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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、13年間で266

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2013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2013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
24 45 26
25 44 17

●北大元気プロジェクト2013採択スケジュール
　平成25年4月26日（金）� 1回目募集締切
　　　� � 　5月22日（水）� 面接・選考委員会
　　　� � 　6月28日（金）� 2回目募集締切
　　　� � 　7月23日（火）� 面接・選考委員会
　　　� � 　10月31日（木）� 3回目募集締切
　　　� � 　11月初旬� 一次選考
　　　� � 　11月19日（火）� 二次選考（面接）・選考委員会
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平成25年4月1日現在

総合化学院 教　授 坂口　和靖

国際広報メディア・観光学院 准教授 西村　龍一

薬学部 教　授 周東　　智

経済学研究科 教　授 西部　　忠

歯学研究科 教　授 土門　卓文

獣医学研究科 教　授 昆　　泰寛

環境科学院 教　授 露崎　史朗

農学院 教　授 橋床　泰之

教育学院 教　授 小内　　透

工学院 教　授 成田　吉弘

●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

●今後の学生生活に役立つ経験であった

●修学及び研究意欲を高めることができた

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2013選考委員会委員
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継続企画

No． プロジェクトの名称 目的 代表者氏名

1
大学の授業体験　with CAP
〜バリアフリーな北大を目指して〜

【継続】

①障がいのある方々への支援の輪を広げること、②障がい
のある方々を受け入れていくための支援体制を持続可能で
恒常的なシステムとして確立すること、③この取り組みを
広く知ってもらうため、障がいのある高校生等を対象に「大
学の授業体験」を実施する。

医学部2年
笹森　瞳

2 え！？新入生が展示解説！？【継続】

①学生が主体となって企画を作り実施する姿を市民に見て
もらうことで、北大生の行動力と積極性を知ってもらい、
②展示解説を通し、予備知識や思考方法の異なる相手に対
し、伝えたいことを正確に分かりやすく伝えるという、コ
ミュニケーションの重要な根幹を成す能力を伸ばすため、
総合博物館の常設展示について展示解説を行う。

理学部3年
太田　晶

3
第2回僕らの歩行祭
〜夜のピクニック〜【継続】

80kmの距離を2日間かけて北海道の学生200人で歩き、
各々の夢や目標あるいは日常の自分を語り合い、新たな日々
へのきっかけを見つける場を提供する。

工学部4年
大木　研人

4
北大祭環境負荷軽減プロジェクト

【継続】
北大祭の模擬店で使用する容器を環境に配慮したものにす
ることで、環境負荷の軽減を図る。

工学部2年
木村　弥生

5 北大金葉祭【継続】
①北大の景観を楽しみに来た観光客や市民に、景観をさら
に魅力的に感じてもらうこと、②北大生と交流を行うこと
で、北大にさらに親近感を持ち、好きになってもらう。

教育学部2年
菅井　僚

6 北大カフェプロジェクト【継続】
「人と人を繋ぐこと」を目的とし、北大構内および札幌市
都市部を中心に、コミュニケーションスペースとしてのカ
フェを、設置場所をイベントごとに変えながら展開する。

工学部2年
小林　貴洋

7
北大理科部〜わくわく科学教室〜

【継続】

①理科実験を通して、身近に潜む不思議な科学を中高生に
体験・理解してもらうことで、科学の面白さ・必要性を実
感してもらう、②自分達自身も主体性・実行力・計画力・
発信力等の社会人基礎力を身に付けて成長することを目的
とする。

生命科学院
修士課程2年
岡崎　晴香

8
震災支援情報誌「OUEN TIMES」
プロジェクト【継続】

長期にわたって必要とされる震災復興に携わってもらう機
会を提供するため、震災支援についての正しく具体的な情
報を広く提供することを目的とする。また、被災者の方や
現地ボランティアの方などを招き講演をしていただく等、
皆で考え今後の行動につながるようなイベントを開催する。

農学院
修士課程2年
長嶋　沙希

9 CLARK THEATER 2013【継続】 ①映像産業、映像教育への寄与、②大学と地域とのコミュ
ニケーション促進、③学生のキャリアアップを目的とする。

文学部2年
半澤　麻衣

10
北大生による

「生物ロボットコンテスト」への
参加【継続】

世界各国の大学生チームが、規格化された遺伝子パーツを
組み合わせて作成した、遺伝子組み換え生物の性能と有用
性を競い合う「生物ロボットコンテスト」（iGEM）に参加す
ることで、研究活動をするうえで必要な実験技術やマネジメ
ント法、国際交流を通じた英語によるグローバルな発表方
法を学部生という早期段階で習得することを目的とする。

理学部3年
峯　健太

11
子どもに勉強の習慣と
自ら考える力を！
〜函館港町自習学館〜【継続】

子どもの「自学・自習」の学習力を内面から開発すること
を目的とし、教育に興味がある、または、教員を目指す大
学生が地域の子どもたちの学習環境の整備と学習のサポー
トをする。

水産学部4年
長谷　美佳
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No． プロジェクトの名称 目的 代表者氏名

12
北大健「口」プロジェクト2013

【継続】

『こどもの健「口」プロジェクト』の成果を踏まえ、小児
のみならず、成人・高齢者の口腔の健康の維持、増進を図
るために、地域の現場で口腔保健活動を実施し、さらなる
地域への貢献を目指す。

歯学研究科
博士課程4年
中澤誠多朗

13

北大生のみんな　留学生センター
「日本語イブニングコース」で
外国人に日本語を教えよう！！

【継続】

国際交流や留学、日本語教育に興味を持つ北大生が「日本
語イブニングコース」で教壇に立つ支援を行うことで、北
大生の①国際交流への興味・自信の喚起、②コミュニケー
ション能力の向上、③異文化理解の向上を図る。

経済学部2年
早苗　修平

新規企画

No． プロジェクトの名称 目的 代表者氏名

1 ビブリオバトル北大予選会

①学生主体で開催することで、本の魅力を学生から北大生
や地域に発信していくこと、②北大生と地域の方々が本を
通じた交流をすること、③北大生にとっての北大図書館の
イメージアップを図ることを目的とする。

教育学部4年
蒔苗　詩歌

2 北水サイエンスアシスト

函館市内の小・高校において様々な出前実験を行うことで、
理系分野への興味や親近感を持たせ、理科離れを防ぐこと
を目的とする。また、函館市内で行われる化学イベントに
おいても出前実験を行い、市民にも科学を身近に感じても
らうきっかけを提供する。

水産科学院
修士課程2年
山下　愛

3
北水生が社会に発信！

「津軽海峡でクジラと
海を学ぼう！」

これまでの鯨類目視記録を、地域へ発信することを目的と
し、①津軽海峡フェリー内でのワークショップ、②小学校
への「出前授業」、③パンフレットの配布を行う。

水産学部3年
柳澤さなえ

4 北大雪合戦大会2014

①雪合戦を通じて、地域の方や小中高生、社会人と大学生
が交流する場を設ける。
②雪祭りで札幌を訪れた観光客にも足を運んでもらうこと
で、冬の北海道の魅力を伝える。
③屋内でゲームをする子供達が外に出る機会を与えるとと
もに、大学生と関わりを持ってもらう。

教育学部1年
髙木　宏昭
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■実施時期

2013年6月上旬：採択

2013年7月：解説員決定

2013年10月：解説テーマ決定、シナリオ制作開始

2013年12月15日：博物館研修

2014年1月下旬：リハーサル開始

2014年2月15日：第1回展示解説

2014年3月1日：第2回展示解説

2014年3月2日：第3回展示解説

■実施の評価

　前述の通り、本プロジェクトの目的は「新入生の進路選

択の手助け」「自分の伝えたいことを伝える能力の向上」「ア

カデミックな場と市民とをつなぐ架け橋となる人材の育

成」である。この3つの目的をどの程度果たせたかという

観点から、本企画の評価を行った。

①新入生の進路選択の手助け

　今年度本企画に参加した新入生はすでに学部の分属が決

まっている学生が大半だった。しかしながら展示解説に関

連する分野が北大内でどのように研究されているのかを調

べていく過程で各学部が扱っている研究内容を再認識した

解説員も多く、学部分属の先でどのような進路に進むのか、

という観点では少なからず寄与できた。

■実施の内容

　本企画は平成23年度からの継続企画であり、今回で3度

目の実施となる。北海道大学総合博物館の常設展示の中か

ら新入生が自分の興味のある展示を選び、展示解説を行う

ことで、新入生の進路選択の手助けや自分の伝えたいこと

を伝える能力の向上、博物館・大学といったアカデミック

な場と市民とをつなぐ架け橋となる人材を育成することを

目的としている。今年度は3名の新入生が解説員としてデ

ビューを果たした。

　新解説員の育成は本企画構成員である前年度、前々年度

の企画でデビューした先輩解説員だけではなく、総合博物

館の教職員、北大の教員の方々のご協力のもとで行った。

例えば解説員の解説シナリオは先輩解説員による推敲を経

た後、総合博物館や北大に所属する専門教員へ添削・監修

を依頼することにより内容の真実性を確保している。また

博物館の教職員にリハーサルに参加していただき、解説中

の所作や来館者とのコミュニケーションについての助言を

いただいた。さらにビデオレッスンという形でリハーサル

風景を撮影した動画を見返すことにより、自身の癖や展示

室内での位置取りの仕方を客観的に認識し改善につなげら

れるような取り組みも行った。

　過去に本企画からデビューした解説員は、2013年9月

のホームカミングデーや同年10月に行われた総合博物館

と道新ぶんぶんクラブとの共催講座など、様々な場面で展

示解説を行っている。新解説員にはこうした先輩の展示解

説を見学・補佐し、その経験を自身の解説へと活かすため

の機会を設けた。また、今年度の博物館研修では登別マリ

ンパーク二クスで行われている展示解説を見学した。これ

はレジャー施設としての色合いの強い水族館で行われる展

示解説を体験することで、参加者の興味を惹きつけるよう

な解説を行う上でのヒントを得ることを目的としたもので

ある。

　展示解説本番では、総合博物館HPでの事前告知に加え

当日の来館者への声かけ・ビラ配布という形で広報を行っ

た。展示解説に参加した来館者には許可を取った上でアン

ケートを実施し、その後の展示解説の改善へと役立てた。

え！？  新入生が展示解説！？
代表／太田　晶　　理学部　　地球惑星科学科　　3年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

久保田　彩 理学部 地球科学科 4

中井　淑恵 理学部 地球科学科 4

川原　聡史 薬学部 薬科学科 3

小向　　愛 農学部 森林科学科 3

中原　隆史 水産学部 海洋生物科学科 3

若狭　玲那 理学部 物理学科 3

阿部　光子 経済学部 経済学科 2

岸　百合子 文学部 人文科学科 2

北野　翔一 医学部 医学科 2

雲中　　慧 水産学部 海洋資源科学科 2

芝池　和孝 理学部 化学科 2

福家　智大 工学部 環境社会工学科 2

山中　智樹 水産学部 増殖生命科学科 2
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②伝えたいことを伝える能力の向上

