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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、11年間で223

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2011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2011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
23 47 25

●北大元気プロジェクト2011採択スケジュール
　平成23年4月15日（金） 1回目募集締切

5月11日（水）、13日（金） 面接・選考委員会

6月24日（金） 2回目募集締切

7月 6日（水）、   7日（木）  面接・選考委員会
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平成23年4月1日現在

情報科学研究科 教　授 髙橋　庸夫

公共政策学教育部 教　授 辻　　康夫

法学研究科 准教授 根本　尚徳

経済学研究科 教　授 安部由起子

医学研究科 教　授 笠原　正典

歯学研究科 教　授 北川　善政

環境科学院 教　授 髙田　壯則

理学院 教　授 由利美智子

農学院 教　授 秋元　信一

国際本部 准教授 中村　重穂

●下記項目について、代表者に各プロジェクト終了後、
　5段階で評価してもらいました。

●当初の目的を達成できた

●期待される成果・効果をあげられた

●自主性・創造性を発揮できる機会となった

●修学及び研究意欲を高めることができた

●今後の学生生活及び卒業・修了後に役立つ経験であった

5：特にあてはまる

4：あてはまる

3：まああてはまる

2：あまりあてはまらない

1：まったくあてはまらない

●北大元気プロジェクト2011選考委員会委員
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No． プロジェクトの名称 目的

1
海鳥から海洋環境を考える～水産高校と
の連携～【継続】

　海洋環境や海運等に興味のある水産高校生を対象に調査手法
を普及し、実際に得られたデータの解析を通じ、海洋環境や調査
研究に関心を持つ人材を育成することを目的とする。

2 臼尻水産実験所付近の貝類相調査【継続】

　前回の図鑑での未記載種を加えた臼尻水産実験所付近の貝類
図鑑（改訂版）の作成・無料配布を行うこと、さらに、本年度水
産学部学校祭においてタッチプール等を運営し調査結果を来場者
にじかに還元することで、海洋都市函館の身近な自然に興味を
もってもらうことを目的とする。

3 え！？ 新入生が展示解説！？

　総合入試で入学した新入生が直接、北大総合博物館の来館者
と語り合う。新入生が自分の興味のある分野を博物館で展示解
説することで、将来の進路希望候補である学問分野の背景や知
識を得ることができる。

4 奥手稲山の家を知ろう【継続】
　昨年できた新林道を用いて小屋に行き、植林などの環境保全
活動、山菜採りなどの自然散策を市民の人々とともに行うととも
に、小屋を世間一般に広くPRする。

5 科学の芽を育む実験教室【継続】 　多くの人に科学を体験してもらい、科学の芽を育んでもらうこ
とを目的としている。

6 学生主体・双方向メディアプロジェクト

　コミュニティFMラジオを用いることで、双方向のコミュニケー
ションを考える機会を創出するとともに、地域活性化への積極的
貢献を実現する。同時に、インターネットツールを活用し、北海
道からの積極的な発信を目指す。

7 CLARK THEATER 2011【継続】 　①映像文化の振興、②大学内の施設を有効活用した学生と市
民の交流、③学生のキャリアアップを目的としている。

8 Global Game Jam 2012 in 札幌

　Global Game Jamの札幌会場を設置、運営することにより、
世界に通じる日本のコンテンツであるゲーム産業の人材育成や技
術交流を促進し、札幌におけるゲーム開発の活性化を図ることを
目的とする。

9 こどもの健「口」プロジェクト2011

　歯学部の学生・大学院生が幼稚園・保育園の現場に入り、検診・
歯垢染色などを通じて歯科に親しみ口腔健康への理解を深め、
ひいては地域のこどもたちのう蝕の減少・健「口」の増進をはか
ることを目的とする。

10
サタデースクールプロジェクト2011
【継続】

　子どもたちの学習支援や遊び支援を中心として毎週土曜日に
活動している。
　①子どもたちの安全で快適な育ちの空間を作り出す、②子ど
も、学生、社会人ボランティア、保護者、地域住民が交流を深め
られる異年齢コミュニティを創出する、③ボランティアに、豊か
な経験を提供することを目的としている。

11
夏を舞台にして「北海道大学発のショート
フィルム制作プロジェクト」

　ノーベル賞受賞記念作品と位置づけ、鈴木章先生の協力のも
と北海道大学の夏のキャンパスを撮影し、広く国内外に発信して
いくことを目的にして、短編映画を作成する。

12 北大かまくら祭り

　雪を利用して、北大構内にイグルーやスノーキャンドルをつくり、
地域の方々や学生が交流できる場を提供することによって、環境
について考えるきっかけと地域の方々や学生間のつながりを生み
出すことを目的とする。

13 北大祭環境負荷軽減プロジェクト 　楡陵祭の模擬店で、環境に配慮した容器を使用することで、北
大生や来場者に環境保護の意識を高めてもらうことを目的とする。
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No． プロジェクトの名称 目的

14
北大生による「生物ロボットコンテスト」
への参加【継続】

　「生物ロボットコンテスト」の国際大会への参加を通じて、学
部生の科学者としての初期トレーニングを行うことを目的とする。

15 北大理学部～わくわく科学教室～

　高校生の身近に潜む不思議や疑問を、実験を通じて体験・理解
してもらい、科学の面白さ・身近さ・必要性を実感してもらう。
同時に大学教育の一端に触れることで、より明確に自分の進路を
イメージしてもらう。また自分達自身もこの活動を通じ、主体性・
実行力・計画力・発信力等の社会人基礎力を身に付け、生徒と共
に成長する。

16
北海道学生ビジネスコンテスト「Biz'11」
【継続】

　参加した学生が限られた時間の中でビジネスプランを作り上
げ、その出来を競うもの。合宿という非日常的な空間の中で、ビ
ジネスプラン構築のプロセスを集中して体験することにより、参
加者自身の成長を促すと同時に意識の高い学生同士、イベント後
も続くような関係構築を行えるようにする。

17 防災マッププロジェクト
　北大生への防災への意識を高め、災害時に自助活動を行える
こと、災害時の北大の機能を理解しておくことを目標に、防災マッ
プの作成・配布を行う。

18 ポスト医ゼミ2011 in 札幌【継続】
　全国の医療・福祉系の学生達と医療・福祉を取り巻く様々な社
会問題に目を向け、より良い医療者になるにはどうすべきかを考
える。

19
My Room　―都市の無機質な場所に居
場所を与える―

　無機質な都市の中に、価値を失った衣服によって居場所をつく
ることで、服に新たな価値を付加するとともに、非日常を体験す
ることで、日常を捉え直し、より豊かにしていくことを目的とする。

20 みんなの芸術祭
　北大生、地域の方が芸術をより身近なものとして楽しめる環境
をつくることを目的とする。定期的に芸術祭を開催し、演奏会や
作品の展示、制作体験を行う。

21 よさこいナイトフィーバー
　楡陵祭のオープニング企画として北大祭を盛り上げることを目
的とする。イベントのコンテンツは、①各チームの演舞　②総踊
り（観客も参加できる簡単な踊り）となっている。

22
Rescue Team for International
Students of Short Terms
（ReTIS-Shorts）

　北大留学生が日常のトラブルに巻き込まれない予防策を立て
るとともに、トラブル解決の手助けをすることを目的とする。

23
ロボットフィールドプロデュース2011
【継続】

　ロボットコンテストを含めたロボット教室を開催することで、
モノづくりが楽しいものであること、自分の力でも可能なのだと
いうことを知ってもらい、モノづくりの環境を北の大地に根付か
せていくことを目的とする。

24 北大カフェプロジェクト【継続】

　市民の方を始め、観光客、修学旅行生、留学生など、多くの方
が訪れる北海道大学の特色を活かし、そこに学生によるカフェを
設置することによって、多くの学生が新しい出会いを見つけ、新
しい世界を広げ、人と人とが繋がるきっかけとなるような場を創
ることを目的としている。

25
留学体験記「Trans Japan vol.4」
【継続】

　多くの人に留学をより身近に感じてもらい、現実的なものとし
て考えてもらうこと、そして将来の国際人を多く育成することを
目的として留学体験記「Trans Japan vol.4」を発行する。
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■実施の内容
　毎月1～3回、津軽海峡フェリー（函館⇔大間）に乗船し、

航路センサスによって海鳥類のモニタリング（洋上分布・

季節的消長）を行った。並行して、北海道立函館水産高等

学校海洋技術科の3年生を対象に、「専門高校Power Up

プロジェクト」の一環として実施された授業において、海

岸漂着海鳥調査についてレクチャーし、毎月約1回のペー

スで北斗市七重浜の海岸を歩き、海鳥類の漂着死体を同定、

必要に応じて回収した。

　1月中旬には海岸漂着海鳥調査の成果をまとめた中間報

告を、函館駅2階ホールで行われた函館近郊の職業高校4

校（水産・農業・商業・工業）によるパネル展で発表した。

今後、大学生（本プロジェクト構成員）と高校生とが連携

して、航路センサスのデータと組み合わせてデータを解析

し、津軽海峡の海鳥類の生息状況のさらなる把握に努める。

　また、来年度のプロジェクトの継続を見据えて、2月下

旬に海洋技術科の2年生を対象に、プロジェクト代表者の

平田が高校に出張して室内授業を行った。授業では、海洋

環境の指標としての海鳥およびそのモニタリングの重要性

を講義した後、実際に本プロジェクトによって集められた

津軽海峡における航路センサスのデータを紹介し、身近な

海に生息する海鳥相や、その季節変化を実感してもらった。

3月下旬には、室内授業の内容に興味を持ってくれた生徒

を対象に、実際に津軽海峡フェリーに乗船し、航路センサ

スを実践する予定である。その際、本プロジェクトのメン

バーが調査の指導を行う。

■実施時期
通年

■実施の評価
　1年を通じて、水産高校の生徒を対象に、現場で海鳥類

のモニタリング（海岸漂着海鳥調査・航路センサス）の手

法を指導・実践し、室内授業による正しい知識と意義を伝

えることができた。さらに、今後自らが取ったデータを解

析することで、さらなる関心と意識の啓発が見込まれる。

本プロジェクトの主目的である、海鳥類の生息状況に関す

るモニタリング調査の普及と人材育成は、十分に達成でき

たと考えられる。

　本プロジェクトにより期待される効果は、あくまで海洋

環境や調査研究に関心を持つ人材が育成された上で、海鳥

類のモニタリングが拡がることにある。その意味では、ま

だ成果・効果が挙がってくる段階ではない。しかしながら、

最終的な目標に向かうための第一歩が踏み出せたという点

で、非常に意義深いプロジェクトであった。今後も継続す

ることで、真の意味での成果・効果が挙げられることを確

信している。

　現場での指導や授業に際しては、構成員が個々に創意工

夫しながら臨機応変に対応できていた。これまでに申請し

てきた「航路調査」のような調査研究ではなく、対人的な

活動に重きを置くプロジェクトであったので、自主性・創

造性は極めて高く発揮できたと評価できる。

　とは言え、調査研究という側面を疎かにしたわけではな

く、むしろこれまでの経験を活かして、より高い精度の研

究を実現している。構成員の多くは今後卒論や修論に励む

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

木村　　耕 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士2
阿部　峻太 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士2
高橋　信幸 環境科学院 生物圏科学専攻 修士2
戸梶　裕樹 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1
日下部有紀 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1
平川あざみ 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1
鈴木　優也 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1
山下　　愛 水産学部 海洋生物科学科 4
枷場ゆかり 水産学部 海洋生物科学科 3
上條明日菜 水産学部 海洋生物科学科 3
加藤　　巧 水産学部 増殖生命科学科 3
太田　直紀 水産学部 海洋資源科学科 3

代表／平田　和彦　　水産科学院　　海洋生物資源科学専攻　　博士1年

海鳥から海洋環境を考える
～水産高校との連携～
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学年であり、修学や研究意欲の向上が大きく期待される。

さらに、本プロジェクトそのものも、これまでに蓄積され

たデータをまとめ、論文化する段階に来ている。今後、構

成員が協力して、解析と論文執筆を進めていく予定である

が、その完成に向けた意識の向上にもつながった。

　自らの経験を活かし、技術や知識を他人に伝える能力は、

研究発表の場や、社会に出てから様々な機会で求められる。

とりわけ、構成員の中には将来の職として博物館学芸員や

教師に興味を持つ者もいるが、もしそれらの職に就いた暁

には、必ずや直接役に立つ経験となるであろう。

■その他（希望・反省等）
　本プロジェクトの採択が毎年5月以降であるため、4月

と5月の調査費用は構成員が自費で負担しているのが現状

です。採択された場合には、過去に遡って費用を請求でき

るようにするなどの制度があれば非常に助かります。また、

本プロジェクトの主目的であるモニタリング及びその一般

の方（今回の対象は高校生）への普及・啓発活動を成功さ

せるには、その体制を確立できるまで活動を継続できるか

どうかが鍵になります。私たちもますます努力してまいり

ますので、今後も継続して採択いただけるよう強く希望い

たします。

海岸漂着海鳥調査の指導風景（オレンジの合羽が平田）

函館水産高校での授業風景（その1）

函館水産高校での授業風景（その2）

「専門高校『Power Upプロジェクト』研究成果発表会」
におけるパネル展示の会場風景

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

9



■実施の内容・時期
2011年　8月27、28日

臼尻水産実験所貝類相調査

参加者：福井・柏尾・植草・戸梶

・野外

　二日間にわたり潮間帯において貝類の採集・同定を行っ

た。

　8月27日においては潮下帯をスキューバダイビングで調

査した。

・研究室

　現地で同定できなかったものは研究室で同定した。

　生貝は殻と身を薄利し、標本写真を撮影した。

　殻頂を計測し、図鑑記載文書を決定した。

2011年　9～12月

スキューバ調査月1回程度

参加者：柏尾

　前調査以降もスキューバでの定期調査を行った。

2011年　11月5、6日

タッチプール（北水祭）

参加者：福井・柏尾・戸梶

・野外

　前日に臼尻にて展示のため貝類を採集した。

・学校

　タッチプールを作成した。

　当日は旧図鑑の検索能力を調べるため、実際にタッチ

プール内にいる貝をお客様に同定していただいた。

　正答の場合には貝殻をプレゼントしていたことで、子供

に盛況だった。

・図鑑検索能力について

　多くの方が図版と実物との照らし合わせにより照合を

行っていたが、半数は正解にたどり着けなかった。これは、

図版と実物がまったく同じ色と形をしていないため照合で

きなかったと考えられた。そのような場合のために個々の

貝類について、横ページの説明文に一般的な特徴が載って

いるがそこまで見るお客様はほとんどいなかった。そこで、

図鑑に必要なのは見た目の情報量であり、あまり労力を使

わないでも正解が得られるような構成が必要と考えられ

た。そのため作成の際には、同種の写真を複数枚掲載・美

しい写真の使用により、興味を持っていただくことを目標

とした。

2011年　3月5日

　図鑑印刷発注予定

2011年　3月中　発行予定

■実施の評価
　本調査ですべての未記載種が採集できなかったことか

ら、臼尻周辺の貝類相を網羅した図鑑を今プロジェクト期

間に完成させることはできなかった。

　しかし、ウミウシを中心に新たな種類がみつかりより詳

しい貝類図鑑になると考えられる。

種類の内訳は、

カサガイ類：アイヌノハナガサ

巻貝類： エゾアワビ・コウダカスカシガイ・ハナゴウナ科

の一種

ウミウシ類： キヌハダウミウシ・ホクヨウシロウミウシ・

ハナヤギウミウシ・ヒロウミウシ

二枚貝類： アサヒキヌタレガイ・ホタテガイ・エゾマスオ・

マツヤマワスレ・ウチムラサキ・カガミガイ・

チシマガイ・フクレスエモノガイ

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

柏尾　　翔 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士2
植草　亮人 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士2
戸梶　裕樹 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1

代表／福井　翔太郎　　水産科学院　　海洋生物資源科学専攻　　修士2年

臼尻水産実験所付近の貝類相調査
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の、合計16種となった。

