を持つ事が、これから様々な人生の選択をしていく子どもたちに

とっての「きっかけ」作りになる事を目的として実施した。

〈ウガンダプログラム〉

　参加者は、札幌の児童養護施設の子どもたち（15名）と、ウ

ガンダのナマリリ小学校の子どもたち（15名）であった。

　参加者、実施場所を、学生スタッフの一人が学習ボランティア

に通っていた児童養護施設にしぼり、他の学生スタッフも交代で

学習ボランティアに通いながら、子どもたちとの関係作りを進め、

児童養護施設のスタッフとの打ち合わせを重ねてイベント内容を

決定していった。

　まず、「世界の子どもをつなぐ教室」のスタッフ3名が、2010

年11月23日～12月2日にウガンダへ渡航してナマリリ小学校を

訪問し、ウガンダの子ども達から「大切なもの」を描いた絵と、

ビデオでメッセージをもらってきた。

　そして、2011年1月29日（土）に児童養護施設で「ウガンダっ

て知っている？」という世界の子どもをつなぐ教室を開催した。

児童養護施設でのプログラム内容は、①自分の日常を振り返り、

将来の自分について考えるワークショップ、②ウガンダについて

知るワークショップ、③ウガンダの子どもたちからのビデオメッ

セージを見る、④ウガンダの子どもたちからの絵を受け取る、⑤

絵のお返しに、日本の四季を絵で表現し、みんなで一つの作品を

作成する、という流れで構成し、実行した。みんなで作成した絵

は、世界の子どもをつなぐ教室スタッフの一人が来年度ウガンダ

へ渡航する予定があるので、その際にナマリリ小学校へ直接届け

る予定である。

〈カンボジアプログラム（途中経過報告）〉

　参加者は、札幌のフリースクールの子どもたち（8名）と、カン

ボジアのプノンペン郊外にあるゴミ山で暮らす子どもたちである。

　2010年11月より、1ヶ月に1度フリースクールで「世界の子ど

もをつなぐ教室」を開催し、①子どもたちに自分の大切なものを

考えてもらい、絵にかいてもらう、②「カンボジア」という国に

ついて知る、ゴミ山での生活について知る、③カンボジアの子ど

もたちへの質問を考える、④自分の大切なものを絵に表現し、カ

ンボジアの子どもたちへのプレゼントを作成する、という流れで

進めている。

　現在、世界の子どもをつなぐ教室のスタッフがカンボジアへ渡

航し、子どもたちの質問や、プレゼントの絵を持ってゴミ山に暮

らす子どもたちに会いに行っている。そこで、日本からの質問を

インタビューし、絵のプレゼントを渡して、日本の子どもたちか

らのメッセージを伝え、お返しにビデオメッセージや絵をもらっ

てくる。

　今後の予定としては、3月8日にカンボジアに渡航したスタッ

フがフリースクールで「世界の子どもをつなぐ教室」を開催し、

子どもたちにカンボジアからのメッセージを伝え、プレゼントを

渡す。そして、その後3月11日～19日に他のスタッフがもう一

度カンボジアへ渡航し、ゴミ山の子どもたちにフリースクールの

子どもたちの反応を伝え、フィードバックをする。

※ 元気プロジェクト申請時に予定していた公衆衛生学・疫学の手

法を用いたプロジェクトの評価であるが、対象の子どもたちが

養護施設やフリースクールで過ごす子どもたちであり、各々心

に何らかのトラウマを抱えていると考えられ、それぞれのス

タッフと相談した結果、心理テストのようなもので子どもたち

の心を覗く事はあまり好ましくないということだったので、今

回は実施を見送った。また、ウガンダやカンボジアにおける対

象の子どもたちも、その場所に必ずしもずっと留まっている事

が保証できない状況で生きる子どもたち（経済的な理由から、

突然学校に来なくなったり、住居を移動したりする事があるた

め）であったので、プログラムの前後でアンケートを行う事は

不可能であった。そのため、プログラム終了後に簡単なアンケー

トを行いその回答に、このプログラムが、子どもたちのこれか

らの人生をより良いものにするための一つの「きっかけ」になっ

たのかどうかをみた。（詳細は「実施の評価」の欄に掲載）

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

竹田　智哉 医学研究科 医科学専攻 M2

駒瀬　　順 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2

池田　誌恩 国際広報メディア 国際広報メディア専攻 M1

山田　雪絵 工学部 環境社会工学科 4

石﨑　　創 工学部 環境社会工学科 4

世界の子どもをつなぐ教室
代表／廣瀨　佳美　　公共政策学教育部　　公共政策学専攻　　M2
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　次にこれまでの調査から地理的な出現傾向を大きく分類

すると、渡りによって通過する種を除いて、沿岸域に出現

する種、海峡中央部に出現する種に分けられた。今年度の

傾向もこれまでの結果と一致した。

　また今年度の特筆すべき点として、本調査初記録種が5

種確認されたことや、2006年以来確認されていなかった

種が確認されたことがある。

　このように調査を継続して行うことで、海鳥の出現種や

傾向がより詳細に明らかになるとともに、その傾向に関わ

る要因の解明にもつながることは、本調査の目的を考えた

上で非常に有意義であると言える。

■その他（希望・反省等）
　本年度の調査は、当研究会における情報伝達に不手際が

あり9月始動と大きく遅れてしまった。そのため春季、夏

季のデータを蓄積することが出来ず、調査結果を今年度の

傾向として解析することが出来なかった。今後、このよう

なことがないよう本プロジェクトの申請に関する打ち合わ

せを徹底したい。また今回の調査から、出現傾向の変動は

季節や海域だけでなく、調査時の海況が大きく関わってい

ることも示された。このような出現傾向をより詳細に明ら

かにするためにも、調査を継続しデータを蓄積することが

必要である。本年度の調査において初記録種が多く確認さ

れ、今後確認が予想される種も多く存在していることから

も、本調査の継続が望まれる。

■実施の内容
　毎月2回以上、津軽海峡フェリーの運航する函館―大間

航路に乗船し、津軽海峡に出現する海鳥の種類、個体数及

び行動などを観察・記録した。

　調査は船体東側の一般デッキ（往路：左舷、復路：右舷）

に目視点を置き、船体から300mを目視範囲として行った。

目視は8～10倍の双眼鏡を用い、調査範囲内に出現する海

鳥の種類の同定、行動の観察、カウントを行った。双眼鏡

での観察のみでは種類の同定が困難な場合や個体数のカウ

ントが困難な場合には望遠デジタルカメラによる写真撮影

を行い、同定、カウントを行った。

　記録は統一した記録用紙を作成して行った。調査範囲内

に出現した海鳥について、出現した時間、種類、個体数、

着水または飛翔などの行動、飛去方向などを記録し、また

調査開始時の天候、気温、風向、風速などのデータを可能

な限り記録した。

　調査記録はデータベースに入力し、出現位置や行動の解

析を行った。また出現種、出現傾向、その他特筆すべき事

項はその日のうちに当会ホームページに掲載し、情報公開

を行った。

■実施時期
　本調査は北大水産北方圏生物研究会が2006年10月より

毎月2回行っており、昨年度の9月から元気プロジェクト

による調査に切り替え、承認を得られた今年度も引き続き

調査を行った。今年度において本プロジェクトの調査を

行ったのは2010年9月4日及び25日、10月9日、23日及

び24日、11月6日、23日及び27日、12月9日、19日及

び30日、2011年1月15日及び30日、2月11日及び26日

の計15回である。

■実施の評価
　本調査は2006年10月より継続して行っているため、こ

こでは今年度までの調査で得られたデータを総合した調査

結果の検討を行い、また、これまでの調査結果と今年度の

傾向の違いを検討する。

　これまでの調査結果を総合し、季節による出現傾向を大

まかに分類すると、①年間を通して出現する種、②春季、

秋季のみ出現する種、③秋季から冬季にかけて出現する種

の3つに分けられる。このうち、今年度の調査では春季、

秋季に出現する種の秋季出現時期に若干のずれが生じてい

た。春季、秋季に出現する種はミズナギドリ類、ミツユビ

カモメ、トウゾクカモメ類などの渡りを行う外洋性の海鳥

である。これらの種のうち特にミツユビカモメ、トウゾク

カモメの出現時期のピークが11月中旬から12月頃と、例

年よりも1カ月ほど遅くずれ込んでいる傾向が見られた。

この要因として今年度の秋季における津軽暖流の勢力が強

かったことが考えられる。そのため津軽海峡の海水面温度

が低下せず、外洋性海鳥の渡りを遅らせた可能性が推察さ

れた。またこれらの外洋性の海鳥は調査日の風向、風速に

よって大幅に出現個体数が変化することもこれまでの調査

から示され、東風が吹くと個体数が増え、西風が吹くと減

少する傾向にある。今年度の調査において、10月中旬か

ら11月初旬にかけ強い西風の日に調査を行ったことも、

結果として出現時期のずれが生じた一要因である可能性が

考えられる。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

倉沢　康大 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2
平田　和彦 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2
阿部　峻太 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1
高橋　伸幸 環境科学院 生物圏科学専攻 M1
戸梶　裕樹 水産学部 海洋生物科学科 4
速水　将人 水産学部 海洋生物科学科 4
日下部有紀 水産学部 海洋生物科学科 4
山内　雅恵 水産学部 海洋生物科学科 4
鈴木　優也 水産学部 海洋生物科学科 4
横山　幸奈 水産学部 増殖生命科学科 4
今井奈穂子 水産学部 資源機能化学科 4