　ビデオレッスンで自分の話し方や所作を客観的に見て、

自分が想像していた姿との差に驚いた解説員も多かった

が、自分の映像や他の解説員の展示解説を参考にして改善

しようとする姿勢が強く見られた。展示解説という限られ

た時間の中で自分が伝えたい情報を「どのようにまとめ」

「どのように伝えるか」という意識やその技術は本企画を

通じてある程度修得されたものと考えられる。

③人材の育成

　ほとんどの解説員が自分が興味を持ったこと、自分が伝

えたいことを知ってもらうことにやりがいや喜びを感じて

いた。大学や博物館に存在する研究材料・研究成果に関す

る知見を広めることは社会とのつながり・教育普及という

意味でとても重要であり、先輩解説員と同様、プロジェク

ト終了後も様々な場面で展示解説員として活躍することが

期待される。また2014年3月1日、2日に総合博物館で行

われた卒論ポスター発表会は学生が主体となって運営され

ているが、運営スタッフの半数は本企画で解説員として活

動した経験のある学生であり、今年度の新解説員もスタッ

フとして参加している。こうした活動に携わる学生はもと

もと博物館に興味があったのかもしれないが、本企画を通

じて博物館と直接的に関わる経験を持つことで博物館での

活動により積極的に参加しやすくなったのではないだろう

か。

　以上の点から、本企画の目的はおおむね達成できたもの

と考えた。展示解説終了時の質疑応答や談話にも新解説員

は誠実に応対していた。参加していただいた来館者からは

「疑問に感じていたことが解説を聞くことで解消された」

という感想もあがっており、展示解説を通して社会貢献を

果たしたことを実感できた。

■その他（希望・反省等）

　今年度は構成員の数が過去最多となったが、なかなか全

員の予定が合わず日程調整や構成員間での連絡が行き届か

ない場面が多かった。また口頭アンケートでは前年度に引

き続き広報面の弱さを指摘する意見が寄せられた。

　今後は普段のミーティングに参加しにくい構成員の意見

をいかに運営に反映させていくか、効果的に広報するには

どうしたらいいかという点に注意していく必要がある。

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

■実施評価
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CLARK THEATER 2013

■構成員
名前 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小林　素直 工学部 環境社会工学科 2

木藤　瑛子 文学部 人文科学科 3

眞野　修一 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 修士1

久米　駿介 農学部 生物機能化学科 4

丸田　拓哉 経済学部 経営学科 4

石川　瑞羽 東海大学 国際文化学部 2

梶　　智博 工学部 応用理工系学科 2

駒林　友香 藤女子大学 文学部 2

穐田樹里亜 法学部 1

川端　宣志 総合教育部 文系総合 1

後藤　　奏 法学部 1

佐藤奈津乃 藤女子大学 人間生活部 1

善徳　勇貴 歯学部 歯学科 2

代表／半澤　麻衣　　文学部　　人文科学科　　2年

■実施の内容
　北海道大学内の施設であるクラーク会館にて、学生や地域の方々に開

かれた期間限定の映画館の運営を行い、14プログラム32作品を上映し

ました。予算、スケジュールに関しましてはほぼ企画書通り実行するこ

とができました。

　テーマに「After めぐり逢う、映画感。」を掲げ、CLARK THEATER 

2013という映画や、ゲストの方との出会いの場で自分の価値観がどの

ように変わったのかを考えていただきたくこのテーマを設定いたしまし

た。

　オープニング無料上映では札幌出身の若手クリエーターである伊東早

那監督と片岡翔監督の2名にお越しいただき、トークショーを行ってい

ただきました。企画といたしましては、「北海道大学サステナビリティ・

ウィーク2013」にも参加し、同じく参加していた応用倫理研究教育セ

ンター主催シンポジウム「触発する映画―女性映画の批判力」との共催

企画を行いました。横浜聡子監督にお越しいただき、文学部映像・表現

文化論講座の阿部嘉昭先生とトークショーを行っていただきました。ま

た、『風立ちぬ』『千と千尋の神隠し』『もののけ姫』などの作画監督を

務めた高坂希太郎監督をお呼びし、初監督作品である『茄子　アンダル

シアの夏』を上映いたしました。高坂監督がスタジオジブリの制作現場

の写真を持ってきてくださり、普段観ることの出来ない現場をお客様に

楽しんでいただくことが出来ました。

■実施時期
2013年10月31日（木）〜11月4日（月・祝日）

■実施の評価
　シネマコンプレックスでは観る機会の少ないゲストのトークショーな

どを楽しんでいただき、映像文化についてお客様に触れていただく機会

を提供することが出来ました。また札幌出身の若手クリエーターの方に

お越しいただくことができ、上映機会の少ない短編作品なども上映する

ことが出来たので、映像産業への寄与も果たすことが出来ました。約

2000名のお客様にお越しいただき、前年度より300名ほどお客様が増

え、地域の方々に大学へ足をお運びいただく機会となったと思います。

お客様が増えた要因といたしましては、昨年より休日が1日増えていた

ことや、昨年の反省を活かし早めに広報活動を開始したことが要因とし

て挙げられます。ラジオの生出演が多く、学生も貴重な体験をすること

が出来ました。

　例年通り、それぞれの部署がそれぞれの活動をすることにより、お互

いの足りない部分を補い合って活動することが出来ました。営業宣伝部

や企画選定部は企業の方々とやりとりをさせていただくことで礼儀やマ

ナーを身につけることが出来ました。技術部や制作部や動画作成の技術

や、広報媒体のデザインなどの専門的なスキルを学ぶことが出来ました。

総務部は書類作成などの事務作業をこなし、スケジュールや予算、物品

管理などを行うことで団体の組織運営を行いました。広報部は新聞や雑

誌への掲載をお願いしたり、Facebookやホームページの運営などを

行うことで動員数の増加に貢献をしました。代表、副代表は各々マネジ

メントについて学びながら実際に運営することができました。

　今回の活動を通して学んだことを次年度に引きつぎ、更なる専門的技

術やコミュニケーションスキルの向上を図っていきたいと思います。

■その他（希望・反省等）
　昨年の反省を活かし、集客数を増加することが出来ました。しかし、

北海道大学で学生が主体となり、映画を中心としたイベントを開催する

意義を改めて確認する必要があると感じました。また昨年に引き続き、

お客様への対応や作品への満足度などを高い水準で維持できたので来年

も継続していきます。

　内部への反省点といたしましては団体の規模が徐々に大きくなってき

ており、活動内容を更に増やす必要があります。メンバーひとりひとり

が活躍することのできる場を作っていき、新しい活動を積極的に取り入

れていきます。

　昨年と同様、他団体との協力の幅を広げることをめざし、学生同士の

交流も積極的に図っていきたいです。

　北大元気プロジェクトへの希望といたしましては、当イベントの事務

局となる場所の提供が挙げられます。当団体は部室を保持していない為、

物品の管理や会議の開催が難しいのが現状です。取材の際にも困ってい

るので、イベントの数か月前からでも1室提供していただけると助かり

ます。
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名前 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

佐々木大輔 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 修士1

井村　洋介 教育学部 教育学科 4

今　拓久真 法学部 法学課程 4

浅野　輝一 理学部 化学科 3

谷口　桃子 経済学部 経営学科 3

根岸　洸人 経済学部 経済学科 3

濱田　菜歩 水産学部 資源機能化学科 3

福田　千晶 医学部 保健学科 3

増子　瑞恵 法学部 法学課程 3

北原　卓弥 理学部 生物科学科 2

今山　知佳 総合教育学部 理系総合 1

小原　綾音 藤女子大学 文学部 1

古賀　美幹 藤女子大学 文学部 1

新里　太郎 農学部 1

森田　　笙 理学院 自然史科学専攻 修士1

矢部　兄輔 北海学園大学 法学部 2

山野　　賢 総合教育部 文系総合 1

桝谷亜美子 理学部 化学科 2

長谷川知輝 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

尾張　雄太 理学部 地球惑星科学科 3

土山　　啓 医学部 保健学科 3

相原　雄也 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

北村　沙織 経済学部 経営学科 2

高橋みづき 経済学部 経営学科 2

茶谷　果倫 東海大学 国際文化学部 2

宗像のぞみ 文学部 人文科学科 2

大沢　啓人 総合教育学部 理系総合 1

佐々木菜摘 文学部 人文科学科 1

関根　　健 経済学部 1

田島　成美 法学部 1

依田はる乃 藤女子大学 文学部 1

大嵜　勝元 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

関　　直哉 薬学部 薬科学科 3

成田友里恵 文学部 人文科学科 3

伊東　茉優 藤女子大学 文学部 2

岡本　知之 工学部 環境社会工学科 2

笠原　志穂 藤女子大学 文学部 2

廣川依寿美 東海大学 国際文化学部 2

森田　　萌 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

加藤　愛子 札幌大谷大学 芸術学部 1

日野真理菜 藤女子大学 文学部 1

金石　瑞季 文学部 人文科学科 2

山口　竜馬 理学部 地球科学科 4

松下　春花 藤女子大学 文学部 3

漆原　花帆 文学部 人文科学科 1

菅野あかね 文学部 人文科学科 1

山田　　愛 総合教育学部 文系総合 1

藤川　雄基 総合教育学部 理系総合 1

鈴木　悠介 法学部 法学課程 3

中島　美緒 藤女子大学 文学部 2

佐々木優希 農学部 応用生命科学科 2

渡邉　祥矩 農学部 農業経済学科 3

今井　駿司 法学部 1

植村　　央 医学部 保健学科 1

土屋　琢也 総合教育学部 理系総合 1

村岡　愛子 文学部 人文科学科 1

大内　奏太 経済学部 経済学科 3

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

■実施評価
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うのではなく、前回の自分自身のタイムと比較し、前回よ

りタイムが伸びたら自分自身の成長を確かめることがで

き、たとえ伸びなくてもその悔しさが次のやる気にも繋

がったと考えています。

　最後に、自習学館では子供たちに反省シートを毎回書か

せました。子供たちはまず、今日は何を勉強するのか・ど

のくらい進めるのかなど具体的な目標を子供たちが自由に

決めシートに記入します。そして自習後には今日の内容を

振り返り、出来具合や反省点、次回への抱負などを記入し

終了となります。シートには先生からのコメント欄もあり、

スタッフは1人1人にコメントし、毎回の反省シートは1人

ずつファイルに管理しています。毎回反省シートを書くこ

とで子供たちは自然と計画をたてて勉強する力が身につ

き、また先生からのコメントもやる気の向上につながった

と考えています。スタッフとしても子供たちの進度や様子

を把握でき、目標を確認することで指導がしやすくなりま

す。今後もこの反省シートは継続していきたいと考えてい

ます。

■その他（希望・反省等）

・活動に参加できる学生の人数が安定しない

　→ 今までは人伝いに有志が集まり活動していたため、こ

の活動自体あまり知られていないのが現状でした。そ

■実施の内容

・自習学館の運営

・子どもたちは自習教材を持参し、各自自習した。

　副教材として、漢字と算数の学年別ドリルを用意した。

・自分で調べる力をつけるため、辞書の使用を呼びかけた。

・子どもたちが自分自身の成長を確かめるための1つの手

段として、「百マス計算」を新たな取り組みとして行った。

・子どもたちが目標を持って取り組み、スタッフも子ども

たちの状況を把握するため反省シートを作成し、毎回記

入させた。

■実施時期

2011年11月4日〜

毎週金曜日　17時〜19時

■実施の評価

　自習学館の運営は主に学生が行い、北部町会からは、主

に集会所の提供、プリンター機器の使用、会報による月別

の報告などをさせていただきました。

　子どもたちは持参してくる教材や学校の宿題などで各自

自習を進めています。また、子ども達の勉強への意欲に答

えるべく、副教材として漢字と算数の学年別のドリルを用

意し与えました。普段とは違った問題を解きながら考える

力や基礎学力を伸ばす手助けができたと考えます。

　また漢字や英語の語句に関する質問も多くあり、その場

で我々がただ答えを教えてしまうと、「自学自習」に反す

と同時に、子どもの知識の定着に繋がらないと我々は考え、

辞書を使うよう習慣づけさせました。最近では、辞書を手

に取り調べものをする子ども達が多く見受けられ、成果が

感じられます。

　我々の新たな取り組みとして自習終了後の「百マス計算」

を行いました。短い時間ですが、一生懸命に取り組むこと

で脳の活性化にも繋がると同時に、周りの子とタイムを競

子どもに勉強の習慣と自ら考える力を！
〜函館港町自習学館〜

代表／長谷　美佳　　水産学部　　増殖生命科学科　　4年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

澁谷　泰輝 水産学部 海洋生物科学科 4

井村海渡アンドリュー 水産学部 海洋生物科学科 4

島田　英憲 水産学部 海洋生物科学科 4

赤松　　澪 水産学部 海洋資源科学科 4

西川翔太郎 水産学部 増殖生命科学科 4

芹澤　　仁 水産学部 海洋資源科学科 3

古川　崚仁 水産学部 海洋資源科学科 3

岩城　里奈 水産学部 海洋生物科学科 3

橋本　洋明 水産学部 増殖生命科学科 4

柿坂　将希 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士2
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こで来年度は新歓に力を入れ、多くの学生に自習学館

の存在をアピールし人員獲得につなげたいと考えてい

ます。

・町会、保護者との連携不足

　→ 今年度も函館テレビや北海道新聞で自習学館が取り上

げられるなど、何度か取材を受ける機会があったので

すが、急な日程での取材であったため子ども達や保護

者への周知が遅れてしまい、自習の妨げや保護者から

子供の顔をカメラに写さないでほしい等の苦情を受け

てしまいました。

　取材の連絡はまず町会にいくため、町会側と学生側の意

思疎通が重要であり、そういった事前の連携が必要です。

また、子ども達や保護者との信頼関係を築き、本来の目的

を見失わないよう、今後はさらに保護者との連絡を頻繁に

取り、事前の周知などは徹底していきたいと考えています。

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

■実施評価
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震災支援情報誌「OUEN TIMES」
プロジェクト

代表／長嶋　沙希　　農学院　　生物資源科学専攻　　修士2年

■実施の内容
【目的と概要】

　東日本大震災からの復興には時間がかかり長期的な支援が求められて

いる。

　当プロジェクトは、長期にわたって必要とされる震災復興に携わって

もらう機会を提供するため、震災支援についての正しく具体的な情報を

広く提供することを目的としている。

　既存の支援団体が現地の需要を理解したうえで募集がなされた支援情

報、チャリティーイベント情報、被災地の現状、実際に支援に参加した

方の体験報告などを、手元に残る形としてフリーペーパーで発信する。

また、フリーペーパーだけでなく、直接東北出身者の話や現地の情報を

提供できるようなイベントも開催する。なお、フリーペーパーの内容は

ウェブからも閲覧できるようにする。

【実施結果】

（1）OUEN TIMES

　OUEN TIMESは9月・10月・3月の3回の発行となった。9、3月は

各1000部発行し、10月はイベントと連動した内容を掲載し参加者に配

布したため50部の発行となった。各フリーペーパーの発行に当たって、

約2カ月の情報収集・編集作業を行った。配布場所については別表を参

照。

《OUEN TIMES vol.6》

発行月：9月

形状：A5、冊子、12ページ

発行部数：1000部

記載内容：

・ 被災地支援団体（「こども∞

かんぱにー」及び「NPO法

人底上げ」）インタビュー

・寄付募集情報

・ 道内学生震災支援団体（ある

ぼら）インタビュー

・ チャリティーグッズ及び東北ご当地グル

メ紹介

《Cooking Times》

発行月：10月

形状： A6、冊子、16ページ

発行部数：50部

（イベント「東北キッチン」

の参加者へ配布）

記載内容：

・東北郷土料理レシピ

・ 東北三県（岩手、宮城、福島）

の魅力、観光

《OUEN TIMES vol.7》（予定）

発行月：3月

形状：A5、冊子、16ページ

発行部数：1000部

掲載内容：

・現地活動団体インタビュー

・道内学生震災支援団体インタビュー

（2）イベント

　イベントは10・12・3月の三回の開催となった。いずれのイベント

でも入場者全員にOUEN TIMESの配布を行った。

《東北キッチン》

開催日：10月26日

場所：天使大学調理実習室

参加人数：25名

開催内容：

・東北についての紹介説明及びクイズレクリエーション

・東北郷土料理づくり（ひっつみ汁、がんづき等）

・ボランティア経験者や東北出身者との交流

《クリスマスを被災地へ》

開催日：12月14日、12月19日

場所：北大クラーク会館調理室

参加人数：30名

開催内容：

・東北についてのプレゼンテーション

・ビスコッティー及びメッセージカード

　の作成（200名分）

・東北への郵送
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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

■実施評価

《3．11祈念イベント》（予定）

開催日：3月8日

場所：北大遠友学舎

開催内容：

・被災地の今を知り、これからの支援を考えるための展示発表

・ボランティア経験者の講演

※ 2月26日から3月3日まで東北を訪問して直接現地の様子を確認し、

現地の方から話を伺い、そこで得た情報をイベントの内容に反映する

予定。訪問先は大槌、釜石、陸前高田、遠野、気仙沼、気仙沼大島、

南三陸、閖上など。

【成果】

★3．11の忘却を防ぐ

　全ての学生ではないが北大生や札幌市民の方々に震災支援についての

意識を持ってもらうことが出来た。

　OUENTIMESを読みイベントに参加された方から、以下のような感

想を頂くことができた。

→被災地を考えるきっかけになった。

→東北へ行ってみたいと思った。

→自分なりの支援をしていきたい。

　特にイベントでは内容が料理系であったためか、これまで震災支援に

ついて興味がなかった方の参加が多く見られ、新しく東北を意識する

きっかけを提供できたと思われる。

■実施時期
フリーペーパーの発行：9月、10月、3月

イベントの開催：10月、12月、3月

■その他（希望・反省等）
・1000部配りきるのに時間がかかってしまった。OUEN TIMESの更な

る配布場所、配布方法の検討が必要である。最近ではOUEN TIMESを

配布できるような震災関連のチャリティーイベントの数が減り、配布機

会が少なくなっている。ただ設置するだけでなく、できるだけ直接手渡

しで説明を交えつつ配布を行いたいので、チャリティーイベント以外に

も他の元気プロジェクト採択のプロジェクトなどにご協力を仰ぎ配布さ

せて頂きたいと考えている。（今回はカフェプロジェクトさんと金葉祭

実行委員さんにご協力いただくことが出来た。）

・留学生への対応。今回開催したイベントでは、留学生の参加を多く見

ることができた。留学生も震災支援に興味をもっているとわかったので、

今後OUEN TIMESやイベントの内容を留学生でも理解できるように工

夫する必要があると感じた。

（別表）

OUEN TIMES Vol.6

イベント名 配布部数 日にち

東北キッチン 25 10月26日

クリスマスを被災地へ 30 2013／12／14、19

学
内

教養棟 30

北部食堂 5

クラーク会館 20

文系棟 15

ボランティア支援室 5

ピア・サポート室 20

エルム 20

金葉祭 200

カフェプロジェクト 30

ホームカミングデイ 100

学
外

酪農学園大学 30

フラッグスタッフカフェ 5

札幌エルプラザ 60

他
協
力
団
体

NPO法人底上げ 3

こども∞かんぱにー 3

各メンバー個人配布

40部×10名 400

計 1001

Cooking Times

イベント名 配布部数 日にち

東北キッチン 25 10月26日

各メンバー個人配布 25

計 50

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

有坂　紀子 農学部 生物資源科学科 2

成影　沙紀 農学部 生物資源科学科 2

増田　　到 農学部 応用生命科学科 2

河東　政道 農学部 農業工学科 3

小野寺　舞 文学部 人文科学科 3
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学の授業体験を企画し、近郊の特別支援学校、高校等と人

