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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、14年間で284

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2014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2014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
26 38 18

●北大元気プロジェクト2014採択スケジュール
平成26年�� 4月25日（金）� 1回目募集締切
� � 5月21日（水）� 面接
� � 5月22日（木）� 選考委員会
� � 6月27日（金）� 2回目募集締切
� � 7月10日（木）� 面接
� � 7月11日（金）� 選考委員会
� � 9月26日（金）� 3回目募集締切
� 10月14日（火）� 面接　選考委員会
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委 員 長 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 西　村　龍　一

副委員長 医学研究科 教　授 田　中　伸　哉

文学研究科 教　授 平　澤　和　司

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

情報科学研究科 教　授 末　岡　和　久

地球環境科学研究院 教　授 露　崎　史　朗

農学研究院 教　授 橋　床　泰　之

理学研究院 教　授 高　畑　雅　一

●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2014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
第3回僕らの歩行祭
～夜のピクニック～

60kmの距離を2日間かけて北海道の学生150人で約24時
間かけて歩き、“歩く”ということ自体の楽しさやすばらし
さを感じてもらう。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2年
新谷　研人

2 北大金葉祭

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こと
を目的とする。

文学部2年
永井　舜

3
北大生による

「生物ロボットコンテスト」への
参加

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
納田　遼太郎

4 東北応援プロジェクト

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、被災地としての面だけでなく、日
本の歴史ある地としての魅力を知り、東北を長く応援する
人を増やすことを目的とする。

農学部3年
有坂　紀子

5 CLARK THEATER 2014 ①学生のキャリアアップ、②大学と地域とのコミュニケー
ション促進、③映像産業、映像教育への寄与を目的とする。

文学部3年
半澤　麻衣

6 北大カフェプロジェクト
「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。

文学部2年
宮上　典子

7 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。

教育学院
修士1年
蒔苗　詩歌

8
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4年
本間　総悟

9 え！？北大生が展示解説！？

充実を図るためプロジェクトの対象を「新入生」から「北大
生」へと移行した。総合博物館において展示解説を行う。
展示解説員が、興味がある分野について解説することで伝
える技術や博物館の役割を学ぶことを目的とする。

教育学部1年
井宮　汀士郎
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新規企画

No． プロジェクトの名称 目的 代表者氏名

1 Wheelmap Project

既存のバリアフリーマップの情報鮮度の低さ、包括的な利
用の不便さを踏まえ、それらを解決することを目的とする。
そのためにバリアフリーマップを目的とする「Wheelmap」
というアプリ利用を提案するものである。

国際広報メディア・
観光学院
修士2年
南　亜太良

2
北大生の「国際生体分子
デザインコンペティション

（BIOMOD）への参加」

本企画はBIOMODに参加することで
1）研究プロジェクトのマネジメントを含め、実戦から情報
発信まで個人・チームとして活躍できる人材の育成と創出
を目指す。さらに、BIOMODの国内選考会、本大会で要
求される英語でのプレゼンテーションを通して、2）学術英
語の聞き取りおよび発話技術を習得する。3）学部生のう
ちから国際感覚を身に付けることを目的とする

理学部2年
山田　真司

3 北大自然体験プロジェクト

札幌のような都市部において、円山公園や野幌森林公園な
どの自然と触れ合える場は多いにも関わらず、子供が自然
の中で遊ぶ機会が少なくなってきている。そこで、都市部
の子供達に、身近な自然のな中で遊ぶ機会を提供し、森林
などの自然とのかかわりに関心を持ってもらうきっかけを
つくる。

農学部3年
豆野　皓太

4 アルコール問題対策委員会

北海道大学では急性アルコール中毒による事故が繰り返さ
れている。この悲劇を繰り返さないように対策をしたい。
アメリカではアルコール関連問題委員会が多くの大学に設
置されている。この取り組みを日本でも取り入れ、北大に
定着できるよう尽力したい。

医学部4年
新藤　利一

5
スリランカ中部地区の
歯牙フッ素症の実態調査

冒険歯科（歯学部公認団体）がバングラデシュで習得した
口腔衛生指導のノウハウをPeradeniya大学歯学部学生
（大学間交流提携校）に伝えることを目的とする。

歯学部5年
実藤　潤

6
身近なところから見つめ直そう

【PAPER SPACE】
雑紙削減Project

構内から大量に出される「雑紙」という素材を再利用し、
自分たちがどれだけ普段無意識のゴミ（紙）を出してしまっ
ているかということを体験できる場所づくりを本提案の主
軸とする。これを通してサステナブルキャンパス実現に向
けての取り組みを行う大学と学生との間の乖離を埋め両者
の理解や認識を高めるきっかけづくりを行うことを目的と
する。

工学院
修士2年
尾門　あいり

7
誰もがうらやむ
田舎をつくろうプロジェクト

田舎の魅力を地域の内側に入り込んで「探す」「作る」「発
信する」ために、長期休みを利用して余市郡仁木町に泊ま
り込みを行う。そこでの活動を通して、多くの地域が面白い、
とまりたい、まねしてみたいと思えるようなモデルタウン
を造ることを目標としてこのような取り組みを行っている。

文学部3年
掛川　遙香

8
札幌圏大学国際フェスタ

（Sapporo Universities
 International Festival）

「札幌圏大学国際フェスタ」という名で、札幌市民に対して
国際交流の場をつくり、今後、札幌の国際化に向けての方
向性を都市レベルのみでなく個人が考える機会を創ること
が目的である。札幌圏大学国際フェスタを通じて①札幌市
民に異文化を伝え、②留学生に日本文化を知ってもらい、
③留学生と日本人学生が協力し合って活動する機会を提供
し、札幌の国際化に繋げていくことを目指している。

情報科学研究科
修士2年
卜部　有記

9
アイカップ自然史博物館での
企画展の開催

アジア地域の文化・芸術の推進国として知られ、且つ道東（厚
岸）と類似の自然環境を有するバングラデシュから学生を
招き、共同で企画展を実施する。企画展自体の開催は平成
27年度の夏期を予定している。その為、今回の申請では、
この企画展のマスタープランの完成をもって2月末までの
実施成果として設定している。

環境科学院
修士1年
楠崎　真央
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度からお願いしている民間

救急に加え、参加者がケガ

などで歩けなくなってし

まった場合の運搬としてワ

ゴン車を2台、さらにトイ

レが少ないルートだという

ことも考えてキャンピング

カー1台を参加者に横付け

した。ただ歩くだけではな

く、参加者にさらに楽しん

でもらえるよう、特別賞を

つくったり折り返し地点で

のミニイベントを行ったり

などの工夫をした。

　本イベント終了後には参加者に事後アンケートを取り、

次回さらにより良いイベントを開催することができるよ

う、反省と資料の整理を行った。数年後には元気プロジェ

クトなどの支援をうけることなく、地域に根差した独立し

たイベントとして成立するように来年度以降のステップ

アップを試みる。

■実施時期
6月21日（土）：参加者交流会

7月5日（土）・6日（日）：僕らの歩行祭本番

■実施の評価
　3度目の開催となった今年は、応募総数が過去最多の

150人を越え、回数を重ねるにつれてイベントの知名度が

上がっていることを実感することができた。3年間連続で

参加してくれているリピーターだけではなく、新規の参加

者も多くみられた。イベント後に行った参加者アンケート

でも好意的な感想が多く、イベント全体の満足度は向上し

ている。ルートを変えたことが影響しているのか過去2回

よりも完歩率こそ下がってしまったが、ケガした班員を交

代でおんぶして歩いたり、ゴール直前で班員全員がそろう

まで待って手をつないでゴールしたりなど、仲間との絆を

強く感じる場面が多くあり、最初に掲げた2つのテーマは

達成されたと考えられる。

　24時間歩き続けるという普段なかなかできない体験を

することにより、「歩ききった！」という達成感はもちろん、

■実施の内容
　本企画「僕らの歩行祭～夜のピクニック～」（通称「夜

ピク」）は平成24年度からの継続企画であり、今年で第3

回目の開催となった。普段私たちが何気なく行っている“歩

く”ことの面白さや素晴らしさを知ってもらうこと、そし

て達成感を味わい、仲間との絆を感じてもらうこと、とい

う2つのテーマの元、夜ピクの参加者には原作である『夜

のピクニック』（恩田陸著、新潮社、2004）のように24

時間、約70kmのコースを歩いてもらう。

　実際の活動は週1回のミーティングを軸とし、組織内で

代表・運営・広報・ホームページ・総務の5つの班に分か

れて行った。

　昨年の12月からテーマの話し合いや年間計画の作成な

ど本企画への準備をはじめて、4月は新歓活動と元気プロ

ジェクト、参加者募集開始への準備にあてた。そして5月

に参加募集を開始。5月、6月は参加者向けのしおりの原

稿作成、当日の必要物品の調達ルートの調整、施設の予約

や保険の申し込み等を行った。今年度から新たなルートを

選んだこともあり、運営スタッフで何度もリハーサルを繰

り返した。また、今年度は北大祭に模擬店を出店し、知名

度の向上に努めた。本番2週間前に開催した参加者交流会

では、参加者に詳しい説明を行い、一緒に歩行する班を発

表、その後班の目印となるのぼりを制作してもらった。事

前に参加者同士、そして参加者と運営が顔を合わせること

によって、当日の安心感や楽しさ、安全面の確保につなが

ると考えている。交流会後も何度もシミュレーションを行

い、当日の動きを確認した。

　当日のルートは、朝9時に北海道大学を出発し、午後7

時半ごろに折り返し地点である石狩浜海水浴場に到着。そ

の後あいの里を回って明朝7時ごろにつどーむにゴールす

る。1班の人数は約10名程度で、もともと応募してきた参

加者同士のグループを基盤にして振り分けている。2時間

に1回程度の割合で30分程度の小休憩と昼食や夕食のため

の大休憩を設定し、途中でおにぎりや飲み物、チョコレー

トなどの配給を行った。休憩ごとに健康チェックを行うこ

とにより、安全管理を徹底した。運営スタッフは班と班の

間で歩く歩行部隊とわかりにくい道に立って案内する案内

部隊、全体の統括を行う本部に分かれた。昨年度までの反

省を踏まえて、案内部隊と歩行部隊を入れ替える等、運営

スタッフがばててしまわないように配慮した。また、初年

第3回 僕らの歩行祭
～夜のピクニック～

代表／新谷　研人　　工学部　　環境社会工学科　　2年
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仲間との一体感や北海道の自然の雄大さ、自分の限界への

挑戦など、十人十色の新しい発見があったことだろう。こ

の経験は直接的であれ間接的であれ、今後必ず彼らの生活

に役立つときがくるはずである。

　反省点も多々あったので来年度に向けての具体的な課題

としては以下の5つを挙げる。

①�参加者の自由度をあげる（トイレや買い物場所の指定な

どの制限を軽くする）

②完歩率の向上（安全管理の徹底、雰囲気づくり）

③イベント性の向上

④参加者同士のつながりが持続する方法の模索

⑤地域との連携

　来年度以降も若者たちへ非日常の体験を提供し続け、い

ずれは「ああ、もう夜ピクの時期だね」と言ってもらえる

ような地域に根ざしたイベントになるよう努力を続けてい

きたい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

大木　研人 工学院 北方圏環境政策工学専攻 修士1

岡田進太郎 工学院 環境創生工学専攻 修士1

気仙　　誠 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1

大塚　慎也 医学部 医学科 5

池田　裕貴 法学部 法学課程 4

向藤原　海 農学部 農業経済学科 3

竹内　琳加 農学部 農業経済学科 3

鈴木　佑佳 薬学部 薬学科 2

山田　　愛 文学部 人文科学科 2

田中　嘉乃 総合教育部 1

桜井　　梓 総合教育部 1

反田加那子 総合教育部 1

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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北大金葉祭
代表／永井　舜　　文学部　　人文科学科　　2年