　学校祭のタッチプールは好評であった。二日間で多くの

お客様に生きた貝を体験していただいた。普段目にしない

深場の貝類やヒトデも展示したので、かなりマニアックな

構成となり学生からも好評であった。

　貝類といっても殻の無いものも毛が生えているものもお

り、お客様はその見た目や触感に驚かれていた。とくに小

学生には大人気で一向にその場を離れなくなる者もいた。

その好奇心に驚いたとともに、彼らにとって身近な函館の

海の貝類図鑑を作ることの必要性を再認識した。

　図鑑のページには写真を多く掲載した。これは磯遊び以

外でも、本書を見てわくわくしても

らいたいと考えたからである。

　これから早めに配布を行うべきである。

■その他（希望・反省等）
反省点

　調査をより長期で行うことで、発見種数は増加すると考

えられる。

　図鑑完成時期がずれこんだことは真に反省をしている。

　必ず3月には製本し、配布をおこなうよう努力する。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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して開始したが、その役割は果たされたと考えられる。これを支持する

代表的な結果として、次の2点を挙げる。

　❶1年生による主体的な進路開拓例の発現

展示解説を準備・実施した総教1年生のうち、解説物に関係する研

究テーマを扱う研究室との定常的な交流（例．ゼミ参加等）を持

ち始めた者が2人現れた。

　❷異分野への興味・関心の発生

総合入試理系での入学者が、北大の歴史に興味を持ち、「札幌農学

校のお雇い外国人たち」というテーマで展示解説を行うことになっ

た＊1。

　また、「博物館学習の知見伝承」という目的のもと総合博物館ミュー

ジアムマイスターから全面的な支援を頂いた結果、我々は総勢20名以

上の大所帯となった（本プロジェクト構成員：5名＋マイスター・マイ

スター候補生：9名＋新入生展示解説員：5名＋その他関係者：数名）。

そこで、「北大ミュージアムクラブMouseion」という学生団体を立ち

上げ、博物館に関係する各種活動を継続していくための「交流の礎」を

築いた。

　総教1年生のコミュニケーション力向上を促すための、来館者（一般

市民）との交流については、平成24年3月20日の第3回展示解説で本プ

ロジェクトの効果が最終的に検証されることが期待できる。第3回当日

は、「総合博物館　博物館まつり2012」との同時開催であるため、新

入生は第1回・第2回の時よりもさらに大勢の市民と交流・対話するこ

とになる＊2。

　以上の経験と展望をもとに、今後も学生発信型の博物館活動を継続し

たい。今回の取組では、平成23年度の総教1年生・1178名のうち4名

が展示解説員となった＊3。このモデルケースをもとに、将来より多くの

総教1年生に、北大総合博物館にあるホ
・
ン
・
モ
・
ノ
・
を使いながら、自分が興

味ある学問へのAmbitionを市民と語ってもらいたい。
＊1   添付資料2  参照。
＊2  〈参考〉前回の「博物館まつり」（平成22年3月）の総合博物館来館

者は3日間で1115人。
＊3 新入生展示解説員5名のうち1名は水産学部1年生。

■その他（希望・反省等）
【反省、および意見】

　上の「5段階評価」で「修学及び研究意欲を促進できた」を①とした

ように、構成員は各自の本分である修士研究に忙しく、プロジェクトが

一時停滞した時期があった。大学院生が元気プロジェクトに応募した際

には、選考委員会側で、本分（修士研究）とプロジェクトの両立可能性

を面接等のときに厳しい精査・吟味をお願い申し上げる。

■実施の内容
　北大総合博物館（以下、総博）で新入生が展示解説を行う企画を実施

した。本報提出時現在、計3回の展示解説のうち、1回が終了した（2012

年2月18日実施）。また、第2回・第3回は、2012年3月4日・20日に実

施予定である。

　北大では今年度より、入学時に特定の学部学科に所属しない「総合入

試」が、前期入試において導入された（注．従来の学部別入試は、前期

入試の一部と、その他入試日程では実施されている）。彼らは入学時に「総

合教育部」に1年間所属する（以下、総教1年生）。そして、2年生進級

時には各々が総教1年生時の経験・成績を踏まえ、自分の所属学部を希

望する。

　そこで我々は、総教1年生にとって興味ある学問分野に関係する、総

博の常設展示資料に着目した。彼らに、博物館にある実
・

物
・

に触れる機会

を提供し、その経験・学習から得たことを、来館者（一般市民）に伝達・

発信・PRしてもらう機会の提供を目指した。また同時に、「他者に話せ

る・伝えられる」ことを通した、1年生の①コミュニケーション力向上

　②各人が興味ある学問分野への理解促進も目的とした。①・②には、「実

物に触れた経験」「実物を語った経験」を、2年生以降の進路選択熟考

の材料として活用してもらう意図も込めた。

　総博を本プロジェクト実行における主要な場とした理由はもう1つあ

る。毎年、総博からは、北大が目指す全人教育の担い手として、ミュー

ジアムマイスターが輩出されている（http://www.museum.hokudai.

ac.jp/edu-gp08/meister/list_2011/index.html参照）。しかし、そ

の制度上、学部3年生以上からしかなれないマイスターには、これまで

次の世代の学生（例．1年生）に、知識・経験を伝える機会が乏しかった。

本プロジェクトは、先輩から後輩への「博物館学習の知見伝承」という

目的も込めて立ち上がった。

　今年度・前期は週1回の例会、および計3回の新入生展示解説員の募

集を行った。新入生5名が集まった後期からは月2回での例会・展示解

説練習を進めた。また、プロジェクト構成員、展示解説員（1年生）、

マイスター、総博教職員での随時のディスカッション（a展示解説シナ

リオチェック、b解説リハーサル後の意見交換）に加え、総博の教職員

会議でも通算3回の報告を行った。なお、a・bでは総勢9名のマイスター

から、展示解説準備・練習の際に実践的指導を頂いた。

　実際の展示解説風景は、http://mouseionhk.blogspot.com/で随

時公開した。

■実施時期
2011年4月28日（元気プロジェクト2011応募準備開始）

2011年7月13日（採択）

2012年2月29日現在も継続中

※ うち、2012年2月18日に展示解説第1回実施。また、2012年3月4日、

3月20日にも展示解説を実施予定。

■実施の評価
　2011年4月より企画立案が始まり、同年7月の元気プロジェクト

2011承認後、試行錯誤しつつ始められた「え！？　新入生が展示解

説！？」も1年を終えようとしている。当初、「総合教育部1年生（以下、

総教1年生）の2年生進級時の進路選択材料を提供する」ことを目的と

代表／上林　彰仁　　大学院理学院　　自然史科学専攻　　修士2年

え！？  新入生が展示解説！？

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

平　　理沙 理学院 自然史科学専攻 修士1

福田　洋之 理学院 自然史科学専攻 修士1

山下　伸志 理学院 自然史科学専攻 修士1

大村　直毅 生命科学院 生命科学専攻 修士1
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■実施の内容
　NPO団体「手稲さと川探検隊」・ワンダーフォーゲル部・

同部OB会と協力して、奥手稲山の家周辺での自然散策や

植林活動を行う。

　市民に向けての発信として、チラシの作製や配布、プレ

スリリースの発行、ワンダーフォーゲル部のホームページ

での広告活動を行い、小中学生6名を含む、15名の参加者

が集まった。

　当日は、星置側の林道入口に集合後、林道終点まで乗合

いをして車で移動。

　ダケカンバによる植林活動をしながら山の家を目指し

た。山の家到着後はワンダーフォーゲル部部員による昼食

を食べながら、小屋の概要の説明や、内部の案内をした。

また小屋の前では焚き火などもした。

　昼食後は、数グループに分かれ昆虫採集や植物観察、山

菜取りを小屋の周辺で行った。昆虫採集の方法の説明や、

採れた昆虫の同定、植物の写真撮影同定などを行った。山

菜もフキやアイヌネギなどが採れた。

　その後、再集合して帰路についた。また、採集した昆虫

は、標本にして、参加した子供に届けた。

　また、ワンダーフォーゲル部のホームページ内に、奥手

稲山の家のホームページを作成し、小屋の概要や歴史、小

屋までのルートの解説、宿泊、利用時の方法や利用者の交

流掲示板を掲載。また、パンフレットの作成や配布を行い、

小屋の広告活動を行った。

■実施時期
2011年6月11日　奥手稲山の家周辺での自然散策・植林

活動実施

2011年8月　ホームページ開設　リーフレット作成

■実施の評価
　実際に、やってみて一番大変だったのは、元気プロジェ

クトに採択されてから、自然散策・植林活動までの期間が

短く、慌ただしかったことだ。各団体との渉外や、広告活

動、装備や保険の手配などの事務手続きなどは大変だった。

小屋に市民を連れて行くのは初めてなので、小屋に一泊す

るのではなく、日帰りにしたのは大きな負担軽減につなが

りリスクマネジメントはうまくいった。また、林道の融雪

が遅く、当初車で入る予定の所までいけなかったことで、

参加者に想定以上の負担がかかってしまい、時間的に余裕

がなくなってしまった。その点に関しては、小屋での休憩

時間を増やしたり、その後の観察時間を減らしたりするこ

とで対応できた。さらに、小屋で休憩後に脱水症状を起こ

した参加者が出てしまった。幸い、ワンダーフォーゲル部

の部員は、傷病者への対応は熟達していたため、介助しな

がら下山することができた。この季節に脱水症状に陥るこ

とを想定していなかったのは反省ではあるが、実施者の経

験を生かし対応できた。やはり、登山がそうであるように、

どんなに計画段階が大変だといっても、現地で実施するほ

うがはるかに大変だったのは間違いないが、それぞれの想

定外の事態に臨機応変に対応できたのは、登山での経験な

どを活かせた部分でもあり、そのような場面でのリスクの

管理や臨機応変な対応は、今後の学生生活のみならず、社

会に出ても発揮できるスキルだと言えるだろう。また、学

芸員を志す自分にとっては、昆虫採集の方法などを説明す

るのは勉強になった。当日は大変だったとはいえ、参加し

てくれた子供たちの興味津々に自然を楽しむ姿や、大人も

子供のように昆虫などに親しんでいる姿、その後、お礼と

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

金井　悠二 農学院 環境資源学専攻 修士2
小野　淳也 農学院 生物資源科学専攻 修士2
谷澤　良基 農学院 生物資源科学専攻 修士1
北川　夏来 環境科学院 環境起学専攻 修士1
八十島大輔 農学部 森林科学科 4
岩崎　真也 農学部 生物機能科学科 4
小井戸　智 工学部 応用理工系学科 4
松岡　郁子 農学部 生物資源化学科 2

代表／高柳　竜太　　農学院　　環境資源学専攻　　修士1年

奥手稲山の家を知ろう

14



ともにさまざまな感想が送られてきたことは、それまでの

苦労や努力が報われるに足るものであった。この活動と広

告活動で奥手稲山の家の認知や、自然に親しむ面白さとそ

の拠点としての山の家の利用という新たな価値を見出すこ

とができた。また、ホームページやパンフレットの作製も

行い、継続的な広告形態ができたことは山の家の将来に

とって非常によいものであった。

■その他（希望・反省等）
　反省としては上に述べられているように実施までの準備

期間が少し短めであったことと当日に想定外な事態がいく

つか起こったことだ。幸い対応はできたが、よく考えれば、

想定できる内容だった。

　また、希望としては、次回は山の家に一泊したいという

ことと、現在、冬季のみ利用可能という山の家の利用形態

を夏季も使用可能にしてほしいということだ。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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■実施の内容
　今年度の本プロジェクトでは、4つの実験教室と1回の宿泊

研修を行いました。札幌から離れた地域で実験教室を行う計画

に基づき、10月に岩見沢市立光陵中学校にて「オトナの実験

教室」を開催しました。本実験教室はPTAの方々による協力の

もと、子供たちと保護者の方々を対象として行いました。また、

6月に水道記念館にて開催された「水道展2011」や1月にサッ

ポロファクトリーにて開かれた「食の安全・安心体感フェア」

への出展依頼を頂き、それぞれのイベントで実験ブースを運営

し、来場者に各種実験を体験してもらいました。これらのイベ

ントは一般の方々を対象としました。また、「オトナの実験教室」

には80人、「水道展2011」には2万人、「食の安心安全体感フェ

ア」では300人と、多くの方々に来場していただきました。

　実験教室の質の向上を目指し、11月に北海道立青年の家に

おいて当団体のメンバーを中心とした宿泊研修を実施しまし

た。本研修では実験教室をデモンストレーションとして行い、

それを踏まえて改善点を話し合いました。さらに、科学を行う

上で必要不可欠な論理的思考力を子供たちに伝えるためには、

どのような実験教室にすればよいのか、ということについて議

論しました。本研修での議論を踏まえて、12月に美香保小学

校で開催された「美香保サイエンススクール11」に参加しま

した。本イベントは主に小学生を対象としていました。本イベ

ントにおいて、宿泊研修によりブラッシュアップされた「科学

捜査」についての実験を行いました。

■実施時期
・水道展2011

　＠水道記念館、2011年6月25～26日

・オトナの実験教室

　＠岩見沢市立光陵中学校　2011年10月22日

・宿泊研修

　＠北海道立青年の家（ゆ～すくる音江）2011年11月4～6日

・美香保サイエンススクール11

　＠美香保小学校　2011年12月3日

・食の安全・安心体感フェア

　＠サッポロファクトリー　2012年1月21～22日

■実施の評価
　今年度の本プロジェクトでは、①遠隔地での実験教室、およ

び②青少年科学館とのコラボによる化学分野の実験教室の開催

を目的としていました。これらの目的は当初の予定とは少し異

なる結果となりましたが、岩見沢市立光陵中学校にて行われた

「オトナの実験教室」にてある程度達成することができました。

【①について】本実験教室は当団体としては最も札幌から離れ

た場所での開催となりました。この実験教室を通して、当団体

は実験教室を提供する団体としての活動範囲を広げることがで

きました。また、科学を体感するようなイベントに参加できる

機会の少ない場所で実験教室を行うことができ、子供たちだけ

ではなく保護者の方々にも科学に対して興味を持ってもらうこ

とができました。

【②について】本実験教室にてPTAの方々に協力いただいたこ

とにより、化学実験の一つである炎色反応実験を応用した「カ

ラーキャンドル」作りを行うことができました。青少年科学館

とのコラボレーションは実現できませんでしたが、化学系の実

験を行うことができたため、当団体が持つ実験のバリエーショ

ンを増やすことができました。本実験教室を通して、本プロジェ

クトの目的のひとつである「理科離れへの貢献」に大いに役に

立てたと思っております。一方、遠隔地での実験教室では、先

方との協力体制や物品および人材の移動など、多くのクリアし

なければならない課題があることも見つかりました。今後はこ

れらの課題をクリアし、遠隔地での実験教室の実施に向けて努

力を続けていきたいです。

　また、宿泊研修を行うことにより、実験教室の質を向上する

ことができました。科学をわかりやすく伝えるためには、伝え

たいことをわかりやすい言葉で表現することが必要です。本研

修では、実験教室の内容をブラッシュアップするために、実験

教室を通して身に付く論理的思考について議論しました。また、

実験教室のデモンストレーションを行い、より簡潔に説明でき

ないか、実験時間は適切か、などの改善点を洗い出しました。

本研修で得たものを生かして、「美香保サイエンススクール

11」にて科学捜査についての実験教室を行いました。本イベ

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

井坂　政裕 理学院 宇宙理学専攻 博士2
石原誠一郎 生命科学院 生命科学専攻 博士2
辻　　順平 情報科学研究科 複合情報学専攻 博士1
伊藤　正彦 総合化学院 総合化学専攻 修士2
小川　将司 情報科学研究科 システム情報科学専攻 修士2
奥塚　哲史 工学院 環境循環システム専攻 修士1
坪田　陽一 工学院 量子理工学専攻 博士1
小林まどか 理学院 自然史科学専攻 修士2
平根　望巳 理学部 生物科学科 4

代表／石田　すみれ　　理学部　　生物科学科　　4年

科学の芽を育む実験教室
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ントでは、より洗練された実験を行うことができ、子供たちに