間関係を作り、多くの参加者に集まっていただき盛況のう

ちに企画を終えた。次のステップとして、昨年実施した際

の反省点を踏まえ、私達の掲げた目標をさらに具体化する

ための本企画を今年、複数回実施する。それによって、昨

年度以上にさらに多くの障害のある人々やその関係者に、

北海道大学を知ってもらい、将来的な選択肢の一つとして

北大進学を考えてもらいたい。』

　今回私たちはこのような目標を掲げた。昨年から引き続

き掲げた目標に関しては、今回、昨年の経験を生かした運

営ができたので、より焦点をついて実現できたと考えてい

る。特に、今年度は北海道大学に特別修学支援室が開設さ

れたので、支援室と協力する形でバリアフリーの調査を

行ったり、意見交換を行って北大のバリアフリーの状況に

ついて学外に発信したりすることができた。ご協力いただ

いたことに感謝している。

　また、今年新たに追加した、実施回数を増やすことでよ

り多くの人に知り、関わってもらうということについては、

残念ながらメンバーの学業の都合で、達成することはかな

わなかった。ただし、開催回数は1回であったが、参加者

の内訳をみると多様化していたので、その点では目標を達

成できたと考えている。

■実施の内容

　障害のある学生や、障害学生支援をしている学生を招待

して、北大の模擬講義を実施した。この企画は今回で2年

目となる。

　昨年は道内の学校にのみ企画を告知し参加者を募集した

が、今年は対象を道外にも広げて参加者を募集した結果、

今年の参加者は道外の学生も含め約10名となった。今回

は、プログラムも去年とは一部変更し、模擬講義だけでは

なく、障害がありながらも北大に在籍し勉強している学生

の講演や、CAPのメンバーと参加者同士による交流会、

参加者に北大構内を案内する学内ツアーを付け加えた。

　当初の実施計画では、本企画を複数回実施することで、

より多くの人に参加してもらう予定であったが、CAPの

都合により8月17日に実施した1回のみになった。

　本企画の実施後に、企画の概要と実際に実施した内容を

まとめて報告書を作成し、全国の特別支援学校や障害学生

支援を行っている大学に郵送し、北大での障害学生支援に

対する取り組みをアピールした。

■実施時期

2013年8月17日

■実施の評価

　『私達は、障害がある人も不自由なく学べる、誰もが共

生できるキャンパスをつくりたいと思っている。障害の有

無に関わらず、高等教育を受けるための環境を整備するこ

とはとても重要である。そのために必要な支援は大学側が

提供すべきだが、学生だからこそできることもある。

　私達は昨年、3つの具体的目標、「障害のある人への支

援の輪を広げる」「障害のある人々を受け入れるための支

援体制を、持続可能で恒常的なシステムとして確立する」

「この一連の取り組みを多くの人に知ってもらう」を掲げ

た。そして、障害のある高校生等を対象とした、北海道大

大学の授業体験with CAP
〜バリアフリーな北大を目指して〜

代表／笹森　瞳　　医学部　　医学科　　2年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

石川　真一 医学部 医学科 2

塩澤佳奈子 水産学部 資源機能化学科 2

丸尾　結喜 医学部 保健学科 2

原田　拓弥 医学部 医学科 2

原田　知弥 医学部 医学科 2

松井　力也 薬学部 薬科学科 2

久門　紀子 文学研究科 人間システム科学専攻 修士1

沼崎　麻子 理学院 自然史科学専攻 博士2

村松　哲夫 文学研究科 思想文化学専攻 博士3
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■その他（希望・反省等）

　2年間にわたって、私どものプロジェクトをご支援いた

だきまして、ありがとうございました。学生支援課をはじ

め、学内外のご協力いただいた方々には、メンバー一同心

から感謝しております。この取り組みはメンバーの学業の

都合上、2013年度で最後とさせていただきます。今後は

北大の障害学生支援に関することは、今年度から大学の部

局として発足している特別修学支援室が担われていきま

す。こちらの今後のますますのご活躍をお祈りいたします。

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

■実施評価
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ちが刺激し合えるよう配慮しました。具体的には、大学、

年齢、部活といった所属などから日常では起こらないよう

な出会いをあちこちで生むことができたと考えています。

　2つ目に参加者に困難に打ち勝つ達成感を経験してもら

うことです。ほとんどの参加者にとって80kmを歩ききる

ということは初めての体験だったはずです。ゴール直前で

精神的にも体力的にもギリギリであるはずの参加者の方々

から「もうここで辞めたい」という声を聞くことはほとん

どありませんでした。

　3つ目にこのイベントが参加した1人1人にとって自分自

身を見つめ直すきっかけになってほしいということです。

場所によっては民家もなく街灯だけのような道も歩きま

す。そこにあるのはただ「歩いている自分」のみです。肉

体、精神に訴えかけるこの身体経験は他には代え難い何か

を1人1人に焼き付けたと私たちは信じています。

　以上3つの参加者目線でこのイベントについて評価させ

ていただきました。

　最後に、運営を行ってきた私たち自身がこのイベントを

通して得たものは何物にも代え難い大きな財産をもたらし

てくれたと感じています。2回目の開催と言えど、ほとん

どゼロの状態からスタートした今回の歩行祭。慢性的なメ

ンバー不足に悩みながらも、それでも興味をもって飛び込

んできてくれる後輩たちとこうして1つの僕らの歩行祭と

いう作品を作り上げることができたこと、参加者の方々か

■実施の内容

6月23日　参加者交流会

　本番に向けて事前説明を兼ねた参加者交流会を企画。当

日はグループごとにまとまって歩くため、参加者同士の協

力が不可欠である。そこで、この参加者交流会でグループ

ごと作業することを通して、より本番を楽しんでもらうよ

う配慮した。

　グループは初対面同士、一緒に参加した友人同士など参

加者の目的に合わせて編成した。

7月6日〜7日　僕らの歩行祭　本番

　当日は朝9時に北海道神宮を出発し、折り返し地点であ

る小樽を目指す。10〜15人で1グループとし、10グルー

プが列を作り歩く。2時間に1回程度の割合で休憩所を設

置し、救護車を含む4台の車で参加者の荷物運搬、負傷者

の対応などをした。折り返し地点で夕食をとり、札幌に向

かう。往路と同様復路も2時間に1回程度の割合で休憩し、

先頭は翌朝6時に北海道大学にゴール。最後尾も1時間程

度の遅れながらも到着した。

　体力的にリタイヤせざるを得ない参加者もわずかながら

いたが、最終的にほとんどの参加者が完歩することができ

た。

■実施時期

2013年

6月23日：参加者交流会

7月6日〜7日：僕らの歩行祭　本番

■実施の評価

　私たちはこの「僕らの歩行祭」というイベントに3つの

意義を掲げ企画・運営を行ってきました。

　まず1つ目として北海道の多くの学生が深くつながるこ

とができるという点です。グループ編成の際、参加者の希

望に添いつつできるだけ1つ1つのグループで多様な人た

僕らの歩行祭〜夜のピクニック〜
代表／大木　研人　　工学部　　環境社会工学科　　4年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

大塚　慎也 医学部 医学科 4

岡田進太郎 工学部 環境社会工学科 4

気仙　　誠 工学部 環境社会工学科 4

鵜沼　彩香 藤女子大学 3

秋山　颯太 工学部 応用理工系学科 2

竹内　琳加 農学部 農業経済学科 2

向藤原　海 農学部 農業経済学科 2

新谷　研人 総合教育部 理系総合 1

山田　　愛 総合教育部 文系総合 1
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ら「また来年も参加したい」という声をかけていただいた

こと、その1つ1つが私たちにとって大きな達成感を産ん

でくれました。この思いをいつまでも引き続かれるような

イベントであり、実行委員会でありたいと強く再確認でき

たことこそが私たちにとっての今回の「僕らの歩行祭」に

たいする評価であると考えています。

■その他（希望・反省等）

　元気プロジェクトの採択結果と本番までの期間が短く、

対応が場当たり的になってしまった部分がありました。ま

た、予算作成の際の読みの甘さは今後の課題と言えます。

　もし可能であれば元気プロジェクト採択決定の時期の前

倒しの検討をお願いしたいと考えています。

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

■実施評価
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北大カフェプロジェクト
代表／小林　貴洋　　工学部　　機械知能工学科　　2年

■実施の内容
・2013年6月6日〜9日「北大祭カフェ」（2032杯）

　北大祭の開催に合わせて、博物館のウッドデッキでオープンカフェを

開催した。アカペラサークルNoSeRA、北大アイリッシュサークル、

北大ピアノクラブを招き、野外コンサートも行い、活気あふれる北大祭

の中でほっと一息つける空間として多くの人で賑わった。

・2013年8月4日「オープンキャンパスカフェ」（275杯）

　オープンキャンパスで北大を訪れた受験生やその保護者を対象に、附

属図書館と13条交差点の2カ所でカフェを同時開催した。現役の北大生

と気軽に交流できる空間としてとても好評だった。

・2013年8月31日〜9月1日「北大マルシェカフェ」（755杯）

　農学部ローンで行われた北大マルシェに出店。来場者とマルシェが繋

がるようなカフェを目指した。また、初めてクッキーの提供を試みたと

ころ大好評だった。

・2013年9月28日「ホームカミングデーカフェ」（75杯）

　学生支援課からの依頼があり、大学全体で行われたホームカミング

デーに合わせて博物館にてカフェを開催した。OB・OGさんが現役の

学生と交流できる空間を作った。

・2013年10月9日〜12日「にゃんものかふぇ」（385杯）

　捨て猫の保護を目的として、NPO法人「ツキネコ　北海道」とコラ

ボレーションして開催した「ねこあいかふぇ」と、物を置いていくのも

持っていくのも自由な物々交換を行った「物々交換カフェ」の2つのカ

フェを同時に展開した「にゃんものかふぇ」。様々な人の交流がみられ、

終日なごやかな空気に包まれたカフェとなった。

・2013年10月18日「SCSDトークカフェ」（91杯）

　遠友学舎で行われたSCSDのイベントに出店した。大学生活における

環境問題について気軽に議論できるような空間を作った。

・2013年11月1日・4日「クラークシアターカフェ」（312杯）

　北大映画館プロジェクトのクラークシアターの会場となっているク

ラーク会館前でカフェを行うことで、映画をきっかけに様々な人が交流

できる空間を目指した。

・2013年11月2日〜3日「銀杏並木カフェ」（2337杯）

　銀杏並木の黄葉にあわせて13条交差点でカフェを開催した。音楽と

黄葉をテーマとしたカフェ。銀杏並木の黄葉の下、9つの音楽サークル

の演奏と温かいお飲み物で、秋の北大を満喫していただくことができ、

とても好評だった。

・2013年12月6日「NoSeRaクリスマスライブカフェ」（122杯）

　遠友学舎で行われたNoSeRaのクリスマスライブに出店した。ただ

飲み物を提供するだけではなく、来場者と出演者が交流できるようにと

取り組んだ企画「メッセージツリー」は大好評だった。

・2014年2月8日〜9日「かまくらかふぇ」（227杯）

　“北大の冬を味わうカフェ”をコンセプトに、理学部ローンにて「か

まくら作り」や「冬の科学実験」など企画に富んだカフェを開催した。

観光の方や留学生など様々な人と、かまくらの中で温かい飲み物ととも

に楽しい時間を過ごした。

・2014年3月1日〜2日「卒論ポスターカフェ」（実施予定）

　様々な学部の4年生が、市民の方や在学生に向けて、卒論をポスター

形式でわかりやすく発表するという博物館主催のイベントに出店する。

発表者と聴講者が気軽に交流できる空間を作りあげる。

・2014年3月8日「ウォームシェアカフェ」（実施予定）

　北区役所が取り組むウォームシェアの一環として、大平百合が原地区

会館で開催されるアコーディオン演奏会に出店する。北大から離れた開

場でも、地域の方と交流できるアットホームな空間を演出することを目

指す。

■実施時期
2013年4月〜2014年3月

■実施の評価
　北大カフェプロジェクトの目的は「カフェ運営による人と人を繋ぐ

アットホームなスペースの提供」であった。今年度開催した12回のカフェ

（実施予定含む）を通して、学生をはじめ地域住民や観光客などといっ

た普段あまり交流のない人々が、気軽にコミュニケーションを取れるカ

フェスペースの提供ができたと実感している。カフェスペースでは、そ

の場に偶然居合わせた人同士のより深い交流が多く見受けられた。

　季節を生かしたカフェである、夏の「北大祭カフェ」、秋の「銀杏並

木カフェ」、冬の「かまくらかふぇ」では、北海道大学の自慢である素

晴らしい自然をじっくり堪能できるような空間を作りあげることができ

た。また、今年度はただ自然を堪能していただくだけではなく、趣向を

凝らしたイベントを併せて企画することでさらに素晴らしい空間を目指

した。

　昨年度までの活動で、カフェの運営基盤をしっかり整えることができ

たことで、今年度は積極的に多くの新しい取り組みを行うことができた。

　1つ目はクッキーの提供である。今までカフェを開催してきた中で「飲

み物にあうお菓子があったら更によい」といったような要望を受けるこ

とが多々あり、そのような要望に応えるべく、いくつかのカフェでクッ

キーの提供を試みた。

　2つ目は新しい飲み物の提供である。カフェに来場される方には道外

からいらした方も多く、そのような方に「カツゲン」、「ガラナ」といっ

た飲み物を提供することで、北海道を体感していただけた。また、キャ

ラメルマキアートを新しくメニューに加えることで、さらに魅力的なカ

フェを目指した。

　3つ目は本プロジェクトだからこそできるカフェ企画の実現である。

本プロジェクトの特徴が顕著に現れたのが「にゃんものかふぇ」である。

大学生の自由な発想を基にして企画を考案した「物々交換カフェ」、他

の団体と協力して一つのイベントを作りあげた「ねこあいかふぇ」。こ

の二つのカフェを同時に開催することで、「様々な人がそこに留まり、

空間を共有する」という、カフェの特色とユニークな企画で、普通のカ

フェやイベントでは味わうことができない体験を来場者に味わってもら

うことができた。

　年間を通しての飲み物の提供数は約6,800であり、昨年度よりも

2,000杯以上多い結果となった。私たちの活動を通して、とても多くの

地域の方々や観光の方々などに、北大の魅力を感じていただけたと実感

している。北大は地域に開かれた大学であるが、私たち現役の学生と北

大に訪れる方とが直接交流することで、より大学を訪れた人に北大を身

近に感じていただくことに繋がたのではないかと考えている。
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■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