■実施の内容

　北大北13条銀杏並木を11月1日、2日にライトアップす

るのがメインである北大金葉祭。今回は2日間で約18000

人に方が来場してくださいました。主な活動内容はライト

アップ・カウントダウン・屋台出店・焼き芋・銀杏講習

会・記念撮影・自然体験教室・交通整理です。

　ライトアップは投光器約50台を使用し、銀杏並木全体

を照らしました。また10月31日のプレライトアップでは

HTBのニュース番組「イチオシ！」の生中継も行われ、

金葉祭を効果的に宣伝することができたと思います。

　屋台は豚汁・じゃがバターを金葉祭実行委員会で用意し

て、ホットミルクを牛乳同好会、ホット抹茶ラテを京都府

民会に提供してもらいました。すべて募金制という形で提

供させていただきました。小雨が降るときもあり寒かった

ので、多くの方に温かい飲食物を楽しんで頂けたのではな

いかと思っています。また昨年は実施しなかった焼き芋・

銀杏講習会を実施しました。焼き芋は家族連れや子供、銀

杏の調理方法や美味しい食べ方を紹介した銀杏講習会は主

に年配の方に大好評でした。記念撮影は、来場者の記念に

なるような写真をインスタントカメラで撮り、自然体験教

室では落ち葉の栞作りなどを行いました。子供を中心に多

くの来場者の方が銀杏並木の自然を体験することができた

のではないかと思っています。

　今回は昨年にも増して交通整理にも力をいれ、大きな事

故もなく、安全な金葉祭を開催することができました。

　たくさんの当日ボランティアスタッフにも協力してもら

い、2日間の金葉祭を多くの来場者の方に楽しんでいただ

けたと思います。

■実施時期

8月～10月：準備

10月31日（プレライトアップ）

11月1日、2日　10：00～21：00

■実施の評価

　「美しい銀杏並木を楽しんでもらう・魅力を多くの方に

知ってもらう」という当初の大きな目的は達成できたと思

います。昨年より1週間ほど紅葉が早かったため少し葉が

散ってしまっていましたが、イチョウ並木のライトアップ

された美しさは十分に来場者の方に伝わったのではないで

しょうか。来場者数も昨年の約2倍になり、屋台や自然体

験教室などの企画も大好評だったと思います。

　昨年からの課題であった金葉祭の広報に関しては、ラジ

オ出演・生中継の実施など多くの人が利用するメディアを

活用できたことによって、金葉祭自体の知名度も大きく向

上したのではないかと思います。
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　実際に、「テレビでやってたから来てみたの！」と言っ

てくださる来場者の方もたくさんいらっしゃり、メディア

の効果を実感しました。

　また今回の金葉祭ではより安全な祭りを作り上げること

を目標としていました。13条通りは交通量が多い通りで

もあるので、金葉祭期間中は当日ボランティアスタッフの

手を借りて安全に関する呼びかけや交通誘導を積極的に行

いました。結果的に大きな事故なく金葉祭を終えることが

できました。

■その他（希望・反省等）

　屋台やその他の企画をより充実させること、ライトアッ

プを雨天時でも安全に美しく行う方法を考えることは勿論

です。また今回の金葉祭では2つの外部サークルに屋台を

出店してもらったのみでしたが、今後より多くのサークル・

団体と協力して祭としての質を高めていけたらと思います。

また例年、当日ボランティアスタッフに手伝っていただい

ている部分が大きいので、実行委員会の規模を大きくして

より円滑に金葉祭の運営ができるようにしたいと考えてい

ます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

堀　ゆりえ 経済学部 経営学科 4

小崎　拓登 理学部 化学科 3

増田　　到 農学部 応用生命科学科 3

檜山　悠宇 医学部 保健学科 2

池本　敦貴 工学部 機械知能工学科 2

市川　　瑠 工学部 環境社会工学科 2

山本　　啓 理学部 化学科 2

南部　綾花 医学部 保健学科 2

新谷　研人 工学部 環境社会工学科 2

辻　　脩志 工学部 環境社会工学科 2

兼田　真周 工学部 環境社会工学科 2

大池　琢斗 総合教育部 1

古田　和也 総合教育部 1

小笠原　央 総合教育部 1

上澤　美紗 総合教育部 1

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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北大生による
「生物ロボットコンテスト」への参加

代表／納田　遼太郎　　理学部　　生物科学科　　3年

■実施の内容

　我々iGEM�HokkaidoU_Japanは合成生物学の国際大

会iGEM（International�Genetically�Engineered�

Machine�competition）に参加する学生団体です。

iGEMは2003年から米国で開催された国内大会として始

まり、2005年から国際大会となりました。2014年大会

では世界各国から245の大学生チームが参加し、さらに参

加チーム数が増加することが見込まれています。iGEMで

は各チームが遺伝子組換え技術を用いて、新たな機能をも

たせた人工生物（生物ロボット）を作製し、その有用性・

独創性・ユーモア性などをプレゼンテーションを通して競

います。もちろんiGEMは国際大会であるため、プレゼン

テーション、資料作製は英語で行います。また実験、発表

以外にもWikiとよばれるWebページを作り、自分たちが

作製した生物ロボットの紹介を行います。

　2014年大会は10月の終わりから米国ボストンで開催さ

れ、プレゼンテーション、ポスター発表、各国のチームと

の交流などを行いました。大会に参加した7日間は非常に

刺激的で、世界の優秀な学生の学問への取り組み方や考え

方を知り、自身の科学や英語などの知識への触発、他国の

文化との触れ合いといった様々な経験を通して、国際化の

重要性、必要性を改めて気づかされる機会を得られました。

　また我々北大チームは大会への参加だけではなく、市民

の方々との交流も行っています。北大祭では理学部の教室

で遺伝子組換えを正しく理解してもらうべくポスター解説

を行ったり、生命科学を身近に感じてもらえるように、

DNAの抽出実験を体験してもらったりしました。この体

験会は好評で、今年は200人以上の方に実験を楽しんでも

らえました。他にも札幌市内の高校生に「分子生物学、合

成生物学、遺伝子組換えとは何か」を知ってもらうべく、

高等学校に赴き、ミニ講義を開催しました。

　このような活動を通して我々は3つの目標の達成を目指

しています。

　1つ目は最先端の生物学を自発的に学び、得られた知識

を活用して生物ロボットを作製することを通した「生きた

科学技術の習得」です。

　2つ目は大会参加のために英語力を高め、さらに大会で

実践的に英語を使用し、反省点を持ち帰り次回につなげる

といった「生きた科学英語の習得」です。

　3つ目は北大祭での市民の方々との交流や高校訪問など

の学外交流や大会で得られた知識、経験の学内報告による

北海道大学の学生との交流です。我々の活動が多くの人に

影響を与えるものになればと考えています。

■実施時期

（5月・6月）北大祭

（9月）高校訪問

（6月－10月）実験　（11月）ボストンでの国際大会

■実施の評価

　我々北大チームの目的は、学部生ながら実際に最先端の

合成生物学に触れ、学び、将来の研究活動に役立てるとと

もに、英語を用いたコミュニケーションによって国際化の

重要性を知る経験を得るというものです。2014年はメン

バーが最新の生命科学に関するトピックを書籍や科学論文

から探し出し、それらを利用した生物ロボットを設計し、

実現性を考えるといった活動から始まりました。また地球

環境科学院の山崎研究室主催の輪読会にメンバーが参加す

ることにより、分子生物学の基礎知識を固めました。プロ
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ジェクトが決定すると実験を始め、いくつかの問題点が見

つかると、その解決策を生み出し、生物ロボットを完成さ

せました。複雑な問題の原因を考え、その正しい解決策を

実践するといった一連の作業は、活動歴の長いメンバーが

中心となって行いました。そのような学生を今後も育成し、

将来に役立てていこうと考えています。

　大会では英語を用いたコミュニケーションを行いまし

た。もちろん全てのメンバーが高等な英語を使いこなし、

英語で議論を行えたというわけではありませんが、自身の

英語力と向き合わざるを得ない貴重な経験となり、今後の

勉学への取り組み方に変化が出るように思われます。

　iGEMでは3つの活動が主となっています。実験を行う

「Wet�Lab」、数式を用いた生命モデリングやWikiの構築

をおこなう「Dry�Lab」、市民の方々と交流し、社会に貢

献する「Outreach」です。実際は他にも、資料やWikiの

デザイン、英語のサポート、渉外活動など、欠かすことの

できない役割がいくつもあります。iGEMでは実験活動が

主とされ、生物学を専攻する学生のみを受け入れていると

思われがちですが、そのようなことはなく、各個人の様々

な得意分野を強調させてチームとして戦うために幅広い学

生を受け入れています。今年も多くのメンバーが個人の得

意分野、興味のある分野で活動し、自主性・創造性を発揮

しました。

　これらの経験は学問の知識を定着させることや意欲向上

などにおいて非常に有意義なものになっただけではなく、

実験計画を通してプランニング、マネジメントといった能

力を鍛えることもできたのではないかと思います。

■その他（希望・反省等）

　iGEMをもっと多くの方に知ってもらい、さらに大きな

波及的活動ができるようにしたいと考えています。また参

加メンバーを増やすことで、より多くの学生にiGEMや生

物学の魅力、意義を体験してもらい、北海道大学の国際化

に貢献してほしいとも思います。

　最後に、今年度の活動を行えたのは北大元気プロジェク

トからのご支援のおかげです。切に感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

Mohamed�Shehata 環境科学院 生物圏科学専攻 博士1

劉　　宇翔 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1

齋藤　憲介 理学部 生物科学科 4

下山　　花 農学部 生物資源科学科 3

堀口　　理 理学部 生物科学科 3

秦　　彩乃 理学部 生物科学科 3

水戸部絵理 理学部 数学科 3

松村　直也 医学部 医学科 3

福田　　怜 農学部 応用生命科学科 2

細木　拓也 水産学部 増殖生命科学科 2

田仲　真実 水産学部 増殖生命科学科 2

鈴木　桃李 水産学部 増殖生命科学科 2

櫻井珠真呂 理学部 生物科学科 2

三本　斉也 理学部 生物科学科 2

伊藤　昂哉 医学部 医学科 2

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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東北応援プロジェクト
代表／有坂　紀子　　農学部　　生物資源科学科　　3年