理科についての興味を深めてもらうことができました。

■その他（希望・反省等）
　当団体では主に、理系学部の大学生や大学院生が中心となっ

て活動しています。今後は今までの中心メンバーが就職や卒業

などで札幌を離れていくことが予想されるため、メンバーを増

員することが急務です。本年度は新入生の勧誘も大きな目標の

一つでしたが、残念ながら達成することはできませんでした。

来年度はより大々的に新入生勧誘を行い、当団体の質を向上さ

せたいと考えております。

　また、今後も遠隔地に出向き、実験教室を開催したいと考え

ています。実験教室などのイベントに触れることが少ない地域

（離島など市街地から離れた地域）で実験教室を開催し、科学

に興味を持つ人々を増やしたいと思っております。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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水道展2011　＠水道記念館　2011年6月25～26日

宿泊研修
＠北海道立青年の家（ゆ～すくる音江）

2011年11月4～6日

食の安全・安心体感フェア
＠サッポロファクトリー
2012年1月21～22日

オトナの実験教室　＠岩見沢市立光陵中学校　2011年10月22日

美香保サイエンススクール11
　＠美香保小学校
2011年12月3日
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■実施の内容
・ 毎週土曜日にラジオ番組の放送。企画・制作から始め、

東区にあるコミュニティーFMラジオ局さっぽろ村ラジ

オで生放送をした。このラジオ局ではネットラジオでも

番組を同時配信しているので、地域に関係なく聴くこと

ができる。

・  ラジオ番組の同時中継や、独自の番組をインターネット

動画配信サイトUSTREAMで配信した。他の団体の主

催するイベントをリポートしたり、中継したりすること

もあった。

・ 「防災ラジオドラマコンテスト」に応募するために、ラ

ジオドラマを作成した。札幌市東区をテーマにし、大き

な地震の発生を想定した脚本を作成、キャストを決め、

収録した。また、BGM等効果音の編集でラジオ局の方

に協力していただいた。

・ 他の団体が主催するイベントに司会としてメンバーが協

力した。

・ 他のラジオ番組にアシスタント・パーソナリティーとし

てメンバーが協力した。また、岩見沢にあるFM局にも

アシスタント協力している。

■実施時期
2011年6月～2012年2月末

■実施の評価
・ 双方向性を意識した活動ができた。プロジェクト名にも

ある通り、ラジオ番組や動画配信を通して、視聴者との

双方向のコミュニケーションを実現することを目的とし

ていた。Twitterやメールなどのインターネットツール

を利用した双方向の意見交換ができた。また、他の団体

と協力したことにより、リアルの人同士の双方向の活動

も実現した。

・ 学生目線での情報番組の提供ができた。ただ自分達のみ

でトークやゲームを内輪的に放送するのではなく、地域

のお祭りを取材したり、学生のサークル、部活、学生団

体を取材したりするなど、情報を提供するように努めて

きた。リスナーを意識した放送ができた。

・ 学生のメディアに対する理解やスキルアップの機会に

なった。ラジオは耳だけが頼りのメディアなので、どの

ように話せばうまく伝わるか、どのような話し方は不快

に感じられるのか、などを考えながら放送してきた。リ

スナーから改善点を指摘されることもあり、その都度話

し合い、よりよい放送ができるように試行錯誤した。

・ 公共の電波を使った放送は、インターネットでの配信の

比にならないほどの緊張感を伴うものであった。メン

バーには高校放送局の経験者が多いが、いかにリスナー

のことを考えることが重要であるかを、未経験者にも厳

しく諭してくれたことにより、メンバー一同高い意識を

持って放送に従事することができた。

■その他（希望・反省等）
　今後はリスナーの獲得を進めたい。現在では、取材先の

方は取材した回のみを聴いてくださっている状態なので、

毎回聴いてもらえるように番組内容を工夫し、広報活動を

積極的に行っていきたいと思う。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

佐藤　愛弓 法学部 法学課程 4
菊地　裕介 薬学部 薬科学科 3
曽川　育美 経済学部 経済学科 3
沢田　　圭 経済学研究科 現代経済経営専攻 修士2
吉原　未来 文学部 1
坪田　陽一 工学院 量子理工学専攻 博士1
大木　直都 法学部 法学課程 2
岡部　裕諒 法学研究科 法律実務専攻 修士2
久保　大地 経済学部 経済学科 2

代表／佐々木　翠　　国際広報メディア・観光学院　　国際広報メディア専攻　　修士1年

学生主体・双方向メディアプロジェクト
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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■その他（希望・反省等）
　今年度は本番での上映や運営におけるミスが非常に多かった。学生の活

動である以上、毎年メンバーの移り変わりが激しい。昨年度までのノウハ

ウがうまく継承されていなかったことや、運営のマニュアル化が進んでい

ない事が原因と考えられる。まず今年度から次年度にかけて、運営のマニュ

アル化を進めていきたい。また、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、昨年度は創設後はじめて観客数が横ばいとなってしまった。しか

し、昨年度の動員数をこの団体の限界と考えず努力した結果として、動員

数を大きくのばしていけたのは、大きな成果である。そして、今後は動員

数をのばしていくだけでなく、どれだけお客さまに満足してもらえるか、

どれだけ来年もまた来たいと思ってもらえるかといった質の向上にもより

努めていきたい。

　最後に、当団体は6年目を終え、組織としては大きな転換期にきている

と思われる。大人数に膨れ上がったプロジェクトをどう安定してマネジメ

ントしていくか、人材交代のサイクルの早さに今後どう対抗していくかな

ど、イベントの企画・運営だけでなく、組織の維持・成長についても、今

後当プロジェクトが取り組んでいかなければいけない大きな課題である。

次年度以降は、組織編成に関する会議も定期的に行い、組織の改善に努め

ていく。

■ CLARK THEATER 2011　事業終了収支報告書
2012年2月29日

―収入―
項目 金額（円）

北大元気プロジェクト 500,000
協賛金 961,000
入場料収入 1,023,930
計 2,484,930

―支出―
項目 金額（円）

上映権取得費用 546,900
備品購入費 16,220
広告宣伝費 458,200
機材レンタル費 430,000
イベント経費 857,217
雑費 104,711
装飾費 20,145
ゲスト費 41,907
講習会費 10,000
計 2,485,300

収支合計 （370）

■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を運営する。全体で23プログラム、44作品を

上映。シネマコンプレックスで公開しない短編作品や、若手の映像作家の

作品、古き名作などの作品を中心に上映。オープニングでは、若き映像ク

リエイターの作品上映として、東京藝術大学や札幌ビジュアルアーツ専門

学校の学生の映画を上映した。また、かつて映画館であったクラーク会館

の原点に立ち返り35ミリフィルム映写機を導入しての上映やプログラム

「恋するトマト」、著名なアニメクリエイター新海誠監督をお呼びしての最

新作「星を追う子ども」の上映ならびにトークショーなどもおこなった。

〈主な活動スケジュール〉

  3月　　　　2011年度チーム発足

  4月　　　　企業協賛回り開始

  5月　　　　上映作品・企画選定開始

  6月　　　　名義後援申請、企画ゲスト交渉

  7月　　　　上映作品交渉、広報媒体作成

  8月　　　　上映作品決定、広報媒体作成

  9月　　　　プログラム完成、学外広報活動

10月　　　　学内外広報活動

11月　　　　本番（11月2日～11月6日）

11月～2月　 残務処理、報告書作成、活動反省、引き継ぎ

■実施時期
2011年11月2日（水）～11月6日（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学生監督の作品、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。様々なジャ

ンルから幅広い年代の方に商業映画館にはない映像作品のおもしろさを体

感していただけるプログラムとなった。

・市民対話

　北海道大学のメインストリートを舞台にし、鈴木章先生をモチーフとし

た映画「緑の足跡」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。また、新海誠監督をお呼びしてのトークショーでは、満員御

礼となった。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。

　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。

・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。

代表／眞野　修一　　工学部　　情報エレクトロニクス学科　　3年

CLARK THEATER 2011
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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■構成員
名前 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

江波　　茜 文学部 人文科学科 4
長嶋　沙希 農学部 生物資源科学科 4
三橋　千明 文学部 人文科学科 3
濱口　涼子 文学部 人文科学科 3
小林　一敦 法学部 法学課程 3
鬼澤　翔太 法学部 法学課程 3
井村　洋介 教育学部 教育学科 2
久米　駿介 農学部 生物機能化学科 2
相澤　尚樹 教育学部 教育学科 2
大川　友香 （北海学園大学） 3
丸田　拓哉 経済学部 経営学科 3
鈴木　悠介 法学部 1
大内　奏太 経済学部 1
安田慧一郎 総合教育部理系 1
沼達　千遥 文学部 人文科学科 3
坂内　俊暁 工学部 環境社会工学科 3
飯田百合子 農学部 森林科学科 3
今　拓久真 法学部 法学課程 2
五十嵐千人 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
谷口　桃子 総合教育部文系 1
福田　千晶 医学部 保健学科 1
木藤　瑛子 文学部 1
小寺　夏美 文学部 1
本間　千博 経済学部 経済学科 2
浅野　輝一 理学部 1
濱田　菜歩 水産学部 1
川田麻菜美 法学部 法学課程 2
高橋　夏姫 総合教育部文系 1
善徳　勇貴 総合教育部理系 1
松浦　菜月 （藤女子大学） 2
酒匂　花菜 （藤女子大学） 2
鳴海　佳苗 （藤女子大学） 3
田中　正樹 経済学部 経営学科 3
根上慎一朗 理学部 物理学科 4
石塚　規行 工学部 環境社会工学科 3
石本　梨沙 法学部 法学課程 3
長谷川知輝 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
山崎友樹子 文学部 人文科学科 3
末竹　晃気 農学部 農業経済学科 2
土山　　啓 医学部 保健学科 1
羽二生彩佳 （藤女子大学） 1
鈴木　　翠 （藤女子大学） 3
奥　奈美香 （藤女子大学） 3
篠原　優佳 （藤女子大学） 1
切明　研人 工学部 応用理工系学科 3
平木　隆浩 工学部 情報エレクトロニクス学科 4
藤原　圭史 工学部 応用理工系学科 3
佐々木大輔 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
島畑　裕也 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
中村　一成 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
鈴木　雅大 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
山口　竜馬 理学部 地球科学科 2
岩本佳保里 理学部 数学科 2
関　　直哉 総合教育部理系 1
成田友里恵 文学部 1
増子　瑞恵 法学部 法学課程 1
今村　美貴 （藤女子大学） 1
松下　春花 （藤女子大学） 1
西本　知世 文学部 人文科学科 3
竹内　俊一 工学部 環境社会工学科 2
西川　亮輔 法学部 法学課程 3
渡邉　祥矩 総合教育部理系 1
藤井　暢之 農学院 応用生物科学専攻 修士 1
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■実施の内容
　会場として北大の情報科学研究科棟A21講義室、およ

び深夜は同5Fの中会議室を利用し、48時間で発表された

テーマに沿ったゲームを制作するGlobal Game Jamの

札幌会場を運営しました。

　実施の約2ヶ月前からTwitterをはじめとしたWebや市

内の関係各所でポスターを使った告知をはじめ、61名の

参加者を集めました。うち、プロのゲーム開発者が11名、

ゲーム制作の専門学校生が13名、未経験が15名、趣味の

ゲーム制作者が22名で、合計9つのチームを編成しました。

平均的なチーム編成はプログラマー2名、デザイナー2、3

名、サウンド1名、企画1名の約7名で、男女比は5：2です。

　実施期間中には、1／27（金）の19時に参加者ほぼ全員

が集まりテーマを発表して開発を始め、深夜には約20名

の参加者が5F中会議室を利用して開発を続け、2日目には

見学者や取材の方も会場に来て、1／29（日）の18時をもっ

て開発を終了、全9つの作品が無事GGJの公式サイトへと

登録され、その後発表会を行って各班がそれぞれのユニー

クな作品を披露しました。

　さらに、事前および事後にゲーム制作に関する技術の勉

強会や別のGame Jamが開かれるなど、自主的な活動が

広がっています。

■実施時期
2012年1月27日（金）16：30 ～ 1月29日（日）21：00

■実施の評価
　今年度は昨年度の開催実績をふまえ、参加の敷居を下げ

てより多くの方にこの機会にゲーム開発に関わっていただ

くために、参加登録の簡素化をはじめ、予算によるノート

PCの貸出や名札の提供、ポスターの印刷などを行い、昨

年の倍以上の参加者を集めることができ、そしてプロや学

生、プログラムやデザインなどのバランスを見ても、国内

の他会場と比べて非常に多様性の高い会場とすることがで

きました。

　また、チーム編成を当日ではなく事前に発表し、開発環

境を明確にした事によって、参加者間で準備のための勉強

会などが開催され、当日はスムーズに制作に入ることがで

きました。

　参加者の事後アンケートからは、「疲れたけど楽しかっ

た」という意見が多く、知らない人と本気でゲームについ

て考えた時間を惜しんでいるようでした。作品はすべて公

開されていますが完成として納得できた人は少なく、今も

改善が進んでいるチームもあり、参加者の自主的な活動を

促進しています。

　会場使用料として申請した予算は北大を利用したため使

用せず残しておきましたが、北大の教室の有線LANが頻

繁に切断された事や、土日に外側から会場が施錠され入る

際に連絡の手間が生じていたことから、来年度からは他会

場の利用も検討しています。

　運営スタッフは今回各班をリードするために参加者とし

てチームに所属しており、夜間も開発が続いたことから、

運営としての対応が疎かになってしまった部分がありまし

た。可能であれば、チームに所属せずに運営専門のスタッ

フを用意するのが望ましかったです。

■その他（希望・反省等）
　毎年10万円で他会場を借りる事を考えると、北大の講

義室のインターネット利用環境の改善に充てる方が継続的

な実施のためにも望ましいと考えられます。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

三木　康暉 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
丸藤　剛大 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
三橋　　允 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
結城　　涼 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
佐藤　智之 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
花田　博幸 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 博士3

代表／岩本　翔　　理学部　　数学科　　4年

Global Game Jam 2012 in 札幌

22



■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

1 日目　企画会議

2日目　制作

3日目　発表

テーマを元にブレインストーミングを行う。

深夜にまで及ぶ作業。

プロジェクターを使って1チームずつ発表

ホワイトボードが活躍

プロトタイプらしきものが

参加者全員での記念撮影。

発表された 9つのゲーム
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■実施の内容
・検診

　歯科医師免許を持つ大学院生が歯科検診を行い、う蝕や歯列異常な

どの歯科的問題点を抽出した。その結果を用紙〈別紙1〉にまとめ、

園および保護者に配布した。

・劇

　う蝕にかかりにくい生活環境のキーワードについて、4つのおやく

そくという形で園児と確認した。

・紙芝居

　う蝕の原因となる飲食物についてクイズ形式で学習した。

・ブラッシング指導

　大きな顎模型と歯ブラシで磨く順番を全体に示しつつ、個別に汚れ

ている部分を確認して効率的なブラッシングを指導した。

・ごほうび

　名前入りのメダルや指模型の作成を行った。

　園によって順番などが多少異なるものの、概ね計画通りに活動を実施

できた。

　プロジェクト企画後に活動の実施が決まった保育所ともににおいて

は、今回がはじめての活動ということもあり、劇と紙芝居、ブラッシン

グ指導の活動のみを行った。従って歯ブラシ・歯磨剤の提供を行ってい

ないため、活動場所が増えたことによる新たな予算計上は行っていない。

■実施時期
2011年9月21日　桑園幼稚園で活動、9月22日　発寒ひかり保育園で

活動

12月10日　八軒太陽の子保育園

2012年2月21日　保育所ともに（北大構内）で活動

■実施の評価
　園側との事前の打ち合わせ・事後の反省会を行うことで、安全で円滑

な活動を達成できた。

　劇中で伝えた4つのお約束について、活動後も暗唱できる園児がおり、

啓発としての効果があったと思われた。

　活動翌日のこと、とある園児がこれまで食べられなかったホウレン草

を、「むしば菌をやっつけるため」に食べていたという報告を園の職員

よりいただいた。我々の活動が園児の日常の食生活によい影響を与えた

と評価できる。

　検診の結果、道内の同じ年齢の児童でも生活する場所・環境にともなっ

てう蝕の罹患しやすさに違いがみられ、幼稚園と保育園では幼稚園の方

がう蝕の経験歯数が少なかった〈別紙2〉。

　検診結果を保護者・園職員向けにまとめた用紙を配布したことについ

て、一部の保護者から反響があり、こどもを取り巻く環境へのアプロー

チがうまくいっていることが示唆された。

　企画段階での3ヶ所の活動場所から、1ヶ所を増やし4ヶ所としたこと

は、今後のプロジェクト拡大の布石となるのみならず、う蝕分布の地域

差を明らかにして地域の実態を把握する上でも有意義であった。

■その他（希望・反省等）
　学外で活動するにおいて、万が一事故が発生した場合などに備え、ボ

ランティア保険などに加入することが望ましいと考えられた。

　今後はさらに活動の場所を増やし、こどもの口腔とその周囲環境への

アプローチを継続し、かつ地域の口腔保健に携わるスペシャリストとし

ての歯科医師を目指す。

おくちのチェックようし

　　さい　なまえ 　　　　　　　

6 E D C B A A B C D E 6

6 E D C B A A B C D E 6

チェックしたところ

ほっかいどうだいがく　こどものけんこうプロジェクト

〈別紙 1〉

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

更田恵理子 歯学研究科 口腔医学専攻 博士2
石田　雄大 歯学部 歯学科 4
澤　みなみ 歯学部 歯学科 4
金井香央梨 歯学部 歯学科 4
山下　映美 歯学部 歯学科 6
下島　千明 歯学部 歯学科 6
篠原　響子 歯学部 歯学科 6
今田　瑠偉 歯学部 歯学科 6
永井　伯弥 歯学部 歯学科 5
上柳安友子 歯学部 歯学科 5
木下真里菜 歯学部 歯学科 5
町田　友梨 歯学部 歯学科 5
中元　絢子 歯学部 歯学科 5
坂東　智子 歯学部 歯学科 5
横井　有沙 歯学部 歯学科 5
長尾　敬志 歯学部 歯学科 5
新阜　宏平 歯学部 歯学科 5
茶谷　竜仁 歯学部 歯学科 5
戸井田　侑 歯学部 歯学科 5
前川　　翠 歯学部 歯学科 3
太田　祐介 歯学部 歯学科 2
丹田　顕英 歯学部 1
三原竜太朗 歯学部 1
河合　大史 歯学部 1