伊藤　雄輝 農学院 環境資源学専攻 修士1

金子　由実 理学院 自然史科学専攻 修士1

飛田　英克 農学院 生物資源科学専攻 修士1

相澤　優作 工学部 機械知能工学科 4

今出　悠太 工学部 応用理工系学科 4

大場　　雅 文学部 人文科学科 4

岡野　友香 理学部 化学科 4

川村　航大 法学部 法学課程 4

十川　聡子 農学部 生物資源科学科 4

中村　晴日 教育学部 教育学科 4

三浦　智也 農学部 農業経済学科 4

相野　宏貴 法学部 法学課程 3

伊東　絢子 文学部 人文科学科 3

馬橋　　諒 北海学園大学工学部 3

管　　快斗 農学部 農業工学科 3

木下　奨平 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

金城　早希 経済学部 経営学科 3

佐野　孝矩 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

久保田早穂 経済学部 経営学科 3

小松由梨香 文学部 人文科学科 3

坂口明日美 工学部 環境社会工学科 3

高橋　　優 文学部 人文科学科 3

野呂　雪華 経済学部 経営学科 3

堀川　大介 水産学部 資源機能化学科 3

武藤まり恵 文学部 人文科学科 3

森下　　航 法学部 法学課程 3

岩本　太一 工学部 環境社会工学科 2

岡本　紅羽 天使大学看護栄養学部 2

加藤麻由香 法学部 法学課程 2

木下　　瞳 文学部 人文科学科 2

角谷　加奈 北海学園大経済学部 2

佐藤　和也 法学部 法学課程 2

角谷　加奈 北海学園大経済学部 2

清水　　昴 工学部 環境社会工学科 2

高橋　　颯 工学部 環境社会工学科 2

西村　洋亮 経済学部 経営学科 2

堀田　剛士 文学部 人文科学科 2

溝口友里奈 教育学部 教育学科 2

柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 2

柳谷　祐希 北海商科大学商学部 2

山城　文彦 法学部 法学課程 2

上田　菜穂 文学部 人文科学科 1

大橋　史奈 総合教育部 理系総合 1

河合　美典 総合教育部 理系総合 1

煙山　絢子 小樽商科大学商学部 1

宍戸佑佳子 藤女子大学文学部 1

■その他（希望・反省等）
　多くの来場者から、これからも北大カフェプロジェクトの活動を継続

してほしいといったお声を頂いている。また、6年間活動を継続してき

たことで、数年前よりもカフェの空間が、さらに居心地の良い空間になっ

ているとのお声も頂くようになった。そのような期待にお応えできるよ

うに、今後も現状に満足することなく精力的に活動を行っていきたい。

今年度は、プロジェクト内での連携を密に取ることで、カフェの企画か

ら運営までをより効率的に行うことができた。しかし一方で活動の幅が

広がったことで、生じた問題も見受けられた。来年度は本プロジェクト

の活動意義をしっかり考えながら、さらに良い活動を目指し、精力的に

活動に取り組む必要があると考えている。

　また、プロジェクト参加メンバーは活動を通して、講義では学ぶこと

なかなか難しい様々な経験を積むことができた。この経験はこれからの

生活に大いに生かされると思う。

　最後になりましたが、6年間継続して北大元気プロジェクトに採択し

ていただいているおかげで、本プロジェクトは活動を続けられておりま

す。学生支援課の皆様には、様々な場面でお世話になりました。本当に

ありがとうございます。

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

■実施評価

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

菅原　雄太 総合教育部 理系総合 1

関井菜々香 教育学部 教育学科 1

関根　迪高 北海学園大学経営学部 1

玉木　慶弥 北海学園大学法学部 1

中岡梨々子 総合教育部 理系総合 1

長澤　　萌 北海学園大学人文学部 1

羽石　麗奈 大谷大学芸術学部 1

早坂　彩奈 北星学園大学短期大学部 1

福島　咲子 大谷大学芸術学部 1

藤木明日香 医学部 保健学科 1

宮上　典子 文学部 人文科学科 1

村岡　愛子 文学部 人文科学科 1

八木伸一郎 法学部 法学課程 1
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　学生支援課の支援なしには私たちの活動は成し得なかったです。メン

バー一同心から感謝しております。ありがとうございました。

北大元気プロジェクト2013実施報告書　資料
資料1．収支報告

資料2．アンケート結果
○アンケート実施カフェ

北大祭カフェ・オープンキャンパスカフェ・北大マルシェカフェ・ホー

ムカミングデーカフェ・にゃんものかふぇ・SCSDトークカフェ・クラー

クシアターカフェ・銀杏並木カフェ・NoSeRAクリスマスライブカフェ

回収部数：268部

回収率：4.1％

カフェ名 募金額（円） 支出（円） 利益（円）
北大祭カフェ 265,042 93,975 171,067
オープンキャンパスカフェ 28,281 11,609 16,672

北大マルシェカフェ 91,893 46,393
22,750
（注1）

ホームカミングデーカフェ 12,977 27,981 －15,004
にゃんものかふぇ 62,358 35,774 26,584
SCSDトークカフェ 11,047

238,640
（注2）

108,432クラークシアターカフェ 11,154
銀杏並木カフェ 324,871
NoSeRAクリスマスライブカフェ 8,231 8,688 －457
かまくらかふぇ 23,748 36,493 －12,745
卒業ポスターカフェ － － －
ウォームシェアカフェ － － －
水・備品修理代・雑費 0 137,667 －137,667

合計 839,602 637,220 179,632
注釈1：利益を北大マルシェ実行委員会と折半した。
注釈2：時期が近い3つのカフェの材料を一括購入したため。

来場者年齢分布
60

50

40

30

20

10

0
10
歳
未
満

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

70
代

80
代

来
場
者
数（
人
）

4

14

25

3334

19

50

35

4

カフェ利用回数

全体の評価

来場者所属分布
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
大学生

39

19

91

1011

61

その他観光客札幌市民教職員高校生

来
場
者
数（
人
）

160

140

120

100

80

60

40

20

0
142

9

28

138

6回以上5回4回3回2回1回

回
答
人
数（
人
）

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

1％
7％

23％

69％

北大カフェプロジェクト

22



来場者からの声
○金額が決まってなく募金というのがおもしろかった。とても良い心が

けだと思います！ （北大祭カフェ・60代・女性）

○大学の内部に市民が入りづらいけどこういう場が有れば嬉しいです。

 （銀杏並木カフェ・50代・女性）

○動物と触れ合うのはいいですね。命の大切さを教えて下さい。春にラ

ブラドールを亡くし、ポカーンとした時期が長く続いたけど元気にな

りそうです。ごちそうさまでした。

 （にゃんものかふぇ・50代・女性）

○構内でこんな感じのいいカフェがあるなんて知りませんでした。来た

ときは是非利用したいです！ （北大祭カフェ・50代・女性）

資料．3活動の様子

「北大祭カフェ」

「オープンキャンパスカフェ」

「ホームカミングデーカフェ」

にゃんものかふぇより
「ねこあいかふぇ」

「かまくらかふぇ」

にゃんものかふぇより「物々交換カフェ」

「銀杏並木カフェ」

「NoSeRAクリスマスライブカフェ」
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北大健「口」プロジェクト2013
代表／中澤　誠多朗　　歯学研究科　　口腔医学専攻　　博士4年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

新阜　宏平 歯学部 歯学科 6

石田　雄大 歯学部 歯学科 6

澤　みなみ 歯学部 歯学科 6

金井香央梨 歯学部 歯学科 6

前川　　翠 歯学部 歯学科 5

太田　祐介 歯学部 歯学科 4

三原竜太朗 歯学部 歯学科 3

菊池　媛美 歯学部 歯学科 2

岸本　紗季 歯学部 歯学科 2

城戸　春花 歯学部 歯学科 2

小島　遥乃 歯学部 歯学科 2

高瀬　雅彩 歯学部 歯学科 2

寺田　　梓 歯学部 歯学科 2

山本悠太郎 歯学部 歯学科 2

青木　俊太 歯学部 1

稲田英里子 歯学部 1

大澤　杏子 歯学部 1

遠山　晏梨 歯学部 1

萩野谷　大 歯学部 1

アとして確立しつつあり、今回もライオンさんやゾウさん
といった着ぐるみは大好評だった。ゾウさんにいたっては
他ブースへも半ば強制的に出演させられたほどである。代
表としては中の人（1年生）の熱中症を危惧していたのだが、
事故なく無事役目を果たされたことをうれしく思っている。

〈反省〉
　代表の都合により活動準備や予算申請について動きが遅
れることがあった。メンバーの尽力により活動そのものは
無事に終えることができたが、関係するみなさまにご迷惑
をおかけしたことを反省している。
　また、施設でインフルエンザ発生に伴い活動できなかっ
たこともあり、当初予算を大幅に下回る使用状況だったこ
とについても、見通しの甘さなど反省すべき点であり、次
年度の教訓としたい。

〈今後の展望〉
　小児口腔保健分野、成人・高齢者口腔保健分野といった
歯科そのものに関する部分については、安定した活動がで
きるシステムが構築できたと考えている。これだけだと面
白くないので、今回新たに参加した防災イベントのように、
直接歯科に関係ないと思われている分野にも積極的に参加
することが今後の課題である。

■実施の内容
［小児口腔保健］
2013/9/8  ミニ大通おさんぽまつりブース出展（札幌市

立大“act”と共同で）　―詳細は別紙2
2013/9/25 桑園幼稚園訪問
  ―劇・紙芝居・ブラッシング指導・保護者向

け講演
2013/10/5 ふるびら幼児センターみらい訪問―詳細は別紙3
2012/12/6 八軒太陽の子保育園訪問
  ―劇・紙芝居・ブラッシング指導・園児と交流
　活動内容については各園と個別に調整し、計画書に記載
した内容で活動を行った

［成人・高齢者口腔保健］
2013/9/18 勉強会―終末期の栄養摂取方法を考える（中澤）
  ―車椅子の使い方について（実習、講師札幌

市社会福祉協議会遠藤様）
2013/9/8  ミニ大通おさんぽまつりブース出展（札幌市

立大“act”と共同で）
  ―口腔周囲筋の筋力向上を目的とした口腔機

能向上体操
2013/9/30  新川エバーライフ訪問（北海道歯科衛生士会

“雅の会”と共同で）
 ―個別の口腔ケア、集団でのお口の体操
2014/1/27  新川エバーライフ訪問の予定だったが、ホー

ムにてインフルエンザ発症のため訪問は中止
となった

2014/3/15 反省会・次回の計画についてミーティング
　　（予定）

［新規企画］
2013/9/29 もしも北海道（防災イベント）ブース出展
  ―災害関連死に占める肺炎の割合と口腔衛生

状態との関連について

■実施時期
2013年8月5日〜2014年3月15日

■実施の評価
〈評価〉
　前年に引き続いて札幌市立大“act”や北海道歯科衛生士
会と連携し活動できた他、今回は新たに札幌市社会福祉協
議会に講師派遣を依頼したり、おさんぽ祭りの活動時に防
災イベントへの参加を打診いただくなど、活動の幅をさら
に広げることができた。
　2年連続で参加したおさんぽ祭りは、本プロジェクトのコ
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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

■実施評価

企画実施報告書

平成25年10月8日

北大健「口」プロジェクト

代表　中澤　誠多朗

企画名：ミニ大通お散歩まつり

実施団体：北大健「口」プロジェクト／札幌市立大学ボランティアサークルact

実施予定日時：平成25年9月8日　10：00〜12：00

活動内容：ちびっこコーナー（動物の歯と生え変わりのおはなし・マンモスの歯の

展示・写真撮影会）

　　　　　健口体操（一般市民向け講演・口腔機能向上のための体操の指導）

参加人数：13名

実施記録：

9月6日

17：30 着ぐるみ受け取り、料金支払い（札幌衣装）

9月8日

9：30 現地集合（北3条西15丁目）

10：00 ちびっこコーナーにて子供向け講演（動物の歯と生え変わり）中澤

10：20 着ぐるみ＆マンモスの歯と写真撮影

11：30 一般向け健口体操

12：00 活動終了、解散

9月9日

17：30 着ぐるみ返却（札幌衣装）

費用：着ぐるみ2着（27,300円）

以上の通り実施したことをご報告します

中澤　誠多朗

企画書

平成25年9月26日

北大健「口」プロジェクト

代表　中澤　誠多朗

企画名：古平町認定こども園みらい訪問

実施団体：北大健「口」プロジェクト

実施予定日時：平成25年10月5日　9：00〜13：00

活動内容：歯科検診（歯科医師2名）・ブラッシング指導・劇・紙芝居・

　　　　　保護者向け講演・展示

行程表：

10月5日

5：30 北大前集合、出発

8：30 古平町到着

9：00 認定こども園みらいにて活動準備開始

10：00 活動開始

12：00 活動終了、清掃開始

13：00 昼食

14：00 古平町出発

16：30 帰札、解散

費用：レンタカー代（8000円）・ガソリン代（約3000円）
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　しかしながら、「北大生と来場者の方々が交流できる企