■実施の内容
　震災から3年余りが経過し、東北現地は復旧の段階を終え、これからが

復興に向けた正念場という局面にある。東北が震災以前のような賑わいを

取り戻すにはまだまだ10数年といった多くの時間が必要で、外部の人たち

の関心と応援を必要としている。そんな東北の復興の一助となるには、そ

の実情を知りまた東北の魅力を存分に知り、今後も末永く東北を応援し続

ける人を増やすことが重要である。そこで私たちは、東北の被災地として

の面だけでなく、日本の歴史ある地としての魅力を知り、東北を長く応援

する人を増やすことを目標とし以下のような活動を実施した。

【「いくっちゃ！東北」ツアーの実行】

　まだ東北へ行ったことのない大学生を15名集め、長期休み（8月・3

月（予定））に東北へ行くツアーを計画・実行した。HOSUPメンバー

のこれまでの東北旅の経験や人脈をもとに、震災後の現地の現状を学び、

現地の魅力を知れ、更に現地の人と会える旅程を組んだ。帰札後には参

加者からツアーの感想を集め、ツアーの反省を行うとともに、それをま

とめたOUEN�TIMES（以下記述）を作成した。

【広告紙（OUEN TIMES）の作成・配布（現地の観光地紹介）】

　東北へ行ってみようというきっかけを与えるべく、東北の観光地の情

報（今年度は陸前高田（岩手）、気仙沼（宮城）を特集した）やツアー

に参加した学生の声をまとめた広告紙OUEN�TIMESの作成・配布を

行った。広告紙内には、札幌からの行き方、現地の人の声、現地のおす

すめの場所やグルメを掲載した。広告紙は、北大の各学部や当団体で活

動する学生や友人の所属大学（酪農学園大、小樽商科大、北海道教育大）、

ツアーの参加者の所属大学（室蘭工業大、北海学園大）、北大周辺の飲

食店などで設置・配布した。また、電子書籍化し、WEBからも閲覧を

可能にした。

【3・11祈念イベントの実行（予定）】

　東日本大震災発災から4年が経過するのを前に、会場に訪れる人に被

災地の現状を知ってもらい、被災した方に祈る気持ちを届けるため、北

大図書館の一角を借り、当企画を実施する（2月～3月の1ヶ月）。当企

画では、被災地の現状を伝える写真を展示し、震災関連の本の紹介をす

る他、折鶴をつくるスペースを設けイベント終了後、集まった折鶴を被

災地の震災遺構に届ける。

■実施時期
ツアーの実施：8月、3月（予定）

フリーペーパーの発行：6月、7月、10月、12月、2月（予定）

イベントの開催：2月～3月（予定）

■実施の評価
【実施結果】

（1）「いくっちゃ！東北」ツアー

実施時期：8月21日～25日

参加人数：15名（北大生13名、他大生2名）

訪問場所・内容

・気仙沼、気仙沼大島、陸前高田、閖上など

・被災地の現状を知る、東北の魅力を知る

・現地の方や語り部、ボランティア運営者のお話を伺い震災を学ぶ

・イベント設営ボランティアに参加する

【旅程概要】

1日目：気仙沼、気仙沼大島

　味ん宿かもめ荘のご主人から漁の話や当時の話を聴く

2日目：陸前高田

　遠野まごころネットに案内していただき視察、ボランティア活動参加

3日目：気仙沼、閖上　等バスを借りて見学

（2）広告紙OUEN TIMES

《OUENTIMES vol.8》

発行時期：6月

発行部数：500部（A4、片面カラー・片面白黒印刷）

配布場所：北大祭

掲載情報：�北大祭で販売した㈱ヤマサコウショウの牛タン入つくね（石

巻）、おかし工房木村屋の夢の樹バウムラスク（陸前高田）

の紹介とインタビュー

《OUENTIMES vol.9》

発行時期：7月

発行部数：350部（A4、片面カラー・片面白黒印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�陸前高田特集（現地の方のインタビュー、陸前高田への行き方、

グルメ、観光地の紹介）

《OUENTIMES vol.10》

発行時期：10月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�気仙沼特集（現地の方のインタビュー、気仙沼への行き方、

グルメ、観光地の紹介）

《OUENTIMES vol.11》

発行時期：12月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：ツアー参加者の感想特集

《OUENTIMES vol.12》（予定）

発行時期：2月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�現地の方のインタビュー、現地への行き方、特集地域のグル

メ、観光地の紹介
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【成果】

・�OUENTIMESのほぼ全てを配りきることができ、多くの北大生や他

大生に東北について考える機会を提供できた。

・ツアー参加者から頂いた感想には、

　・�報道されていない部分の状況や、美化されて報道されていることの

事実を知ることができた

　・�ボランティアではなく、観光でも被災地支援ができるということを、

周りの人たちに広めていきたいと思った

　・�見聞きしたことを周りの人に伝えていくということは、現地の人々

のためにも、やらなくてはならないこと

　・貴重な、とても良い、一生忘れられない経験になった

　・被災地の方々は皆優しく、温かい人たちばかりだった

　�などがあり、こうした感想を見て当ツアーでは、東北の現状を伝える

こと、東北の魅力を伝えることといった当初の目的を達成することが

できたように思われる（ツアー参加者から頂いた感想を添付資料とし

て提出致します）。

・�様々な活動を通し、3．11の忘却を防ぎ東北の魅力を伝える一助とな

ることができたように思われる。

■その他（希望・反省等）
【課題】

・�ツアー参加者の集客に苦戦し、締め切りのギリギリまで参加者が決ま

らず、プロジェクトの手続きに面倒をかけてしまった。他大学への宣

伝を含め、集客方法を考えるとともに、ツアーの工夫や更なる団体の

周知活動が必要となる。

・�OUENTIMESをより多くの学生に読んでもらうため、更なる配布場

所や配布方法の検討が必要となる。またOUENTIMESの読者の感想

を得にくいため、読者や学生のニーズに応えるためにはフィードバッ

クを得られるような仕組みづくりをしていく必要がある。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

中野　隼登 工学院 北方圏環境政策工学専攻 修士1

小野寺　舞 文学部 人文科学科 4

松尾　知晃 農学部 生物資源科学科 4

天笠　　翼 工学部 応用理工系学科 4

森下　南美 教育学部 教育学科 4

増田　　到 農学部 応用生命科学科 3

成影　沙紀 農学部 生物資源科学科 3

應武茉里依 総合教育部 1

渡邉　大輝 総合教育部 1

椿　　夏葉 総合教育部 1

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 2014
代表／半澤　麻衣　　文学部　　人文科学科　　3年

■実施の内容
　例年秋の北大で好評をいただいているCLARK�THEATERを

今年も5日間開催しました。今年は会場であるクラーク会館が

秋の3連休に利用できなかったことから、全11プログラム20

作品と例年よりも少ないプログラム数での開催でした。しかし

ゲストをお呼びする企画が全5プログラムと多く、合計12名の

ゲストの皆様にお越しいただき、トークショーを通して映画に

関するお話を伺うことができました。制作者の立場から映画の

魅力や映像文化に関してお話しいただくことで、お客様にはた

だ映画を鑑賞するだけではない、新鮮な映画体験をしていただ

くことができました。

　「石田祐康監督作品上映＆トークショー」では注目の若手アニ

メーション作家である石田監督をお呼びし、制作秘話とともに

アニメができる過程をお話していただきました。また「『希望の

シグナル』上映＆都鳥伸也監督トークショー」では、北海道庁

共同企画として北海道庁の自殺予防キャンペーンと連携し、自

殺対策を記録したドキュメンタリーの上映及び都鳥監督と北海

道立精神保健福祉センター所長を務めていらっしゃる田辺等さ

まの対談を催しました。更に室蘭在住の坪川拓史監督作品「『ハー

メルン』上映＆トークショー」や、札幌近郊に在住の中高生によっ

て琴似で撮影された「『茜色クラリネット』上映＆トークショー」

など、北海道ゆかりの作品を流すことができたのも特徴の一つ

と言えると思います。

　他にも北海道初上映である「『ゾウを撫でる』上映＆佐々部

清監督トークショー」や、同じく道内初上映作品で選挙の問題

を取り上げたドキュメンタリー映画『立候補』、白黒作品で名

作と名高い『素晴らしき哉、人生！』など、幅広いコンテンツ

を上映しました。

　上映環境に関しましても、開催期間中は会場に音響機材やス

クリーンといった上映機材を設営し、非常に映画館に近い設備

の中で開催することが出来ました。

■実施時期
2014年10月15日（水）～10月19日（日）

■実施の評価
　今年はお客様対応といったスタッフのマナー面を例年通り高

い質で維持できただけでなく、上映中の映像の乱れといった技

術上のミスもほとんどなかったため、ご来場くださったお客様

により高い満足を得ていただけました。災害時を想定した避難

誘導訓練なども例年以上に入念に行い、更に円滑な運営ができ

るよう準備ができました。

　また、道内初上映作品、北海道関連作品を複数上映したこと、

北海道庁と協力し自殺防止を呼びかけるメッセージ性の強い企

画を行えたこと、映画に関わるゲストも多くお呼びできたこと

などから、CLARK�THEATERとして他の映画館にない独自性

も強く打ち出せたと考えています。上映機会の少ない映画の上

映や、実際に映画制作にあたるゲストの方々にお話していただ

く場を作り、お客様に観ていただくことで「映像教育、映像産

業への寄与」という目的に対して、大きな成果を挙げられまし

た。

　今年度も新聞やラジオをはじめとした多くのメディアで取り

上げられ、目的としていた「地域に開かれた大学」に対して一

定の成果を出すことができた一方で、プログラム数の減少が

あったとはいえ集客数が目標としていた2000名を大幅に割り

込み、1417名という結果となってしまいました。原因として

は広報媒体の遅れによる宣伝活動全般の遅れが挙げられます。

来年以降はスケジューリングを見直し、改善が必要になってく

ると考えます。

　今年は学部2年生が中心の若いチームでCLARK�THEATER

の企画、運営にあたりました。3年生以上のメンバーがサポー

トに回ったこともあり、経験あるメンバーに見守られる中で、

2年生の多くのメンバーが責任ある立場に立ち、多くの経験を

することができました。また、そのことから今年は1年生にも

活躍の場が大きく広がった年だとも言えます。CLARK�

THEATERの活動の中で作り上げられたこうした体制や各々が

得た経験は、来年以降の活動はもちろん、社会に出た後にも必

ず活きてくるものだと確信しています。
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■その他（希望・反省等）
　今年は前年に比べ入場者数が大幅に減少してしまいました。

これを反省し、宣伝面の強化やスケジュール管理は今後大きな

課題となります。またその一方で、お客様や開催に向けてご協

力くださる皆様が、私たちにどのような活動を求めているのか

しっかりと見極め、実行していく必要性を感じました。お客様、

関係者の皆様のニーズを満たしつつ、私たちの理念に沿った映

画祭としていくことが、私たちがこれから行っていくべきこと

だと考えます。

　最後になりますが、今年度も北大元気プロジェクトに採択いた

だき、学生支援課の皆様にご協力いただけたことで無事開催に

至ることができました。この場をお借りして心より御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

■構成員

氏名 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2

森田　　笙 理学院 自然史科学専攻 修士2

木藤　瑛子 文学部 人文科学科 4

成田友里恵 文学部 人文科学科 4

善徳　勇貴 歯学部 歯学科 4

浅野　輝一 理学部 化学科 4

濱田　菜歩 水産学部 資源機能化学科 4

福田　千晶 医学部 保健学科 4

土山　　啓 医学部 保健学科 4

小熊　克暢 法学部 法学課程 4

小林　素直 工学部 環境社会工学科 3

梶　　智博 工学部 応用理工系学科 3

森田　　萌 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

相原　雄也 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

北村　沙織 経済学部 経営学科 3

宗像のぞみ 文学部 人文科学科 3

石川　瑞羽 （東海大学） 3

廣川依寿美 （東海大学） 3

矢部　兄輔 （北海学園大学） 3

川端　宣志 教育学部 教育学科 2

後藤　　奏 法学部 法学課程 2

今井　駿司 法学部 法学課程 2

村岡　愛子 文学部 人文科学科 2

菊地　瑛里 法学部 法学課程 2

内藤　怜奈 法学部 法学課程 2

大沢　啓人 理学部 化学科 2

今山　知佳 農学部 畜産科学科 2

菅野あかね 文学部 人文科学科 2

藤川　雄基 理学部 生物科学科 2

小関　千尋 薬学部 薬学科 2

関根　　健 経済学部 経営学科 2

植村　　央 医学部 保健学科 2

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

土屋　琢也 薬学部 薬科学科 2

荒家　　優 （東海大学） 2

佐藤奈津乃 （藤女子大学） 2

小原　綾音 （藤女子大学） 2

日野真理菜 （藤女子大学） 2

依田はる乃 （藤女子大学） 2

古賀　美幹 （藤女子大学） 2

小松　幸未 （藤女子大学） 2

島　野々花 （藤女子大学） 2

島嵜　晴菜 （武蔵女子短期大学） 2

曽束　芽吹 総合教育部 1

近田真記子 総合教育部 1

戸田　博士 総合教育部 1

井田　優子 総合教育部 1

古林　　萌 総合教育部 1

土橋　一葉 総合教育部 1

澤永　紗希 総合教育部 1

林　　祐太 総合教育部 1

浅沼　萌佳 （藤女子大学） 1

飯田美奈子 （藤女子大学） 1

喜久川智世 （藤女子大学） 1

千村　聡美 （藤女子大学） 1

仲川　春菜 （藤女子大学） 1

安田穂乃香 （北海学園大学） 1

山本　千尋 （武蔵女子短期大学） 1

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／宮上　典子　　文学　　人文科学科　　2年

■実施の内容
・2014年6月5日～8日「北大祭カフェ」（1543杯）
　北大祭の時期に合わせ、総合博物館横ウッドデッキにてオー
プンカフェを開催した。緑に囲まれた場所で、北大祭の雰囲気
を楽しみながらもゆっくりと休める場所として、小さな子ども
からご高齢の方まで多くの人でにぎわった。アカペラサークル
NoSeRAや北大交響楽団などの音楽サークルによる演奏も大
変好評であった。