代表／木村　　耕　　水産科学院　　海洋応用生命科学専攻　　M1

津軽海峡海鳥目視調査2010
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■その他（希望・反省等）
　長期にわたる目視調査の継続を実現してくることができたのは、本プロ

ジェクトによって資金不足が解消されたためである。継続的に調査の密度

を維持することは、本プロジェクトがなければ不可能である。

　来年度以降もさらなるデータの蓄積はもちろんのこと、津軽海峡の高次

捕食者である鯨類、特にカマイルカについては回遊の経路、またその時期

を明らかにするため、より詳細な調査を長期的に続けていきたい。

　本年度も、本プロジェクトに関し、多大なるご支援をいただくことで、

無事活動を行うことができました。プロジェクト参加者一同、この場を借

りて心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

〈調査方法〉

　目視は津軽海峡フェリー株式会社が就航している函館～青森間航路にお

いて行った。調査には、津軽海峡フェリー6便（5：50函館発、9：40青

森着）、および11便（10：55青森発、14：45函館着）を利用した。また、

今年度はダイヤ変更に伴い、7月18日の調査から津軽海峡フェリー8便（7：

40函館発、11：20青森着）、および13便（14：20青森発、18：00函館

着）を利用した。

　本調査は原則として国際捕鯨委員会（IWC）が実施する南太平洋鯨類生

態調査（SOWER）の目視方法（Matsuoka et al. 2003）に従って行っ

た。目視は往路、復路ともに出港約20分後から着岸約40分後までの約3

時間、調査員3～4名により船橋内から肉眼及び双眼鏡を用いて行われた。

調査日時、航路及びその時の海況は目視努力量記録に記載した。視界が1

海里（約1.85km）以下になった場合、もしくは風力階級が4以上になっ

た場合は、目視調査を中断し、時刻、緯度、経度、中断理由を目視努力量

記録に記載した。目視努力量記録は乗組員が記録したフェリーの航海日誌

と照合し、正確を期した。

　鯨類の発見があった場合は、海棲哺乳類発見1群ごとに発見記録を作成

した。発見記録に記載する発見時のフェリーの位置（緯度、経度）、進行

方向、船速については船内に搭載されたGPSによった。発見の際は、独

自に作成した種判別マニュアルを用い、誤判別の回避に努めるとともに、

ビデオカメラ、デジタルカメラなどで撮影できたものに関しては後日再検

討を行った。

〈調査結果〉

　2010年4月1日から2010年12月11日の36回の調査の結果、カマイル

カ251群2256頭、イシイルカ11群23頭、ネズミイルカ19群36頭、ミン

ククジラ3群3頭、シャチ1群2頭、不明鯨類6群13頭の発見があった。

　また、昨年度26年ぶりに観測されたシャチを今年度も発見することが

できた。

　図1には津軽海峡で発見された鯨類の種構成、図2にはフェリー航路1往

復当たりのカマイルカとその他の鯨種の発見群数を示した。いずれも

2003年5月から2011年1月までの発見記録を用いた。

津軽海峡で見られる鯨類の種組成

（2003.5～2011.1）

カマイルカ

イシイルカ

ネズミイルカ

ミンククジラ
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日本付近のカマイルカの分布と推定される

回遊（天野、1998改変）
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■実施の内容
　津軽海峡での目視調査は、水産学部公認サークルである北海道大学鯨類

研究会が、独自に通年、週に1度のペースで行っているが、今回のプロジェ

クトの承認が得られた時点で、予定していた調査を本プロジェクトの調査

に切り替えた。本プロジェクトは鯨類研究会の会員により、2003年から

継続して行われている。（詳しい調査方法は、次頁）

　得られたデータはこれまで蓄積してきたデータと合わせて解析を行っ

た。本年度は津軽海峡に来遊する鯨類のうち発見数が最も多い、カマイル

カの津軽海峡全域における来遊個体数を、ライントランセクト法を用いて

推定した。有効探索幅を設定するためには、ソフトウェアDistance 

ver.6.0R2（Thomas et al. 2010）を使用した。結果は2010年6月19、

20日に北里大学十和田キャンパスで行われた日本セトロジー研究会でポ

スター発表を行った。

　パンフレットは、私たちの活動を通じて、一般の方に津軽海峡に様々な

種類の鯨類が生息することを知ってもらうことを目的とし、調査の概要や

結果、津軽海峡に分布する鯨種等をわかりやすくまとめた。パンフレット

は、フェリーターミナルやフェリー船内のみでなく、地域の青少年センター

や市内のイベント、大学祭参加時に配布する。

■実施時期
　本年度は2010年4月4日から2010年12月11日までプロジェクトの助

成で目視調査を行った。期間中は計36回調査を行った（2010年4月4回、

5月9回、6月3回、7月4回、8月4回、9月3回、10月5回、11月3回、12

月1回）。

　また、過去6年間の調査で得られたデータを解析し、2010年6月19、

20日に十和田市にて開催された日本セトロジー研究会においてポスター

発表を行った。

　本調査の成果を一般の方に知ってもらうためのパンフレット制作は、

2011年1月から開始し、同2月に完成した。

■実施の評価
　このプロジェクトは、津軽海峡内におけるカマイルカを中心とした鯨類

の分布・生態の解明を目的とするものである。

　北海道大学鯨類研究会では、2003年5月から本プロジェクトによって

本海峡の鯨類目視調査を重ね、鯨類の種構成や季節的分布を明らかにして

きた。特にここでの優占種であるカマイルカについて、その分布や回遊経

路、海峡内での行動を明らかにしようとこれまでデータの解析を重ねてき

た。

　本年度は、カマイルカ出現時期である5・6月には調査回数を増やしそ

の挙動を詳細に記録するなど、精力的な調査活動を心がけた。その結果、

昨年に引き続き、津軽海峡での発見が大変珍しいシャチが5月にも一度発

見された。このような継続的な目視調査は、今後の海洋環境や生物種構成

の変化があった際の重要な知見となるであろう。

　また、解析においては、海峡内へのカマイルカの来遊個体数の推定を行っ

た。結果として、来遊期間である3～7月には平均3,545個体、来遊個体

数の最も多い5月には平均6,162個体のカマイルカが津軽海峡へ回遊して

来ているということが分かった。日本近海において推定されているカマイ

ルカの個体数と比較考察したところ、今回推定した数よりかなり多くのカ

マイルカが生息しているとされている。今まで、津軽海峡はカマイルカが

日本海側から太平洋側へ抜ける主要なルートと考えられていたが、今回の

研究結果から、ごく一部のみが津軽海峡に来遊するだけで、メインのルー

トではないことが示唆された。これは、カマイルカの回遊経路を知る上で

大変重要な知見である。

　この結果は、国内外の著名な鯨類研究者が集まる日本セトロジー研究会

で発表した。ここでは、本調査の計画や結果・解析への貴重な意見、また

学生団体として長期の調査を継続していることへの激励を数多く頂いた。

　大学祭では、調査中に撮影した津軽海峡に訪れる多くの鯨類の写真を用

いて、地域の方や他の学生に調査のことを知っていただくよう展示を行っ

た。また、北海道内のどのあたりで鯨類を見たことがあるのかを、地図と

ポイントシールを用いて質問するなど、津軽海峡へ来遊する鯨類の回遊経

路について考える機会を作った。

　今年度は、パンフレットの配布を地域の青少年センターや、津軽海峡フェ

リー会社の行うイベントなど広範囲に広げることで、私たちの活動や、身

近に多種の鯨類が生息することをアピールすることができた。

図1 図2

津軽海峡鯨類目視調査2010
代表／松田　純佳　　水産学部　　海洋生物科学科　　3年

■構成員

氏名 学部・研究科等名 学科・専攻 学年

金子　信人 水産学部 海洋生物科学科 3

小林　沙羅 水産学部 海洋生物科学科 3

岩原　由佳 水産学部 海洋生物科学科 3

鈴木　　励 水産学部 海洋資源科学科 3

筑後　果菜 水産学部 海洋生物科学科 3

福嶋　美帆 水産学部 海洋資源科学科 3

山下　　愛 水産学部 海洋生物科学科 3

西澤　文吾 水産学部 海洋資源科学科 4

佐橋　玄記 水産学部 海洋生物科学科 4

西尾　　直 水産学部 海洋生物科学科 4

川口まりえ 水産学部 海洋生物科学科 4

朝日　健斗 水産学部 海洋生物科学科 4

山田　若奈 水産学部 海洋生物科学科 4

平岡　紘吉 水産学部 海洋生物科学科 4

木全絵梨子 水産学部 増殖生命科学科 4

長谷川和之 水産学部 増殖生命科学科 4

安田　純子 水産学部 増殖生命科学科 4

加芝　温子 水産学部 増殖生命科学科 4

私市　達彦 水産学部 海洋資源科学科 4

東　　勝輝 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M1

金子　拓未 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M1

大岡　恵里 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1

堀本　高矩 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1

北村　志乃 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M2

豊永　知明 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2

栗原　　縁 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2

黒川有希子 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2

塩見　朋子 水産科学院 海洋生物生命科学専攻 M2

藤井　惇至 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1

出村　沙代 環境科学院 環境起学専攻 M2

條野真奈美 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2

野村　雅俊 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M2

下津　将秀 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2
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たと考えている。