代表／中澤　誠多朗　　歯学研究科　　口腔医学専攻　　博士2年

こどもの健「口」プロジェクト
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

〈別紙 2〉

（1）幼稚園5歳児におけるう蝕有病者数
　プロジェクト外の活動となった古平町での検診の結果と本プロジェ

クトによる札幌市内の幼稚園での検診の結果を比較すると、5歳児で

古平町でう蝕をこれまでに経験したこどもの割合は73％であったの

に対して札幌市内の幼稚園

では33％と少なかった。相

田ら1）が示したように、北

海道内では札幌市とその他

の市町村でう蝕有病者率に

大きな違いがあり、今回の

結果は先行研究と矛盾しな

いものであった。

30

25

20

15

10

5

0

11

4

8

16

う蝕あり
う蝕なし

A幼稚園
（桑園）

B幼稚園
（古平町）

（2）札幌市内幼稚園および保育園における5歳児の一人平均乳歯
う蝕経験歯数（dmft-index）
　プロジェクトで訪問した幼稚園と2つの保育園（保育所ともには5

歳児が1名のみのため除外）に通う5歳児において、一人あたり平

均のこれまでに経験したう蝕の数を比較してみると、A幼稚園が他の

CおよびDの保育園よりもう蝕が少ない傾向にあり、A幼稚園とD

保育園との間で有意であった（Tukeyの多重比較検定、p＜0.01）

　一般に保育園に通うこどもと両親が共働きのこどもとはパラレルな

関係にあるが、両親の目が届きにくいという点から、幼稚園に通うこ

どもより保育園のこどものほうがう蝕に罹患しやすいとされる。今回

の結果はそのことを反映したものと考えられる。また、データを精査

してみると、C保育園とD保育園では、一人で多数のう蝕をもつ子

の割合が高く、平均値に影響していると考えられた。

　以上より、札幌市内においてもう蝕の分布は平均的でなく、こども

の置かれた社会的・経済的環境がそのこどもの口腔の健康に影響を

与えている可能性が示唆さ

れ、幼稚園・保育園といっ

た集団で生活する場におい

て口腔の健康に関する保健

活動を行うことが重要であ

ると改めて確認された。

1）相田潤、安藤雄一、青山旬、丹後俊郎、森田学　経験的ベイズ推定値を用いた市町
村別3歳児う蝕有病者率の地域比較および歯科保健水準との関連　口腔衛生学会雑誌
2004. 54. 566-576

A幼稚園
（桑園）

C保育園
（発寒）

3.42
2.56

0.75

D保育園
（八軒）
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0
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■実施の内容
　本活動は、札幌市アカシア若者活動センターにて行った。13時から

16時まで活動を実施し、準備、後片付け及び反省会などを活動前後に

行った。

　本活動には「通常活動」と「特別活動」がある。「通常活動」とは「遊

び支援」と「学習支援」から成る活動である。「遊び支援」では、子ど

もたちの自主性を尊重し、交流できる機会を積極的に提供するために、

元気プロジェクトで購入した物品を使用して自由に遊んだり、参加者全

員でレクレーションゲームや工作などを行ったりした。「学習支援」では、

自主的に学習する習慣が身に着くように、子どもたちが各自持参した宿

題やワークを用いて、ボランティアは一人ひとりに合わせてサポートし

た。「特別活動」とは、子どもたちが様々なことを体験しながら学び、

楽しめるような内容を目指し、ボランティアがアイディアを出し合って

企画し、実施した活動である。今年度は、毎年恒例となっている北大祭

巡りや流しそうめん、クリスマスなどの他に、ハロウィンや実験教室な

どを行った。また、毎週活動しているアカシア若者活動センターと協力

して、サタスクに参加している子どもたちだけではなく地域の子どもや

大人、他団体との交流を図り、もちつきやレクレーションゲームを開催

した。

　子どもたちには毎回、ノートに学習の目標や活動全体の感想を書いて

もらった。ボランティアもその日の子どもの様子を記入することで保護

者に活動中の様子を伝え、保護者からもコメントを記入してもらった。

このノートや活動前後の保護者との会話を通して、それぞれの子どもた

ちへの理解を深めるようにしてきた。

　毎回の活動後には反省会を行い、その日の子どもたちの様子や子ども

たちと関わって感じた疑問点などをボランティア間で共有した。そこで

出された疑問や問題を解消し、その後の活動に活かすようにした。また、

反省会の内容については、メーリングリストを利用して、その日の活動

に参加していないボランティアも共有できるようにした。

■実施時期
2011年4月9日（土）から2012年3月17日（土）までの毎週土曜日に実施

■実施の評価
　子どもたち一人ひとりに即した対応をすることによってそれぞれの成

長を確認することができた。例えば、あまり自分の意見を言わなかった

子に対して、ボランティアがいろいろなことを提案したり一緒に考えた

りするうちに、自分が遊びたいことや学校での出来事を積極的に話し、

自分を表現できるようになった。逆に、自分のやりたいことを積極的に

言える子に対しては、リーダー的な役割を与えることによって、その子

はグループを引っ張ることができるようになり、他の子どもたちもグ

ループとして動くことができるようになった。また、サタスクは子ども

たちにとってお兄さん・お姉さんと話せる、家庭や学校とは違った居心

地の良い居場所である。それ故、ボランティアに会うために一人で気軽

に来てくれる子どももいる。このようにサタスクに参加している子ども

たちは、安全で快適な空間で学び、育つことができていると感じている。

　また、子ども同士あるいは子どもとボランティアとの間で年齢を超え

て交流できる機会を作り出せた。特に特別活動では、どのような内容に

すれば子どもたちが楽しむことができるか、どのようにグループ分けを

したら子ども同士が仲良くなれるかなどを、通常活動よりも意識して実

施している。例えばお菓子作りでは、みんなで一つのものを作り上げる

作業が多く、それぞれがアイディアを出しながら作ったり、順番を決め

て道具をゆずり合ったりしている場面がみられた。このように特別活動

では普段とは異なる活動を通して、子どもたちが自然に会話したり協力

したりしながら楽しむことができ、仲良くなることができた。子どもと

ボランティアとの関係もより強くなり、特定のボランティアとしか話せ

なかった子が性別に関係なく他のボランティアとも交流でき、積極的に

自分の思っていることを伝えられるようになった。

　サタスクは子どもだけでなくボランティアにとっても成長の場となっ

た。毎回の活動を通して、子どもたちの成長を見ることができ、喜びや

やりがいを感じられた一方で、子どもへの対応に悩み、試行錯誤を繰り

返しながらも活動してきた。また、今年度からは札幌市アカシア若者活

動センターで活動を始めた。新たな場所での活動に不安もあったが職員

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

二ノ瀬尚輝 教育学部 教育学科 4

森田清太郎 教育学部 教育学科 4

佐藤　　伶 工学部 環境社会工学科 4

藤原　千佳 教育学部 教育学科 3

大島太矩人 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

川田　恭平 農学部 応用生命科学科 2

水野　愛海 教育学部 教育学科 2

進藤　由紀 教育学部 教育学科 2

竹内　康司 経済学部 1

立木　佑佳 理学部 化学科 1

金井　知行 生命科学院 修士2

小関　隼平 文学研究科 修士2

名取　大志 （北海道医療大学・薬学部） 5

二ノ瀬尚輝 教育学部 教育学科 4

森田清太郎 教育学部 教育学科 4

小林なつみ 教育学部 教育学科 4

武田　太郎 法学部 法学科 4

山田　直明 工学部 応用理工系学科 4

阿部　允樹 （北海学園大学・人文学部） 3

平鍋　　舞 （藤女子大学） 3

上村　　葵 文学部 2

川又　　彩 総合教育部理系 1

鈴木　重明 総合教育部理系 1

阿部　薫明 歯学研究科 口腔医学専攻 教員

井手口なつみ （社会人）

代表／土崎　美咲　　教育学部　　教育学科　　3年

サタデースクールプロジェクト2011
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評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

度も活動を継続し内容も充実させていきたいと考えている。今年度は学

生サポートセンターの助成金も受けられたが、公的・民間の助成金は単

年度支援のものが多く、活動を継続するためには、今後も元気プロジェ

クトからご支援いただけることを希望しています。

■実施評価

の方々との交流も多く、地域のもちつき大会などのイベントへの参加に

声をかけて頂いた。このようなイベントへの参加を通して、地域の方々

や他団体と関わることができ、私たちボランティアも視野を広げること

ができた。このように、サタスクの子どもたちや地域の方々との交流は

普段の大学生活ではできない経験であり、多様な考え方や価値観、社会

性を養う機会を得ることができた。

■その他（希望・反省等）
　今年度も遊び支援ではグループ遊びなどを取り入れることで、子ども

同士のふれあいや異世代交流の機会を増やすことができた。しかし、今

後も子ども同士がより仲良くなれるような更なる工夫が必要だと感じて

いる。参加している子の中にはグループで行う遊びを苦手と感じている

子も多く、子どもとボランティア間の1対1の関わりになってしまうこ

とも見受けられた。一人ひとりのやりたいことを尊重しつつも、集団で

物事を取り組めるようなサポートを今後も行っていきたい。

　また、来年度は子どもたちにいろいろな人と関わってもらい多様な経

験をしてもらうために、他団体との交流機会を増やしたい。例えば、昨

年度は、「CLARK THEATER2010」への参加や“科学の芽を育む実

験教室”との共同企画の実施など、元気プロジェクト採択団体との交流

機会があった。このような他団体との交流は子どもたちだけでなく、ボ

ランティアにとっても成長の機会となると考えている。

　そして今年度の大きな課題としては、子どもの参加人数の低下が挙げ

られる。これまで子どもの参加者を新たに募集する広報を行っていな

かったことや、高学年になるにしたがってサタスクとは別の土曜日の過

ごし方を見つけたことなどによって子どもの参加者が減っていると考え

られる。これまで定例会で話し合いを重ね、対策として札幌市内の若者

活動センターへのポスター掲示を行っており、小学校で配られる情報誌

への掲載も現在進めている。また、今後は児童会館へのポスター掲示な

ど徐々に広報を広げていきたいと考えている。

　今年度も、元気プロジェクトに支援していただいたおかげで、活動を

継続し内容の幅も広げることができた。希望としては、物品購入科目の

更なる拡大・柔軟化を検討していただけないだろうか。例えば、お菓子

作り企画などの食材購入なども認めていただければ、更なる活動の展開

が期待できると考えている。

　そして、子どもとの会話の中では「日曜日もサタスクがあったらいい

のに」という嬉しい声もあり、そのような期待に応えるためにも、来年
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■実施の内容
・脚本制作（2010年10月～2011年3月）

　主に学生が案を出し、監督がそれをまとめ、調整する形で進

める。撮影場所や設備の状況により、多少の変更をしながら完

成させた。

・資料収集、取材（2010年11月～2011年4月）

　作品の基礎となる資料を集め、鈴木章先生ご本人など当時を

知る人物に話を聞くなどする。資料は主に北大博物館、北大図

書館、北大文書館、取材した人物として北大工学部教授宮浦憲

夫先生、北大工学部助教授山本靖典先生にご協力を頂いた。

・ロケハン（2011年4月）

　スタッフほぼ全員で撮影のイメージを共有しておく。キャス

トやエキストラをどのように配置するか、控室や小道具置き場

位置などを確認する。

・キャスト、エキストラ選定（2011年4月～5月）

　今回のキャストはほぼ全てを北大関係者に限定してこれを募

集した。キャストとして北大文学部教授藏田伸雄先生、工学部

助教授倉前正志先生にご協力を頂いた。エキストラは主に北大

の学生、一般の方々を募った。エキストラは総勢100人弱ほど

の規模になった。

・美術、小道具、衣装制作（2011年5月）

　資料に基づきプロが設計、学生が制作した。制作が難しいも

のは協賛という形で、方々から借り受け使用した。

・撮影（2011年6月25、26日）

　以上の準備、すべての段取りを計画し撮影に入る。天候にも

恵まれ無事に2日間で終えることができた。

■実施時期
2010年10月～2011年11月（コンテンツの管理・運用などは

これ以降も続行）

■実施の評価
当初の目的
・北大の文化の底上げについて

　これは後年になってみないと分からないが、進展はしている

と思う。新聞、TVは撮影、上映と二度にわたって本企画を報

道し、北大に映画というイメージを付ける布石になったことは

間違いない。また今回で短編映画制作は第三弾となるとなるが、

この目標の達成のためにはこれ以降も制作を続けていくことが

肝要となるだろう。

・OB・OGとの交流

　学部、サークルなどの枠を超えて交流できたと思う。さらに、

作品を共同で制作するというどちらにも責任がある状況下で、

なかなかない濃密な交流が出来たと感じる。このような社会人

と本気で仕事をするという体験は稀有なもので、学生の将来に

大変有益なものであった。

その他成果など

・他大学との交流

　本企画はスタッフに他大学の生徒も加わっていた。勉学の方

向性が違う学生たちとの交流は、北大生の刺激になると思う。

・大勢のエキストラと北大内でのキャストの募集

　これにより、北大の大部分に本企画を周知できたし、学生だ

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

中道　　駿 文学部 人文科学科 3

岩﨑美由紀 文学部 人文科学科 2

片倉　崇吏 総合教育部文系 1

西本　知世 文学部 人文科学科 3

大野　智未 農学部 1

三浦　友里 文学部 人文科学科 4

河合美由紀 法学部 法学課程 4

伊林　武彦 文学部 人文科学科 3

上西　希生 総合教育部文系 1

菩提寺　凌 総合教育部文系 1

広瀬　　拓 農学部 農業経済学科 2

佐賀　圭美 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

福本　伸浩 理学部 物理学科 2

代表／今野　裕哉　　文学部　　人文科学科　　3年

夏を舞台にして
「北海道大学発のショートフィルム制作プロジェクト」
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けでなく教授の方々にも知ってもらえたことの収穫は大きい。