画」は他団体を除いた金葉祭主催のものとしては自然工作

体験しか行うことができず、物足りないものになってし

まった。来年度はサークル発表の機会を設けるなどして改

善していきたい。

　運営人数が少なく、準備段階も当日も慌ただしいものに

なってしまったが、大きな問題、事故なども起きず、また

天候にも恵まれたため、全体を通してとても良いイベント

にすることができた。

　評価項目で3をつけた「自主性・創造性」「修学及び研

究意欲」については今後このイベントを運営していく上で、

少しずつ取り入れていきたいと思っている要素である。

　昨年度からの大きな目標「北大を代表するようなイベン

トにしていく」に向けて、今年度はその大きな基板を築き

あげることができたように感じる。来年度以降は今年度を

ベースにより大きなイベントにしていきたい。

■その他（希望・反省等）

　サークル発表の場所を設けることができなかったため、

来年度は必ず実施したい。

　13条通りの交通整備が非常に大変なため、歩行者天国

の時間を20時まで延長してほしい。

■実施の内容

　主な内容は13条通りの銀杏並木全面ライトアップ、北

大の落ち葉を使って栞を作る自然工作体験、豚汁とじゃが

バターを提供する屋台。

　銀杏並木全面ライトアップは昨年度同様、発電機と投光

器を用いて行ったが、今年度は発電機の数が非常に多く

なったため、運搬や撤去の際にレンタカーを利用した。

　自然工作体験についても、昨年度同様に北大の落ち葉を

ラミネーターで加工して栞を作成するという形であった

が、昨年度よりも規模が非常に大きくなった。

　屋台に関しては今年度が初めての企画であったが、景観

を崩さないテントの中で温かい食べ物を提供した。

　昨年度よりも宣伝に力を入れたこと、また当日の天候に

恵まれたことによって非常に賑わった分、実行委員会でも

13条通りの交通整備を行った。

　また、当初の予定にはなかったが、昨年度よりも規模の

大きいライトアップカウントダウンも実施した。

■実施時期

　13条通りが歩行者天国になる10月下旬〜11月上旬に合

わせて開催。

　（今年度は11／1〜11／3）

■実施の評価

　「銀杏並木の景観を崩さないように気を配りつつ、静か

な雰囲気の屋台、北大生と来場者の方々が交流できる企画、

そしてメインイベントである銀杏並木の全面ライトアップ

を行い、誰もが楽しんでもらえるようなイベントにする」

という当初の目的についてであるが、概ね達成することが

できた。

　特に「景観を崩さないこと」「全面ライトアップ」「みん

なに楽しんでもらう」という点に関しては、大成功と言っ

ても過言ではない。

北大金葉祭
代表／菅井　僚　　教育学部　　教育学科　　2年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

遠田　　建 医学部 医学科 2

豊川　和真 経済学部 経営学科 2

堀　ゆりえ 経済学部 経営学科 3

小崎　拓登 理学部 化学科 2

増田　　到 農学部 応用生命科学科 2

大池　琢斗 理学部 数学科 1

永井　　舜 文学部 人文科学科 1

檜山　悠宇 医学部 保健学科 1

川㟢　安紋 法学部 法学課程 1

新谷　研人 総合教育部 理系総合 1
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■実施評価決算 単位（円）
内訳 収入 内訳 支出 差額

自然工作体験 6,907 自然工作体験 2,124
屋台1日目 38,768 食材 58,552
屋台2日目 50,045 紙 5,738

印刷 6,155
雑費 11,169
保険 9,670

合計 95,720 93,408 2,312
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■実施時期

4月26日

　〜5月14日  WEBサイト上で出店団体から使用希望容

器とその個数を受付

5月15〜16日 参加団体から代金の受取り

6月5日 容器の受け渡し

6月6〜9日 容器の追加販売・ごみ回収

6月23日 販売業者への料金支払い

■実施の評価

　今年は本活動の取り組みをより広く知ってもらうために

広報活動に力を入れ、昨年行った学内広報誌や北大祭公式

ホームページ、パンフレット、リーフレットへの掲載の他

に、容器を使用した参加団体には「エコ容器使用団体証」

を掲示してもらうことで、外から見て分かりやすいように

してもらいました。

■実施の内容

　毎年6月に開催される北大祭では、多くの参加団体が模

擬店を出店するのに伴い、大量の容器包装類が使用されて

います。そこで北海道大学大学祭全学実行委員会事務局で

は環境に配慮した容器をあっせんし、その容器が使用され

ることで、環境負荷が軽減され森林資源やエネルギーの節

約・保護に貢献すること、一括購入によって手間を軽減し、

より多くの北大祭参加団体に容器を使用してもらうこと、

そして北大祭に訪れる来場者の方に容器を実際に使用して

もらうことで環境対策への取り組みについての理解を広

め、さらなる環境に対する意識を持ってもらうことを目指

しました。

　今年度取り扱った容器は以下の通りです。

・ パルプモールドパッケージ

　（3種類：どんぶり・トレー・パック）

　販売元：大黒工業㈱

・ トウカンヒモクザイBB（1種類：コップ）

　販売元：東罐興業㈱　購入元：㈱アベシン

　これらの容器の特徴は、原材料に木材ではなく短期間で

収獲できるアシやサトウキビの搾りかすといった非木材植

物繊維からなるパルプから作られていること、製造時にか

かるエネルギーが通常の紙製容器より小さいことが挙げら

れます。

　また価格については、このような環境に配慮した容器は

通常の紙製容器と比べ販売価格が少々高めになっているた

め、そのままではなかなか使われにくい傾向にあります。

そこで私たちは元気プロジェクトの支援を受けることによ

り、販売価格を下げて通常の容器の値段に近づけることを

目指しました。

北大祭環境負荷軽減プロジェクト
代表／木村　弥生　　工学部　　環境社会工学科　　2年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

木村　弥生 工学部 環境社会工学科 2

澤田　一真 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

南村　拓海 文学部 人文科学科 3

堀口　翔平 農学部 森林科学科 2

磯部　和博 法学部 法学課程 2

内藤　瑳紀 文学部 人文科学科 2

三島　英莉 農学部 生物機能化学科 2

中西　夏輝 農学部 生物機能化学科 2

岩崎　圭祐 法学部 法学課程 2

更科　壮太 薬学部 薬学科 2

國本　英樹 農学部 農業経済学科 2

碓氷　　光 理学部 数学科 2

前本　直樹 法学部 法学課程 2

河渕　悠希 文学部 人文科学科 2

久野　慎弥 経済学部 経営学科 3

三幣　俊輔 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

飛田野祥平 水産学部 増殖生命科学科 2

高橋かえで 文学部 人文科学科 2

山本　達平 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

橋田　　類 経済学部 経済学科 2

森　　綾直 水産学部 海洋生物科学科 2

増永　凜瞳 法学部 法学課程 2
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　また、北大祭期間中においてはメインストリート各所に

設置したごみ回収所や休憩所、高等教育推進機構といった、

来場者の目が行きやすいところにポスターや電光掲示板な

どでエコ容器についての案内を掲示しました。

・評価

　今年度北大祭参加団体のうちエコ容器を導入した団体数

は、前年度の69団体から81団体に増加し、エコ容器はど

ん ぶ り が5900個 か ら4700個、 ト レ ー が5950個 か ら

7800個、パックが5550個から9400個、コップが16800

個から17700個と、ほぼすべての容器で売上個数が上昇

しました。北大祭全体においてエコ容器の割合が増えるこ

とは環境負荷の軽減に繋がることであり、それにおいて当

初の目標達成に貢献することができたと思います。

・反省

　今回の広報活動では、来場者がポスターや掲示物を見る

機会は増えるが環境保護の具体的な効果はわかりづらいと

指摘されました。利用した人が効果として感じてもらうに

は本活動にどういう取り組みが必要なのかということを考

慮し、今後の活動方法や広報活動の改善に努めていきたい

です。

■その他（希望・反省等）

　今年度は北大祭全体でみるとまだまだ普及の余地がある

ものの、エコ容器導入団体数、売上個数ともに増加するこ

とができました。元気プロジェクトの継続により続いてき

たこの状況が次の段階に進むには、先に示した課題の他に、

本プロジェクトの目標達成のために新しい環境負荷軽減手

段の検討も考えられます。そしてこうした活動が続くこと

で、より多くの人に環境保護に対する意識を持ってもらえ

れば幸いです。

　最後になりましたが、本プロジェクトの採択から実施ま

での間、学生支援課の皆様には大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。

評価
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■実施評価
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北大生による
「生物ロボットコンテスト」への参加

代表／峯　健太　　理学部　　化学科　　3年

■実施の内容
　iGEM（International Genetically Engineered Machine 

Competition）とは「生物ロボットコンテスト」とも呼ばれる大

会で、現在では世界各国の大学から200を超えるチームが参加して

います。我々北大チーム（iGEM_HokkaidoU_Japan）は多様な

学部生で構成されるチームで、結成4年目のチームです。iGEMと

は新たな遺伝子を生物に組込むことで新機能を持たせた生物（生物

ロボット）を作製し、その有用性、ユニークさなどを発表し、競い

合う大会です。過去のプロジェクトにはバイオディーゼル燃料を生

産する大腸菌、7色の色素を作り分ける大腸菌など素晴らしい生物

ロボットが作成されてきました。またiGEMは国際大会なので資料

作成、発表、質疑応答などはすべて英語で行います。毎年10月ご

ろに地域予選大会が行われ、そこで優秀な成績を収めた数チームが

米国のマサチューセッツ工科大学（MIT）で開催される世界大会へ

と進出します。我々は世界大会進出を目指し、毎週2〜3時間のミー

ティング、入念なプロジェクト立案、そして活動の主である夏休み

期間中の実験を熱心に行いました。

　その結果2013年度大会において北大チームは結成以来初となる

アジア地域予選突破を果たし、MITへ進むことができました。

2013年度の北大チームのプロジェクト「Maestro E. coli」は、

今まで困難だった望んだ複数のタンパク質の合成量の調節を簡単に

提供できる新しい手法であり、それが国際的な評価を得ました。

200を超える参加チームの中でプロジェクトの完成度が認められた

ことは非常に嬉しかったです。MITでは世界各国の優秀な学生と交

流を行うことができました。彼らとの学問的な交流は我々に刺激を

与え、これからの活動の励みになりました。

　帰国後は実際に見てきた他チームの様々なプロジェクトをミー

ティングで発表し合い、勉強会を行いました。このような活動が科

学の知識の獲得だけではなく、来年度のプロジェクトのヒントにも

なります。

　iGEMの活動は大会参加だけではありません。6月に行われた学

祭では市民の方々との交流として、理学部内にiGEMブースを設置

させていただき、「DNAを見てみよう」というバナナからDNAを

抽出する簡単な実験を行いました。また遺伝子について理解しても

らうべくポスターを作製し、それを用いてDNAや遺伝子組み換え

に対する正しい知識を広め、科学を身近に感じてもらえるように工

夫しました。夏休みには立命館慶祥高校と札幌開成高校へ赴き、

iGEMの活動内容や簡単な合成生物学の知識を紹介させていただく

ことができました。

■実施時期
2〜3月： 新人教育

4〜10月： プロジェクトの立案、実験

10月： アジア大会

11月： MIT世界大会

11月以降：反省、新プロジェクトの立案

■実施の評価
　我々北大チームは2013年度で4年目の団体です。年々所属人数

も増え、ミーティングでの議論、実験の役割分担、各々の得意分野

の発揮などが効果的に行われたことで好成績につながったのではな

いかと考えます。したがって来年度もこれらの経験を生かし、上手

く活動していくことで2013年度大会では獲得できなかった特別賞

（Best Poster、Best Presentation賞等）をいただきたいと思

います。

　本プロジェクトは以下の目的で活動しています。1）学部生によ

る主体的な研究活動、2）研究発表を通じた国際交流、3）市民と

の科学コミュニケーション　の3つであります。

　1つ目の目的に関しては大方達成されたと考えます。毎週行われ

るミーティングでは実験の進捗状況や結果の考察、資料の作成が活

発に行われ、それを基に実験を行いました。合成生物学で用いられ

ている手法を実際に自分たちの手で行うことで、生物学についての

理解が深まりました。

　2つ目の目的の国際交流ですが、これについてはチームの英語力

がまだまだ不足していると感じました。普段から英語学習を行って

いた者については良い確認の機会となりましたが、そうでない者は、

やはり英語でのコミュニケーションに苦労しました。しかしその経

験を得たことで、英語学習の必要性を身をもって知り、今後の学習

に役立てる機会となりました。プロジェクトと共に英語も高い完成

度を目指していきたいと思います。

　3つ目の目的、市民との科学コミュニケーションでは6月に開催

された学祭においてiGEMブースを出しました。DNA抽出実験に

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

川畑　亜美 理学部 生物科学科 3

小原　薬子 理学部 生物科学科 3

竹内　一朗 理学部 化学科 3

新田　幸子 文学部 人文科学科 3

松村　直也 医学部 医学科 2

下山　　花 農学部 生物資源科学科 2

梅内　紫芳 理学部 地球惑星科学科 2

堀口　　理 理学部 生物科学科 2

納田遼太郎 理学部 生物科学科 2

秦　　彩乃 理学部 生物科学科 2

安田　健介 理学部 化学科 2

細木　拓也 水産学部 1

田仲　真実 水産学部 1

櫻井珠真呂 総合教育部 理系総合 1

福田　　怜 総合教育部 理系総合 1

Laurynas Vanagas 環境科学院 生物圏科学専攻 修士2

高橋　一樹 生命科学院 生命科学専攻 修士2

伊藤　健史 医学部 医学科 3
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■実施評価

参加された約300人の方々にアンケートを行った結果、多くの方に

楽しく実験をすることができた、DNAについて以前より詳しくなっ

たと回答していただきました。小学生にも参加してもらえ、彼らに

科学に対する興味を持っていただけたと考えると非常にやりがいの

ある活動であったと思います。

■その他（希望・反省等）
　昨年度は市民の方々への還元が少ない、活動の宣伝が少ないとい

う反省をしました。今年度は理学祭や高校訪問で少しでも市民の

方々への還元と、科学への貢献をしたのではないかと思います。ま

たNHKで活動を紹介していただけたのも良かったと思います。

　元気プロジェクトのご支援は非常に大きく今年度の活動の大きな

支えになりました。心より感謝を申し上げます。

元気プロジェクト内訳

項目 金額（円）
プラスチック器具類 83,408
DNA調整キット 59,975
DNA回収キット 77,206
DNA合成キット 82,215
制限酵素 98,154
DNA抽出キット 53,222
ゴム器具類 8,272
アッセイキット 37,453
合計 499,905
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北大生のみんな　留学生センター「日本語イブ
ニングコース」で外国人に日本語を教えよう！！

代表／早苗　修平　　経済学部　　経営学科　　2年
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■実施評価

■実施の内容
　2010年10月から北大留学生センターで「日本語イブニング・コース」
（以下、イブニング・コース、またはコース）という、日本語教師を志
望する北大生と市民ボランティアが北大留学生・外国人研究者（および
その家族・子ども）に日本語を教える講座が開かれてきた1）、2）。このコー
スは基本的に毎週火曜日と金曜日の18：15〜20：00に開講されている。
　2012年度に始動した本プロジェクトは、国際交流や留学、日本語教
育に興味を持つ北大生がイブニング・コースで教壇に立つ支援を、学生
側から進めてきた。
　留学生・外国人研究者とその家族を対象に、日本文化・社会への理解
を促進する──このイブニング・コースの目的に賛同する学部生・修士
院生を集めることは、コースにとって重要である。イブニング・コース
を継続していくためには、コースに携わる北大生を、人数・日本語指導
力の点で常に増強する必要がある。
　また、北大中期目標3）で掲げられた「国際性の涵養」を北大生に促す
ことも本プロジェクトは目指してきた。外国人に日本語を教えることは、
北大生の　①国際活動への興味・自信の喚起、②コミュニケーション力
向上、③異文化理解の向上　に繋がると考えるからである。
　2013年度秋学期の開始直前には、北大生を主な対象にして、留学生
センターで「日本語イブニング・コース説明会＆インストラクター講習
会」を開催し（2013年10月4日、11日の計2回）、のべ31名の参加があった。
説明会・講習会で集まった北大生には、10月4日の「日本語イブニング・
コース2013　秋学期」開始以降、同年度春学期から他のインストラク
ターが既に開講・実施していた授業を随時参観してもらった。そこでは、
外国人の日本語学習者と机をならべての「生徒体験」や日本語ネイティ
ブとしての指導補助、そして、実際に外国人に日本語を教えるインスト
ラクターとしての機会を提供した。
　また、昨年度の課題であった中・上級者への対応については、「日本
文化理解のための会話クラス」「発音・イントネーションを見直すクラス」
「映像作品から学ぶ日本語」の実施によって、彼らの学習要求に答える
ことに成功したと考える。