　「人工イクラを作ろう！」という実験展示ブースを出し

た北水祭では、主な対象は小学生であったが、保護者の方

や年配の方にも非常に好評で、訪問者が絶えることはな

かった。発表者全員が単に実験を行うのではなく、かみ砕

いた表現で子供達に実験の原理を丁寧に教えることができ

た。作成した人工イクラはファルコンチューブに入れて各

自持って帰っていただいた。これもこの実験が好評であっ

た理由の一つであると考えられる。

　また、我々主催者側は出前実験を通じて、生徒の進路選

択に際して、身近なロールモデルとして北海道大学の大学

生・大学院生の存在をアピールすることができた。さらに、

このような場で生徒を中心とした一般の方々に向けて自分

の研究をわかりやすく紹介することによって、研究に対す

る意識・意欲を再確認する絶好の機会を得ることとなった。

同時に、市民が持つ科学への不安や期待を大学教員や水産

科学の未来を担う大学生・大学院生に直接フィードバック

できる場にもなり、受講者と運営側双方にとって利益が大

きかったと考えられる。これらのイベントは、各団体の協

力の元に行われることから、科学者と市民だけでなく、函

館市内の科学者同士をつなぎ、研究や教育において、今後

の連携・協力関係を築いていくことも可能であると考えて

いる。

■実施の内容
　「北水サイエンスアシスト」は、水産学部の学生・院生

を中心に、昨年度結成された。本年度は、函館市内の小学

校や高校に実験器具を持ち込み、様々な出前実験を行って

きた。実験は、水産科学の専門性を活かして生徒に分かり

やすく組み立てたオリジナルのプログラムを用いた。水産

学部では、身近な海および海の生物を題材とした多様な研

究が行われており、生物学・化学および物理学分野におけ

る生徒の様々な興味に応えることができる。出前実験では、

お兄さん・お姉さん感覚の学生・院生が「指導者」となり、

生徒に一緒に手を動かして実験する機会を与えることで、

理系分野への興味や親近感を持ってもらえるよう努めてき

た。さらに、JST地域ネットワーク支援採択課題である「国

際交流都市函館の地域ネットワークを活かした科学文化の

醸成」と連携し、平成22年度に開催されたはこだて国際

科学祭において出前実験を行い、科学者、学生および市民

の方々が同じ目線に立ってコミュニケーションを行い、科

学を身近に感じ、興味を持ってもらうきっかけを提供する

ことができた。

■実施時期
・はこだて国際科学祭の科学屋台：8月下旬

・北大水産学部学祭でのブース出展：11月上旬

・函館市立柏野小学校：9月4日

・北海道大学女性研究者支援室主催「理系応援キャラバン

隊」に参加

■実施の評価
　函館市内の小学校や高校の生徒を対象に、水産科学に関

する出前実験を企画し、身近な海の生物を材料とした科学

実験に参加してもらった。準備をする上では、大学内での

開講が望ましいが、小学校や高校で行うことで生徒がリ

ラックスして取り組めるようにした。その結果、生徒に科

学技術や理科を学ぶことの意義を「楽しく」実感してもら

うとともに、地域の基幹産業に対する理解を深めてもらえ

■その他（希望・反省等）
　今後も引き続き「科学の面白さ」を多くの人々に伝える

ための活動を行っていこうと考えているが、そのためには

実験の種類を増やしていく必要があると考えている。また、

函館市内で行われる様々なイベントに、学業や研究に支障

ない範囲で参加するためには、活動メンバーを増やしてい

かなければならない。また、出前実験で生徒や函館の市民

の方々に、科学に接する機会を与えるのみならず、地域の

基幹産業と密接に関わる「水産科学」の最新動向について

も伝えていきたいと考えている。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

三上　奈々 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 D3
佐々木裕子 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 D2
小倉優一郎 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 D1
永野　優季 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2
松本　伊代 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M2
大西　由花 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M2
阿部　峻太 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1
大橋　理恵 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 M1
高橋　英佑 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M1
鈴木　洋美 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 M1

代表／髙原　英生　　水産科学院　　海洋生物資源科学専攻　　D3

北水サイエンスアシスト
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■実施内容
　マサチューセッツ工科大学（MIT）で行われる「生物ロ

ボットコンテスト」（iGEM）に参加して勝ち抜くために、

1月から勉強を重ね議論を通してアイデアを練り、実験を

するための資金や旅費を集め、夏休み中の2ヶ月間に生物

ロボットの作成・実験をした。結果をまとめてポスターお

よび口頭発表用の資料を準備し、英語で成果を発表し、そ

の後の英語での討論ができるように発表練習を積み重ね、

MITの講演会場で能力を競い合った。

　私たちの研究テーマは、「サルモネラ菌の3型分泌装置

を構成する全ての遺伝子を持つ大腸菌中でこれらの遺伝子

を発現させ、分泌シグナルを連結したレポータータンパク

質を大腸菌内に潜ませ、分泌させ、それをこの世界最小の

注射針を用いて真核生物の細胞に注入する」ことであった。

■実施時期
企画　1月～8月

生物ロボットの作成　8月～10月

成果の発表準備　10月～11月

ジャンボリーにて発表　11月7日

■実施の評価
　今回の取り組みで生物ロボットのパーツに当たる

BioBrickを4種類作成し、BioBrick Registryに登録した。

こうして北大生チームとして合成生物学分野の研究に貢献

しました。

　上記のパーツを用いて「世界最小の注射器を持つ生物ロ

ボット」作成し、これが意図した機能を持っていること確

認した。

　この大会への参加を目指したチームの中には様々な理由

で参加に至れなかったチーム（11チーム）や、参加して

もメダル（金・銀・銅）を取れなかったチーム（14チーム）

があった。メダルを獲得したチームは全部で103チーム

あった。

　北大生チームは20分間の英語での発表も上手にこなし、

7分間程度の英語での質疑応答にも完璧に対応できた。北

大生チーム（HokkaidoU Japan）は初挑戦でありなが

らも上記の成果が認められ見事、銀メダルを獲得した

（http://ung.igem.org/Results?year=2010）。

　しかし得たものメダルだけではなく、ここに至るまでさ

まざまな体験ができた。京都大学など他の大学とも交流し

情報交換をした。ジャンボリー期間中にはワシントン大学、

MIT、デルフト大学（オランダ）、セビリア大学（スペイン）、

ミュンヘン工科大学（ドイツ）などの学生とお互いのプロ

ジェクトについて討論したり、交流も深めた。

　チームの一人一人が海外の大学生がどんなテーマに取り

組んでいるのか、どんな意識で取り組んでいるのかを学ぶ

ことができた。将来、国際的なステージに立つ北大生にとっ

て貴重な体験をした。日本に戻った後にはその成果や体験

を、3回の報告会で報告し、今後も成果を知らせる活動を

継続する予定である。

　私たちの取り組みは、北海道新聞の紙面や、テレビ北海

道のニュース、若手研究者の雑誌『incu-be（インキュ

ビー）』などでで紹介されたので、紹介された『incu-be』

1冊を資料として添付した。（次頁）

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

鎌形　貴範 農学部 応用生命科学科 4
新沼　　翔 理学部 生物科学科 3
高橋　一樹 理学部 生物科学科 3
牧野　俊一 医学部 医学科 4
高橋　理程 医学部 医学科 2
根岸　克弥 理学部 生物科学科 3
太田　菜央 理学部 生物科学科 3
毛利　由佳 理学部 生物科学科 3

代表／ヴァナガス　ラォーリナス　　理学部　　生物科学科　　3年

北大生による「生物ロボットコンテスト」
参加へのチャレンジ
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●オープンキャンパスカフェ
実施日時：2010年8月2日（月）
実施場所：北大総合博物館2Fリファレンスルーム
杯　　数：107杯
募 金 額：10,270円

6　利用者の声（一部）
・ふらっと立ち寄ったらカフェがあってとてもよかったです。（オープンキャンパスカフェ・40代・女性）
・雰囲気がとてもよい。（オープンキャンパスカフェ・30代・女性）
・場所がわかりにくかった。（オープンキャンパスカフェ・北大2年生・男性）
・現役の北大生とお話できて楽しかった。（オープンキャンパスカフェ・高校生・女性）
・映画館にカフェ、というのがよかった。（クラークシアターカフェ・50代・男性）
・紙コップはもったいないと思う。（クラークシアターカフェ・40代・女性）
・寒いので、温かいコーヒーが飲めてよかった。（クラークシアターカフェ・20代・男性）
・クラークシアターとの関連がわかりにくかった。（クラークシアターカフェ・50代・女性）
・イチョウ並木にカフェ、おまけにに演奏も聞けて大変満足です。（イチョウ並木カフェ・60代・女性）
・温かい飲み物がこの季節にちょうどよかったです。（イチョウ並木カフェ・北大生・女性）
・もっと広報すればさらによくなると思います。看板やチラシをもっと目立つ感じにすればよいと思いました。（イチョウ並木カフェ・20代・女性）
・学生主体のカフェ運営というのが素敵です！　また来たいです。（イチョウ並木カフェ・30代・女性）
・卒論ポスター発表という学術的な場にカフェがあることで堅苦しさがなくなり、参加しやすかったです。（卒論ポスター発表会カフェ・40代・男性）
・大学と地域を結びつけるのにいい企画だと思う。（卒論ポスター発表会カフェ・30代・女性）

●アンケート集計結果　アンケート調査人数：403人（回収率31.4％）

●収支報告
昨年度の繰り越し金：150,476円
収入（募金総額）：118,325円
―支出―

コーヒー 45,000円
紅茶 12,000円
緑茶 1,580円
ジュース類 2,280円
牛乳 2,136円
紙コップ 10,892円
コーヒーフレッシュ 1,920円
スティックシュガー 2,140円
水 11,760円
その他 4,284円
支出計 93,992円