これ以降もこのように北大の様々な部署に協力をお願いできる

ような体制を整えていきたい。

■その他（希望・反省等）
・本企画は社会人が加わっている分、学生主体というところに疑

問を持たれることが多かった。学生が案を出し、学生が小道具

や場所などを確保していることを考えれば、確かに学生が主体

であることは間違いないが、そこのところの説明が難しかった。

・本企画以降も映像制作は続くだろう。メンバーが変わってし

まう中でどのようにノウハウを引き継ぎ、発展させるかが課題

となる。行く末は、学生だけで現在の質を保った作品を制作し

たい。

撮影風景や制作の模様はHPでもご覧いただけます。

http://www.hokudai-fi lm.com/contents/
または「北大ショートフィルム」で検索ください。
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■実施の内容
　本プロジェクトは、以下のようなスケジュールで実施さ

れた。

11月下旬～　イベントの詳細についての検討

1月10日　企画のテーマ決定

1月中旬～　ポスター掲示等の広報活動

2月11日　イベント開催

　イベント当日は、以下のようなプログラムを行った。

10：00～17：00　イグルーづくり

17：00～19：00　懇親会

　イベントは北大理学部ローン（総合博物館付近）にて開

催された。

　当初の計画では、イベント開催日前の数日間をイグルー

づくり等の会場設営のための期間とすることを予定してい

たが、1日のみのイベントに変更となった。それに伴い、

イベントの内容もイグルーづくりを主としたものとなっ

た。当日は、北大の学生や卒業生をはじめ多くの方々にご

参加いただき、1基のイグルーを完成させた。

　また、本プロジェクトは実施にあたり北大カフェプロ

ジェクトにご協力いただいた。イグルーづくりの休憩や懇

親会の際には、飲み物を提供していただいた。

■実施時期
2012年2月11日（祝）

■実施の評価
　本プロジェクトは、雪という身近な資源を利用して北大

構内にイグルーをつくり、地域の方々や学生が交流できる

場を提供することによって、環境について考えるきっかけ

と地域の方々と学生の間のつながりを生み出すことを目的

としている。また、学生の力を必要としている地域の方々

や団体と地域に貢献したいと考える学生が直接会って話す

ことのできる場をつくることで、環境問題をはじめとする

地域に存在する様々な問題について両者が意識を共有し、

環境活動等の活性化が促され、問題を解決へと前進させる

ことが期待される。

　本プロジェクトのイベント当日には、北大の学生や卒業

生をはじめ様々な方々にご参加いただくことができた。参

加者の中にはイグルーを初めてつくるという方も多く、環

境について考えるきっかけとして身近な自然である雪をつ

かった新鮮な体験を提供することができた。イグルーづく

りの際には、チームを3つに分け、作業開始時に自己紹介

をする等の工夫により、作業中には参加者の間に自然と会

話が生まれていた。そういった点は、当初の目的の達成と

して評価に値すると考えられる。また、休憩時や懇親会に

おいて北大カフェプロジェクトから飲み物を提供していた

だいたことで、コミュニケーションの一層の促進につな

がった。

　目的達成のために不十分だった点として、まず広報の不

足が挙げられる。ポスター掲示等をより早期に行うべきで

あった。また、より幅広い層の方々に参加していただくた

め、当初計画していた小学生を対象にした雪をつかった実

験、環境活動等を行う団体によるブース展示等を実施する

等、イベントのプログラムをより充実させる必要がある。

運営面でも、スタッフの不足により、当日の飛び入りでの

参加者への対応が不十分であるといった部分が見られたた

め、ボランティアスタッフの協力を得る等により、スタッ

フの不足を補う必要がある。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

小野　智郁 環境科学院 環境起学専攻 博士1
篠原　　徹 環境科学院 環境起学専攻 修士2
正田　　匠 文学研究科 言語文学専攻 修士2
玉置　弘幸 環境科学院 環境起学専攻 修士2

代表／中村　真平　　環境科学院　　環境起学専攻　　修士2年

北大かまくら祭り
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■その他（希望・反省等）
　イベント開催日前の気温が大変低かったため、雪が固ま

りにくい状態となっており、イグルーづくりに予想以上に

時間がかかってしまった。また、気温が低い状況の中では、

参加者へ適宜休憩を促す等の防寒対策をより一層徹底して

いく必要がある。そういった点は、気象状況を十分に考慮

した対応が必要である。

実施報告書 2011「北大かまくら祭り」付属資料
1．北大元気プロジェクトのご援助をいただかなかった理由
　本プロジェクトの実施にあたって、まず 11月下旬にイベ
ントの開催が可能かという点について検討した際に、一部の
構成員が研究調査のため活動が困難であることが明らかとな
り、構成員の不足を解消するまで、イベント開催の決定が見
送られた。その後、主催団体のOG・OBの方々に相談した
ところ、協力をいただけることとなり、イベントの開催が決
定した。しかし、その時点でイベント開催日まで 3週間程
度しか残されておらず、物品の申込み・受取りに十分な時間
がなかったため、北大元気プロジェクトのご援助をいただか
ず、実施することとなった。

2．企画の反省点
●準備期間
【よかったこと】
・Skypeで会議ができた。
【反省】
・ 1月から始動したことにより、日々の準備に追われて大変
だった。
・広報を小学生にやりたかった。

・もっと早くからポスターを貼れた。看板を準備できた。
・担当につき一人だと抜けがあっても把握できなかった。

●当日
【よかったこと】
・チーム分けで自己紹介をしてから始められた。
・垂れ幕等で立ち止まっていた人が多かった。
・ツイッターでの参加者がいた。
【反省】
・ 運営スタッフの人数が少ない。→ 午前から参加してくれた
人たちにもっとスタッフとしての役割を持ってもらえばよ
かった。（例：受付、イグルーづくりのリーダーetc）
・ 飛び入り参加してくれた人たちへの対応がうまくできな
かった。→ 対応スタッフを設置するべき。
・参加者全員の連絡先を把握せずに終わってしまった。
・ メインのイグルーづくりは外と中で作業する人を適宜交替
するべきだった。
・ 懇親会で寒くしない工夫はできた。→ ブロックで大きな風
よけ壁をつくるなど。
・懇親会のときグループごとに固まっていた。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
　北大祭全学実行委員会では毎年6月に行われる北大祭に

おいて、環境に配慮した容器の斡旋販売を行っています。

北大祭では、多くの模擬店で食品販売が行われます。食品

販売にあたっては大量の容器を必要とし、その容器を一括

して購入することで効率化を図りました。また、環境に配

慮した容器を使用することで環境保護も目指しました。

　今年度販売した容器は、バイオマスプラスチックカップ

とパルプモールドパッケージです。

　㈱旭化成パックス社製　バイオマスプラスチックカップ

　購入元：㈱昭和興産

　㈱大黒工業社製　パルプモールドパッケージ

　バイオマスとは、再生可能で環境破壊の少ないエネル

ギー資源としての動植物など有機物を表します。バイオマ

スプラスチックカップはそのバイオマス資源からつくられ

るプラスチックおよび樹脂を指し、国の『バイオマス・ニッ

ポン』総合戦略の下で普及推進が図られています。

　北大祭で使用したバイオマスプラスチックカップは、使

用後は北九州のNPO法人エコ・サポーターズに送られ、

現地の工場でケミカルリサイクルされます。

　ケミカルリサイクルとは、プラスチックが炭素と水素か

ら構成されていることを利用し、熱や圧力を加えて元の基

礎化学原料に戻してから、再利用することです。

　石油資源から作られる通常のプラスチックとは違い、焼

却した際に出る二酸化炭素は、原料である植物が生長の際

に取り込む二酸化炭素と同量であり、地球環境に悪影響を

及ぼしません。

　使用済みバイオマスプラスチックカップは実行委員会で

回収し、業者に送りました。

　また、パルプモールドパッケージの原材料には、バガス

や葦が使用されています。バガスとは、サトウキビの絞り

かすのことで、製糖の過程で大量に発生します。

　今年度はこれらの原料を使用したパルプモールドパッ

ケージを採用いたしました。

　バイオマスプラスチックカップとパルプモールドパッ

ケージの情報は、実行委員会で発行している学内広報誌や

北大祭期間中に配布するパンフレット、北大祭の公式

WEBサイトに掲載し、北大生や一般の来場者への周知に

努めました。

■実施時期
5月17日（火）　出店団体から容器の使用希望数の受付

5月20日頃　容器の発注

6月1日（水）　学生への容器受け渡し

6月2日～5日　北大祭当日（容器の販売、使用済み容器の

回収）

6月中　容器業者へ代金支払い、バイオマスプラスチック

カップ返送

■実施の評価
・ゴミの排出量の削減

　バイオマスプラスチックカップは回収して業者に送った

ため、紙コップ等を使用した場合よりはゴミを削減できた

と思われます。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

水谷　　拳 工学部 機械知能工学科 2
西能　史華 医学部 保健学科 2
櫻林　克弥 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
上蓑　義亮 工学部 機械知能工学科 2
加藤　　茜 医学部 保健学科 2
小林　昌平 工学部 応用理工学科 2
斎藤　睦仁 法学部 法学課程 2
徳武　洋輔 文学部 人文科学科 2
西村沙由梨 医学部 保健学科 2
松永　大輝 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
三善　祥大 理学部 化学科 2

代表／畑中亜理沙　　文学部　　人文科学科　　2年

北大祭環境負荷軽減プロジェクト
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・容器の低価格化

　北大元気プロジェクトに支援をいただいたおかげで、原

価より安く容器を販売することができました。しかし、ま

だまだ一般的な容器と比べた場合に高価となっています。

食品を扱っている団体数から考えると、購入した団体数は

少なかったのが残念でした。

・北大生、来場者に対しての環境意識の喚起

　出店団体に対して環境に配慮した容器の使用を促すこと

や、北大祭当日実際に来場者が容器を使用し、回収に協力

してもらうことで、環境保護に対する意識の向上がある程

度達成できたと考えています。

■その他（希望・反省等）
　参加団体は歯学祭が1団体と楡陵祭の団体のみでした。

何より容器の低価格化が今後の課題であると考えていま

す。容器の購入方法も再検討の必要があると感じました。

次の北大祭ではより多くの団体が環境に配慮した容器を使

用してくれるように努めたいです。

　北大祭期間中は、ごみ箱の大部分に分別指導員を配置し、

分別指導と回収協力を呼び掛けたため、バイオマスプラス

チックカップの回収率は約8割程度でした。この活動が団

体や来場者が環境保護の意識を少しでも高めるきっかけに

なったなら、嬉しいです。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
　2011年10月14日から16日までの3日間にわたり、香

港 科 学 技 術 大 学 に お い て、iGEM（ 正 式 名 称 は

International Genetically Engineered Machine 

Competition）「生物ロボットコンテスト」2011アジア

予選が開催され、11月の米国ボストン・マサチューセッ

ツ工科大学（MIT）での決勝戦に向けて北大生チームが挑

戦しました。参加メンバーは理学部生4名・医学部生3名・

工学部生3名・文学部生1名・総合入試理系1年生4名の計

15名でした。

　iGEMは2003年・2004年に米国における国内大会とし

て始まり、2005年から国際大会となってから、参加チー

ム数は増え続け、2011年度には参加登録チーム数165

チームとなり、過去最高を記録しました。北大チームはこ

の大会に参加して勝ち抜くために、1月あたりから勉強し

てアイデアを練り、議論を通して方針を固め、実験をする

ための資金や旅費を集め、夏休み中の2～3ヶ月間に実験

をし、結果をまとめてポスターおよび口頭発表用の資料を

英語で準備し、その成果を英語で発表し、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、講演会場で能

力を競い合いました。

　さらに、北大チームは実験のほかにも「Human 

practice」という新しい取組みに着手しました。iGEM　

では、各チームが高性能の生物ロボットを作ってその能力

を競うだけでなく、「遺伝子組換えのリスクや可能性に対

する市民の理解度を高める取組みをどれだけしたか」とい

うことも評価の対象となります。北大チームは、こうした

市民とのコミュニケーションの媒体として、「生物の顕微

鏡下での美しさをアートとして紹介するBio-Art　ギャラ

リー」を編み出し、その取組みを札幌地下歩行空間で実践

することに加えて、これを「バーチャルBio-Art　ギャラ

リー」としてインターネット上で公開しました。

　北大チームは二度目の挑戦でありながらも、2010年度

の「銀メダル」に続き、見事「銅メダル」と「Best wiki 

Asia賞」を獲得しました。「Best wiki Asia賞」という

のは、取組み全体をわかりやすく情報公開するサイト構築

の完成度の高いチームに送られる特別賞です。

■実施時期
2011年4月～2012年3月

■実施の評価
　私たち北大チームは生物ロボットコンテストへの2回目

の出場ということで、去年とは異なった様々な教訓を得る

ことができました。初参戦だった去年は、そもそもサーク

ルが設立されたばかりでしたので、全てにおいて手探りで、

実験操作も不慣れでしたし、それゆえ新人への実験の指導

方法もわかりませんでした。サークル運営も試行錯誤の繰

り返しで、そんな不安定な活動の中でなんとか前に進もう

と努力を重ねた一年間でした。今年は初年度の経験を生か

し、効率的なサークル運営や先輩方による後輩への実験指

導など、去年よりも一歩進んだ活動を行うことができまし

た。そこで学んだことの中で一番大きなことは、「結果を

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

牧野　俊一 医学部 医学科 5
ヴァナガス ラォーリナス 理学部 生物科学科 4
浅井　　賢 理学部 生物科学科 4
高橋　一樹 理学部 生物科学科 4
三木　康暉 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
石橋　範之 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
佐尾　真侑 工学部 情報エレクトロニクス学科 3
石田　浩一 医学部 医学科 2
伊藤　健史 医学部 医学科 1
新田　幸子 文学部 1
洲鎌　なつ 総合教育部理系 1
岡村　　遥 総合教育部理系 1
峯　　健太 総合教育部理系 1
室井　宏仁 総合教育部理系 1

代表／松本　悠一　　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」への参加
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出すことの重要さ」でした。いかに素晴らしいアイデアを

出せたとして、それを現実のものとして実現し、詳細なデー

タをもって多くの人にその内容を実証できなければ、その

研究は認められないという、ごく当たり前のことを身を

もって体感しました。このことは、将来的に研究に携わる

人もそうでない人も共通に言えることで、今後の人生にお

いて大きな教訓になりました。

■その他（希望・反省等）
　物品の購入にあたって、現物支給が原則ということでし

たので、要冷蔵の試薬などの購入により大変ご迷惑をおか

けしたことをお詫び申し上げます。

　もし来年も継続して採用していただいた際には、元気プ

ロジェクトからの援助に関して、シャーレやチップなどの

常温下で、ある程度雑に扱っても問題ない物品の一括購入

費に当てさせていただきたいと考えています。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

ポスター発表会場にての北大チームの様子 「Best Wiki賞」を受賞する北大生

メンバーの集合写真

受賞したBest wiki Asia賞のたて

ユニフォームを着て成績発表を待つ北大生

北大チームが開催したBio-Art　ギャラリー
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■実施の内容
①実施の流れ