・2014年6月21・22日「green open café」（136杯）
　この企画は、週末にキャンパスを訪れる方々に、屋外で椅子
に座ってくつろぐことのできる場所を提供したいという思いか
ら発案された。当日は、散歩途中の札幌市民の方や他大学から
訪れた学会の帰りの教職員に立ち寄っていただくことができ、
普段話すことのない方々と交流をすることができた。

・2014年7月12・13日「わんにゃんカフェ」（390杯）
　昨年度行った「にゃんものカフェ」をより大きな規模で行い
たいというメンバーを中心として、理学部ローンと総合博物館
横ウッドデッキにて開催した。昨年度もお世話になった「人と
猫をつなぐ　ツキネコ北海道」に加え、今年度は「犬のM基金」
とも協力した。猫と犬の保護に取り組む両団体の活動紹介や、
年齢に関係なく親しめる犬や猫をきっかけとして、世代を超え
た交流ができる空間となった。

・2014年7月18日「Hello,museum!café」（104杯）
　理学院開講科目「博物館コミュニケーション持論Ⅰ」にて、
学生が札幌市カルチャーナイトの一環として開催するイベント
にカフェを出展した。開催場所である博物館横ウッドデッキを
船の甲板にみたてた装飾をすることで、来場者にイベントの空
間を楽しんでいただくことを通し、イベント企画側と来場者が
より気軽にコミュニケーションをとれる場所を目指した。

・2014年8月3日「オープンキャンパスカフェ」（184杯）
　オープンキャンパスで北大を訪れる受験生やその保護者を対
象として、構内メインストリート13条交差点にて開催した。今
年度で5回目の開催になる本企画では、コミュニケーションの
きっかけづくりとして、メンバーによる合格体験記集や学部紹
介冊子、また北大周辺の飲食店を紹介した地図や手作りのコー
スターを作成した。現役の北大生と気軽に交流できる場所とし
て、大変好評であった。

・2014年8月23・24日「北大マルシェカフェ」（1151杯）
　農学部ローンにて開催される北大マルシェにカフェを出店し
た。同イベントには毎年学内・外から大勢の方が訪れるため、
それらの方々が一息つけるような空間の提供を目指した。カ

フェだけではなく物々交換ブースも設けたため、小さな子ども
たちにも喜んでいただけた。

・2014年9月17・18日「URAカフェ」（280杯）
　学術交流会館にて開催されるシンポジウムに、コーヒースタ
ンドとしてのカフェを出店した。全国各地から訪れるシンポジ
ウム参加者に、北大を、また北大生をより身近に感じてもらう
ことを目的とした。

・2014年9月27・28日「アートイベントカフェ」（128杯）
　エルプラザにて開催された、札幌市が主催のイベントにカ
フェを出店した。秋らしいメニューや、来場者同士が気軽にコ
ミュニケーションをとれるようにと取り組んだ企画「メッセー
ジツリー」は来場者に親しんでいただくことができた。

・2014年10月18・19日「クラークシアターカフェ」（236杯）
　北大映画館プロジェクトが開催するイベント“クラークシア
ター”の会場近くにカフェスペースを設けることで、映画をきっ
かけとして様々な人が交流できる空間づくりを目指した。半券
特典として用意したキャラメルポップコーンは、映画館の雰囲
気を味わえる、と来場者に好評であった。

・2014年11月1・2日「銀杏並木カフェ」（2023杯）
　銀杏並木が綺麗に色づく時期に合わせ、構内メインストリー
ト13条交差点にてカフェを開催した。学生や札幌市民をはじめ
として、観光客、また学生の保護者など、様々な方々に訪れて
いただくことができた。紅葉をゆっくりと眺められる席と、学
生による音楽演奏、そして温かい飲み物は、来場者に大変喜ん
でいただくことができた。

・2014年12月5日「NoSeRAクリスマスライブカフェ」（116杯）
　アカペラサークルNoSeRAが遠友学舎にて開催するクリス
マスライブに、カフェを出店した。出演者と来場者が交流でき
るように「メッセージツリー」という企画を行い、来場者に出
演者をより身近に感じてもらうことを目指した。また、主要な
来場者層である学生に向けた新しいメニューを考案したとこ
ろ、大変好評であった。

・2015年2月7日「かまくらカフェ」（実施予定）
　北大の冬を楽しんでいただくことを目的に、PoPsとコラボ
レーションして開催する。かまくらの中で温かい飲み物を楽し
んでいただくことや、雪に関連した企画を行うことで、観光客
や留学生、また地域の人が所属を超えて交流できるような空間
づくりを目指す。
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・2015年2月28日・3月1日「卒業ポスターカフェ」（実施予定）
　北大の様々な学部の学生が、札幌市民や学生に向けて卒業論
文を1枚のポスターにまとめたものを発表する、という博物館
主催のイベントにカフェを出店する。発表者と来場者がより交
流を深められるような空間をつくることを目指す。

■実施時期
2014年4月～2015年3月

■実施の評価
　北大カフェプロジェクトは、「人と人をつなぐアットホーム
なスペースの提供」を目的として、今年度は13回（実施予定含
む）のカフェを企画・運営した。カフェ開催を通して、その場
に居合わせた人同士が、気軽にコミュニケーションをとること
ができる空間を提供することができたと実感している。また、
音楽サークルなどの北大の団体にとどまらず、「人と猫をつな
ぐ　ツキネコ北海道」や「犬のM基金」といった学外の団体を
北大のキャンパスに誘致することで、より一層北大を盛り上げ
ることができたと考えられる。
　そして、昨年度に引き続いて、今年度も春の「北大祭カフェ」、
夏の「オープンキャンパスカフェ」、秋の「銀杏並木カフェ」
と冬の「かまくらカフェ」を開催することができた。これらの
企画は、北大の豊かな自然を感じていただけるため、地域の人々
や観光客など、キャンパスを訪れる外部の人々に、北大をより
身近に感じてもらえる機会をつくることができたと考えられ
る。これからも、毎年恒例のイベントとして足を運んでいただ
けるように、より充実した企画を行っていきたい。
　活動メンバーも新たに20人近く増え、団体規模が大きくなっ
た今年度は、新たな取り組みとして以下の4つのことを行った。
　まず1つ目は、ものに残る形での交流を行ったことである。
「アートイベントカフェ」や「NoSeRAクリスマスライブカフェ」
で行った「メッセージツリー」という企画では、来場者にイベ
ント開催側や他の来場者に向けて自由にメッセージを書いてい
ただいた。それらを集めて貼りあわせたものを掲示することに
より、メッセージカードを通しての交流を行うことができた。
これらのメッセージカードは、アルバムにまとめて次回のカフェ
の際にテーブルに置き、カフェに訪れる方々に見ていただくこ
とにより、新たな交流のきっかけとなることを目指した。
　2つ目に、恒例カフェを増やしたことである。前にも述べた
とおり、本プロジェクトは四季に合わせたカフェを恒例カフェ
として開催しているが、それに加えて、昨年度行った「にゃん
ものカフェ」を今年度は「わんにゃんカフェ」としてより大き
な規模で開催した。一度行った企画を一度きりで終わらせずに
開催したことで、昨年度訪れてくださった来場者の方に、また
北大のキャンパスに足を運んでいただく機会をつくることがで
きた。
　3つ目は、新しいメニューの提供である。以前より、冷たい
飲み物の充実を希望する声が多かったため、今年度は新たに

アップルタイザーやレモネードをメニューに加えた。暑い日の
屋外でのカフェで喜んでいただくことができた。また、学生に
向けてカフェモカや抹茶ラテの提供も行った。
　最後に、アイスコーヒーの作り方を、より効率的な方法に改善
したことである。以前までの方法では提供できる数に限りがあり、
希望する来場者の方々に行き届かないということが起こっていた
が、作り方を改善したため、より多くの人にアイスコーヒーを楽
しんでいただくことができた。
　活動8年目の今年は、団体の認知度の高まりを感じることや、
活動年数を重ねていること、また、新しい活動メンバーが増え
たことで、団体の規模が大きくなった。そして、今年度も年間
を通しての飲み物の提供数が6000杯を超え、私たちの活動を
通して、非常に多くの地域の方々や観光客、また学生や教職員
に、自然豊かなキャンパスの魅力を感じる場所をつくることが
できたと感じている。北大のキャンパスは様々な年代・所属の
方々が訪れるという、他にない魅力を備えた場所である。本プ
ロジェクトはその特色を生かし、学内の人々と学外の人々をつ
なぐ場所として、これからもカフェを開催していきたいと考え
ている。

■その他（希望・反省等）
　今年度のカフェ開催を通して、以前カフェを訪れてくださっ
た方がまたカフェに足を運んでくださるということが、徐々に
増えていることや、来場者からこれからも活動を続けてほしい
という声をいただくことが多くある。これまで、広報はSNSや
キャンパスに設置する立て看板を中心として行ってきた。しか
し、来場者からイベントの情報をもっと配信してほしいという
声があったため、来年度は一度訪れた方々に直接届くような広
報の形をつくっていきたいと考える。
　また、屋外で行うという特性上、雨が降ってしまうと開催でき
なくなってしまったり、来場者が少なくなってしまったりすると
いうことが発生する。そのため、来年度は、天候の変化にも柔軟
に対応できる体制づくりを行っていきたいと考えている。
　北大元気プロジェクトへの希望としては、本プロジェクトの
活動拠点としての場所の提供があげられる。本プロジェクトは、
カフェのレイアウトとして用いる椅子や机、また飲み物づくり
を行うための物品を多く抱えている。これまでは総合博物館の
中に一室を借り、物品を収納することや、飲み物づくりをして
いた。しかし、今年度より博物館にて改修工事が行われるため、
以前のように物品を収納することも飲み物づくりを行うことも
難しいという状態になってしまった。このままではカフェの開
催が危ぶまれるため、学内に物品を収納する部屋を提供してい
ただけるととても助かる。
　最後になりましたが、7年間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、活動を続けることができています。
活動にあたっての会議を行う場所や、学内での広報において大
変お世話になっています。本当にありがとうございます。
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■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