収支 174,809円

●おわりに
　この度は「北大生のおもてなしプロジェクト」を北大元気プロジェクト2010に採択していただき、ありがとうございました。元気
プロジェクトによる援助のおかげで多くのカフェを成功に導けたと考えております。また、カフェに来ていただいたお客様からも、大
変好評で、アンケートの結果を見てもわかる通り、利用者の満足度も大変よいものでした。一方で、カフェでは紙コップを使っていた
のでもったいないという声や、来て初めてカフェをやっていることに気づいたなど広報不足をうかがわせるようなご意見もいただき、
今後の改善点も見つけることができました。来年度以降はこれらの問題の改善に重点をおいて活動していきたいと考えております。ま
た、飲み物のさらなる味の向上や新メニュー（北大・北海道ならではのもの）なども考えていきたいと思います。
　今後もより多くの方々にカフェを利用していただき開かれたスペースとして北大を身近に感じてもらうためにより一層の努力をして
まいりたいと思いますので、これからも北大生のおもてなしプロジェクト（北大カフェプロジェクト）をよろしくお願いいたします。

●イチョウ並木カフェ
実施・実施予定日時：
2010年10月31日（日）、11月3日（水）18時～21時
実施場所：13条イチョウ並木西側
杯　　数：713人　募金額：42,203円
備　　考：11月3日は雨のため中止

●卒論ポスター発表会カフェ
実施日時：2011年2月26日（土）～27日（日）10時～16時
実施場所：北大総合博物館1F知の交流
杯　　数：122杯　募金額：10,540円
備　　考：カフェ運営だけでなく、会場全体のレイアウトや

当日の進行も務めました。

●キャンドルナイトカフェ（企画のみ）
実施予定日時：2010年10月28日（木）18時～21時
実施予定場所：北大中央ローン
備　　考：公共政策院企画のキャンドルナイトに合

わせて3種類の緑茶を用意する予定で
あった。

●クラークシアターカフェ
実施・実施予定日時：2010年10月30日（土）、
31日（日）、11月3日（水）18時～21時
実施場所：クラーク会館前
杯　　数：562杯　募 金 額：55,312円
備　　考：11月3日は雨のため中止

1　来場者男女比
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58％
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4　北海道大学に求めるカフェ

学生によるカフェ

既存のチェーン店

北大構内にカフェ
は必要ない94％

6％

0.2％

■実施の内容
　北大生が主体となり運営するカフェを計9日間計画し6日間実施した

（計画の内3日間は雨のため企画のみ）。活動内容としては飲み物（コー

ヒー、紅茶等）の提供、アンケート調査など。また、各カフェでは来場

者による任意の募金をお願いし、コーヒー豆購入等の活動資金にあてた。

　以下に活動の記録をまとめる（3月1日現在）。

・8月2日（月）10時～16時

　オープンキャンパスカフェ（総合博物館2Fリファレンスルーム）

・（10月28日（木）18時～21時）

　キャンドルナイトカフェ（中央ローン）

　備考：雨のため中止

・10月29日（金）、30日（土）、11月3日（水）10時～16時

　クラークシアターカフェ（クラーク会館前）

　備考：11月3日（水）は雨により中止

・10月30日（土）、11月3日（水）10時～16時

　イチョウ並木カフェ（13条イチョウ並木西側）

　備考：11月3日は雨により中止

・2月26日（土）～2月27日（日）　10時～16時

　卒論ポスター発表会カフェ

提供した飲み物の杯数計：1283杯

募金額：118,325円

■実施時期
平成22年7月～平成23年3月

（各カフェの日程に関しては「実施の内容」欄参照）

■実施の評価
　昨年度に比べてカフェの実施回数は減ったものの、夏のオープンキャ

ンパスでは総合博物館でカフェを開き、高校生が、秋にはクラーク会館

前とイチョウ並木で同時にカフェを開き、観光客や多くの市民の方々に

ご来場いただいた。

　また、アンケート調査の結果によると、市民の方の中には5回以上本

プロジェクトが実施するカフェに足を運んでくださるリピーターの方も

見え始めた。アンケートの結果からは学生主体のカフェを求める声も多

く聞かれ、我々の活動が多くの市民や観光客の方々に支持されているこ

ともわかった。

　今期の活動は雨により中止になったり、急遽屋内で実施することに

なったりもした。屋内で実施すると屋外で実施するよりも客数は減った

ものの、ブログ等で見て来てくださる方も見られた。

　また、秋のイチョウ並木カフェやクラークシアターカフェにおいては他

団体とのコラボやサークルの発表の場としても機能させることができた。

　来場者としては札幌市民の方が最も多く、北海道大学をより市民に開

かれたスペースとしての役割も担えたと考えている。

　卒論ポスター発表会でのカフェでは総合博物館教育GPとも協力し

て、カフェの経営のみならず、発表会全体の会場レイアウト、広報（ポ

スター、看板、リーフレット作り）司会進行等発表会全体に幅広く関

わった。

　カフェにおいてはただ飲み物を提供するだけでなく、来場者とのコ

ミュニケーションもとるなどして交流の場とする企画書の目的もある程

度果たせていた。

■その他（希望・反省等）
　昨年度に引き続き、3年連続、北大元気プロジェクトに採択していた

だき、ありがとうございました。

　今年度の反省としては、多くの北大内の関係者の方々から上記の企

画以外にもカフェの開設を求める声が多く聞かれたにもかかわらず、ス

タッフ数の不足等により、全ての要望には応えることができなかった

ことである。来年度はさらにスタッフを集め、実施日数も増やしてい

きたい。

　また、今回このプロジェクトを進めるにあたって元気プロジェクトで

購入した物品は机や椅子等比較的大きな物品が多く、以前は学生支援課

や北大総合博物館より借りていたものであったが、今回購入したことに

より、他のイベントと被りそれらの物品が使えなくなったのでとても助

けになった。

　最後になりましたが、今後も北大構内においてカフェを開き、より多

くの人に私たちの活動を知っていただき、カフェを楽しんでいただける

よう精一杯努力してまいりたいと思いますので、今後とも北大生のおも

てなしプロジェクト（北大カフェプロジェクト）をよろしくお願いいた

します。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

岡本　陽平 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1

田中　理澄 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1

北越美紀子 文学研究科 歴史地域文化学専攻 M1

福島　佑輔 経済学部 経営学科 4

小浦　拓馬 農学部 生物資源科学科 2

中村　晴日 教育学部 教育学科 1

今出　悠太 工学部 応用理工系学科 1

三浦　智也 農学部 ― 1

須々田晴子 文学部 人文科学科 1

北大生のおもてなしプロジェクト
代表／飛田　英克　　農学部　　生物資源科学科　　2年
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や車両展示を通じて多くの方々が「ものづくり」に興味を