（1）実験準備（1ヶ月前から）

内容： 実施校との打ち合わせ・メンバー間の打ち合わせ・実施の予行練習

レジュメ作成・アンケートの作成

（2）実施（当日）

内容：実験準備・直前打ち合わせ・実験・生徒たちとの交流

アンケートの実施

（3）反省会（実施後1週間以内）

内容：反省会の実施・アンケートの評価・次回への改善点抽出

②各企画の対象と実施内容

（1）清田高校訪問

対象：清田高校理科部の生徒（8名）

実施内容：鉱物観察・蛍の発光実験・生徒たちによる実験披露・交流会

（2）理科教諭交流会参加

対象：北海道内の理科教員の皆さん（10－20名）

実施内容： 鉱物観察・蛍の発光実験・スピロピランのホトクロミズム・

先生方の用意した実験の見学

（3）洞爺ジオフェスティバル参加

対象：ジオフェスティバルに参加した小中学生

実施内容： 人工イクラの手法を用いた溶岩流実験・大気圧実験・主催者

の用意した実験の手伝い

（4）洞爺中学訪問

対象：洞爺中学校の1～3年生（39名）＋教員の方々（15名程度）

実施内容： 洞爺火山の噴火堆積物の観察・実験スタンプラリー（6種の

実験；エレファントトゥースペースト・鉱物の観察実験・人

工いくら・大気圧実験・バスボム作り・ペットボトルロケット）

■実施時期
2011年の実施

①4月11日（清田高校訪問）

②5月28日（理科教諭交流会参加）

③10月1日（洞爺ジオフェスティバル参加）

④11月4日（洞爺中学校訪問）

■実施の評価
①小・中・高生の科学への興味・実験教室参加意欲

　清田高校・洞爺ジオフェスティバル・洞爺中学での実験教室おいて、

生徒に「疑問→予測→実験→解決」という科学の一連の流れを体験させ

ることができた。実施後行ったアンケートの結果から、ほぼ全員が科学

実験への興味・関心が上昇し、実験教室への参加意欲が増したことが分

かった。よって、小・中・高生に実験を通じて科学の面白さを実感して

もらうことに成功。実験教室を通して科学の楽しさを伝える必要性と私

たちの活動の妥当性を実感した。

②生徒の進路イメージの明確化

　実験教室を実施する際に必ず生徒との交流時間を設け、大学生と進路

について語る場を提供した。生物に興味があったり、医療系の学問を志

したいと考えていたり、出会った生徒は様々な目標を持っていた。専門

的な科学研究に携わる私達と話すことでさらに興味を増したと話してく

れる生徒もいた。高校生から受験の相談を受けた際には、自らの受験経

験を話しアドバイスをした。目標に向かって勉強を頑張ろうと意欲的に

なった生徒が多く見受けられた。以上のことから、進路について具体的

にイメージしたり、意欲的に取り組んだりするきっかけを与える事がで

きたと考えられる。

③活動を通した私たちの成長

　全ての活動において社会人基礎力を身に着けることができたと考えら

れるが、特に成長が見られた活動として洞爺中学校訪問を例として挙げ

る。企画→計画→実行の流れを最初から最後まで自分たちで作り上げる

ことができた。段階に応じて獲得した力を以下に示す。

実験準備… 電話でのアポイントや直接交渉を行って学校や地方自治体主

催のイベントへと参加することで主体性を養った。また対象

学年と人数・実験内容・会場の状況等に応じて企画をアレン

ジする事で柔軟性や創造力を培った。先方との日程・内容の

調整→情報を全体にフィードバック→今後の方針決定、とい

うサイクルで活動を推し進めることで働きかけ力・課題発見

力・計画力・状況把握力を向上させた。

実施… 実験・説明を実際に行う中で自分たちに足りないものを見つけ出

し、それを改善していった。実際、当初2、3個だった実験のレパー

トリーを現在では8種類にまで増やし、またその内容も対象に合

わせて独自のアレンジを加えた。そのような経験を通じ、課題発

見力や発信力、創造力を培った。

反省会… 活動後には2、3日中に必ず反省会を開催し、メンバー全員で

問題点の抽出・改善策の模索を行った。その結果、回を重ねる

ごとに計画・活動が円滑に進められた。また私たち自身もメン

バーとのディスカッションの中で、発信力や傾聴力、思考の柔

軟性などを身に着けていった。

これらに加えて、次回への基盤や人脈形成に成功した。以上のことから

社会人基礎力を身に着けることができ、生徒と共に成長できたと考えら

れる。そのため来年度以降はより速やかに活動が可能であり、今年度達

成できなかった目標を実現させられると考えている。

代表／今井　瑞依　　総合化学院　　総合化学専攻　　修士2年

北大理科部　～わくわく科学教室～

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

星山　裕希 総合化学院 総合科学専攻 修士2

高橋　幸士 理学院 地球史科学専攻 修士2

飯尾　真理 環境科学院 環境物質科学専攻 修士1

大谷　猛亮 理学院 自然史科学専攻 修士1

塩谷　和樹 理学院 地球史科学専攻 修士1

玉置　瞳美 総合化学院 総合化学専攻 修士1

利光麻里子 総合化学院 総合化学専攻 修士1

濱本　　昴 理学院 宇宙理学専攻 修士1

若森はるな 総合化学院 総合化学専攻 修士1

土井健太郎 理学部 化学科 修士4

36



■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■その他（希望・反省等）
　目標実施回数（1年間で5～10回）を下回ってしまった。活動と学業

との両立を考慮した上で、年間目標実施回数を検討していきたい。また

物品申請書類の提出日を過ぎてしまう事や、当初の予定にない予算運用

（交通費・宿泊費）があったので、来年度以降はそのようなことがない

ように気を付けたい。
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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。学校・学部・学

年などは一切問わず幅広く学生を募り、チームに分かれて

3泊4日でビジネスプランを一から作ります。

　北海道学生ビジネスコンテストは今回で4回目の開催と

なり、今年度は前回までの反省を活かして内容をアレンジ

しました。前回開催時には「参加者間で専門知識の差が出

てしまう」という問題があり、今回は参加者の知識の足並

みを揃えるために事前勉強会を設けました。イベント当日

の1週間前に参加者に集まってもらい、ビジネスプランニ

ングを体験学習してもらいました。

　当日は、「株式会社ベネッセホールディングスにおける

新規事業を立案せよ。」というテーマに基づきビジネスプ

ランを作り上げていきました。合宿2日目には実際にコン

サルタントを行っている方をお招きし、作成中のビジネス

プランをブラッシュアップしていただきました。最終日に

は、企業の方を審査員としてお招きし、参加者は審査員の

前で自身の作り上げたビジネスプランのプレゼンテーショ

ンを行いました。その後、審査を経て表彰式を行いました。

■実施時期
2011年8月27日～30日

■実施の評価
　今回のビジネスコンテストでは、“「新しい視点」を手に

入れる”ということを最大の目的としていました。経営学

の視点だけでなく、他学部学生や企業家など普段の大学生

活では出会う機会の少ない人の考えに触れることで、多面

的な視点を身につけられると考えていました。

　結果としては、今年度のビジネスコンテストは成功とは

言えませんでした。その理由は、「参加者が少なかった」

ことです。コンテスト当日の3ヶ月前から広報活動を開始

していたのですが、参加者が思うように集まらず、直前ま

で計画の変更が続きました。コンサルタント・審査員とし

て参加していただける企業の方は決定していたものの、参

加者が集まらないという理由で一時は開催中止という話も

出ていました。

　しかし、イベント終了後に参加者から「今までの学生生

活で一番充実した4日間だった」と評価をいただき、参加

者が少ないながらも開催したことは正しい判断だったと考

えています。参加者それぞれが「新しい視点を得た」と感

じていただいたことで、本イベントの最大の目的は達成で

きたと考えています。

　今回のビジネスコンテストを通して、広報活動など改善

すべき点が多く見つかりましたが、それ以上に本イベント

が意義のあるものだと感じました。次年度のビジネスコン

テストでは今回の反省を活かし、参加学生と企業、弊団体

も含めたすべての関係者の成長につながるようなイベント

を企画したいと思います。

■その他（希望・反省等）
　北大元気プロジェクト2011に採択していただきまして

誠にありがとうございました。物品は広報活動や当日のグ

ループ活動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・交通費の占める割合が多く、

多くの方にご参加いただくためには宿泊費・交通費負担の

軽減が必要不可欠になります。今回の採択では交通費の援

助を頂いたことで、参加者の一番の障害となる参加費用を

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

今野清之朗 経済学部 経営学科 4
山田　圭祐 （北海学園大学） 4
田中　綾乃 （小樽商科大学） 4
山口　莉果 （小樽商科大学） 2
九里　有紀 （小樽商科大学） 2
浅井美奈子 （小樽商科大学） 2
伊藤　大輔 （道都大学） 3

代表／村上　昭平　　経済学部　　経済学科　　3年

北海道学生ビジネスコンテスト　Biz'11
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低く抑えることができました。

　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します。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
　北大生を対象とした防災マップの作成と配布を行った。

　以下の情報を一つのマップとしてまとめた。

・札幌市地震防災マップ

・札幌市洪水ハザードマップ

・北大ハザードマップ

・北大AEDマップ

・札幌市指定の広域避難場所、収容避難場所

・災害発生時の安否確認カード

・災害時の自助に必要な知識

　なお、プロジェクト申請当時に掲載を予定していた北大

建物のIS値や、ユニバーサルデザイン及びバリアフリーの

評価、避難場所として機能し得る建物（未指定）等は、大

学から公表の許可が下りなかったため載せることができな

かった。

　3000部の完成物は、一部を北部食堂にて設置配布、残

りを新入生クラスオリエンテーションパックへの同梱とい

う形をとった（報告書提出時点では、まだクラスオリエン

テーションパックの配布は行われていない）。

■実施時期
2012年1月下旬　配布（北部食堂）

2012年3月下旬　 新入生クラスオリエンテーションパック

への同梱

■実施の評価
　この防災マップは、北大生の防災への意識を高め、災害

時に自助活動を行えること、災害時の北大の機能を理解す

ることを目標として作成されたものである。プロジェクト

申請時の予定と実際では、以下のような変更があった。

　まず実施時期の変更だが、実行委員の不手際があった。

8／30の配布に間に合わせようとするあまり、確認、許可

関連が疎かなまま発注、印刷完了後に大学事務から注意を

受けることとなった。

　その後、確認、許可のとりなおし、マップのレイアウト

の変更などを経て、12月末に第2版が完成。北部食堂に設

置配布の許可をとり、1月末に配布となった。

　次に配布部数の変更に関してであるが、配布時期の変更

に伴い、人々の震災に対する興味関心は確実に薄れてし

まっているということによる。今回の私達のプロジェクト

は、全生徒に強制的に配布するものではなく、生徒の自由

意思によって手元に渡るものであるため、関心が薄れてし

まっている状態では当初の配布予定部数をクリアすること

は難しいと判断し、削減した。

　なお、当初の予定にはなかった、「新入生クラスオリエ

ンテーションパック」への同梱を実施する予定であるが、

これは、他学年よりも長く大学にいるであろう新入生に確

実に配布することで、マップの効果が高まるであろうこと、

食堂の設置配布による汚れによる廃棄を極力少なくする目

的などから実施が決定した。

　掲載事項の変更、実施時期の変更に伴い、大幅な方針転

換が多々あったが、情報の提供という主目的から考えれば、

当初の計画よりもより良い結果が残せるのではないかと考

えている。

予定 実施

実施時期 2011／ 8／ 30～ 2012 ／ 1／ 31～

配布部数 6,000 部 3,000 部

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

岡島　秀樹 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
宮原　有史 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
今野　祐太 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
千野　哲玄 工学院 環境創生工学専攻 修士2

代表／澤田　耕助　　工学院　　建築都市空間デザイン専攻　　修士1

防災マッププロジェクト
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■その他（希望・反省等）
　今回の不手際は、元気プロジェクト担当者との密なホウ

レンソウ（報告・連絡・相談）を怠ったことから生じたも

のと思っている。準備期間が短く締め切りが迫っているか

らこそ、密なホウレンソウを確実に行うことで、ミスを減

らし、より良いプロジェクトにしていく努力を怠ってはな

らないということを、この経験から学んだ。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

41



■実施の内容
2011年11月12日（土）

　13：30　開場

　14：00～16：00

　講演会「生活保護の現状と問題点」

　講演会では、北海道医療ソーシャルワーカー協会E支

部事務局次長の田村優実先生をお迎えして、生活保護

の現状や問題点、自己責任論について、社会の排除構

造などについて学びました。

　16：25～17：45

　分科会「リハビリテーションの日数制限について」

　初日の分科会では、理学療法士と作業療法士の違い

や、リハビリテーションにおける日数制限の問題につ

いて学びました。

2011年11月13日（日）

　9：30　開場

　9：40～11：10

　分科会「高齢者のうつとアプローチ方法」

　2日目の分科会では、うつを抱える高齢者へのアプ

ローチ方法をグループワークを通じて学びました。

　11：20～12：00　全体発言

■実施時期
2011年11月12日（土）～13日（日）

■実施の評価
　今回の「ポスト医ゼミin札幌2011」の最大の目標は、テー

マ通り、「生活保護」でした。現在の生活保護受給者数、

受給率、受給額、受給にいたるまでの社会の排除構造など、

様々な視点から生活保護について学ぶことができました。

また、医療系学生として、小泉構造改革から顕著になって

きた「自己責任論」についてどう考えるのかについても意

見交換をしました。“より良い医療者”になるためには、

生活保護に関する正しい知識は不可欠であると考えます。

この講演を通して得た知識は、イベント後にも学生達でよ

り深め合い、将来必ず役に立つ知識、考え方を身に付ける

事ができました。

　また、分科会では、初日はリハビリテーションの日数制

限について学びました。現在のリハビリテーションには日

数制限が設けられています。これについてのメリット・デ

メリット、そして制限の有無で医療者の対応がどう変わる

かについて意見交換を行いました。この制度がどう変わっ

ていくかはわかりませんが、このような制度があることを

知ることができたのは学生にとって、非常に良かったと思

います。また、理学療法士と作業療法士の違いについて明

確に知ることができたことも大きな収穫でした。

　そして、2日目の分科会では、うつを抱える高齢者への

アプローチ方法について意見交換をしました。高齢者が2

人に1人という時代を控え、うつを抱える高齢者との関わ

りは、医療者にとって不可避な事であるのは間違いありま

せん。その中で、アプローチ方法（具体的には、うつの評

価と希死念慮の質問など）について学ぶことが出来たのは、

必ず将来役に立つと考えます。

　大きな内容としては、上に紹介した講演会と2つの分科

会でした。内容は、在宅やリハビリ、そして介護に至るま

で様々な分野に関わる知識・考え方を得ることが出来まし

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

諸星　直輝 医学部 医学科 6
大竹　直人 医学部 医学科 5
高森信乃介 医学部 医学科 3
味藤　　静 医学部 医学科 3
斉藤はるか 医学部 医学科 3
澤田　恭助 医学部 医学科 3
武田　莉奈 医学部 保健学科 2
新井田知里 医学部 保健学科 2
古関　寛士 医学部 保健学科 1

代表／佐藤　克哉　　医学部　　医学科　　3年

ポスト医ゼミ2011 in 札幌
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た。これは、専門学部の中で視点が偏る事を防止すること、

医療を取り巻く社会問題について考えること、自分の考え

をより洗練し幅広い視野を獲得する、といった当初の目的

を十分に達成できたと考えます。

■その他（希望・反省等）
　今回は、参加者が非常に少なかったことが残念であった

（2日間で、のべ14名）。

　また、道外からの参加者は0人であった。

　来年も同様の企画を行う予定であるが、道内・道外とも

に、参加者が集まりやすいように、開催日程等について練

り直さなければならない。

　しかし、昨年の反省であった準備に関しては、滞りなく

進める事ができた。来年にも活かしていきたい。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
〈企画名〉

身近なところから町の魅力を考えよう

〈企画主旨・目的〉

　私たちが普段身につけている服はいつも私たちの肌身に

まとわりついているものであり、私たちの日常と共にあり

ます。そこで現在大量に余っている服で大きな床をつくり、

都市の中に出現させます。無機質で居場所のない都市空間

の中にその「服の床」を置くことで人の『居場所』を創出

するという企画を札幌駅地下歩行空間で行いました。

　後半には、新潟大学で建築計画の研究をされている岩佐

明彦准教授と2005年からフォトログ「サッポロシティ

フォーカス」にて札幌の魅力的な場所を写真と言葉で発信

し続けていらっしゃる志田容子さんをパネリストとして招

き、札幌の町には、『居場所』やそのポテンシャルを持っ

た場所はどこに在るのか、『居場所』の創出のためにはど

うしたらいいのかということを考えるきっかけとなる企画

を開催しました。

〈協力〉

リサイクルストア『2nd STREET』様

■実施時期
2012年1月8日

■実施の評価
〈良かった点〉

　実際に「服の床」で敷き詰めたときのインパクトは強く、

多くの方々に興味を持っていただけました。「服の床」の

上では、おじさんやおばさんがコーヒーを飲みながら雑談

をしたり、子ども達が裸足で駆け回ったり、寝転んだりと

普段人が通りすぎるだけの地下歩行空間にはない、『居場

所』を創出することができたのではないかと感じています。

　さらに、トークイベントでは、座るスペースから人が溢

れ、立ち見が出る程の予想を上回る数の人に関心を持って

いただけ、一般の方々やパネリストのお二方との意見のや

り取りの中で、私たち建築学生という狭いコミュニティに

おける意見と一般社会の意見との間での考え方の相違点を

実感できたことは私たち学生においても非常に有意義な企

画になったのではないかと感じました。

　また、イベント後には北海道新聞様と北海道建設新聞様

に私たちのイベントを掲載していただき、札幌の魅力を考

えるきっかけを様々な人に発信することができたのではな

いかと思います。

〈改善する点〉

　多くの方々に興味を持っていただいくことができたので

すが、実際にどんなメッセージを投げかけようとしている

企画なのかわかりにくい部分があり、「これは何のために

やっているの？」と聞かれる人も少なくなかったです。関

心を持っていただいた方々のために、私たちの団体の活動

目的や企画の主旨・目的をより詳しく書いた内容をフライ

ヤーに追加する、大きなパネルで掲示するといった工夫の

必要性があると感じました。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

大友　啓徳 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
尾辻　自然 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
林　　大樹 工学院 空間性能システム専攻 修士1
林原　麻莉 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
氏家　大介 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1