飛田　英克 農学院 生物資源科学専攻 修士2

十川　聡子 農学院 生物資源科学専攻 修士1

相澤　優作 工学院 人間機械システムデザイン専攻 修士1

佐野　孝矩 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

伊東　絢子 文学部 人文科学科 4

小松由梨香 文学部 人文科学科 4

高橋　　優 文学部 人文科学科 4

武藤まり恵 文学部 人文科学科 4

金城　早希 経済学部 経営学科 4

久保田早穂 経済学部 経営学科 4

野呂　雪華 経済学部 経営学科 4

相野　宏貴 法学部 法学課程 4

森下　　航 法学部 法学課程 4

坂口明日美 工学部 環境社会工学科 4

堀川　大介 水産学部 資源機能化学科 4

馬橋　　諒 （北海学園大学） 4

木下　　瞳 文学部 人文科学科 3

西村　洋亮 経済学部 経営学科 3

溝口友里奈 教育学部 教育学科 3

佐藤　和也 法学部 法学課程 3

山城　文彦 法学部 法学課程 3

小林　貴洋 工学部 機械知能工学科 3

岩本　太一 工学部 環境社会工学科 3

清水　　昴 工学部 環境社会工学科 3

高橋　　颯 工学部 環境社会工学科 3

柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 3

岡本　紅羽 （天使大学） 3

柳谷　祐希 （北海商科大学） 3

角谷　加奈 （北海学園大学） 3

上田　菜穂 文学部 人文科学科 2

村岡　愛子 文学部 人文科学科 2

茂木　友斗 文学部 人文科学科 2

今宮　彩子 経済学部 経済学科 2

新屋　千夏 経済学部 経営学科 2

関井菜々香 教育学部 教育学科 2

八木伸一郎 法学部 法学課程 2

中岡梨々子 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

永瀬　　萌 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

菅原　雄太 工学部 環境社会工学科 2

河合　美典 薬学部 薬科学科 2

藤木明日香 医学部 保健学科 2

小川　帆貴 医学部 保健学科 2

大橋　史奈 農学部 応用生命科学科 2

本田　　努 理学部 地球惑星科学科 2

玉木　慶弥 （北海学園大学） 2

関根　迪高 （北海学園大学） 2

長澤　　萌 （北海学園大学） 2

福島　咲子 （札幌大谷大学） 2

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

羽石　麗奈 （札幌大谷大学） 2

煙山　絢子 （小樽商科大学） 2

早坂　彩奈 （北星学園大学） 2

川田　実沙 （北星学園大学） 2

宍戸佑佳子 （藤女子大学） 2

久保美沙紀 総合教育部 1

牧　　理沙 総合教育部 1

菊池祐里子 総合教育部 1

橋本侑里香 総合教育部 1

小林　葉月 総合教育部 1

恒川　佳諒 総合教育部 1

川島　誠洋 総合教育部 1

石田　拓都 総合教育部 1

岩谷　咲希 総合教育部 1

平野　優里 （武蔵女子短期大学） 1

鈴木　莉子 （武蔵女子短期大学） 1

西川　真由 （藤女子大学） 1

北大カフェプロジェクト

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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アンケート結果
○�以下のカフェにおいて、来場者に対し任意のアンケート調査を行った。
　�北大祭カフェ・green�open�café・わんにゃんカフェ・Hello,museum!café・
オープンキャンパスカフェ・北大マルシェカフェ・アートイベントカフェ・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
○�回収部数は266部であり、回収率は4.51％であった。（昨年度4.1％）

◦来場者からの声
　・�子供用のいすもあったら子連れの散歩の人も寄れそう。ずっとやってほしい
です。すごくいい企画だと思います（green�open�café・30代・女性・札幌）

　・�大学生の人たちが話しかけてきてくれたことがよかった。楽しく話ができて
嬉しかったです。ありがとうございました！＞＿＜（オープンキャンパスカ
フェ・10代・女性・釧路）

　・�頑張って下さい。交流を目的としているということで面白いと感じました
（北大祭カフェ・50代・男性）

　・�全体的にすごく好きなので、これからも続けてほしいです。値段が決まって
いないところ、いいかなと思います（気軽に来れる）（銀杏並木カフェ・10
代・女性）

「オープンキャンパスカフェ」

「アートイベントカフェ」

「銀杏並木カフェ」

「北大祭カフェ」

「わんにゃんカフェ」

活動の様子

◦来場者年齢分布
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◦全体の評価

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

2％
5％

28％

65％

知らなかった:138人

知っていた:126人
47％ 53％

◦本プロジェクトの認知度
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ビブリオバトル北大予選会
代表／蒔苗　詩歌　　教育学院　　教育学専攻　　修士1年

■実施の内容

　全国大学ビブリオバトル2014京都決戦は、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京都決戦へ北海道代表として

出場することになる。本プロジェクトは、この京都決戦に

向けての予選会を開催した。

【実施までの流れ】

・4月23日（水）　イベント「サン・ジョルディの日」

　北大附属図書館本館にて開催：10名参加

・7月7日（月）　らんこし作家・デビュープロジェクト×

ビブリオバトル

　北大附属図書館本館にて開催：6名参加

・8月10日（日）　全国高等学校ビブリオバトル2014北海

道大会

　北海道大学学術交流会館にて開催：北海道大学図書館

サークル�Sapollo 3名が司会を担当

・8月30日（土）　らんこし住民作家ツアー

　蘭越町にて開催：4名参加（のち2名本を出版）

・11月9日（日）　全国大学ビブリオバトル2014～京都決

戦～北大予選会

　紀伊國屋書店札幌本店にて開催：およそ40名参加

　バトラー：北大（文学部、医学部）、北海学園大学

　観客：�北大（学部生、院生、職員）、他大学、高校生、

一般参加

・11月16日（日）全国大学ビブリオバトル2014～京都

決戦～北海道地区決戦（於：札幌エルプラザ）

　スタッフとして北大生1名参加（当日の様子をweb配信）

・3月、北大にて北海道学生ビブリオバトル交流会を開催

■実施時期

11月9日（日）　17：00～18：00

場所：紀伊國屋書店札幌本店

■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

　・�即売会の開催により、イベント後に本を手に取る人が

多かった（チャンプ本は完売した）。

　・�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。

②北大生と地域の方々が本を通じた交流をする

　・一般参加が非常に多く、様々な世代の方が参加した。

　・�蘭越住民作家企画や、ビブリオ学生団体の紹介も行っ

たことで、Sapolloと地域との活動を紹介でき、大変

興味をもっていただくことができた。

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やコメン

トをしてもらったり、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。

■その他（希望・反省等）

・�サークル構成員人数の関係により、来年度の開催は見合

わせる予定。今後は少ない人数で実施可能な活動を行っ

ていく予定。

・�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。

・�Sapolloだけでなく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

活性化していきたい。
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■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 4

井上　沙織 文学部 人文科学科 3

尾崎　孝爾 医学部 医学科 3

原　　直哉 工学部 機械知能工学科 3

関根　菜桜 文学部 人文科学科 3

日野　陽平 文学部 人文科学科 2

久世ののか 総合教育部 1

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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北水生が社会に発信！
「津軽海峡でクジラと海を学ぼう！」

代表／本間　総悟　　水産学部　　海洋生物科学科　　4年

■実施の内容
　北海道大学鯨類研究会（北大鯨研）では、2002年より津軽海峡での

鯨類の目視調査を行い、これまでに2万頭を超える鯨類目視記録を集め

てきた。この調査結果から、津軽海峡の鯨類の生態が明らかになり、学

会発表や学会誌への論文掲載を通じて発表してきた。しかし、これまで

北大鯨研では得られた成果を社会に還元する活動を行っていなかった。

そこで本プロジェクトでは、津軽海峡やそこに生息する鯨類・北大鯨研・

北水について地域社会やこれから北海道大学水産学部（北水）への入学

を検討しようとする生徒たちに向けて発信することで、鯨類や海につい

て共に学ぶ環境を作り出していきたいと考えた。また、長年目視調査に

協力してくださっている津軽海峡フェリー会社への恩返しとなる活動を

したいと考えた。

　社会発信活動として、①津軽海峡フェリーでの船内ワークショップ、

②函館・青森の小学校への「出前授業」という方法を考えた。本プロジェ

クトは今年度で2年目であるが、地域社会全体での学びを促進するため

には単発的な活動では効果は薄いと考えており、どちらもいずれは毎年

恒例のイベントとしたいと考えている。

　今年度は①「船内ワークショップ」を開催した。準備段階では、フェリー

会社と実施内容や日程・タイムテーブルの打ち合わせを行い、フェリー

会社を通してツアー会社への広報も行った。実施内容は30分レクチャー・

目視体験・写真展示・骨格標本展示とし、ワークショップに向けてレク

チャー用スライドの作成・目視体験の段取り練習・展示品の作成を行っ

た。また、船内の会場設営や呼び込みなども全て自分たちで行う必要が

あったため、事前にフェリー内の視察を行い、会場の決定・会場設営の

流れ・呼び込み・お客さんの引導方法といった段取りを考えた。実施日

について、当初はカマイルカの大群が回遊してくる6月と乗客の多い夏

に実施する予定であったが、フェリー会社側の都合が合わず、10月中旬

の開催となった。フェリー会社の繁忙期を考慮するのが難しかった。

　以下、当日の流れ

 往路
10：00� 事前乗船、会場設営

� （スクリーン・プロジェクター・ポスター・展示品の設置）

11：00� 一般客乗船、呼び込み（チラシ配り、団体客への挨拶）

12：00� 函館港発、呼び込み（船内アナウンス）

12：30～13：00　30分レクチャー、アンケート配布

� �（①北大鯨研について　②津軽海峡で見られる鯨類　③目視調

査について

� �レクチャー中は景品付きのクイズを設けた。また、カマイル

カ実寸大の平面模型やひげ板を用いたりして全員参加型の楽

しめるレクチャーを実施した。）

13：15～13：40　目視体験

� �（実際に双眼鏡を用いて、お客さんと鯨類を探した。鯨類を発

見しづらい時期であったため、あらかじめ実際の写真を準備

しておき、発見時の状況を説明することで臨場感のあるプロ

グラムを実施出来た。）

13：15～14：00　写真・骨格標本展示、解説

� �（北大鯨研メンバーが実際に撮影した写真や作製したネズミイ

ルカの平面骨格標本、ひげ板の展示を行い、常駐するメンバー

が解説を行った。）

14：00～15：00　復路の準備

15：40� 青森港着　アンケート回収、一時下船

 復路
17：05� 青森港発　船内アナウンス、写真・骨格標本展示、解説

20：00� 会場の片付け

20：40� 函館港着

■実施時期
2014年4・5月：フェリー会社と打ち合わせ

6月：採択・実施内容決定・船内視察

7月～10月：ワークショップ準備

10月19日（日）：フェリーにてワークショップ開催

■実施の評価
　これまで北大鯨研では、目視調査により明らかになった津軽海峡に生

息する鯨類の生態研究の成果を社会に発信する場がなかった。そこで、

元気プロジェクトの助成を受けて「社会へ発信」を強く意識した活動を

行いたいと考えた。本プロジェクトは今年度で2年目ということで、1年

目の手探り状態から始めた津軽海峡フェリーでの船内ワークショップを

より大規模にしようという目的で活動を行った。

　この目的達成のために、当初は船内ワークショップを数回開催すると
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いう計画を立てていた。しかし、団体に所属する学生の立場だけでなく