抱いて下さっています。以上のことのためには活動資金が

必要不可欠であり、北大元気プロジェクトの財源は収入の

多くを占めており非常に価値の高いものとなっているた

めです。

　全国大会での優勝および北海道の「ものづくり」の活性

化を目指して今後も精進して参りますので、何卒よろしく

お願い致します。

■その他（希望・反省等）
　反省点は製作の日程・工程管理が甘く、車両完成の時期

が昨年度よりも約1ヶ月程度早くなったものの予定よりも

大幅に遅れる結果となったことです。来年度はより精度の

良い計画を立てる必要があると考えております。

　希望はプロジェクト採択を継続して頂きたいことです。

この理由は大きく2つあり、1つ目として本活動は学生が

大学で学んだことを実践し、自ら挑戦しスキルアップでき

る数少ない活動の1つであるためです。2つ目は北海道の

「ものづくり」の活性化を行っていくためです。市民講座

第8回大会　会場にて

エンデュランスを走るFH-04

2010年度車両（FH-04）の設計図

■実施の内容
　平成22年9月に行われた第8回全日本学生フォーミュラ

大会に参戦しました。大会では学生が設計・製作した

フォーミュラカーを運転し、車両性能を競います。同時に

コストや販売戦略などの仮想企業としての評価も行われ

ます。表彰台を獲得すべく、車両の正常進化および性能向

上を目指し、討論と試行錯誤を重ね車両を作り上げまし

た。このゼロからの設計を行い、多くの人と関わりチーム

で1つのものを作り上げるというプロセスを通じて、工学

的センスを磨き、自由性や協調性を養うことができまし

た。擬似的に企業経営に携わることでマネージメントスキ

ルを高めることができ、理系学生のみならず文系学生も活

躍しました。

　また、社会貢献にも注力しており、自動車技術会北海道

支部主催の北海道ハンドメイドエコカーフェスティバル

2010での市民講座の開催や、文化祭などでの車両展示に

より、中高生や一般の方々に「ものづくり」を肌で感じて

もらい、北海道の「ものづくり」の活性化を図りました。

■実施時期
活動時期：平成21年10月～平成22年9月

大会開催時期：平成22年9月7日～11日

■実施の評価
　車両を正常進化させ熟成することを目標とし、開発の軸

を主に①パーツの信頼性の向上、②軽量化、③旋回性能の

向上の3つにおき、車両製作を行いました。前年度よりも

約1ヶ月早く車両を完成させることができ、テスト走行を

重ねて大会に臨みました。全国大会の結果は全85チーム

中11位となり、目標としていた5位表彰台には届きません

でしたが、旋回性能を競う競技では6位というトップチー

ムに引けを取らない好成績を残し、2年連続となる全種目

完走を果たし日本自動車工業会会長賞を受賞しました。

チーム創設以来、毎年順位を着実に上げており、北大チー

ムの全国的知名度が上がった大会であったといえます。こ

のように、チームメンバーが一丸となって1つのプロジェ

クトを成し遂げるにあたり各自が大きな成長を感じてお

り、北大元気プロジェクトのコンセプトである「大学生活

が充実したものになる」を達成できたことは間違いないと

考えております。

　北海道ハンドメイドエコカーフェスティバル2010で

は、「ものづくり」に励む高校生たちに対して、北大の質

の高い「ものづくり」を紹介することができ、高校生たち

にとって非常に刺激的なものになったと確信しておりま

す。来場して下さった一般の方々にも「ものづくり」を身

近に感じて頂けるイベントになりました。また、道新

NEWSなどのメディアに多数取り上げられ、北海道およ

び日本全国に北海道大学をPRすることができました。

　以上のように、学生が各々成長し北大の知名度を上げる

とともに、北海道の「ものづくり」の活性化に貢献するこ

とができたと考えております。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

櫻井　康介 工学研究科 エネルギー環境
システム専攻 M2

原田　明寿 工学研究科 物質化学専攻 M2

前田　秀旭 工学研究科 人間機械システム
デザイン専攻 M2

加藤　克昌 総合化学院 総合化学専攻 M1

南　　貴士 工学研究科 人間機械システム
デザイン専攻 M1

Arif Iskandar 
bin Abd Azis 工学部 機械知能工学科 4

寺川　　健 工学部 機械知能工学科 3
渡邉　一希 工学部 機械知能工学科 3
山内　優輝 工学部 機械知能工学科 2
鈴木　陵平 工学部 環境社会工学科 2
田熊　優一 工学部 機械知能工学科 2
渡辺　祥太 工学部 機械知能工学科 2
渡邊　翔太 工学部 機械知能工学科 2
小林　　晋 経済学部 ― 1
宮下　修一 工学部 機械知能工学科 1

北海道大学フォーミュラチーム
代表／芝池　悠志　　工学部　　機械知能工学科　　4年
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「ポスト医ゼミin札幌」の開催を通じて
北海道大学医学部医学科2年　佐藤　克哉

　私は今回、「札幌医ゼミに行く会“すずらん”」が初めて

主催する全国イベント「ポスト医ゼミin札幌」に企画側と

して参加しました。

　このイベントでは、前沢政次先生（プライマリケア連合

学会理事長・北海道大学医学部名誉教授）をお呼びしての

講演会「プライマリケアの現状と問題点」や、全国から来

たメンバーも含めて開催した4つの分科会、そして夜の交

流会と、大きく分けて3つの企画が用意されていました。

　まずは前沢政次先生の講演会ですが、残念ながら後半の

わずかな時間しか聞くことができませんでした。しかし、

プライマリケアとは一体何なのか、プライマリケア医はど

んな役割を担うべきなのか、地域で求められるものは何な

のか、医師の偏在の現在の状況はどのようなものなのか…

様々な現状・課題について知ることができました。私は今、

医療が十分に提供されていない地域で、プライマリケア医

として働ければいいなと思っています。しかし、いかに自

分が地域の現状について認識不足だったのかを痛感しまし

た。また、それを受けて、自分がどうすればいいのか、今

後どのような学習が求められるのか、改めて考える機会と

なりました。そして、在宅についてもっと知りたいと感じ

ましたし、そういう機会を作っていく必要があると思いま

した。

　次に分科会ですが、私は、「人工妊娠中絶と向き合う」「“聞

く”ことの体験」の2つの分科会に参加しました。中絶に

関する法律とそれによる中絶の自由化の流れ、中絶後の女

性への影響、女性の権利、そして中絶経験者の生きやすい

社会とはどんな社会なのか…様々な中絶に関する内容を、

全国から集まった医療系学生と共にディスカッションをし

ました。また、“聞く”というのはどういう事なのか、何

を意識すればいいのか、非言語コミュニケーションからは

どんな事がわかるのかについても、ロールプレイングなど

の実体験を通じて学習しました。

　また、交流会では、学校での様子を話したり、自分の興

味を持っている医療分野について問題提示をしてディス

カッションをしたりと、全国の仲間たちと夜が更けるまで

語らいました。

　今回のイベントを通じて、「医療」について学ぶことの

大切さを改めて実感すると共に、もっとこのような機会を

大切にし、また、自分で作っていきたいと思いました。前

沢先生のご講演を聞いて、「在宅」についても興味を持つ

ことができましたし、“すずらん”での学習会でも取り上

げる事ができればいいなと思います。また、このようなイ

ベントを開催する側の大変さも感じることができた事も、

自分にとって大きかったなと思います。自分たちの中では、

しっかり準備していたつもりではありましたが、当日に

なって慌てることが非常に多かったなと、反省しています。

今回の様々な失敗を、また夏の「プレ医ゼミ」につなげて

いければと思います。

　本当にいろいろな事を勉強することのできた2日間で

した。

■実施の内容
11／6（土）

13：00～　開会式

13：30～　講演…前沢政次先生

 “プライマリケアの現状と問題点”

16：00～　SGD（Small Group Discussion）

16：50～　分科会①…

 “正義について”or“人工妊娠中絶と向き合う”

21：30～　交流会

11／7（日）

09：15～　分科会②…

 “知ってほしいB型肝炎訴訟”

 　　　or“「聞く」ことの体験”

11：00～　全体発言…

 2日間を通しての感想などを全体で言い合った。

12：00～　閉会式

■実施時期
2010年11月6日～7日

■実施の評価
　当プロジェクトには、医学部はもちろん、看護や薬学部

も含めた29名の医療系の学生が全国から参加しました。当

日は前沢政次先生（日本プライマリケア連合学会理事長・

北海道大学医学部名誉教授）による講演“プライマリケア

の現状と問題点”において、ディスカッション等を通し、

全国の医療系の学生と共に地域医療について考え、発言す

ることができました。

　また、分科会では、「正義とは何か」「人工妊娠中絶と向

き合う」「コミュニケーションスキル～“聞く”ことの体験

～」「知ってほしいB型肝炎」の4本立てとなり、各自が興

味ある部分について、全国の医療系の学生と共にディスカッ

ションを通じて深めることができました。

　そして、交流会などの場では、“より良い医療者”になる

にはどのように学生生活を過ごせばよいのか、そもそも“良

い医療者”とは何か、についても意見を交換し合いました。

他にも、自分の今興味を持っている分野についての話や、

それぞれの大学での授業の話など、様々な事について話し

合いました。

　今回のプロジェクトを通じて、様々な専門分野を学ぶ全

国の医療系の学生と、様々な議題について意見を交換する

ことができましたし、自分たちの持つ意見を発言し、伝え

ようとすることでより明確なものにすると共に、人の意見

を聞くことで、それを修飾することができました。

　参加した学生にとって、非常に実りある2日間でした。

　別紙に、企画した「札幌医ゼミに行く会“すずらん”」

の学生の感想を添付いたします。どうぞご参照ください。

（次頁）

■その他（希望・反省等）
　プロジェクト終了後、“反省ミーティング”を行いました。

　その中で、

　　“もっと綿密な計画を立てることが必要”

　　“もっとしっかり役割を分担していこう”

　　“お金の管理をしっかりシステム化しよう”

などの意見が出ました。

　今回が初めての運営だったので、今回の反省をしっかり

とした上で、次につなげていきたいと思います。

　そのような中で、今後も、北大元気プロジェクトに採択し

ていただき、様々なご支援をいただいて、学習の機会を増や

していければと思います。どうかよろしくお願いいたします。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

高森信乃介 医学部 医学科 2
味藤　　静 医学部 医学科 2
斉藤はるか 医学部 医学科 2
尾関　勝宏 医学部 医学科 1
畑　　昭宇 医学部 医学科 1
武田　莉奈 医学部 保健学科 1
新井田知里 医学部 保健学科 1
有泉　花子 医学部 保健学科 1

ポスト医ゼミin札幌
代表／佐藤　克哉　　医学部　　医学科　　2年

SGDの様子 前沢先生の講演の様子 分科会の様子
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キャンドルナイト

エコキャンパスコンテスト

■実施の内容
・エコキャンパスコンテスト

　 　学生のアイディアを有効利用し、サステナブルな大学

を実現しようという趣旨のもと開催。学部生・院生から

計8チームのプレゼン大会を行い、教授らによる審査員

が評価を行った。「自転車発電」、「ストーンペーパー」

の二つが優秀賞を受賞した。

・環境教育

　 　清田小学校、北野小学校、福住小学校、常盤小学校で

環境について考えさせる授業と食用油からキャンドルを

作るワークショップを行った。

・キャンドルナイト

　 　使わなくなったキャンドルや廃油から製作したキャ

ンドルを用い、北大中央ローンでキャンドルナイトを開

催した。

・エコ動画

　 　フードマイレージ、地域福祉についての動画を製作、

上映した。

■実施時期
2010年4月～2011年3月

■実施の評価
・エコキャンパスコンテスト

　　新しい試みとして内外から高い評価をいただいた。

・環境教育

　 　総勢300名を超える小学生に環境保全の大切さを教え

ることができた。実施小学校やメディアの反応も良く、

来年度以降も続けてほしいという要望を受けることが

できた。

・キャンドルナイト

　 　500名程の来場者が訪れた。キャンドルの総量5000

本以上となり道内でも最大級のキャンドルナイトとなっ

た。北海道新聞、産経新聞で取り上げられ来場されなかっ

た方にも取組みを紹介することができた。

・エコ動画

　 　様々な場面で使用をした。キャッチーなテーマを取

り上げることで分かりやすい内容のものを作ることが

できた。

　 　組織としてはその活動が評価されエコプロダクツ

2010に参加することができた。エコプロダクツ展では

他学科・他大学の学生や企業の方と交流をすることで今

後の活動にとって大変参考になった。

　 　本団体は今年度創設された新しい団体であるが、精力

的に活動することで来年度以降のモデルを作ることがで

きた。来年度以降はこの経験を土台として更なる取組み

を行う必要があるだろう。

■その他（希望・反省等）
　 　本年度の活動は環境分野における活動に偏りがあっ

た。今後は環境分野以外でのサステナブル（持続可能性）

について活動できるようにしたい。

　 　構成員も現状全員が修士のため、今後は学部生、他学

科学生を巻き込む組織として成長しなくてはいけない。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

澤田　　舞 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
牛膓　直之 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
桂巻　伸有 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
茂木美早穂 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
今　　良太 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
重松平八郎 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
髙石　恭平 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1
岡本　陽平 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1
勝田　博昭 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1
湯浅　紫音 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M1