代表／佐藤　公哉　　工学院　　建築都市空間デザイン専攻　　修士1年

My Room  ―都市の無機質な場所に居場所を与える―
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
　芸術に携わっている人や、興味を持っている人は多くい

るのに、なかなか気軽に芸術に関われる場所がない。そこ

で私たちは、「芸術をより身近に楽しめる環境を作る」こ

とを目指し、「北大芸術祭実行委員会“Brio！”」を立ち

上げました。そして、7月と10月の2回にわたり「プロ、

アマチュアを問わずに、芸術に携わる人が発表できる場を

つくる」「より気軽に芸術作品を見る場をつくる」「実際に

製作を体験できる機会をつくる」という3点を軸に芸術祭

を開催しました。

　今年度からの試みだったため、今年度は「芸術祭の存在

を知ってもらうこと」、「次回以降の作品提供者を募ること」

を目指して活動しました。作品は2か月程度前からテーマ

に合わせてプロ、アマチュア問わずに芸術活動を行ってい

る方を探し、賛同してくださった方に無償で作品提供、楽

器演奏をしていただきました。また来場者に対して製作体

験の指導を行っていただきました。そして、より気軽な雰

囲気にするため、北大カフェプロジェクトに協力していた

だき、カフェを併設して芸術祭を開催しました。

■実施時期
2011年7月2日～3日（旧エルムの森ショップ）

2011年10月8日～10日（クラーク会館大集会室）

2012年2月10日～11日（「かまくらカフェ」でのキャン

ドル作り体験コーナー）

■実施の評価
　今年度からの開催でしたが、第一回は300人、第二回は

400人と、2回とも多くの方に足を運んでいただくことが

できました。2回とも来場してくださった方、噂を聞いて

来場された方もおり、多くの方に芸術祭を楽しんでいただ

けたと思います。また、来場者からは「次回は自分も出展

したい」、作品提供者からは「大変いい思い出ができた」、

製作体験の指導をしてくださった方からは「多くの人とか

かわることができ、元気をもらった」と言っていただけ、

目的は達成できたのではないか、と考えます。また、当日

に会場へ足を運んでくださった作品提供者が、来場者と作

品について談笑している姿も印象的でした。

　成功要因としては、「作品ジャンルが多岐に渡っていた

ため、来場者にとって新鮮味があった」「製作体験の指導

をプロの方に行っていただいたため本格的な作品作りがで

きた」「カフェを併設していたため、保護者がコーヒーを

飲んでくつろぎながら子供が製作体験をすることが可能

だった」ということが考えられます。

　今年度は基本的に私たちからお願いをする、という形で

作品を集めましたが、今後は作品を公募し、より多くの方

に積極的に作品提供をしていただいて芸術祭を開催してい

きたいと思います。

　活動を通して、「楽しかった」という声を聴くことがで

きたとともに、私たち自身も新しい世界に触れることがで

き、有意義な時間を過ごすことができました。また、芸術

祭の開催を通して様々な世代の方との新たな出会いがあ

り、今後もこの縁を大切に活動していきたいと思います。

■その他（希望・反省等）
希望

　第1回は旧エルムの森ショップで開催しましたが、第2

回から使用ができなくなってしまいました。「風情ある建

物で美しい作品を見ながら過ごせてよかった」という意見

が多く、また私たちも外観から雰囲気をだして芸術祭を開

催したいと思っております。ぜひ旧エルムの森ショップの

使用許可をいただきたいです。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

今井　和子 水産学部 海洋資源科学科 4
長嶋　沙希 農学部 生物資源科学科 4
入江　佳澄 文学部 人文科学科 3
渡辺　健人 工学部 機械知能工学科 3

みんなの芸術祭
代表／大山　賀世　　農学部　　農業工学科　　4年
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反省

　私たちの意図を来場者に伝えることができず、「なぜ北

大生の作品ではないのか？」「展示するならレベルの高い

ものだけを集めた方がいい」などという声もありました。

今後は、パンフレットを製作して私たちが目指すものを

はっきりと伝えるようにしていきたい。また、作品提供者

との連携不足で、直前になっての変更などがあったため、

今後はより綿密な連絡をとっていく必要があると思いまし

た。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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2
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■実施の内容
　北大祭のオープニング企画として体育館横のステージに

て、北大のよさこいサークル2チーム（縁、祭人）と武蔵女

子短期大学のチーム（コンサフリーク）の計3チームによる

演舞を行った。

　イベントのプログラムにはチームによる演舞の他に、観客

も踊りに参加出来る様な企画（通称総踊り）も取り入れた。

　元気プロジェクトに支援いただいた物品は「鳴子280個」

と「コピーカード」

　鳴子は半数をイベント直前の広報活動にてビラと一緒に配

布し、残りはイベントの来場者で鳴子を持っていない人に配

布した。

　鳴子の配布の目的としては以下の三点が挙げられる

① 広報を印象付けることで、より多くの人にイベントに来て

もらう

② 演舞の観覧中はサイリウムや手拍子の代わりとして鳴らし

てもらう

③ 総踊り企画中は来場者全員に「参加者」という意識を持っ

てもらう事で踊りに参加しやすい雰囲気を作り、祭りを楽

しんでもらう

　コピーカードはビラの印刷に使用し、ビラは教養棟掲示板

への張り出し、当日の広報活動に使用した。

　当日の広報活動は北大祭実行委員会に申請した後、チーム

の方にも協力を頂いてメインストリートを中心に行った。

■実施時期
2011年6月2日（北大祭1日目）　20：10～21：10

■実施の評価
　「北大祭のオープニング企画として、北大祭を大いに盛り

上げる」という本プロジェクトの最終目標は十分に達成され

たと考えている。

　1時間という短い時間ではあったが、体育館横のステージ

の周辺に人が溢れ、総踊り中はチームも観客も関係なく踊り、

会場は熱気に満ちていた。具体的な来場者数は把握できてい

ないが映像を見るに、あるいは用意した鳴子も数が足りな

かったことから、300人程度と思われる。

　また、プロジェクトメンバー内の目標として立てていた、

「よさこいの楽しさを知ってもらう」という点についても満

足出来る結果だと思う。客観的な判断を下すのが困難な目標

ではあったがイベント後に様々な方面から伝わってくる感想

はどれも好印象なもので、来年も開催して欲しいという声が

多く寄せられた。

■その他（希望・反省等）
反省としては

①鳴子の数が足りなかったこと。

② ビラの枚数が足りなかったこと。教養棟用の分の印刷しか

出来なかったため、他学部等に貼る分が確保出来なかった。

当日配布分も多少の持ち出しになってしまった。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

代表／山内　優祐　　農学部　　農業経済学科　　2年

よさこいナイトフィーバー

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

中田　紘平 農学部 農業経済学科 2

田中　勇介 水産学部 2

大坪　裕美 獣医学部 獣医学科 2
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■実施の内容
・プロジェクト概要

　基本コンセプトは「留学生を救いたい」。

　私たちが日ごろぶちあたるリスクの数々は、同じような

確率、あるいはそれ以上に高い確率で留学生たちに降りか

かる。事故が起これば煩雑な書類を書かされ、事故後の対

応に追われる日々が続く。プロジェクトリーダー自身、事

故に巻き込まれ、また事故に巻き込まれた留学生の支援を

した経験がある。

　不慣れな留学生活で余計な問題に巻き込まれて欲しくな

いという思いから自分たちに出来ることはなんだろうと考

えた。それがこのプロジェクトにつながった。

・企画と実践

　本プロジェクトでは大きく二つの活動方針を定めた。ひ

とつは留学生向けの講習会の実施、もうひとつは現場対応

部隊の創設である。本プロジェクトは幸いにも平成23年

度「北大元気プロジェクト」の第2回で採択をいただくこ

とができた。

　プロジェクトを実施するにあたり、実施母体として「札

幌国際学生支援協議会（SISSA）」なる団体を立ち上げた。

　23年度前期は、留学生に対するニーズの掘り出しと講

習会の準備やブレストに大きく時間を割いた。留学生が参

加する授業でのアンケート調査を行い、それをもとにメン

バー間でのブレスト、そして準備にあたった。

　23年度後期から講習会の実施に入った。当初は「交通

安全」「詐欺事件等防止」「冬季の生活」「救命法」の4つ

の講習会を行う計画を立てた。まず、新入留学生のガイダ

ンスに参加し、その場で周知される内容を確認、その上で

講習会を行って追加すべき内容について会議を重ねた。そ

の結果、4つに分けた講習会を全て実施することを急がず、

分けていた講習会の内容を再編した上でまず1回実施する

こととした。内容としては①「冬季」にかかる問題、②「交

通」にかかる問題、③「災害時」にかかる問題に大別され、

各パートごとに資料、ならびに発表内容を日本語・英語で

準備した。

　11月24日放課後、高等教育推進機構S-1教室をお借り

し、上記内容での講習会「SISSA Hour」を実施した。

しかしながら、これは見事なまでの失敗であった。「人が

集まらない」のである。結果的に当日あの大教室に集まっ

たのは一桁であった。唯一成功した点をあげれば、実に偶

然なのだが、地震にかかる緊急地震速報の話を振ったまさ

にその瞬間に、北海道南東沖を震源とする地震が発生し、

緊急地震速報そのものが発表され、一部参加者にとっては

「初めての地震」を実を持って体験してもらいながら解説

できたことであろう。

　この原因は①留学生に対するメリットの小ささ（楽しい

パーティのようなものでもなければ、何か大々的なプレゼ

ントがあるわけでもない）、②時間設定の問題（当日は木

曜日であったが、講習会に行くよりは遊びに行きたくなる

ような時間帯）、③広報活動の少なさ（授業前情宣だけに

頼っていた）という3つに大別されるであろう。これを踏

まえ、我々は活動方針を大きく変えていく必要に迫られた。

　まず第一に、留学生に対するメリットの小ささはイベン

ト企画サークルのような立場でない手前、やむを得ないと

判断した。それゆえ、このためだけに来ようとする人を確

保するのではなく、ついでに来れるような企画を組もうと

いうことになった。第二に、時間設定は夜間である以上集

まらないのはやむを得ないため、昼休みの時間帯に実施し

ようということになった。第三に、広報活動は会場周辺に

立ち、会場に誘導する動きを積極的に取り入れようという

ことになった。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

渡部千寿瑠 医学部 保健学科 4
小室　友紀 法学部 4
谷　　広大 農学部 畜産科学科 4
波田地利子 文学部 3
鈴木　春香 農学部 生物資源科学科 3

代表／木村　友樹　　文学部　　3年

Rescue Team for International Students of Short Terms
（ReTIS-Shorts）
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焦点を置き、12月に一定の参加者が集まった講習会を開

くや否や、活動がひとつ「達成された」ことによる停滞を

招いてしまった。

　留学生に対する支援は不要とされるものではないゆえに、

今後とも活動そのものは継続させていくつもりではあるが、

来年度の元プロの採否、あるいは応募の是非はさておきと

も、一度は公金をたまわって、あるいは大学の公認を拝受

して、そしてご支持、ご支援いただいた方々のご厚情をも

う一度かみ締め、原点に立ち戻って私たちが出来ることを

新年度に向けてやっていこうと考えている次第である。

■その他（希望・反省等）
・謝辞

　今年度は元気プロジェクトにあたり、採択していただい

た委員の皆様、担当してくださった学生支援課の小澤様、

支持やご指導、ご協力をくださった先生方、また国際本部

の皆様に心より御礼申し上げたい。

■実施評価
未提出

　これらを踏まえ、内容を再構成した講習を12月に複数

回に渡り、昼休みの時間帯により留学生の生活圏の近くで

「SISSA Hour Lunch」実施する運びとなった。実施に

あたっては、国際本部のご好意とご協力をたまわり、国際

本部1階の学生活動室を拝借し、パワーポイント映写など

にご協力をいただいた。11月の講習会に比べて小さな会

場での実施となったが、各回20人超の参加者を集めるこ

とが出来た。

■実施時期
2011年6月～2012年2月

■実施の評価
・実施に対する反省とこれから

　最大の反省点は「講習会の実施が目的化してしまったこ

と」である。当初実施しようと企画した4つの講習会を順

次実施できなかったことも反省点ではあるが、それ以上に、

第一回の講習会として企画した11月のSISSA Hourが参

加者数の少なさゆえ出鼻をくじかれるような状態に陥った

ことから、まずいかに講習会を成功させるかということに
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■実施の内容

〈小学校低学年向けプロジェクト〉

　小学校の1～3年生を対象に、紙コップや割り箸、ペットボ

トル、牛乳パックなどの身近な材料を用いて自由な発想でロ

ボットを作ってもらい、作ったロボットで相撲大会を行った。

〈小学校高学年向けプロジェクト〉

　小学校の4～6年生を対象に、スタイロフォームという断

熱材を立方体状に切って枠内に敷き詰めた、海をイメージし

た特殊な足場の上を走るロボットを作ってもらい、旗を倒し

ながらコースを一周するタイムを競うコンテストを行った。

〈中学・高校生向けプロジェクト〉

　中学・高校生を対象に、JAPAN ROBOTECH社の

ROBO DESIGNERというマシン本体の製作とプログラミ

ングが自由にできるキットを用いて、まず、マシンを組み立

ててもらい、その後サッカーをするためのプログラミングを

作成してもらった。

■実施時期

小学校低学年向けプロジェクト「ロボット相撲教室」

……2011年11月20日

小学校高学年向けプロジェクト「ロボットフラッグレース」

……2012年1月7日、8日

中学・高校生向けプロジェクト「ロボットサッカー」

……2012年2月18日

■実施の評価

〈小学校低学年向けプロジェクト〉

　多くの参加希望があり、抽選を行わなければならなかった。

当日は、子供たちは非常に楽しんでいる様子で、全員が個性

あふれるマシンを完成させていた。アンケート結果からもロ

ボットに興味を持ってくれたことがわかった。ゆえに、もの

づくりに親しみを持ってもらうという目的を達成できた。

　大会後に、参加者の母親から、息子が作ったロボットを改

造して遊んでいるという知らせを受けたので、ものづくりに

興味を持ち継続している参加者もいることも確認できた。

〈小学校高学年向けプロジェクト〉

　参加者は、非常に真剣にロボット作りに取り組み、2日間

かけて全員がコースを完走するマシンを完成させた。父親が

子供にアドバイスする姿や、子供以上にロボット作りに熱中

してしまう姿などもよく見受けられ、親子共々教室を楽しん

でいた。よってものづくりに親しみを持ってもらう目的を達

成できた。

〈中学・高校生向けプロジェクト〉

　参加者のほとんどがプログラミング初経験の人たちだった

が、全員がなんとかボールを追いかけてゴールまで運んでい

くプログラムを完成させた。参加者は、ロボットが動く仕組

み理解し興味をもってくれた。また、プログラミングの難しさ、

成功したときの嬉しさを体験してもらえた。したがって、も

のづくりに親しみを持ってもらうという目的を達成できた。

■その他（希望・反省等）

　低学年向けイベントの参加者が非常に多く、抽選に外れて

しまった人が多数いたので、2回目を行うか、定員を増やす

などの対策が取れるようにあらかじめ計画しておく必要が

あった。

　中学・高校生向けイベントの実施日が、高校の学年末試験

に重なってしまったため、試験日にかぶらないようもっと早

い時期に実施するべきだった。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

松田宗一郎 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
石垣　一樹 工学部 機械知能工学科 2
葛西　紘貴 工学部 情報エレクトロニクス学科 2
梶原　孝則 工学部 機械知能工学科 2
瀬口　泰生 理学部 物理学科 2
古谷圭一郎 工学部 機械知能工学科 3
山上　晃平 工学部 情報エレクトロニクス学科 4
小松　琢也 工学部 情報エレクトロニクス学科 4
齋藤　貴之 工学部 機械知能工学科 4
中野　基輝 情報科学研究科 システム情報科学専攻 博士2