顧問である松石先生、開催に協力してくださった津軽海峡フェリー会社、

そして船内ワークショップに参加してくださったお客さんなどの様々な

立場との兼ね合いを考えなければならず、1回しか開催することが出来

なかった。特にフェリー会社の立場を考慮に入れて計画を進めていくこ

とが難しく、7～8月はフェリー会社にとって繁忙期でありワークショッ

プ開催が難しいということや、船内で休憩していらっしゃるお客さんの

迷惑にならない時間帯のみの開催ということで往復での実施は難しいと

いうことなど様々な制約があった。また、北大鯨研では、本プロジェク

ト以外にも「北水祭（大学祭）」での大規模な出店や「HAKODATEア

カデミックリンク2014」への参加、毎週の目視調査などの活動をして

おり、メンバーの都合を合わせることに予想以上に手こずってしまった。

　顧問やフェリー会社からの要望とメンバーの都合を合わせることが難

しかったが、船内ワークショップは多くの協力を受けて大成功を収める

ことが出来た。船内ワークショップには約50人のお客さんが参加してく

ださり、北海道新聞の夕刊（10月24日）に記事を掲載していただいた。

ツアー会社に広報したことや、フェリー会社と何度も打ち合わせしたこ

とでスピーカーや船内アナウンスを導入でき、船内にワークショップ開

催中という雰囲気作りを出来たことが非常に良かったと感じる。また、

前述したように時間帯による制約で復路での開催が出来なかったが、代

替企画として「写真・骨格標本展示」を実施出来た。

　全体を通して、準備段階で後輩にもっと丁寧に本プロジェクトの内容

を伝え、メンバーへの報告・連絡・相談を重視するべきであったと感じる。

北大鯨研にとって、本プロジェクトは2年目であり他の活動に比べてま

だ手探り状態で曖昧な部分が多かった。そのため、役割分担を早い段階

で明確に行い、役割ごとに計画を綿密に立てるべきであった。

　ワークショップに参加したお客さんだけでなく、フェリー会社からも

絶賛のお言葉を頂けた。また、メンバーからも「非常に達成感があり、

良い経験になった。そして何より楽しかった。来年度からも是非続けて

いきたい。」という声が上がった。まだまだ目的を達成できているとは

言えないが、来年度以降に向けて改善を重ね、より地域社会の方々に喜

んで頂ける企画にしていきたい。

■その他（希望・反省等）
　来年度こそはカマイルカの大群が訪れる6月にワークショップを開催

したい。また、我々の団体だけでなくフェリー会社からも「ゆくゆくは

毎年恒例のイベントにしたい」というお言葉を頂いた。来年度は数回実

施のために今回のような大規模なワークショップだけでなく、3、4人で

行える小規模なレクチャーも開催するという話で進めている。今回のア

ンケートの結果から、骨格標本やひげ板などの「見て触れる」ようなレ

クチャーが好評だったことがわかった。参加型レクチャーということに

重点を置き、場数を増やしていきたい。

■構成員

氏　　　名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

北川　真衣 水産学部 増殖生命科学科 4

楠田　悠貴 水産学部 増殖生命科学科 4

齊藤　未祐 水産学部 資源機能化学科 4

杉田　大地 水産学部 資源機能化学科 4

田川　　怜 水産学部 資源機能化学科 4

田代　郷史 水産学部 海洋生物科学科 4

田中　智子 水産学部 海洋生物科学科 4

辻井　浩希 水産学部 海洋生物科学科 4

前澤　知輝 水産学部 海洋生物科学科 4

槇　しずく 水産学部 増殖生命科学科 4

柳澤さなえ 水産学部 海洋生物科学科 4

神林　　潤 水産学部 海洋生物科学科 3

立松　俊和 水産学部 海洋生物科学科 3

中嶋　　実 水産学部 海洋生物科学科 3

松井　菜月 水産学部 海洋生物科学科 3

神保　美渚 水産学部 海洋資源科学科 3

伊藤　　慧 水産学部 増殖生命科学科 3

牛崎　圭輔 水産学部 増殖生命科学科 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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え！？北大生が展示解説！？
代表／井宮　汀士郎　　総合教育部　　教育学科　　1年

■実施の内容

　本企画は平成23年度からの継続企画であった「え！？

新入生が展示解説！？」を昨年度までと同様に新入生が進

路を考える材料を提供することに加え、昨年度までのプロ

ジェクトメンバーが新たな展示解説テーマを設定したり、

ノウハウを引き継いだりすることで、展示解説全体の水準

が向上させることを狙って「え！？北大生が展示解説！？」

に変更したものである。本年も楡陵祭での解説を始め、総

合博物館で開催されていた『学船　洋上のキャンパスお

しょろ丸』展やホームカミングデーでも解説を行い、札幌

YWCAの小学生を対象とした解説も行った。その際も新

規解説員は先輩の解説の補助や見学を通じてその技術を自

身の解説へと活かす事ができた。また、それぞれの解説に

使用した原稿は解説員の間で相互にチェックを行い、それ

ぞれ専門の教員の方々にもチェックして頂いた。

　実際の展示解説に先駆けてリハーサルという形でビデオ

チェックを行い、解説する際の姿勢や目線、話し方やスピー

ド、口癖が出ていないか等のチェックも行った。実際に行

われた展示解説では解説を聞いて頂いた来館者の方々にア

ンケートを取り、今後の展示解説に活かせるよう反省会を

行った。

■実施時期

2014年6月：楡陵祭での解説

　� 7～10月：テーマ決定及び下調べ

　10～12月：団体や個別での展示解説

　11～12月：博物館、美術館研修

2015年1月：リハーサル

　2月初旬：全体での第一回展示解説

　3月：第二回及び第三回展示解説

■実施の評価

　新規解説員の解説見学会や新規原稿のチェックやビデオ

チェックを通して目的は達成できたように思う。また、そ

のようなリハーサルを通して自分の展示解説に十分な自信

を持つことができ、実際の展示解説の場でも堂々と解説す

ることができた。よって企画名を変更した目的は十分に達

したように思う。また、過去に解説の経験を持っている解

説員も新規解説員の育成を通じて自分たちの解説をもう一

度見直すことができた。

　反省点としては展示解説中の博物館観覧者と解説員との

やりとりが一方的になってしまっていたこと、展示解説に

用いた言葉や資料が専門的で理解しづらかったこと、展示

解説に展示物や機器を活用しきれていなかったことなどが

あげられた。観覧者と解説員のやりとりの問題は解説に質

問やクイズ等を用い、専門用語の見直しを行うなどの案を

反省点の改善として、次の解説に向けて行う。

■その他（希望・反省等）

　日程について、北大総合博物館の改修に伴う展示室の閉

鎖で急遽、解説内容の変更を余儀なくされた解説員がいた。

博物館の改修の日程の連絡もぎりぎりになるまでわからな

かった等、連絡面の重要さも感じられた。
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■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

中原　隆史 水産学部 海洋生物科学科 4

若狭　玲那 理学部 物理学科 4

北野　翔一 医学部 医学科 3

福家　智大 工学部 環境社会工学科 3

堀田　剛士 文学部 人文科学科 3

山中　智樹 水産学部 増殖生命科学科 3

岩㟢　　峻 水産学部 海洋資源科学科 2

江口　　剛 水産学部 海洋資源科学科 2

雲中　　慧 水産学部 海洋資源科学科 2

伴　遼太郎 農学部 森林科学科 2

村上龍一郎 教育学部 教育学科 2

山内彩加林 水産学部 増殖生命科学科 2

三浦　知之 総合教育部 1

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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Wheelmap Project
代表／南　亜太良　　国際広報メディア・観光学院　　観光創造専攻　　修士2年