めざせ『サステナ』っ！！大計画 in 北海道
代表／岡部　宇洋　　公共政策学教育部　　公共政策学専攻　　M2
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■実施の内容
　本プロジェクトは、元気プロジェクト2009の継続で、

2年間にわたり厚岸臨海実験所付近に生息する貝類を調査

した。プロジェクトの最終年度である今回は、これまでに

得られた成果を基に、一般の方でもわかりやすい貝類の図

鑑を作成・出版することを目的とした。今年度における

フィールドでの調査は、2010年12月4日から6日の3日間

であった。調査方法は、干潮時に厚岸臨海実験所付近の沿

岸を歩きランダムに貝類のサンプリングをおこなった。今

年度の調査は、標本を採集する以外に、図鑑へ掲載する生

態写真をフィールドで撮影した。採集した標本は、99％

アルコールで固定した後、水産学部に持ち帰り、図鑑や論

文を基に同定をおこなった。同定は、可能な範囲でおこな

い、分類が混乱しているグループは、それぞれの分類群の

専門家に同定依頼した。標本の一部については、北海道大

学総合博物館分館の水産科学館に収蔵予定である。

　本図鑑は、採集した貝類の標本写真の他に、今回新たに

撮影した生態写真を多く加えた。また、これまでに北海道

東部から報告されている貝類の文献を整理・統合し、北海

道東部に生息する貝類のリスト新たに作成した。

■実施時期
2010年6月～ 文献の収集

2010年12月4日～7日 厚岸湾にて貝類調査

2010年12月8日～ 標本の同定、写真撮影

2011年1月～ 図鑑作成

2011年3月 製本・完成

■実施の評価
　本プロジェクトは、昨年度からおこなっている厚岸臨海

実験所付近の貝類図鑑の作成の継続である。昨年度は、夏

季の高水温期に厚岸臨海実験所沿岸域にて潮間帯に分布す

る貝類標本を採集した。今年度は、昨年度と異なる冬季の

低水温期に潮間帯に分布する貝類を採集し、さらに、昨年

度撮影できなかった貝類の生態写真を撮影することを主な

目的とした。

　調査は、2010年12月4日から6日までの3日間干潮時に

おこなった。調査の結果、潮間帯に分布する様々な貝類

の生態写真や昨年は採集できなかった、新しい種を採集

することができた。生態写真の中には、今まで報告され

ていない貝類の生態を撮影することもできた。全体を通

して、調査は大きな事故もなくほぼ計画通りに進めるこ

とができた。

　そして、昨年度と今年度の調査結果を基に、厚岸臨海実

験所付近の貝類図鑑を作成した。図鑑の内容としては、厚

岸湾で採集された貝類図版の他に、厚岸臨海実験所の沿革、

厚岸湾の環境、北海道東部でこれまでに報告された貝類の

リストなど、生態図鑑のみでなく厚岸湾沿岸地域の自然と

社会のかかわりも視野に入れた内容となっている。

　作成した図鑑は、多くの人々に貝類に興味をもってもら

うことを目的に、地元住民をはじめ、厚岸臨海実験所を利

用する学生などに配布する予定である。

■その他（希望・反省等）
　厚岸に生息する貝類は、当初の予定より多く、新たな知

見が多く得られた。特に、深い水深から得られた標本の中

には、興味深い種類が多く、現在、日本の研究者やロシア、

ドイツの研究者らと研究中である。そのため、今回の図鑑

は、潮間帯に生息する貝類に限定したが、今後、ドレッジ

で得られた標本を掲載した「厚岸臨海実験所付近の貝類　

深海編」（仮）を、印刷予定で、次回のプロジェクトで継

続しておこないたいと考えている。

■実施の内容

　2010年10月29日～11月3日にクラーク会館にて開催された北大映

画館プロジェクト主催北大クラークシアター2010に合わせて、龍村仁

監督作、映画「地球交響曲～ガイアシンフォニー第七番」と北川陽稔監

督作「森と水の庭・ウトナイ」を上映しました。地球規模での自然・生

命について描いた「ガイアシンフォニー」と札幌からも身近な自然環境

への取り組みの一例を紹介した「森と水の庭・ウトナイ」を対比させて

上映する事で「地球規模で考え、身近な自然の中で取り組む」姿勢をメッ

セージとして行いました。

　また、龍村、北川両監督には作品にこめた想いやエピソードを講演会

としてお話ししていただきました。

　実務内容については、北大映画館プロジェクト主催北大クラークシ

アターのメンバーと広報活動、当日打合せ、リハーサルを行いました。

ガイアプロジェクトとしては、上映用ディスクや広報物販品発注受け

渡し、龍村仁事務所、北川監督との日程調整等、上映に向けての準備

を整えました。

■実施時期

2010年10月31日

■実施の評価

　今回で3度目となる北大での「地球交響曲～ガイアシンフォニー」上

映会は、北大映画館プロジェクト主催北大クラークシアター2010との

コラボレーションで今まで以上に内容の濃い上映会が開催できました。

　2010年発表されたシリーズ7作目となる「ガイアシンフォニー第七

番」に加えて、苫小牧ウトナイ湖での自然環境活動を映像作品としてま

とめた「森と水の庭・ウトナイ」を上映する事で、より幅広い層の方々

にお越しいただく事ができました。札幌近郊での活動家や彼らからの

メッセージを紹介することで、ご覧頂いた皆様には身近にも刻々と変化

を遂げている自然環境が存在する事が感じていただけたと思います。

　観客動員数もこれまでを大幅に上回る500名弱の方々にお越しいただ

きました。北大関係者よりも札幌近郊にお住まいの一般の方々が多く、

北大の活動や北大内の季節の風景の紹介に繋がったと思います。道内遠

方から脚を運んでくださる方もいらっしゃり、メディアや活字では伝え

きれない北大を感じていただけたのではないかと思います。ご覧頂いた

方々からも上映後に直接ご感想やご意見を頂き、意義深い交流を深める

事ができました。

　また、昨年のアンケート結果でご指摘が多かった上映環境についても、

北大クラークシアターとの共同上映により市内業者や専門家のアドバイ

スを戴き、音響・映像、進行すべてにおいてより一層質の高い上映会が

できました。お互いのコンセプトを共有する事で、今後の活動の幅の広

がりや新たな繋がりの可能性を大いに感じることができ、大変有意義な

機会となりました。

　作品自体のご意見については様々な意見を頂きましたが、これを北大

研究者・学生と市民の方々が意見を交わし、作り上げていけるような場

を作るには、少々タイムスケジュールが詰まり過ぎてしまいました。将

来の展望として、映画上映自体が目的ではなく、専門家と市民の方々で

新たに作り上げていけるような場を作りたいと思います。

■その他（希望・反省等）

　反省点として、まずはタイムスケジュールの圧迫感がありました。そ

の理由として、映画自体のボリュームや進行内容の盛り込み過ぎもあげ

られると思いますが、次回開催には来場してくださった方々にもう少し

ゆとりのある進行や、サービスで過ごしていただけるよう工夫をしたい

です。近隣飲食店や北大カフェテリアとの連携の創出が新たな市民の

方々との交流の機会をつくるものと考えます。

　最後になりますが、北海道内、さらには全国の中での北大クラーク会

館の存在意義を高めることができるプロジェクトであると自負しており

ます。映画上映が目的ではなく、この作品をきっかけとした市民の方々、

異分野の方々との新たな理解が生まれるようなプロジェクトにしたいと

思います。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

牛膓　直之 公共政策学教育部 公共政策学専攻 M2
小野　智郁 環境科学院 環境起学専攻 M2
蜂谷菜保子 環境科学院 環境起学専攻 M2

代表／伊藤　昌稚　　環境科学院　　環境起学専攻　　D2

北大ガイアプロジェクト2010

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山﨑　友資 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 D3

代表／柏尾　　翔　　水産科学院　　海洋生物資源科学専攻　　M1

厚岸臨海実験所付近の貝類図鑑作成
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■実施の内容
　『零下15度の手紙』の撮影が前年度の2月に行われ（撮