■実施時期
2013年8月7日〜2014年3月31日
※�ただし、「元気プロジェクト2013」採択以前の2013年4月から活動
準備を開始していた。

■実施の評価
　本元気プロジェクトは、若い北大生に「日本語イブニング・コース」
への参加を促してきた。日本語教歴のない者でも各自の得意分野・技能
を活かして独創的な授業を実施できることは、国際交流を目指す北大生
にとって最大の魅力である。
　しかし、このような条件のもとでも、北大生には、自分のクラスを作っ
て教え始めるのを悩みためらってしまう者がいた。それは特に、今年度
の後期に顕著であった。
　これまで、指導経験がある先輩の教育ノウハウを伝えるために、「体
で覚えて持ち帰ってもらう」生徒体験と指導補助を、積極的に展開して
きた。さらに今後は、インストラクター初心者が授業・教材を準備しは
じめた段階においても、指導の経験者が後進を積極的にサポートしてい
く必要がある。先輩のノウハウを実践・理論の両方から伝承してこそ、
北大生が国際交流する場を将来に保証できるからである。
　本プロジェクトでイブニング・コースのインストラクターとなった北
大生は、日本に居ながらにして国際交流の機会を得られたといえよう。
彼らは、イブニング・コースで　①留学せずとも国内で可能な異文化体
験、②コンスタントな外国人との出会い　を体験できたからである。

　本年度は元気プロジェクトによる「日本語イブニング・コース」支援
により、日本語の映像教材（日本映画・ドラマのDVD）を充実させる
ことができた。これにより、昨年度の課題であった、中・上級者の学習
要望に応えられるクラスが実施できることとなった。
　今後も、北大生と市民ボランティアでより一層の協力を図り、日本語
インストラクターの質（指導力）と量（人数）を厚くしていきたい。
　「日本語イブニング・コース」の活動を若い北大生が継続的に支援し
ていくことで、本プロジェクトは学内外に広く認識される。これは、「北
大に来れば世界で日本語を教えられる人材に成長する」という北大の国
際性を、絶えず社会へ発信することに繋がっていく。平成26年度も、
ぜひこのプロジェクトを継続したい。

■その他（希望・反省等）
統計データ　�「日本語イブニング・コース2013」の春学期（2013年4

月12日〜8月9日）と秋学期（2013年10月4日〜2014年
2月14日）の参加者数推移を、それぞれ図1と図2に示した。

謝　　　辞　�本プロジェクトの実施にあたり終始適切なご協力・ご助言
を賜った国際本部の教職員の皆様に、心より御礼申し上げ
ます。

【資料】
1）�山下好孝・本間淳子・田中里実（2010）日本語イブニング・コース中間報告．

� http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/46740/1/

JISC14_002.pdf

2）�山下好孝（2011）2011年度日本語イブニング・コース中間報告．

� http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/49300/1/

JISC15_004.pdf

3）�国立大学法人北海道大学（2012）中期目標・中期計画一覧表．

� http://www.hokudai.ac.jp/pr/tenken/hyouka/houjin/2nd/chuki.pdf

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

印南　裕貴 医学部 医学科 3

劉　　煥然 工学部 応用理工系学科 2

上林　彰仁 理学院 自然史科学専攻 修士2
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『ひらがなクラス』
　全くの初学者が対象。50音表を用いて、平仮名の読み書きを指導する。
　例年、受講者のニーズが最も高いクラスの一つ。イブニング・コースには、正規の日本語クラスを受講
するレベルに達していない日本語学習者の参加も多い。

『こどもクラス』

　今年度は、小学校入学を1年後に控えた児童の参加があった。名詞、ひらがな・カタカナ・漢字の読み方、
日本語での足し算・引き算の言い方などを学習した。
　イブニング・コースは親子で参加することができるため、子供がこのクラスを受講し、親は自らのレベ
ルに合った別のクラスを受講し、それぞれの希望に沿った学習が可能である。

『発音・イントネー
ションを見直すクラ
ス』

　初級文法を終えた学習者が対象。
　初級レベルの音読や会話はできるが、発音・イントネーションの癖を直したいと希望する学習者が多い
ため実施した。
　また、むかし初級の段階で付いた発音の癖を直したい中・上級学習者も、多数参加した。

『初級日本語クラス』
　教材に『みんなの日本語　初級　本冊Ⅰ・Ⅱ』を使用して、初学者を指導するクラス。
　留学生センターの正規の日本語授業に結びつく内容でもあるため、橋渡しとしての役割もある。

　：イブニング・コース生徒　　　：日本語インストラクター
回 数
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■図1．「日本語イブニング・コース2013」春学期（2013年4月12日〜8月9日）参加者数の推移．

■図2．「日本語イブニング・コース2013」秋学期（2013年10月4日〜2014年2月14日）参加者数の推移．

■表1．実施クラス（一部）とその内容
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た。また、学年や学校の特色に合わせた授業を実施する事

で、生徒一人一人が科学や理科への関心が深められたので

はないかと考える。さらに、昨年度から引き続き、同じ実

施校からの理科教室の依頼が得られたことから、学校教員

の方からも理科実験が有用であると認められているという

ことがわかる。結果以上のことから、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。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。本活動を通じ、

私たちが学んだことを以下に示す。

実験準備…�先生方や受け入れ先の方々とメールや電話、も

しくは直接お会いしながら打ち合わせを行っ

た。実施校の要望を聞き入れるだけでなく、こ

ちらからの提案や意見も伝えることで、双方が

協力し合い、ともに理科実験を作り上げること

ができた。また、私たちは活動をとおし、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など柔軟性や創造力を培う

ことができた。予行練習や事前準備の時間を設

け、昨年度の経験も踏まえ、よりスムーズな進

行が行えるよう尽力した。イベントを主催する

ことで、計画的に準備する力や、仲間との協調

性、さらに物事に主体的に取り組む姿勢を培う

■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

（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

（3）反省会（実施後1週間以内）

内容：実施校からの感想・反省会の実施・次回への改善点抽

出

②各企画の対象と実施内容

（1）岩見沢高等養護学校訪問

対象：岩見沢高等養護学校

実施内容：ぶんぶんごまを用いた電磁誘導実験

（2）洞爺中学校訪問

対象：洞爺中学校の1〜3年生

実施内容：ぶんぶんごまを用いた電磁誘導実験

　　　　　音と光の波長を観察する光通信実験

　　　　　手づくりプラネタリウム作成と天文学の講義

■実施時期
2013年の実施

①10月4日　岩見沢高等養護学校

②11月5日　洞爺中学校

■実施の評価
①参加生徒の科学への興味・実験教室参加意欲

　各実験教室において、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。テー

マとして設けた内容のみでなく、生徒の疑問にその場で答

え、身の回りの科学の面白さも伝えることを心掛けた。そ

の結果、岩見沢高等養護学校、洞爺中学校では、生徒が意

欲的に実験に参加し、楽しみながら学ぶ様子が見受けられ

北大理科部　〜わくわく科学教室〜
代表／岡崎　春香　　生命科学院　　生命科学専攻　　修士2年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

玉置　瞳美 総合化学院 総合化学専攻 博士1

石川　雅也 環境科学院 環境物質科学専攻 修士2

大森　　徹 環境科学院 環境物質科学専攻 修士2

長田　詩織 理学院 自然史科学専攻 修士2

広田　沙紀 環境科学院 環境起学専攻 修士2
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ことができた。

実施…�実際に人の前で理科授業を実施することで、自分自

身の知識や経験の振り返りになり、より科学や教育

に対する理解を深めようという意欲につながった。

実験・説明を行う中で、人に伝えるという上で、自

分たちに足りないものを見つけ出し、改善を試みる

ことができた。また、準備段階で想定しきれなかっ

た事態が起きたとしても、メンバーがフォローし合

い、臨機応変に対応する行動力と最善を判断する思

考力が磨かれた。

反省会…�活動後一週間以内に必ず反省会を開催し、生徒の

反応や教員の方からの意見をもとにしてメンバー

全員で問題点の抽出・改善策の模索を行った。ま

た、良かった点も上げ、次回の活動に活かすこと

を意識して、メンバー全体で反省を共有した。そ

の結果、回を重ねるごとに計画・活動が円滑に進

むようになった。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。

　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。この活動を通し、進

学や就職をした際にも有効な学びや経験を得ることができ

た。

■その他（希望・反省等）
　卒業に伴い、団体のメンバー数が減少し、昨年度に比べ

各自の負担が増した。そのため、実施校を減らさざるえず、

開催の要望を受けてもお断りすることがあった。

　ただし、1つ1つの活動に注力することで、メンバーそ

れぞれが得意な実験を持ち、専門性の高い指導を行うこと

ができた。

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

■実施評価
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■実施時期

9月29日（日）　13：00〜15：00

場所：北海道大学附属図書館メディアコート

■実施の評価

【実施目的について】

①�学生主体で開催することで本の魅力を学生から北大生や

地域に発信していく

・�アンケート結果から「楽しかった」「また来たい」とい

う意見が多数あった。

・�ビブリオバトル北大予選会だけでなく、地区決戦へも観

戦に来る方がいた。

・�敗者復活戦に北大生が6名参加し、2名が地区決戦へ進出

することになった。

②北大生と地域の方々が本を通じた交流をする

・�学外から多くの参加があり、様々な世代の方が参加した。

・�一般の方も参加しやすいようにと日曜開催にしたが、図

書館にいる北大生が平日より少なく北大生の参加が少な

かった（来年度の課題）

③北大生にとっての北大図書館のイメージアップを図る

・�FacebookやTwitterなどのメディアを用いた広報を行

うことにより、広報内容に対してフォローなどしてもらっ

たり、イベントへの問い合わせが増えたりした。図書館

イベントに目を向けてもらいやすくなったのではないか。

→実施目的については、おおむね達成することができたと

感じている。来年度はさらに今年度以上の規模のビブリオ

バトル北大予選会開催を目指したい。そしてSapolloとし

ても北大予選会チャンプへの全面的なバックアップをする

ことで来年度こそは北大から地区代表者をぜひとも輩出し

たいと考えている。

■実施の内容

　ビブリオバトル首都決戦は、ビブリオバトルを楽しむ全

国の大学生のための年に1度の全国大会である。北大予選

会での優勝者は北海道地区大会へと駒を進め、そこでさら

に勝ち進むと首都決戦へ北海道代表として出場することに

なる。本プロジェクトこの首都決戦に向けての、北大で予

選会を開催した。

【実施までの流れ】

・4月23日（火）　サンジョルディイベント

　北大附属図書案本館にて開催：8名参加

・6月28日（金）　第一回ビブリオバトル

　北大附属図書案本館にて開催：6名参加

・8月5日（月）　第二回ビブリオバトル

　北大附属図書案北館にて開催：7名参加

・9月29日（日）　ビブリオバトル北大予選会

　北大附属図書館本館にて開催：41名参加

　バトラー：北大（経済学部、医学部、法科大学院）、

　　　　　　北海学園大学

　観客：�北大（学部生、院生、職員）、他大学（北星大学、

札幌大学、北海学園大学等）、一般参加

・10月12日（土）　�ビブリオバトル首都決戦2013北海道地区決戦

　バトラー参加の北大生：3名（大会最多人数）

　スタッフとして北大生が大会総合司会を担当

ビブリオバトル北大予選会
代表／蒔苗　詩歌　　教育学部　　教育学科　　4年
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【実施により期待される効果について】

・本への親しみやすさ

　ビブリオバトル終了後に、学生・地域の方との談話会を

実施した。バトル形式だけでなく、本の楽しさについて世

代を超えて共有することができた。また、様々な大学の学

生が集まる機会となったことで大学を超えたビブリオバト

ルサークルが結成されることにもなった。

・北大の元気をアピール

　北大生がビブリオバトルを企画すること、北大生がバト

ラーとしてプレゼンすることによって北大生の元気な姿を

地域の方に見てもらうことができた。また、北大予選会だ

けなく地区決戦における北大生の活躍からも、北大のイ

メージアップ・アピールに貢献できたと思う。

・北大生にとっての図書館のイメージ改革

　北大図書館は日頃、多くの学生が利用しており北大生に

とっての重要な施設の一つである。自主学習のためだけで

なく、図書館では学生中心にイベントを行っていることに

ついて北大生にもすこしはアピールすることができたので

はないかと思う（さらに今後も活動に力をいれていきたい）。

→Sapolloはまだまだ歴史も浅く小さなサークルではある

が、北大・地域へのエネルギーは大きく活動していきたい。

■その他（希望・反省等）

・�今年度は北大予選会のみのイベントを北大元気プロジェ

クトとして申請したが、来年度はビブリオバトルをさら

に継続的なイベントとして開催していく。

・�ビブリオバトルは、学内に開かれたイベントとしてだけ

でなく地域にも開かれたイベントとして開催していく（来

年度は、近隣高校へも広報活動を行う予定）。

・�Sapollo中心となって、北大の文系サークル（特に本を

扱うサークル）との合同イベントを開催し、文系サーク

ルを活性化していく。

・�今年度以上に実りある活

動を行うためにも、新入

部員の確保を頑張りたい。

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

■実施評価

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

島田捷太郎 文学部 人文科学科 3

井上　沙織 文学部 人文科学科 2

尾崎　孝爾 医学部 医学科 2

力示　育実（賛助） 文学部 人文科学科 3
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とで、次の内容に取り組む意欲を培ったように思えた。海