■実施の内容
【Projectの概要】

　本プロジェクト（以下、本PJ）は、既存のバリアフリーマップの情報

鮮度の低さや、包括的利用の不便さ、という問題意識のもとに、それら

を解決することを目的としている。そのための方法として、アプリ

「Wheelmap」の活用を提案し、その周知活動、及びWheelmapを活用

して実際に北海道大学のバリアフリーマップの作成を行った。

　Wheelmapとは、車いす利用者が自力で行くことの出来る場所を色で

識別させて車いす利用者の行動計画に役立てて頂こうというものであ

る。Android、iOS対応のアプリであり、時間や場所に縛られることな

くオンライン上で誰でも情報の編集を行うことが出来る。そのため、新

鮮な情報の提供や車いす利用者自らの参加によるバリアフリーマップの

作成が可能となる。

　Wheelmapの周知活動については、各種イベントへの参加や活動発

表、アプリ活用の提案を行ってきた。（上記実施内容を参照）様々なイ

ベントでの発表や周知活動を行う中で、本プロジェクトの持つ意義に対

する高い評価や賛同、協力を得ることが出来た。今後の活動にも繋がる

貴重な人脈も築くことが出来、更なるイベントへの招待や発表依頼も頂

いている。

　北海道大学構内のバリアフリーマップの作成については、「北大マッ

ピングパーティ」を企画・実施した。マッピングパーティとは、まちあ

るきをしながら地図データへのマッピングを行うものであり、本PJでは

Wheelmapの利用による北大校内のバリアフリーマップの作成と、

Wheelampの周知、車いす利用者と北大利用者の交流・対話の場の創出

を目的として開催した。北大構内バリアフリー情報の抽出、車いす当事

者との対話とそのことによる新たな視点の発見、現状の把握と課題の抽

出をすることが出来た。北大マッピングパーティを通して拡充された

Wheelmapは紙面化し、北大を訪れる様々な方に利用可能な形にする予

定である。一方、マッピングパーティの開催においては、バリアフリー

マップ作成のための基礎となる地図拡充の必要があった。そのため

Wheelmapの基礎地図として用いられているOpenStreetMap（以下、

OSM）における北大構内の地図編集・充実も同時に行った。OSMの完

成度を高めることは、オープンデータとしての価値、課題解決のための

データとしての価値の向上にも繋がるものである。

　他方、本PJではプロジェクトFacebookページの開設を行い、活動

報告や情報発信を行っている。

　また、Wheelmap.orgを運営するSOZIALHELDEN（ドイツの

NPO）の正式な日本サポーターとして認められ、Wheelmap.orgのオ

フィシャルFacebookページへの投稿情報やアプリのドイツ語から英

語、日本語への翻訳を行い、本プロジェクトFacebookにて情報配信行っ

ている。さらにWheelmap.orgのステッカーを作成し配布による周知

活動を進めている。

■実施時期
（5月下旬採択決定）平成26年5月～平成27年2月

  5月27日： 本プロジェクトのFacebookページ開設

  5月28日： 北大バリアフリーマップ作成に向けた準備を開始

  （現状把握、車いすユーザーとの交流、基礎地図作成）

  8月25日： WheelmapオフィシャルFacebookページの翻訳を開始

  （ドイツ語から英語・日本語へと翻訳し情報発信）

10月  7日： Wheelmap.orgのステッカー作成、配布による周知活動

10月25日： 北大マッピングパーティへ開催

〈対外活動：各種イベント参加、活動発表〉

  6月  7日： さっぽろマッピングパーティへの参加、市内をマッピング

  6月27日：  バリアフリー観光推進　全国フォーラム旭川大会への参加、

周知活動

  6月28日： サイハテフェス（大学院内イベント）への参加、活動報告

  6月28日：  FOSS4G（Free Open Source Software for GeoSpatial）

2014 Hokkaidoへの参加、活動報告

  9月22日： 2020年　東京オリンピック・パラリンピック競技大会

  連携大学地域巡回フォーラムへの参加、周知活動

10月22日： 北海道大学特別就学支援室交流会への参加、周知活動

11月13－15日：国土交通省主催G空間EXPO内

   ホイールマッピングパーティーイベントへの情報提供等の

協力

11月25日： さっぽろ観光創造研究会への参加、周知活動

12月10日：  北海道庁北海道庁ユニバーサルツーリズムプロジェクトの

ミーティングへの参加、事例報告、情報提供等の協力

12月13日： State of the Map Japan 2014への参加、活動報告

12月16日： 北海道大学特別就学支援室懇話会への参加、活動報告

  1月11日：「Wheelmap inとくしま」への参加、事例報告、レクチャー

  1月17日：「超」観光展～バリアを超えるユニバーサルツーリズム展～

でのブース出展

■実施の評価
　本プロジェクトの目的としては、大きく、①Wheelmapによる北大構

内のバリアフリーマップの作成、②車いす利用者との相互理解の場の創

造、③地理情報を通した現状と課題の把握、④アプリWheelmapの周知、

利用促進、が挙げられる。これらの目標の達成度、及びそこから得られ

た成果から本PJの評価を行った。

　北大構内のバリアフリーマップの作成においては、事前に、車いす利

用者や北大特別就学支援室との交流によって必要なバリアフリー情報の

検討と、基礎の地図となるOpenstreetmapの北大構内の整備を行った。

28



その上で、車いす利用者と北大利用者の参加によるWheelmapを活用し

た「北大マッピングパーティ」を実施した。具体的内容については割愛

するが、この活動を通じて北大構内におけるバリアフリー環境の現状と

課題の把握、イベント形式を採ることによる参加者同士の交流と対話の

場の創造、参加者へのアプリの利用促進、つまり目的②③④が達成され

たといえる。

　また充実しているとはいえなかった北大構内のバリアフリーマップの

作成を行うことが出来た。現状では当バリアフリーマップはオンライン

上に限られているが、今後紙面化する予定であり、アプリの利用が不可

能な利用者も視野に入れた①の目的も達成される。本バリアフリーマッ

プは既存の情報の蓄積の上にバリアフリー情報を付加するものであり、

車いす利用者に限らずより多くの北大利用者に対して有益なものとなる

と考えられる。

　各種対外活動において、観光やまちづくり、地理情報、オープンデー

タ等の多岐にわたる多くの方々へのWheelmap活用の提案を行った。こ

うした様々な分野で活躍する方々への周知は今後のWheelmapの利用

の促進に大きく貢献するものであるといえる。この点から④が達成され

たということが出来る。さらに、各分野間でのネットワークの構築によっ

て更なる展開が望める。

　Facebookページの開設による情報の配信は④アプリWheelmapの

周知、利用促進と共に、車いす利用者との交流により得られた情報の投

稿や車いす利用者本人からの投稿、さらにその投稿に対する意見交換が

行われ、②車いす利用者との対話の場としての役割も担ったといえる。

また上記の対外活動等で関係を構築した様々な分野の方々からの「いい

ね！」（2014年12月現在の「いいね！」件数64件）等の支持を頂き、

分野を横断した情報交流の場としても活かされている。本Facebook参

加者には、車いす利用者や学生をはじめ、関係する企業や公共機関、

NPO法人の主要人物からのサポートを受けている。

　さらに、Wheelmap.orgを運営するSOZIALHELDEN（ドイツの

NPO）との正式な関係構築は、本家の情報を日本のユーザーに提供する

重要な役割を担うこととなった。この点からもまた、②及び④の目的が

達成されているといえる。

　本活動を通して「④アプリWheelmapの周知、利用促進」の有益な循

環を構築することが出来た。また、「①wheelmapによる北大構内のバ

リアフリーマップの作成」、そのことによる北大構内のバリアフリー環

境の「③現状及び課題の抽出」をしたが、この活動から得られた知見を

他地域へ応用することによって、より広域な地域での「②車いす利用者

との対話の場の創造」、「③地理情報を通した現状と課題の把握」、が期

待される。このことは将来的には、車いす利用者をはじめ障害を持つ方

との相互理解が醸成され、バリアを超えたユニバーサルな世の中への一

助となるといえる。

■その他（希望・反省等）
　本プロジェクトでは、当初の目的を概ね達成することが出来たといえ

るが、本活動は継続すること、またその場が構築されることに意味があ

るといえる。

　北海道大学及び、札幌での本活動の基盤構築が今後の課題となってお

り、本学をはじめ、地域活動でもOpenStreetMapやWheelmapの継

続的な利活用の促進を希望したい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小坂　典子 国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 修士2

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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北大生の「国際生体分子デザインコンペ
ティション（BIOMOD）への参加」

代表／山田　真司　　理学部　　化学科　　2年

■実施の内容
　私たちは今回「国際生体分子デザインコンペティショ

ン」、BIOMODに参加してきました。BIOMODとは生体

分子を応用して何か有用なことをしてみよう、という目的

のもと、多くの参加チームが国を跨いで個性豊かな課題に

取り組む大会です。この大会の特徴は学部生という早期段

階から本格的な実験を学生主動で行える、世界を相手にす

ることで英語での発信、コミュニケーション力を高めるこ

とが出来ることにあります。BIOMODはその活動として

自分たちで打ち立てた課題とそれを達成する実験、その報

告のためのプレゼンテーションの他にWiki（インターネッ

ト上のウェブサイト）の作成、YouTubeへの動画投稿、チー

ムTシャツづくりがありました。国際大会ということもあ

りこれらの活動はすべて英語で行われました。

　北大BIOMODチームとして参加したのは今回で2年目

でした。活動はメンバー集めから始まりました。活動が順

調に出来るほどメンバーが集まってからは今年度の課題を

決めるための勉強を行い、課題の内容を絞っていきました。

今年の研究内容は「生体分子モーターの配置と運動方向を

制御し、筋肉の収縮単位を再現する」というものに決まり

ました。実験の内容が決まってからはメンバーみんなの空

き時間を利用して化学科の研究室をお借りして実験を行っ

ていきました。実験結果、実験に使う装置、最終目標まで

の過程、日程などを考慮し実験計画を必要に応じて修正し

ながら実験を進めていきました。

　9月には東京で中間報告会があり、Wikiを準備しプレゼ

ンテーションを行いました。この中間報告会も英語で行わ

れており、発表に使われた英語は先生や院生の先輩などの

メンターの方々に丁寧に見ていただきました。中間報告会

では国内で3番目の順位を得ることが出来、副賞を得るこ

とが出来ました。

　中間報告会の後はその場で得られた反省を踏まえつつ引

き続き実験を行いました。本大会が近付いてからはWikiを

仕上げYouTubeの動画作成を行いました。ここでもメン

ターの方々から数々の助言を頂き、何とか完成させること

が出来ました。本大会では会場であるハーバード大学のあ

るボストンまで行きました。中間報告会での反省を生かし

さらにいい内容の発表を行うことが出来ました。本大会で

は他国の大学の非常に質の高いプレゼンテーションを見る

ことが出来、世界のレベルとそこに達するのに必要な語学

力、コミュニケーション能力を実感しました。本大会では

結果としてSilver Prizeを頂きました。

　今年度も多方面からさまざまな助力を頂き、活動を成功

させることが出来ました。実験の面倒を見、英語の添削と

指導をしてくださった先生、先輩のメンターの方々には深

くお礼申しあげます。今年度は北大のチームとして2年目

の参加になりましたが、今年度は慣れない実験や英語とメ

ンバー全員が格闘し、その結果去年にもましてチームを成

長させることが出来たと思っています。

■実施時期
  4月：BIOMODに参加する学生の募集

  5月：実験計画の立案

  6～10月：実験、Wiki、YouTube、プレゼンテーショ

ン等の発表作成

  9月：東京大学で国内中間報告会

11月：ハーバード大学で本大会

■実施の評価
　私たちのプロジェクトの目標は以下の3つになります。

① 研究プロジェクトのマネジメントを含め、実践から情報発

信まで個人・チームとして活躍できる人材の育成と創出

②学術英語の聞きとりおよび発話技術を習得

③ 海外の学生との交流を通して学部生のうちから国際感覚

の涵養
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①に関して

　情報発信に関しては達成した点と課題が残りました。

BIOMODでは、Wiki、YouTube、プレゼンテーション

という形で自分たちの実験を発信します。その中でもWiki

とYouTubeは作成することに専門的な知識を要し、ゼロ

から作り上げるには難しいものでした。それでも、試行錯

誤を繰り返すことにより、発信するまでに至ることが出来

ました。しかし、Wikiや動画作成の専門技術の習得が課題

として残りました。プレゼンテーションに関しては、世界

中から来た学生の前でも、堂々とした発表をすることが出

来たと思っています。

②に関して

　Wikiは論文と同様に学術英語の知識を必要とするため、

Wikiを書くときに学術英語の学習をすることが出来まし

た。また、プレゼンテーション、質疑応答が英語で行われ

たため各個人の英語力が向上したと思われます。

③に関して

　今年は全世界から30チームがBIOMODの本大会に参加

しました。そのチームの発表を見ることにより、海外の大

学がどのような研究をしていて、海外の学生のレベルの高

さを知ることが出来ました。また、海外の学生と発表会場

で交流することが出来ました。

■その他（希望・反省等）
　BIOMODでは、多くの専門技術を必要とするため、様々

な得意分野をもつ多様なメンバーを増やす必要があると実

感しました。また、BIOMODのプロジェクトの計画が予

定通りに行かないことが多かったので、来年に向けての反

省になりました。

　今年、初めて元気プロジェクトに採択され、申請手続き

等でわからないことが多く迷惑をかけましたが、元気プロ

ジェクトの支援により最後までプロジェクトを行うことが

出来ました。心より感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

佐久間　優 工学部 機械知能工学科 3

坂井　浩紀 工学部 応用理工系学科 2

山本　隆博 理学部 生物科学科 2

白川　　稜 総合教育部 1

西井　建人 総合教育部 1

福嶋　智輝 総合教育部 1

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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北大自然体験プロジェクト
代表／豆野　皓太　　農学部　　森林科学科　　3年

■実施の内容
　本企画は、札幌の都心部に住む子供たちを対象に、身近
な自然の中で遊ぶ機会を提供し、自然との関わりに興味、関
心を持ってもらうきっかけ作りを目的として活動しました。
　このプロジェクトでは、上記の目的のために
ProjectWILD（野生動物を題材にした環境教育プログラム）
やネイチャーゲーム、NPO法人のサマーキャンプ等で使わ
れているアクティビティを参考に、北大に存在する動植物
や対象年齢を考慮し、独自のアクティビティを作成しまし
た。この時に、私たちが色々なNPO法人の幼児対象のプロ
グラムに参加した体験を元に話し合いを重ねました。
　春に行ったプログラムでは、落ち葉や枝、花や実などを
組み合わせて顔を作る「森の精霊作り」や、中身の見えな
い箱の中に植物や枝、葉など自然のものを入れ、感触だけ
で何かを当てる「マジカルボックスゲーム」、木材を削っ
たり、穴をあけたりして自分だけのオリジナルキーホル
ダーを作る「木材工作」、シカ役と資源役に分かれ個体数
変動を体感する「Oh，deer」などのアクティビティを実
施しました。中でも一番人気があったのは、北大に存在す
る様々な生物でビンゴゲームをしながら行う「北大散策」
でした。
　秋に行ったプログラムを行う際、春に実施した際に出た
改善点や参加者に書いていただいたアンケートを元に、季
節にあったアクティビティを更に考え、作成しました。具
体的には、紅葉などを活用し、折り紙と同じ色（より近い
色）を自然から見つけてもらう「色見つけ」や、自然の中
に動物のフィギュアなど隠し見つけてもらう「宝探しゲー
ム」、自然のものを見て俳句を読みながら歩く「俳句ハイク」
などのアクティビティを加えて実施しました。
　また、本企画は、上記のメンバーだけでなく札幌学院大
学や北星学園大学の学生、アジアからの留学生などにも企
画や運営に関わってもらう事で、環境教育に関心のある学
生同士の交流する場を提供する事も出来ました。このよう
な交流を通して、新たな視点や考えを養う事が出来ました。
今後、環境教育をしていく上で、重要になっていきます。
　最後に、このような経験を生かし、メンバーの中には、
実際に小学校を訪問し、出前授業を行うなど、実践の場で
活躍するきっかけを作る事も出来ました。