影にかかる経費は前年度の元気プロジェクトの予算を一部

使用）、資金等の問題から編集等スタートは5月頃までに

遅延する。10月のクラークシアターに間に合わせるため

に、ポストプロダクションの作業を進める。

　本元気プロジェクトの事業である、ブルーレイの媒体化

については本編作品の完成目前となった10月頃から試案

検討をすることになる。その時点でポストプロダクション

に大幅な資金を費やしたため、ブルーレイ化を断念し、元

気プロジェクト50万円で最大の利活用としてDVD製作に

切り替えることとし、作業開始をはじめる。

　1月頃英語字幕の製作を他のプロジェクトで進めなが

ら、DVDのプレス用パッケージデザイン等と媒体製作に

かかる本編データの再編準備等作業を続け、3月に完成と

なった。

■実施時期
・11月～3月……DVD製作

・『零下15度の手紙』のポストプロダクションの進行具合

が、大幅に遅れたため10月20日頃までに作業がかかり、

DVDやブルーレイの媒体製作検討が本格化したのが12

月頃になった。

■実施の評価
〈DVD製作・メイキング製作〉

　DVD製作完成が2011年3月となり、本報告書提出時期

と重なり、今後様々な効用がなされると考える。プロモー

ション用に様々なところに配布することや、国際映画祭へ

の出品計画を進めており、より多くの人に映画を楽しんで

もらえることができるようになった。

■その他（希望・反省等）
〈プロスタッフと学生間の連絡の反省〉

　編集作業や、DVD製作などでどうしてもプロスッタフ

のスケジュール関係などで予定していたより、遅れること

がしばしばあった。どうしようもないケースもあったが、

もっと事前に密に連絡をとっておけば回避できたという場

面もあったので今後気をつけていきたいと思う。

　その結果、現在もDVDのパッケージ化が進行中であり、

作品を多くの人に見てもらうための広報面に今年度はあま

り力を注げなかった。

〈Blue-ray Disc化について〉

　当初予定していたBlue-rayDisc化だが、当初予定して

いたよりも全体の外部資金の獲得が思うようにいかず、

ディスク化以前の行程であるポストプロダクションに資金

や時間を多く費やした。よってDVD化という路線変更を

選択している。大きなプロジェクトの、ディスク製造部分

だけにかかわるところを元気プロジェクトとして提案した

ため、他の作業との関係上うまくいかない性質があったの

はしかたがないと考える。しかし、大きなプロジェクトで

あったため、色々な役割や関わり方が集合することの意味

は大きいと考える。おかげで、良質の作品を媒体として形

にできたことは大きい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

木村　花菜 教育学院 教育学専攻 2
田中　正樹 経済学部 経営学科 2
荒川　卓也 法学部 法学課程 2
根上慎一朗 理学部 物理学科 3
松浦　裕馬 工学部 環境社会工学科 2

代表／安藤　　純　　理学部　　数学科　　3年

北大ショートフィルム製作プロジェクト

■実施の内容
　リテラポプリ39号にあった北大24時にヒントを得て、

北大の顔が見える時計を作成し、公開、展示を行った。

　当初は6月、10月、2月の年3回更新を予定していたが、

実際には4月に追加メンバー募集、6月の大学祭において

工学部の工学祭内、及び環境科学院ロビーに37インチ、

42インチのディスプレイを設置（メンバーの私物）し、

そこで大学祭期間中北大時計の公開を行い、盛況を博した。

　その後、Web上での公開を目指し、学内で写真撮影を

行った。10月の公開を目指し、夏休み期間も精力的に撮影、

編集作業を行った。途中メンバーの病気療養（プログラマー

が脳腫瘍で入院）があり、公開時期がずれ込んだが、

http://hokudaitokei.com/において北大時計の公開をす

ることが出来た（現在は非撮影者のプライバシーポリシー

にのっとり、一時公開中止の状態）。当初の計画にあった

Web写真の3回の更新、及び食堂での通年公開はかなわな

かったが、10月に大通で行われたSapporo Unifesでの

外部展示、はこだて国際科学祭における本プロジェクトの

紹介等、狙った以上の成果を出せた部分も存在する。また

一部写真はリテラポプリ最新号に掲載予定である。

■実施時期
2010年4月～2011年3月

■実施の評価
　本プロジェクトは、大量の写真を収集する、集めた写真

を加工する、そしてプログラミングして時刻にあわせて表

示する、外部に広報するといった要素を含んでおり、なか

なか体力のいる作業が続いた。

　特にプログラムにおいてはスキルの高い経験者がいな

かったため、手探りで進める面が多かった。

　内容として予想以上に面白くなったのは、北大案内を時

刻とともに表示するものである。単にサークルや研究者の

写真を集めても十分訴求力はあるが、たとえば10時から11

時の1時間の間、北大の正門から入り、メインストリート

沿いに各学部を探検するというプログラムを作成したとこ

ろ、大きな反響を得た。これはユーザーが北大を仮想的に

探検するという遊び心をついたものであるが、是非とも今

後の広報活動に生かしていただければと思う。

　メンバーとして残念だったことは、食堂に通年でディス

プレイを置くことがかなわなかったことである。プロジェ

クト開始時の打診では可能との話だったが、途中の食堂の

方針変更のためか、詳細の打ち合わせにおいて中止を余儀

なくされた。

　しかし全体を通しては、メンバーとも満足がいく結果に

なり、安心している。

■その他（希望・反省等）
　当初の見込みよりも作業量が圧倒的に多く、メンバーに

はかなりの負担をかけた。というのも、会議ではなく、そ

れ以外の時間を使って写真撮影、加工を数百～千枚程度分

を行う必要があったためだ。

　特に写真撮影においては、撮影者によって微妙に構図が

ずれていることが多く、この修正に時間をとられた。

　このようなプロジェクトを今後する場合、構図や癖をあ

わせることはもちろん、優秀なプログラマーを一人養成し、

作業を自動化する必要性を感じた。

北大時計プロジェクト
代表／坪田　陽一　　工学研究科　　量子理工学専攻　　M2

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小坂　祐太 工学研究科 量子理工学専攻 M2
藤井　暢之 農学院 応用生物科学専攻 M1
小川　将司 情報科学研究院 システム情報科学専攻 M1
長田　泰典 工学部 機械知能工学科 4
北條　　崇 情報科学研究院 複合情報学専攻 M1
武島幸太郎 工学部 機械知能工学科 4
三原　義広 環境科学院 環境物質科学専攻 D2
谷津　元樹 情報科学研究院 メディアネットワーク専攻 M1
青井　標野 工学院 環境循環システム専攻 M1
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■実施の内容
　本イベントは、ビジネスに興味のある学生をターゲット

にした合宿型のビジネスコンテストです。

　参加した学生はチームに分かれて、「カルチュア・コン

ビニエンス・クラブ株式会社における新規事業を策定せ

よ。」という策定テーマに基づき1つのビジネスプランを

作り上げていきました。

　そして、本イベントの最終日にビジネスプランの発表会

を行い、厳正なる審査を経て優勝チームを決定致しました。

■実施時期
2010年9月3日～9月6日

■実施の評価
　北海道学生ビジネスコンテストは今年で3回目を迎えま

したが、今回は「ビジネスの場に必要な“総合力”の体得」

を目的に経営学における諸理論の枠組みや概念を体系的に

理解し、同時に企画力や対人スキル等の社会人として必要

になるであろう基本的なスキル向上を図りました。

　前回までの反省を生かし、事前講演というコンテンツを

設けることでインプット、アウトプットのプロセスを通じ

て深い理解を促そうと試みました。また、テーマも敢えて

既存企業を設定し、その企業での新規立案を策定すること

で諸理論を生かしやすい環境にしましたが、結果としては

ビジネスプラン策定という作業に追われてインプットを生

かしきれずに終わり、本質的な理解を促すことができな

かったように感じました。

　イベントの流れや、評価方法などに関してはまだまだ改

善の余地がありますが、イベント終了後、他のビジネスコ

ンテストに参加したり、学生団体に加わり主体的に活動を

始めた参加者がおり、今後の活動へのきっかけにすること

ができたことは評価したいと感じています。

■その他（希望・反省等）
　北大元気プロジェクト2010に採択していただきまして

ありがとうございました。物品は主に広報活動や当日のグ

ループワークでの消耗品として利用させていただきまし

た。合宿型のイベントでは宿泊費の占める割合が多く、一

人でも多くの方に参加していただくためには宿泊費負担の

軽減が必要不可欠となります。今後の希望としましては、

物品の協賛に止まらず、宿泊場所の斡旋や宿泊費等に係る

費用の補助もご検討いただければと感じています。

　今後もこの活動を通じて、社会に貢献できる主体的人材

を輩出できますよう精進努力してまいりますのでご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願い致します。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

村上　槇矢 経済学部 経営学科 4
奥村　　元 経済学部 経済学科 3
山田　圭祐 （北海学園大学） 3
大竹　佑亮 （小樽商科大学） 4
田中　綾乃 （小樽商科大学） 3
浅井美奈子 （小樽商科大学） 1
九里　有紀 （小樽商科大学） 1
山口　莉果 （小樽商科大学） 1
赤平　　烈 （道都大学） 2
伊藤　大輔 （道都大学） 2