代表／田中聡一朗　　工学部　　機械知能工学科　　2年

ロボットフィールドプロデュース2011
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0
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■実施の内容
・2011年 5月 2日「新歓カフェ」

メンバーを増員し活動の幅を広げるための新入生歓迎活動の一

環として、教養棟でカフェを実施。20名程度が参加し、約半分

がメンバーに加わった。

・2011年 6月 2日～ 5日「北大祭カフェ」（840杯）

北大祭の開催に合わせ、博物館のウッドデッキにてオープンカ

フェを開催。

ギター弾き語りの koddy さんとアカペラサークルのNoSeRA

さんを招いての野外コンサートも行い、カフェと音楽を楽しむ

人々で賑わった。

・2011年 6月 22日「キャンドルナイトカフェ」（55杯）

エルプラザから依頼があり、夏至の夜のイベントに出店。絵本

の読み語りやピアノ演奏が行われるこのイベントには多くの市

民が集まり、カフェプロの活動をアピールする機会となった。

・2011年 7月 2日～ 3日「第 1回北大芸術祭カフェ」（165杯）

北大芸術祭実行委員会Brio ！さんのイベントに出店。芸術祭に

気軽に立ち寄れるカフェを併設することで、来場者との会話も

弾んだ。

・2011年 7月 31日「オープンキャンパスカフェ」（170杯）

オープンキャンパスで北大に訪れた中高生を対象に、北大生と

おしゃべりできるカフェを開催。現役北大生と気軽に話すこと

が出来たと好評。

・2011年 10月 8日～ 9日「第 2回北大芸術祭カフェ」（206杯）

第 1回芸術祭カフェでの好評を受け、第 2回芸術祭にも出店。

・2011年10月15日～16日「Sapporo Unifesカフェ」（180杯）

大通公園で行われた札幌合同学生祭Unifes に出店。色々な大

学の学生と関わり、カフェプロの認知度向上に繋がった。

・2011年 10月 29日～ 30日「銀杏並木カフェ」（1600杯）

イチョウ並木の歩行者天国デーに合わせて開催。北大ブルーグ

ラス研究会さんと北大アイリッシュサークルさんによる伝統音

楽のコンサートや、ハロウィン企画、ベロタクシーとの協力の

成果もあり、2日間で約 1600人の方に来ていただいた。

・2011年 11月 3日～ 6日「クラークシアターカフェ」（436杯）

北大映画館プロジェクトさんのクラークシアター 2011 に出店。

映画の待ち時間や観賞後の談話スペースとして賑わった。

・2011 年 12月 10日「Sapporo Youth Conferencefor 3.11

併設カフェ」（90杯）

震災支援活動をしている札幌の学生団体の合同イベントにカ

フェを併設した。各団体の活動の検討会・講演会・上映会など

が行われる中、カフェスペースはホッと一息つける空間、団体

内外の人と交流できる空間として好評をいただいた。

・2012年 2月 11日～ 12日「かまくらカフェ」（230杯）

地域の方と学生が協力して作ったかまくらの中でのカフェ。か

まくらという小さな空間の中で、見ず知らずの来場者同士が交

流する姿も見られ、より深いコミュニケーションスペースを作

り出すことに成功した。

・2012年3月3日～4日「卒論ポスター発表会カフェ」（実施予定）

様々な学部の 4年生が、市民の方や他学部の学生に向けて、自

分の卒論をポスター形式で発表するイベントにカフェを併設。

研究発表の場でありながら、気軽に立ち寄れる空間を演出。
・2012年3月17日～18日「インターナショナルカフェ」（実施予定）

博物館まつりにカフェを出店し、北大留学生協議会HUISAと協力

して各国の伝統的な飲み物などを出す予定。

■実施時期
2011 年 4月～ 2012年 3月

■実施の評価
　本プロジェクトの目的は、地域の方や学生が繋がるきっかけの

空間として、学生主体のコミュニケーションカフェを創ることで

あった。今年度開催した 13回のカフェ（実施予定も含む）を通

して、世代や属性を越えた交流が多く生まれた。季節のカフェ（夏

の「北大祭カフェ」、秋の「銀杏並木カフェ」、冬の「かまくらカ

フェ」）では、北大の四季を多くの方に楽しんでいただくととも

代表／中村　晴日　　教育学部　　教育学科　　2年

北大カフェプロジェクト

■構成員

氏名 学部・大学院名 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 修士2

田中　理澄 公共政策学教育部 公共政策学専攻 修士2

加納　潤平 法学部 法学課程 4

伊藤　雄輝 農学部 農業工学科 3

金子　由実 理学部 地球科学科 3

小浦　拓馬 農学部 生物資源科学科 3

飛田　英克 農学部 生物資源科学科 3

今出　悠太 工学部 応用理工系学科 3

大場　　雅 文学部 人文科学科 2

岡野　友香 理学部 化学科 2

三浦　智也 農学部 農業経済学科 2

相野　宏貴 法学部 1

管　　快斗 総合教育部理系 1

金城　早希 経済学部 1

久保田早穂 経済学部 1

児島　秀明 総合教育部理系 1

小松由梨香 文学部 1

坂口明日美 総合教育部理系 1

高橋　　優 総合教育部文系 1
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に、地域の方や観光客が立ち寄ることによって、世代・地域・国

籍を越えた交流が生まれた。また、「Sapporo Unifes カフェ」

や「Sapporo Youth Conference for 3.11 併設カフェ」など

の学生が集う場においては、大学の垣根を越えた交流が生まれた。

「オープンキャンパスカフェ」では中高生と大学生が繋がり、「イ

ンターナショナルカフェ」では日本人学生と留学生が繋がる。全

てのカフェを通して人と人が繋がる空間創りが出来たのではない

かと評価している。

　プロジェクトに参加したメンバーは、そのような空間でカフェ

を運営する経験を通して、様々なジャンルの人と出会い、新しい

世界に接する機会を得た。同時に、よりより空間創りのためにア

イディアを出し合い、昨年度までにはなかった新しいカフェ空間

を企画するなど、創造力と企画力を磨く機会にもなった。

　学外の方にも、北大と北大生の魅力を知っていただけたのでは

ないかと感じる。サークル発表や研究発表を兼ねたカフェではも

ちろんのこと、それ意外の場においても、交流を通じて様々な活

動を伝えることができ、アンケートにもそのような感想が散見さ

れた。学外の方にとって、北大が地域に開かれた身近な大学であ

ると感じていただける環境作りに、微力ながら貢献できたのでは

ないかと感じている。

　また、昨年度は人員不足のために力を入れることが出来なかっ

た広報面であるが、今年度はインターネットを利用した様々な広

報（Facebook、twitter、Sync-U、Ustream等）を新たに初め、

立て看板やポスターによる広報なども学内外に広げることが出来

た。その結果、テレビや新聞に活動が紹介され、学生のフリーペー

パー（KITABIJIN）やウェブマガジン（WISH）にも取り上げら

れた。何より、外部の団体から「イベントにカフェを併設して欲

しい」と声を掛けていただくことが増えたという事実が、広報面

での成果、そして活動全体の成果により、本プロジェクトの認知

度が向上したことを物語っている。

■その他（希望・反省等）
　多くの方から北大カフェプロジェクトの活動を来年度も続けて

欲しいというお声をいただき、賛同と期待に応えるため、今後も

日々活動に磨きを掛け、地域の方や学生にとってより良い空間を

創れるよう努力していきたい。具体的にはイベントの流れをシス

テム化し、カフェ毎の反省を次のカフェへ活かせる仕組みを整え

ていくこと、試飲会や新メニュー開発などを通してカフェとして

の質の向上を目指すこと、今年度開始した広報ツールを活用して

学内外への認知度のさらなる向上を図ることなどが挙げられる。

　最後になりますが、4年連続で北大元気プロジェクトに採択し

ていただき、支援課の方々にはたくさんお世話になり本当にあり

がとうございました。カフェで使用する機材は高価なものも多く、

元気プロジェクトのご支援のおかげで今年度も活動を続けること

が出来ました。また物品支援だけではなく、支援課のご協力のお

かげで北大構内の様々な場所（旧エルムの森ショップ、クラーク

会館、北 13条通り、など計 8か所）にてカフェを開催する許可

をいただくことができ、柔軟に対応していただいたことに感謝し

ています。ありがとうございました。

■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

「新歓カフェ」 「北大祭カフェ」

「第1回北大芸術祭カフェ」 「銀杏並木カフェ」

「クラークシアターカフェ」 「クラークシアターカフェ」

「SYC for 3.11併設カフェ」 「かまくらカフェ」

資料 1．活動の様子
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・ 実施カフェ：北大祭カフェ、第 1回北大芸術祭カフェ、オープ

ンキャンパスカフェ、第 2回北大芸術祭カフェ、銀杏並木カ

フェ、クラークシアターカフェ、かまくらカフェ

・回収部数：344　　・回収率：9.4％

　北大カフェプロジェクトのカフェはメニューに料金を設定せず
※注1 お客さまからの任意の募金にて運営費をまかなっている。い

ただいた募金は、水、氷、コーヒー豆、牛乳、ジュース、印刷、

クリーニングなど、元気プロジェクトからの物品支援以外のもの

に使用している。

注1　 キャンドルナイトカフェのみエルプラザからの依頼により料金設定
を行い販売を行った。

お客さまからの声

・ 北大の豊かな自然環境とカフェはピッタリ！（北大祭カフェ・

50代・女性）

・ 北大の古き建物を会場として催された行事で憩いのひとときを

すごせて嬉しかったです。（第 1回北大芸術祭カフェ・50代・

男性）

・ カフェプロは機動性と他のイベント、団体とシンクロしやすい

所が強みであり魅力だと思います。また来ますので、頑張って

下さい！（第 1回北大芸術祭カフェ・20代・男性）

・ イチョウ並木の下で、学生さんのコーヒーを飲めるこの空間で、

北大と市民がぐ～んと身近に近づいた気がしました。（銀杏並

木カフェ・40代・女性）

・ 手作りの運営があたたかさを出していて、とてもいい雰囲気だ

と思った。（銀杏並木カフェ・30代・男性）

資料 2．アンケート結果 資料 3．収支報告
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利用者男女比

利用者所属 カフェを利用した感想

利用者年代

年度開始時 繰越収入 213,214

利子 収入 44

新歓カフェ 支出 11,080

北大祭カフェ
収入（募金額） 161,211

支出 68,314

キャンドルナイトカフェ
収入 11,600

支出 13,883

芸術祭カフェ
収入（募金額） 33,835

支出 29,152

オープンキャンパスカフェ
収入（募金額） 23,993

支出 12,891

芸術祭カフェ
収入（募金額） 33,321

支出 30,878

Sapporo Unifes カフェ 支出 23,380

雑費（保険更新料、食品衛生責任者資格取
得料、クリーニング代　等） 支出 16,478

銀杏並木カフェ
収入（募金額） 207,777

支出 79,921

クラークシアターカフェ
収入（募金額） 64,373

支出 30,711

SYC for 3.11 併設カフェ
収入（募金額） 13,779

支出 12,727

かまくらカフェ
収入（募金額） 31,598

支出 22,224

収入計 581,487

支出計 351,639

収支 229,848
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■実施評価

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■実施の内容
1 ． まず留学体験記を執筆協力してくれる執筆者を集める為、国際

本部、留学経験者の力を借りて、学部学年留学先問わず、執筆

者に執筆を依頼した。結果、当初の目的であった国数を大幅に

超え、インターンシップ体験記のみならず、短期海外プログラム、

語学留学、交換留学、正規留学、二段階留学、留学経験のある

OB・OGの声と体験記のバリエーションも非常に充実した体験

記（全400ページ）を作成することができた。

2． 留学に関する情報提供についても、コラムやマニュアルとして

留学とはいったい何かという導入から、準備や注意事項、おす

すめと各体験記の種類に合わせ取り入れた。

3． 留学経験者同士の交流が北大内では少ない現状を考慮し、執筆

者の交流も兼ねた出版交流会を報告会とし実施した。

4． 完成したTransJapan vol.4を国際本部を中心に学内で配布、

関連機関に送付をする。

■実施時期
2011年5月～2012年2月

■実施の評価
　TransJapanは、2002年より隔年で継続されている留学体験記

であり、第4弾として、これまでのTransJapan同様あらゆる人に

留学をより身近に感じてもらい、海外での学びを希望する人を体験

記を通してより理解を深めてもらうこと、現実的なものと考えても

らうこと、そして将来の国際人を多く育成することを目的として作

成した。

　第4弾では、第1弾から次々と進化していたTransJapanを時代の

流れに伴い、更に幅広い内容、情報を取り入れることに努力した。

この1冊で留学とは何か、どういう種類の海外経験の方法があるの

か、実際の経験者はどのような経験をし、その後どのように感じ考

えているか、と学生の視点ならではの情報と経験談を掲載した。

　しかし、1冊の本を作り上げることは非常に労力のかかるもので

あった。本を作成することについて無知であったため、教授、国際

本部、柏陽印刷の方、編集員に最初から最後まで相談し教えてもら

いながら、協力を得て完成することができた。また、自らの体験を

公表してくれた多くの留学経験者、国際系サークル、AIESECにも

こころよく協力をいただき、全400ページというこれまでのボリュー

ムを大幅に超えたTransJapan第4弾を作成することができた。

　今後第5弾を作成する際には、よりスムーズに作成できるよう、

第4弾編集部として協力したいと思う。その為に、編集部で予定が

ずれてしまったことや編集中でのトラブル回避などの反省をし、次

世代に受け継いでいきたい。北大からの将来の国際人を生み出すだ

けではなく、自分の経験を伝える人材も育成したいと感じた。

　TransJapanは1年を通じ、学内外の様々な協力があってこそ完

成できた。改めて協力の大切さを感じた。

■構成員

氏名 学部・大学院名 学科・専攻名 学年

関　志保美 経済学部 経営学科 4
吉原　侑生 経済学部 経済学科 3
安藤　裕樹 経済学部 経営学科 3
酒井　達充 経済学部 経営学科 4
高橋　陽介 経済学部 経営学科 3
福島　良子 経済学部 経営学科 3
今井　憲佑 経済学部 経済学科 4
嶋津　智章 経済学部 経営学科 4
中村　優介 経済学研究科 現代経済経営専攻 修士2
渡部　雄大 経済学部 経済学科 3

代表／大角　菜穂　　経済学研究科　　現代経済経営専攻　　修士2年

留学体験記　TransJapan vol.4
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「元気プロジェクト2011」「元気プロジェクト2011」
活動報告会を開催活動報告会を開催

　平成24年2月14日（火）13時～17時30分に情報教育館3階　スタジオ型多目的中講義室において、活動報告会を

実施しました。

　採択された25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に各団体からパワーポイントによ

る5分の発表、2分の質疑応答が行われました。

　各プロジェクト構成員同士の活発な質疑応答が行われ、次年度申請予定の方の姿も見られました。

　来年度は平成25年2月に報告会を開催する予定ですので、12回目を迎える「北大元気プロジェクト」に採択されて

充実した学生生活を送っている皆さんの姿をぜひ見に来てください。

髙橋委員長からの挨拶

各プロジェクト発表
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北大元気プロジェクト2012北大元気プロジェクト2012
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！

▲みんなの芸術祭

▲北大カフェプロジェクト

●第1回採択分　平成24年4月27日（金）　18：00
●第2回採択分　平成24年6月29日（金）　18：00

応募締切応募締切
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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25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）物品によっては、支給できないものがあります（飲食物、現金支払いのみの商品など）。
（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24年4月27日（金）18：00
2回目応募締切　平成24年6月29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、実施報告書を作成するとともに活動報告会（平成25年2月中旬を予定）で発表し、
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
2011年は47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2012  募集要項
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北海道大学 学務部 学生支援課 学生支援企画担当
〒060-0817　札幌市北区北17条西8丁目
TEL 011-706-7453