藻を乾燥させて標本にしたものも展示し、市場にはなかっ

たり、口にするときには形状や色が変わっている海藻も手

に取って触っていただいたところ、驚きの声や関心を示す

姿勢が観察された。

　実施内容では、展示のみにとどまっていた透明標本につ

いての人気が高く、今後は透明標本を作製しその知識もつ

けていきたい。

■その他（希望・反省等）

　対象年齢を幼稚園児まで広げたため、実施内容をつくる

ことが非常に難しかった。今後は、対象年齢を小学生以上

にしぼり、科学を楽しみつつ学んでもらうことに重点をお

きたい。

■実施の内容

「人工イクラづくり」

　海藻に含まれるアルギン酸をカルシウムイオンと反応さ

せて、人工イクラを作成した。

「クジラの楽しい食卓」

　クジラヒゲに模した道具を使って、容器の中にはいった

大小様々なビーズをすくい目的の大きさ以上のものをすく

いとる。プランクトン食のクジラはクジラヒゲをもち、それ

によって海水ごと飲み込みプランクトンを濾すようにして

食べる。また、実際のクジラヒゲを展示し、触ってもらった。

「スケトウダラのお腹の中」

　胃内容物解析を体験してもらった。メンバーが実際に研

究で用いた魚の胃を解剖し、その中に入っているものをマ

イクロスコープを用いて観察した。

「海藻クロマトグラフィー」

　海藻には紅藻・褐藻・緑藻などの種類があり、その分布

域は海藻がもつ光合成色素によって制限されている。ろ紙

とアルコールを用いて、先述の3種の海藻がもつ光合成色

素を観察した。乾燥させた様々な種類の海藻を展示し、実

際に触って観察できるようにした。

■実施時期

2013年6月16日、7月15日、8月17日、11月16日

■実施の評価

　普段口にする海藻や魚についてであると、特に興味を

もっていただけた。海藻クロマトグラフィーでは、参加メ

ンバーのうち海藻採集を行ったことがないメンバーも、海

藻採取に赴きフィールドを観察したことが実験を行う際に

多いに役立った。また、メンバーもフィールドを知ったこ

北水サイエンスアシスト
代表／山下　愛　　水産科学院　　海洋生物資源科学専攻　　修士2年

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

■実施評価

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山㟢　　彩 環境科学院 生物圏科学専攻 博士1

藤吉　　奏 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士2

岩原　由佳 環境科学院 生物圏科学専攻 修士2

梅澤　龍平 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士2

加茂川　望 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1

中野　　翼 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1

宗像　　悟 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1

漆畑博太郎 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1

石野　魁盛 水産学部 増殖生命科学科 4
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人工イクラ スケトウダラのお腹の中

海藻
クロマトグラフィー

鯨のお食事タイム
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北水生が社会に発信！
津軽海峡でクジラと海を学ぼう！

代表／柳澤　さなえ　　水産学部　　海洋生物科学科　　3年

■実施の内容
①予定との比較
　津軽海峡フェリー会社と協力し、船内ワークショップ、鯨類の目視体
験を行った。計画当初は8〜9月に行う予定であったが、我々の準備と
フェリー会社側の都合により10月に行うこととした。日程を28日（月）
としたのは、その日が最も団体客が多く集客が見込まれたためである。
②名称変更
　ワークショップだと堅苦しい印象を与えてしまうため、船内レク
チャーに名称を変更した。
③会社との連絡、打ち合わせ
　津軽海峡フェリー会社の担当者藤井様と綿密に連絡を行った。基本的
な連絡はメールと電話で行い、実施前に顧問の松石先生と共に会社を訪
問して直接お会いして、打ち合わせを行った。基本的には特に制約は無
く自由に行わせていただけるとのことであったため、実施内容を具体的
に詰めた後に、可能かどうかメールで確認していただいた。
④準備の班分け
　準備段階では以下のように班分けを行い活動した。
○�スライド作成：パワーポイントを用いて、津軽海峡で見える鯨類に
ついてをメインに、北海道大学鯨類研究会について、目視調査につ
いての3つをレクチャーした。クイズや模型も交え、本物のヒゲ板
に触ってもらうなど参加型のレクチャーとした。発表時間は20分
程度である。

○�骨格標本：ネズミイルカの平面骨格標本を作成し、展示した。レク
チャー後のお客様に見ていただき、質問などにお答えした。
○�平面模型：等身大のカマイルカの絵を帆布に書き、巻物の様にして
レクチャー中に出した。
○�体験目視：デッキにて、お客さんに双眼鏡をお渡しして、鯨類の体験
目視を行った。また津軽海峡で見られる鯨類と海鳥についてのファイ
ルを用意し、説明した。残念ながら鯨類は見られなかったが、普段双
眼鏡を見ることはないようなので楽しんでいただけたようである。
○�写真展：以前に鯨研で撮影した写真を25枚展示した。
⑤情宣、プレスリリース
　津軽海峡フェリー会社HPに宣伝用ポスターを載せていただいた。ま
たプレスリリースを行った結果、北海道新聞
が取材に来てくださり、新聞に掲載された。
⑥当日の流れ
　11：00　フェリー乗船開始（ビラ配布）
　12：00　函館港発
　12：30　船内レクチャー宣伝開始
　12：45　船内レクチャー開始（展望室）
　13：45　船内レクチャー終了、15分休憩
　14：00　体験目視開始（デッキ）
　14：30　体験目視終了
　15：40　青森港着

　フェリーに乗り込んでからは、展望室で準備を行っていた。事前に「び
なす」に乗って、下見を行い、ビラが配布できる場所や宣伝する経路、
スライド上映位置や写真展示の位置を決めていたためスムーズに行うこ
とが出来たと思う。
　またクイズの際には鯨研のスタッフは分かりやすく、気軽に話しかけ
ていただけるように全員が青い鯨研ポロシャツを着用して名札をつけた。
　当日乗り込んだスタッフメンバーは12名である。うち発表者3名、体
験目視班、船内スタッフ班、情宣誘導班などに分かれて動いた。
　パンフレットとアンケートをレクチャー前にお渡ししておき、アン
ケートは終了後に回収した。

　⑦アンケート結果、お客さんの声、年齢層
　お客さんは30人程来てくださり、60代以上の方が多かった。企画自
体は1時間以内で終わったため、適切な長さであったとの回答結果が多
かった。また、「旅の良い思い出になった。」「分かりやすい内容だった。」
「津軽海峡に鯨類が生息しているとは知らず驚いた。」「若い人からパワー
をもらった。」「次回も参加したい。」など好評の声を戴いた。

■実施時期
2013年10月28日（月）「びなす」函館13時発、青森行き

■実施の評価
やってみた感想：全体を通して
　これまで鯨研では目視調査などで明らかになった、津軽海峡の鯨類の
生態研究の成果を地域社会や北海道大学水産学部（北水）への入学を検
討する生徒たちに発表する機会が無かった。そこで今年度は、元気プロ
ジェクトの助成を受けて従来のサークル活動ではできなかった「社会へ
発信」を強く意識した活動を行いたいという目標で行ってきた。
　この活動により、今回はツアーの団体のお客様が多く参加してくれた
ため、本州の方にも津軽海峡で見られる鯨類や北水について知っていた
だくきっかけとすることが出来たと思う。
　また、他者に見られることが大前提のプロジェクトであるため、サー
クル全体で協力して1つの物を真剣に作り上げることが出来たことは非
常に勉強になった。また、日ごろ我々が研究していることを全く知らな
い人に話すことで、喜んでもらえるなどの反響があった。これは何かを
探求しているものにとってこの上ない喜びである。今回準備したものや
技術を応用すればフェリー内だけでなく他の場所でも出張講義を行うこ
とが出来ると思うので、活動を増やし、知識普及や子どもの知的好奇心
の向上に繋げたいと考えている。
反省
・発表自体は良かったが、声が聞き取りづらい所があったため、マイク
の導入を検討した方が良い。

・体験目視の段取りが甘かった。
・次回は宣伝方法を工夫し、もっと一般のお客様に聞いてもらえる努力
をする。

などの反省点が上がった。これらを次回の企画に生かしていきたい。
新聞への掲載
　10月29日の北海道新聞に記事が掲載された。そのデータをwordに
て添付する。
企画者、発表者としての感想
　企画者の個人的な感想であるが、初めてのプロジェクトリーダーで分
からないことだらけであり、北大の名前を背負っている団体として社会
人の方との連絡や打ち合わせを行うことは非常に緊張した。仲間を動か
すことの難しさや、お客さんに喜んでもらえる喜びを知り、達成感があっ
てとても勉強になった。
　レクチャーの発表者としての感想は、お客さんの前に立って発表する
のは、発表最中も考えさせられるこ
とが多かった。お客さんの理解ス
ピードや興味、体調に合わせて話し
方を変えたり、緩急をつけることも
多かった。お客さんに楽しんでもら
わないと何の意味もなくなってしま
うため、喜んでもらえる発表とは何
か、プレゼンテーション能力が鍛え
られた良い経験だと思う。日ごろ大
学に通っているとこのような経験を
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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

■実施評価

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

楠田　悠貴 水産学部 増殖生命科学科 3
田川　　怜 水産学部 資源機能化学科 3
本間　総悟 水産学部 海洋生物科学科 3
槙　しずく 水産学部 増殖生命科学科 3
田中　智子 水産学部 海洋生物科学科 3
辻井　浩希 水産学部 海洋生物科学科 3
石井　　緑 水産学部 海洋生物科学科 3
大門　純平 水産学部 海洋生物科学科 3
前澤　知輝 水産学部 海洋生物科学科 3
杉田　大地 水産学部 資源機能化学科 3
神林　　潤 水産学部 海洋生物科学科 3
北川　真衣 水産学部 増殖生命科学科 3
齊藤　未祐 水産学部 資源機能化学科 3
馬場　悠輔 水産学部 資源機能化学科 3
廣島　美枝 水産学部 増殖生命科学科 3
田代　郷史 水産学部 海洋生物科学科 3
市森　大地 水産学部 資源機能化学科 4
三浦　裕人 水産学部 海洋生物科学科 3
小島　千里 水産学部 海洋生物科学科 4
石森謙太郎 水産学部 海洋生物科学科 4
杉谷　　舞 水産学部 増殖生命科学科 4
鈴木　駿介 水産学部 海洋資源科学科 4
田所　洋平 水産学部 資源機能化学科 4
東坂　博樹 水産学部 海洋生物科学科 4
伊藤　啓仁 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1
岩井　卓也 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1
尾崎　司宙 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1
黒田　実加 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1
高木　優樹 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士1
富安　　信 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1
水野　裕菜 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士1
岩原　由佳 環境科学院 生物圏科学専攻 修士２
金子　信人 水産科学院 海洋応用生命科学専攻 修士２
福嶋　美帆 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士２
松田　純佳 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 修士２
佐橋　玄記 環境科学院 生物圏科学専攻 博士１
西澤　文吾 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 博士１
堀本　高矩 水産科学院 海洋生物資源科学専攻 博士２

北海道新聞　10月29日（火）朝刊

することがあまりないため、外部に出て発表することはもっと学生の活
動に取り入れて行くべきだと思う。
自然系他団体からの感想
　他団体から、自然系研究会の使命は自己満足に留まらず、自分たちの
研究を外部や一般の方に広めることが必要であるため本プロジェクトは
非常に有効であるとお褒めの言葉をもらった。これは他の学生団体の意
識向上にも繋げることが出来たと思う。

■その他（希望・反省等）
　今回、1つのプロジェクトを完遂するということは、想像以上に時間
と手間がかかるということが分かった。特に本プロジェクトは団体内で
完結するものではなく、学生、教授、会社の方、お客様という4つの全
く違う立場の人間が関わるものであったため非常に慎重にならざるを得
なかった。よって1回しか実施できなかったことが残念である。しかし
またぜひ行ってほしいと、フェリー会社の方から打診が来ているため、
来年度も行う予定で鋭意準備中である。
　5〜6月はカマイルカ出現のピークで多い日には一日100頭以上も見
られる。よってぜひ5〜6月に行い、地域の方々や旅行で来ているお客
さんに楽しんでいただきたい。
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層しか来ない」という結果につながってしまった。ターゲッ

トの絞り込み、プロジェクトの目的の明確化が甘かったか。

宣伝やポスターの掲示が遅れたことも原因と思われる。

　大会の運営については、当日までに参加チームの確定が

できなかったこと、試合の組み合わせやタイムスケジュー

ルが思い通りに行かなかったことが反省である。参加費無

料であるために、参加者側も急なキャンセルなどに抵抗が

なく、それに対応できなかった。大会が近付いてくるにつ

れ、やらなければいけないことがどんどんわかっていき、

それを想定できずに忙殺されたことも原因であろう。結果

として、参加者や各関係者にまで迷惑をかけることもあっ

た。これは今後の大きな課題である。

　雪玉づくりは、最初のうちは参加者に体験してもらうと

いうかたちで行ったが、初心者がやるにはどうしても時間

的に厳しかった。慣れている構成員だけでやればうまく進

んだが、今後どうするかは未定である。

　課題は挙げていけばきりがないが、1年目ということで

考えれば、無事に終えることもでき、及第点をもらえるだ

ろう。「雪で人を笑顔に」という基本理念は達成できたよ

うに思う。小中学生や観光客の集客、地域交流の場の提供

など、まだまだやれることはあると思われる。今後は実施

時期、実施場所なども考え直し、より良いものを継続させ

ていくことが目標である。

■実施の内容

試合

・チーム　　競技者7名

・競技方法　�時間内に相手チームのフラッグを抜いた時

点、または雪玉により相手チームを全員ア

ウトにした時点で勝利

・競技時間　�3分2セットマッチ　両チームが1セットず

つ取った場合はVT（ビクトリー・スロー）

により勝敗を決着

・雪　　玉　�1チーム1セット90個

　リーグ戦方式やトーナメント方式で優勝チームを決める

といったことは、時間的都合や運営の都合上できなかった。

会場設営

　テスト期間が終わった2月の初めころから、グラウンド

整備を開始。雪は余りある状態で、思った以上に作業は難

航したが、無事に大会当日までに作業は終了。トラックは

用いなかった。

集客

　SNSやマスメディアでの宣伝を行ったが、おもに参加

者は北大生だった。

　有志による炊き出しを行えた。遠友学舎での懇親会には、

雪合戦参加者には来てもらえなかった。

■実施時期

2014年2月8日（土）10：00〜

■実施の評価

　当初の目的である、幅広い年代層を集めることは達成で

きなかった。「本格的雪合戦だから、いろんな人に体験し

てもらう」という目的が、「本格的雪合戦だから、一部の

北大雪合戦大会2014
代表／高木　宏昭　　教育学部　　教育学科　　1年

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

吉本　和矢 教育学部 教育学科 1

若澤　美吹 教育学部 教育学科 1

伊東　順真 総合教育部 文系総合 1

小倉　　真 経済学部 経済学科 2

佐々木拓也 教育学部 教育学科 1

小山田伸明 理学部 化学科 1

中原　　梓 教育学部 教育学科 1
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目的達成
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■実施評価
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「北大元気プロジェクト2013」
活動報告会を開催

　標記活動報告会を、平成26年2月21日（金）13時00分〜17時00分に、高等教育推進機構大会議室にて実施しました。

　採択された全17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、各団体からパワーポイントに

よる8分間の発表の後、2分間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、実施されたプロジェクト同士が次年度は連携して実施する