■実施の内容
実施予定項目

・企画…クイズ、ビンゴゲーム、抽選会

・サークル発表…マンドリンサークル「アウロラ」、

民謡研究会合唱団わだち、チアリーダー部

・コール＆レスポンス

企画について

　前夜祭では、「新入生同士が仲良くなる」ことを第一の

目標としており、それを最も達成することが出来るのがク

イズなどの企画です。前年度の反省を踏まえ、さらに良い

企画を3本、合わせて1時間程度で準備しています。

サークル発表について

　何かに積極的に打ち込んでいる北大生の姿を新入生に見

てもらうことを目的に、3つの団体が日頃の活動の成果を

披露します。

■実施時期
2011年4月7日

■実施の評価
　現在、準備中です。入学式前夜祭は、①新入生に互いに

親交を深め、仲良くなってもらう、②先輩の北大生の姿を

知ってもらう、③新入生の入学前の緊張をほぐすことを目

標に、企画しています。今年は昨年の反省を元に企画案の

ルールや進行方法を一から練り直しています。昨年度より

もさらに新入生に楽しんでもらえる内容になっているので

はないかと思っています。

　また、昨年度に初めて試みた、自前のステージの設営と

前夜祭開始30分前のラジオ形式の放送を今年も継続し、

さらに昨年度の経験を生かした運営が出来ればと思ってい

ます。昨年度は体育館が改装されてから初めての前夜祭

だったため会場内の様子も手探り同然の状態でしたが、今

年は昨年度から参加しているメンバーも多いので、円滑に

前夜祭を運営することができると考えています。

　2011年度から入試制度が変わり、総合クラスが導入さ

れて新入生の学部やクラスの仕組みが今までと少々違うも

のになることが予想されます。これが前夜祭にどのように

影響するのか未知数ですが、今回の前夜祭を含め、次回以

降の課題になるのではないかと思います。

■その他（希望・反省等）
　目下の目標は、今年の前夜祭を無事に成功させることで

すが、その暁には次回の前夜祭を今年の経験を踏まえて、

より充実した内容の企画にしたいと思っています。その際

も元気プロジェクトの援助があると非常に助かります。

　イベントの時期が原因ですから仕方ないのかもしれま

せんが、実施報告書に当日計画しか書けず、申し訳あり

ません。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

白戸　貴大 理学部 数学科 3
本川　雪乃 文学部 人文科学科 3
三谷　哲心 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
佐久間大地 法学部 法学課程 2
中村　祐希 文学部 人文科学科 2
相澤　尚樹 教育学部 教育学科 1
大沼　高大 医学部 保健学科 1
大野　敦士 理学部 ― 1
神戸優里子 文学部 人文科学科 1
鈴木濃乃子 文学部 人文科学科 1
棚田　真生 法学部 法学課程 1
田辺　　彬 文学部 人文科学科 1
土橋　拓斗 文学部 人文科学科 1
中田　幸宏 理学部 ― 1
本間　裕介 理学部 ― 1
山重　菫子 工学部 環境社会工学科 1

代表／山口翔太郎　　文学部　　人文科学科　　2年

北海道大学入学式前夜祭2011
北海道学生ビジネスコンテスト
「Biz’10」

代表／今野清之朗　　経済学部　　経営学科　　3年

44 45



■実施の内容
　本格的活動を始めたのは、10月であった。具体的内容は、

文字認識アルゴリズムの分析のための、言語習得（C＃お

よびObjective-C）であった。約1ヶ月を要した。

　11月から、文字認識方法の独自な方法を考案する作業

に取り掛かった。同時にすでに確立されたアルゴリズムを

探し、その分析を試みた。

　12月頃、プログラムのおおまかな仕様を確定させた。

これにしたがって、まずよく習得できたC＃言語による

WINDOWS上で動く試作品の開発に取り掛かった。

　12月下旬、企画書に記載していたiPadを申請した。

WINDOWS→iPadの移植作業を視野に入れて開発をする

ことになった。

　1、2月、試作品のiPad移植を試みる。その過程でさま

ざまな問題が発生、改善に取り掛かる。

■実施時期
2010年8月～2011年2月

■実施の評価
　結果として、（実際に製品として流通するソフトの認識

方法を調べることはできなかったが、）フリーソフトの範

囲では独自な手書き文字認識方法を確立できたこと、具体

的には①筆跡の速度、②筆順にとらわれない評価法（従来

の認識ソフトは、筆順による評価に重点を置いていること

が分析により判明）を実装することができたことは、成果

といえる。

　つまり、本プロジェクトのひとつの主要部分であった、

手書き文字ならびに数式を認識する──は達成することが

できた。（ただし、認識精度の問題はいまだ残っていて、

試作品を第三者にテスト運転してもらうことが時間の都合

でできなかったことは大変残念である。）

　これによって、他の学生の良い刺激になったとすれば幸

いである。実際につい先日、偶然に後輩（理学部1年生）

が本プロジェクトの概要を掲示で見かけたといって、興味

をもって話しかけてくれた。

　本プロジェクトのもう一つの山場は、iPadを用いた手

書き認識であったが、残念ながらこちらは、WINDOWS

上で動作するように試作したソフトの移植の困難を解決す

るのに時間がとられたため、本プロジェクトの実施時期内

には、iPadで満足に動作するプログラムへと持っていく

ことは、かなわなかった。

■その他（希望・反省等）
　物理学科3年次は、正課の授業だけで予想以上に多忙で

あった。また理数応援プロジェクト（という物理学科で走っ

ている研究プロジェクト）への参加も重なり、夏休みの時

間を大きく割り振ることができなかったことが、本格的プ

ロジェクトの開始時期のずれに通じてしまったことは残念

である。希望としては、プログラミングを独習するための

本などは、支給していただけたらありがたいし、それによっ

て一層の意欲が発揮されると思った。

　最後に、このプロジェクトを採択していただき、貴重な

学習機会を与えていただいたことを感謝いたします。機会

があれば次回も継続して、今度は完成まで持っていきたい

と思っています（今回のプロジェクトによって、それが可

能な範囲までにはこぎつけました）。また、元気プロジェ

クトの「成果報告発表会」のようなものがあれば、公に研

究結果を示すことができるので良いと思いました。今回の

私の研究プロジェクトのように、「学生同士が刺激しあう」

ことも元気プロジェクトの趣旨であるとするなら、そのよ

うな場があれば効果的だと思います。

■実施の内容
①小学校低学年向けロボットフィールドプロデュース

　 　北大クラーク会館大会議室にて、小学校1～3年生と

保護者に参加していただき、小学生には「LEGO 

MindStorm」を用いたロボット教育を、保護者には大

学院生によるロボットに関する講演を行った。

②小学校中高学年向けロボットフィールドプロデュース

　 　札幌市青少年科学館と共同で開催し、小学校4～6年

生と保護者に参加していただき、親子でのロボット作

り、ロボットコンテストづくりによるロボット教育を

行った。

③中高生向けロボットフィールドプロデュース

　 　北大クラーク会館大会議室にて、中学～高校生に参加

していただき、パソコンによるロボットの動作プログラ

ミングを通したロボット教育を行った。

■実施時期
①2010年11月20日

②2010年11月23日・11月28日

③2011年2月19日

■実施の評価
・ 小学校低学年向け、中高学年向けではそれぞれ30名程

度ずつ、中高生向けでは15名程度の参加者が集まった。

・ 札幌市青少年科学館と共同で開催した小学校中高学年向

けのイベントでは、科学館の宣伝力・設備等を使うこと

ができ、非常に効果的なイベントの開催をすることがで

きた。参加者が科学館の展示からインスピレーションを

うけることなどもあり、様々なメリットがあるので、可

能ならば今後も積極的に共同開催を行いたい。

・ 札幌市だけではなく周辺都市からの参加者もあり、北海

道でのモノづくりの意識を高めるという目的のために、

このイベントによって広い地域へ影響を与えられると

感じた。

・ 小学校低学年向けのイベントでは、新たに、一緒に参加

した保護者の方への講演という形で、ロボット教育への

理解を深めてもらおうという試みも行った。子供たちが

イベントの後にもモノづくりに興味を持ち続けるには、

保護者の方の協力も必要なので、有効な手段であったと

考えている。

■その他（希望・反省等）
・ イベント準備スケジュールや、中高生向けイベント用ロ

ボット製作の遅れから、2回開催する予定だった小学校

低学年向け、中高学年向けのイベントの開催が1回ずつ

になってしまった。その分1回あたりの参加者数を若干

増加させたが、回数をこなすためには、より綿密な準

備スケジュールの構築や、ルーチン化が必要になると

感じた。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小林　春菜 工学部 機械知能工学科 2
古谷圭一郎 工学部 機械知能工学科 2
村上　　稜 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
山本　康貴 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
植松　明子 医学部 医学科 4
佐藤　宏樹 工学部 機械知能工学科 4
開田　翔一 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
中野　基輝 情報科学研究科 システム情報科学専攻 D1

ロボットフィールドプロデュース2010
代表／菊地　敬太　　工学部　　機械知能工学科　　2年

LaてX（手書き数式入力支援ソフト）
代表／下出　直樹　　理学部　　物理学科　　3年

46 47



北大元気プロジェクト2011北大元気プロジェクト2011
募集中！募集中！

●実現したいアイディアは●実現したいアイディアは
　ありますか？　ありますか？

●大学からの援助が受けられます●大学からの援助が受けられます

●●プロジェクトのテーマは自由！プロジェクトのテーマは自由！

「北大元気プロジェクト」（通称「元プロ」）では、皆さんの

自主性、創造性を思う存分発揮できる機会を提供し、大学

生活が充実したものになるように、アイディアの実現を応

援しています。

・元プロに採択されると、プロジェクトの実現に必要な物

品の援助が受けられます。（上限50万円）

・公認団体も応募できます。

※本来のサークル活動を目的とするものは対象外

詳しい応募要件、応募方法、援助内容等については、「北大元気プロジェクト募集要項」をご確認ください。

学務部学生支援課　学生支援企画担当（高等教育推進機構②番窓口）

電話011-706-7453　E-Mail　gakusei@academic.hokudai.ac.jp

・キャンパスライフを快適にするアイディア

・日頃の疑問を解き明かす研究

※卒業・修了研究に関するものは対象外

・地域の人たちと一緒に行う地域活動

お問い合せ

北大を北大を
元気に！元気に！

▲科学の芽を育む実験教室

▲北大生のおもてなし
　プロジェクト

▲サタデースクール
　プロジェクト

●第1回採択分　平成23年4月15日（金）　18：00
●第2回採択分　平成23年6月24日（金）　18：00

応募締切応募締切
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