ことを約束するなど、継続的な活動に意欲的な一面がありました。

　また、報告会には、次年度申請予定の方や教職員の方の姿も見られ、北大元気プロジェクトへの関心の高さも垣間

見ることができました。

　来年度は、平成27年2月13日（金）に報告会を開催する予定ですので、14回目を迎える「北大元気プロジェクト」

採択され、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。
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北大元気プロジェクト2014
募集中！

●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011-706-7460　E-Mail gakusei@academic.hokudai.ac.jp
お問い合せ

新規企画
大歓迎！

●第1回採択分　平成26年4月25日（金）　17：00
●第2回採択分　平成26年6月27日（金）　17：00

応募締切

「北大元気プロジェクト」（通称「元プロ」）は、学生の皆さんの自主性、創造性を発揮し、

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するものです。

採択企画には、プロジェクトの実現に必要な物品などを援助します。（上限50万円）

応募方法は2通り！！

企画内容は多彩です！

●自由企画
自由な発想で応募してください！

●指定企画※

2つのテーマのうち、いずれかで応募して
ください！

①「安全な学生生活」
②「国際化」※�継続して応募する企画のうち、指定のテーマに合致すると思

われるものは、指定企画で応募しても差し支えありません。

北大キャンパスビジット
プロジェクト

北大牛ふん温泉プロジェクト
〜足湯に浸かろう〜

北大自転車MOTTAINAI
プロジェクト'09

北海道学生ビジネス
コンテスト『Biz'10』

過去13年間で約300件！
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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
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27年2月末ま
でに終了するプロジェクトであることが要件です。
なお、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が、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。
（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となります。
（3）飲食物、現金支払いのみの商品など、物品によっては、支給できないものがあります。
（4）交通費は、必要と認められる場合に限り、JR券等を現物支給します。
※採択された場合、必要物品の申請は5月下旬の開始を予定しています。

4．応募方法
「指定企画」及び「自由企画」で募集します。「指定企画」は下記テーマにあった内容を考えてください。「自由企画」
はこれまで同様、自由な発想による企画を考えてください。
「プロジェクト企画書」に必要事項を記入し、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。プロジェクトに関する参考資料がある場合には、企画書に添付の上、提出ください。特に支援希
望物品の積算については金額のわかる書類（見積書など）を添付してください。「プロジェクト企画書」は、上記窓口
もしくは各学部の事務室で配付しています。また、以下のURLからもダウンロードできます。
　　http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/campus-life/campus/project.html

【テーマ】　：　①「安全な学生生活」　　②「国際化」

※�継続して応募する企画うち、上記テーマに合致すると思われるものは、指定企画で応募しても差し支えありません。

5．応募期日
1回目応募締切　平成26年4月25日（金）17：00　　　2回目応募締切　平成26年6月27日（金）17：00

6．選考方法
「北大元気プロジェクト選考委員会」で、書類審査による一次選考、面接（プレゼンテーション）による二次選考を行
い決定します。
なお、書類審査においては、プロジェクトの目的、実施計画、特色及び期待される効果を重視します。

7．選考結果の発表
（1）一次選考
　　�応募期日から2週間程度後、一次選考を通過したプロジェクト代表者へ、面接日時を個別にお知らせします。また、
一次審査を通過しなかったプロジェクト代表者にもその旨お知らせします。

（2）二次選考
　　�面接（プレゼンテーション）終了後、およそ1週間後（予定）に結果を掲示等で公表するとともに、採択されたプロ
ジェクト代表者には個別にお知らせします。また、採択されなかったプロジェクト代表者にもその旨お知らせします。

8．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27年2月13日（金）を予定）で発表し、活動内
容・成果等を報告してもらいますので、採択団体は必ず出席してください。

9．応募書類提出先、お問い合わせ
学務部学生支援課　学生支援企画担当
電話�011-706-7454　メール�gakusei@academic.hokudai.ac.jp

北大元気プロジェクト2014  募集要項
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○2004年度（申請28件）
  1． キャンパス内の樹木に親しもう
  2． 向上！お口の健康プロジェクト
  3． 北大キャンパスビジットプロジェクト
  4． 北大百選プロジェクト
  5． 北海道大学入学式前夜祭
  6． 札幌都心部における北大キャンパスの緑地空間の評価分析
  7． 出身国・地域言語による「留学生の声」ストリーミング事業（北大

広報のための映像資料の製作・放送）
  8． 水産学部AO受験生歓迎
  9． 学生スパコンプロジェクト
10． 就活プロジェクト
11． 北大サークルサーバプロジェクト
12． 北大ソーシャルネットワーキングサイトの構築
13． 国際交流研修会
14． 北大留学応援プロジェクト2004
15． 津軽海峡鯨類目視調査
16． 海底リサーチ2004！！

○2005年度（申請18件）
  1． 北海道大学入学式前夜祭
  2． 津軽海峡鯨類目視調査
  3． 水産学部AO受験生歓迎
  4． 北大サークルサーバリプレイス
  5． 就活プロジェクト
  6． 向上！お口の健康プロジェクト
  7． 河の心、海を越える―日中ユース水フォーラム事前研修プログラム―
  8． 大学院・社会人入学ナビゲーション―先輩たちの体験から見る修学効果
  9． Uni-Com（ユニ-カン）Magazine
10． タンデム〜外国語教育補助として、文化交流として
11． 黒百合群生地復元事業
12． ネットワーク意識向上プロジェクト
13． 北海道大学宇宙関連研究室紹介
14． 石狩平野における風の地域特性の調査（海陸風を中心として）
15． ウラホロクマ糞プロジェクト
16． 北大牛ふん温泉プロジェクト〜足湯に浸かろう〜
17． 日本の宇宙開発啓蒙活動と意識調査

○2006年度（申請21件）
  1． 北海道大学入学式前夜祭2007
  2． 津軽海峡目視調査2006年
  3． 水産学部AO入試受験生歓迎
  4． ウラホロ・クマ糞プロジェクト2006
  5． 下川森林・林業体験プロジェクト
  6． 北海道大学留学生文化祭　元気プロジェクト
  7． Ricafe【りかふぇ】「理科」の話を「カフェ」気分で聞こう！
  8． 科学の芽を育む出前実験教室
  9． 北大映画館プロジェクト
10． 「スズメを知ろう」プロジェクト
11． サタデー・スクール　プロジェクト　2006
12． 学生シンポジウム
13． 大学生による高校生のための生命科学実習

○2007年度（申請27件）
  1． 北大映画館プロジェクト2007
  2． サタデー・スクールプロジェクト2007
  3． 北大で短編映画を作って世界の映画祭へ！
  4． 科学の芽を育む出前実験教室

  5． 浦幌ヒグマ調査
  6． 北海道大学入学式前夜祭　2008
  7． 水産学部AO入試受験生歓迎
  8． 北大留学応援プロジェクト「Trans Japan 2007」
  9． 津軽海峡目視調査　2007年
10． 北海道大学国際文化祭元気プロジェクト
11． 北大の自然紹介：野鳥
12． なまら、びあんび
13． 北海道のホームレス問題―支援と理解を深めるために
14． 子供たちの子供たちによる子供たちのためのロボコン創作
15． 大学生による高校生のための生命科学実習
16． 北海道ユース環境フォーラム〜きっかけは水〜
17． 北水探検ツアー

○2008年度（申請43件）
  1． 北海道大学学生フォーミュラチーム
  2． 北大祭環境負荷軽減推進プロジェクト
  3． 第5回北大映画祭
  4． ヒグマ被害軽減プロジェクトin上川
  5． ショートフィルムをDVD化して世界に配布しよう！
  6． 入学式前夜祭2009
  7． 北大映画館プロジェクト2008
  8． 北海道大学フリーコピー導入プロジェクト
  9． 北大生のおもてなしプロジェクト
10． 国際学生サミット「UNI.SUMMT 2008」
11． 科学の芽を育む実験教室
12． 第34回北海道大学駅伝大会
13． インターナショナルスポーツ大会元気プロジェクト
14． 北海道洞爺湖サミット　札幌おもてなし隊
15． 臼尻水産実験所付近の貝類相調査
16． 津軽海峡目視調査2008
17． リフレッシュ回廊〜中庭を活用したライフサポートポロジェクト
18． まなびやプロジェクト
19． 「結」プレゼンス！フェアトレードフェア＠北大生協
20． 大学生による高校生のための生命科学実習
21． 消化管体験ツアーin総合博物館〜「分子のかたち展サイエンス×アー

ト」に寄せて〜
22． なまら、びあんび
23． ゼロからのロボコン創作
24． サタデー・スクールプロジェクト2008
25． 移行生歓迎プロジェクト2008
26． Scuba Research 2008

○2009年度（申請42件）
  1． 北大祭環境負荷軽減プロジェクト
  2． 科学の芽を育む実験教室
  3． 冬の景色を舞台に「北海道大学発のショートフィルム製作プロジェ

クト」
  4． フェアトレードフェア＠北大生協
  5． CLARK THEATER 2009
  6． 北海道大学フォーミュラーチーム
  7． 厚岸臨界実験所付近における貝類の図鑑作成
  8． 北水サイエンスキャラバン
  9． 北大F1プロジェクト
10． 移行生歓迎2009
11． アピール使用！臼尻の生き物
12． 野生動物軋轢緩和プロジェクト
13． 津軽海峡鯨類目視調査2009

過去10年間に採択された元気プロジェクト企画一覧
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14．	北大自転車MOTTAINAIプロジェクト’09
15．	International	Ikebana	Project
16．	世界の子どもをつなぐ教室
17．	北大を空撮して、ネットで映像配信プロジェクト
18．	北大ガイアプロジェクト
19．	サタデースクールプロジェクト2009
20．	サクシュコトニ川生き物調査隊
21．	入学式前夜祭
22．	北大生のおもてなしプロジェクト
23．	函館－大間航路海鳥目視調査2009
24．	北大の先生をもっと知ろうプロジェクト
25．	ダイビングによる海底清掃及び有害外来種の駆除

○2010年度（申請43件）
	 1．	北大ショートフィルム制作プロジェクト
	 2．	北大時計プロジェクト
	 3．	International	Lunch	Time
	 4．	CLARK	THEATER	2010
	 5．	北海道大学フォミュラーチーム
	 6．	移行生歓迎2010
	 7．	津軽海峡鯨類目視調査2010
	 8．	北水サイエンスアシスト
	 9．	奥手稲山の家とその周辺を市民と散策
10．	めざせ『サステナ』っ！！大計画in北海道
11．	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
12．	あなたの留学生活は大丈夫ですか？
13．	LaてX（手書き数式入力支援ソフト）
14．	科学の芽を育む実験教室
15．	ポスト医ゼミin札幌
16．	北海道学生ビジネスコンテスト「Biz'10」
17．	ロボットフィールドプロデュース2010
18．	北大生のおもてなしプロジェクト
19．	世界の子供をつなぐ教室
20．	サタデースクールプロジェクト2010
21．	北海道大学入学式前夜祭2011
22．	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
23．	北大ガイアプロジェクト2010
24．	厚岸臨海実験所付近の貝類図鑑作成
25．	津軽海峡海鳥目視調査2010

○2011年度（申請47件）
	 1．	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」
	 2．	北大祭環境負荷軽減プロジェクト
	 3．	よさこいナイトフィーバー
	 4．	みんなの芸術祭
	 5．	北大理学部〜わくわく科学教室〜
	 6．	ポスト医ゼミ　2011　in札幌
	 7．	CLARK	THEATER	2011
	 8．	北大生による「生物ロボットコンテスト」への参加
	 9．	留学体験記「Trans	Japan	vol.4」
10．	海鳥から海洋環境を考える〜水産高校との連携〜
11．	奥手稲山の家を知ろう
12．	学生主体・双方向メディアプロジェクト
13．	Global	Game	Jam	2012	in札幌
14．	Rescue	Team	for	International	Students	of	Short	Terms
（ReTIS-Shorts）

15．	My	Room　―都市の無機質な場所に居場所を与える―
16．	北大かまくら祭り

17．	こどもの健「口」プロジェクト2011
18．	防災マッププロジェクト
19．	え！？	新入生が展示解説！？
20．	科学の芽を育む実験教室
21．	ロボットフィールドプロデュース2011
22．	北海道学生ビジネスコンテスト「Biz'11」
23．	サタデースクールプロジェクト2011
24．	北大カフェプロジェクト
25．	臼尻水産実験所付近の貝類相調査

○2012年度（申請45件）
	 1．	臼尻・海の生き物図鑑
	 2．	北海道学生think	tank
	 3．	僕らの歩行祭〜夜のピクニック〜
	 4．	震災支援情報誌「OUEN	TIMES」プロジェクト
	 5．	北海道大学入学式前夜祭　2013
	 6．	北大健「口」プロジェクト2012
	 7．	CLARK	THEATER	2012
	 8．	北大カフェプロジェクト
	 9．	北大生による「生物ロボットコンテスト」への参加
10．	北大祭環境負荷軽減プロジェクト
11．	北海道大学フォーミュラーチーム
12．	よさこいナイトフィーバー2012
13．	みんなの芸術祭実行委員会“Brio！”
14．	沿岸域を含む津軽海峡の海鳥モニタリングおよびその普及
15．	夏休み企画！ニンテンドーDSを持って北大博物館へGO！GO！
16．	World	Music	Festival	In	Hokudai
17．	大学の授業体験　with	CAP
18．	第7回北海道大学国際文化祭
19．	北大金葉祭
20．	北海道大学卒業パーティ2013
21．	北大生のみんな　留学生センター「日本語イブニングコース」で外

国人に日本語を教えよう！！
22．	子どもに勉強の習慣と自ら考える力を！〜函館港町自習学館〜
23．	ロボットフィールドプロデュース2012
24．	え！？	新入生が展示解説！？
25．	北大理科部〜わくわく科学教室〜
26．	サタデースクールプロジェクト2012

○2013年度（申請44件）
	 1．	大学の授業体験　with	CAP〜バリアフリーな北大を目指して〜
	 2．	え！？	新入生が展示解説！？
	 3．	第2回僕らの歩行祭〜夜のピクニック〜
	 4．	北大祭環境負荷軽減プロジェクト
	 5．	北大金葉祭
	 6．	北大カフェプロジェクト
	 7．	ビブリオバトル北大予選会
	 8．	北大理科部〜わくわく科学教室〜
	 9．	震災支援情報誌「OUEN	TIMES」プロジェクト
10．	CLARK	THEATER	2013
11．	北大生による「生物ロボットコンテスト」への参加
12．	北水サイエンスアシスト
13．	北水生が社会に発信！「津軽海峡でクジラと海を学ぼう！」
14．	子どもに勉強の習慣と自ら考える力を！〜函館港町自習学館〜
15．	北大健「口」プロジェクト2013
16．	北大生のみんな　留学生センター「日本語イブニングコース」で外

国人に日本語を教えよう！！
17．北大雪合戦大会2014