■実施時期
2月下旬：立案
3月下旬～：企画書作成
5月下旬：採択
6月上旬～中旬：広報、アクティビティ作成
6月26日～29日：春の北大自然体験プロジェクト
7月上旬：振り返り、反省
9月下旬：立案
10月上旬～：企画書作成
10月中旬：広報、アクティビティ作成
11月1日（土曜日）～2日（日曜日）
11月中旬：振り返り、反省

■実施の評価
　我々は、今年度から北大元気プロジェクトに採択された
団体です。メンバーの多くが、これまで既存のNPO法人
の活動等にボランティアとして参加させていただいていま
した。しかし、春に行ったプログラムにおいて、はじめて
自分たちで一から企画や運営を行う機会を与えていただ
き、進行の時間管理と安全管理の重要さなど、今までのボ
ランティアではあまり意識しない部分に気づかせられまし
た。特に、「子供たちに来てもらい、楽しみながら、自然
に興味を持ってもらうにはどのようにすれば良いのか」に
重点をおいて考えていましたが、「親御さんが安心して子
供を預ける事の出来る環境を作らないと参加者が来られな
い」という根本的な部分に気づかせられた事は大きな収穫
ではないかと思います。また、春に気づいた上記の部分を
改善するために、秋に実施する時に試行錯誤し、まだ課題
は残るもののある程度改善出来ました。時間管理や安全管
理に関する問題点に気づき、改善する方法を考え実施する
プロセスを踏めた事は今後の活動において大きな自信に
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なっていくと思います。
　我々は、主目的（都心部に住む子供たちを対象に、身近
な自然の中で遊ぶ機会を提供し、自然との関わりに興味、
関心を持ってもらうきっかけ作り）以外に、以下の2つも
目的として活動をしています。1）環境教育に興味のある
他大学も含めた学生間の交流の場を提供、2）幅広い年代
の市民に対して、実施している環境教育の発信です。
　主目的については、親御さんから「大学生との交流によ
り普段答えてもらえない疑問に答えてもらえて良かった。」
や「お母さんが虫嫌いなので、こうやって虫取りしてもら
える事は有難い。」、「北大にこんなところがあるのを知ら
なかった。すごい。」などの意見を頂く事が出来た。また、
散歩をしている方々の応援や約200名という予想以上の参
加者の多さ、次回を望む声などに、ニーズの大きさを感じ
る事が出来ました。このような児童対象プログラムの成果
は見えづらいですが、継続していくことではじめて意味の
あるものになるのではないかと考えているので、出来る限
り継続していきたいと思います。
　学生間の交流については、他大学や多国籍の学生との交
流は出来たものの、一部の大学に限られてしまいました。
他大学への発信は、Facebookやホームページ、環境プ
ラザでの掲示などの手段のみになってしまったので、募集
のチラシの配布を行ったり、環境ボランティア団体のホー
ムページなどを探してコンタクトをとったりするなど、積
極的な広報活動をしていくように改善していきたいと感じ
ます。また、多国籍の方との交流に際し、英語の必要性も
感じました。
　講演会を通じた環境教育の発信については、今回実施す
る事が出来きませんでした。これは、自然体験イベントを
終えたことで、我々が満足してしまった事などが原因であ
ると考えられます。次回からは、目的の共有をしっかり行
い、市民への発信まで達成できるようにしていきたいです。
　今回の企画は、企画者である自分たちが子供たちと共に
学ぶ事も非常に多かったです。また、自分たちが授業やボ
ランティア活動で得た知識・経験が、誰かの役に立つ事を
実感し、非常にやりがいを感じる事の出来る企画であった
と感じました。

■その他（希望・反省等）
　今回、目的の1つとして市民への還元というものを掲げ
ていましたが、そこまで手をまわす事が出来なかった点を
反省しました。また、人員不足のため親御さんなしでは、
子供の安全管理を十分に行えなかった事も課題の1つとし
てあげられます。

　このような、プログラムを行う際に芝生での活動はとて
も重要なものになると考えているので、構内の芝生での活
動を継続して許可していただけると非常に助かります。
　本企画を実施するにあたり、北大元気プロジェクトの支
援は非常に大きなものとなりました。また、初めての団体
であり、学生支援課の皆様には大変ご迷惑をかけましたが、
最後まで手厚い支援をしていただきありがとうございまし
た。心より感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

宮川絵里香 農学部 森林科学科 4

水野　明洋 農学部 森林科学科 4

間島　　渉 農学部 森林科学科 4

長谷川大将 農学部 生物機能化学科 4

大上　慧太 農学部 森林科学科 3

金森　勇樹 農学部 森林科学科 3

堀　　将太 農学部 生物機能化学科 3

岸田　真依 理学部 生物科学科 3

半澤　有希 法学部 法学課程 3

木島　壮太 農学部 森林科学科 2

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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アルコール問題対策委員会
代表／新藤　利一　　医学部　　医学科　　4年

■実施の内容

　アルコール問題対策委員会の目的は、飲酒事故の防止を

図り、お酒との適切な付き合い方を啓発することです。本

年度の取り組みとして、学生の急性アルコール中毒死の防

止と飲酒運転の撲滅を掲げました。急性アルコール中毒死

の防止を掲げた理由は、2013年に北大生が急性アルコー

ル中毒で亡くなったことを受けてのことです。北海道では

2012年小樽商科大学の学生が急性アルコール中毒で亡く

なった翌年に本学で起きており、近隣大学を巻き込んだ包

括的な取り組みが必要と考えて、現在北海道大学、藤女子

大学、札幌市立大学、北海学園大学の学生が委員やサポー

トスタッフとして所属して解決策を模索しています。急性

アルコール中毒死を防ぐために有効な手段だと考えられる

ものは、現在のところ発見されておりません。本委員会で

はその方法を見つけるために、アンケート等を取り、飲酒

事故を防ぐための新たな方法を見出す研究の場も兼ねた会

を設けました。WHOが言っているように世界的に問題と

なっている飲酒事故を防ぐために、北大の強みである国際

交流を活かして、外国人も交えて、より視野を広げて飲酒

問題に対する話し合いを行いました。

　加えて、北海道から飲酒運転を撲滅するための取り組み

を行いました。飲酒運転事故は誰にでも起こりえます。実

際2004年には飲酒運転ひき逃げ事故により北大生が亡く

なっています。飲酒運転事故件数が多い北海道においては、

北大生がこのような悲惨な事故に巻き込まれるとも限りま

せん。さらに、北大生が飲酒死亡事故の加害者になった事

例もあります。2009年には、北海道大学院生が飲酒運転

により列車衝突事故を起こし、3人が死傷しました。この

ように、北大生と飲酒運転には関連があり、北大生が飲酒

運転を撲滅する取り組みをする意義があります。

　具体的には飲酒運転を撲滅するために、北海道に飲酒運

転撲滅条例の制定を促す活動をしております。この条例は、

国で行われている厳罰化のアプローチとは異なり、飲酒運

転を起こす背景に着目して飲酒運転を撲滅していこうとす

るものです。実際、飲酒運転に対する法律による厳罰化が

進むにもかかわらず、飲酒運転がなくならず、下げ止まり

傾向にあります。その理由として、飲酒運転常習者にはア

ルコール依存症の疑いがある人が多くを占め、アルコール

依存症者には厳罰化による飲酒運転行動抑制効果が弱いこ

とがわかっています。つまり、法律による厳罰化とは違う

観点からの対応が必要であり、福岡県や三重県ではすでに

アルコール依存症の治療に着目した飲酒運転撲滅条例が制

定されています。北海道でもそれらの県にならった飲酒運

転撲滅条例の制定を促しています。

■実施時期

  9月　飲酒運転撲滅条例の制定を促すチラシの配布

10月　 「ノーアルコール×国際交流パーティー」イベント

開催

　　　 飲酒運転撲滅条例の制定を促す署名活動

11月、12月　飲酒運転撲滅条例の制定を促す署名活動

  1月　「国際交流×お酒×エクササイズ」イベント開催

■実施の評価

　急性アルコール中毒死を防止するため方法を模索する場

としての会について記します。パーティーという形式を
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とったおかげで気兼ねなく多くの意見が聞けました。それ

らの意見をもとにして、有効的な方法の可能性があるもの

を次の会でアンケートとして試す予定です。テーマは「有

酸素運動は飲酒行動を変容させるか」というものです。

　また、飲酒会もかねており、アルコールチェッカーを用

いて、実際にどれだけ血中アルコール濃度が上がっている

のかをデータとして知ってもらうことも兼ねています。若

年者は飲酒に対する感覚が鈍く、飲みすぎてしまう傾向が

あると論文に出ています。実際にデータとして出すことで、

飲みすぎを抑制できるのではと考えております。

　続いて、飲酒運転撲滅条例制定に向けての活動です。本

活動は世論の関心が高く、テレビではSTV、HBCで放送

され、番組名は「どさんこワイド」、「真相報道バンキシャ！」

です。新聞では北海道新聞に掲載されました。協力団体は

北海道大学恵迪寮飲酒事故防止対策委員会と札幌大学学生

自治会執行委員会に加え、小樽飲酒運転事故における罪状

変更にも貢献のあった北海道交通事故被害者の会です。現

在署名数は2156筆集まっています。1万筆集まるごとに

高橋はるみ道知事に提出を考えています。

■その他（希望・反省等）

　元気プロジェクトを通年で行いたいです。特に私共の飲

酒事故防止の活動は入学時期や新学年になる4月に行うこと

が必要だと考えています。また大学祭での啓発も考えてい

きたいので、ぜひ通年のプロジェクトを検討していただけ

ますと幸いです。北海道大学元気プロジェクトの支援があっ

たからこそ大きなプロジェクトを行うことができました。心

より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山㟢慎太郎 医学部 医学科 4

江島　隆平 医学部 医学科 4

重元　　守 医学部 医学科 4

田原　　就 医学部 医学科 4

宮本　晴司 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

箱山　昂汰 医学部 医学科 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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スリランカ中部地区の歯牙フッ素症の
実態調査

代表／実藤　　潤　　歯学部　　歯学科　　5年

■実施の内容

目的：

　スリランカ中部地区のフッ素症の実態調査を通じて口腔

衛生指導のノウハウをペラデニア大学歯学部学生に伝える。

　冒険歯科部は2009～2011年に歯学研究科が行った

JICAの草の根事業の支援を通じて口腔衛生指導のノウハ

ウを蓄積してきた。本会元顧問の滝波が1999年から緊密

な交流を維持しているペラデニア大学のビジャヤクマラン

教授から、冒険歯科部がスリランカを訪れる機会にそのノ

ウハウをペラデニア大歯学部学生に伝授できないかとの依

頼を受けたため、同行した顧問の本多丘人准教授の了解を

得て、スリランカ中部地区のフッ素症の調査の際に併せて

実行することとした。

　スリランカでは以下の活動を行った。

　  8月  8日　ペラデニア大学での交流会

　北大、ペラデニア大生がそれぞれ以下の内容についてプ

レゼンテーションを行った。

　北大

　・日本、北海道、札幌、北大について

　・北大歯学部のカリキュラムについて

　・前回スリランカで行った調査について

　ペラデニア大学

　・スリランカについて

　・スリランカの歯学部の教育カリキュラムについて

　・スリランカと日本の関係について

　  8月11日　 スリランカ中部地区の小学校での歯科検診、

歯磨き指導

会場：ポロンナルワ県ゲムヌプラ小学校

　北大、ペラデニア大生がペアを組んで歯科検診を行い、

う蝕やフッ素症についてのデータを集めた。また、検診前日

にペラデニア大生に紙芝居を用いた歯磨き指導のやり方を

レクチャーし、小学生に対してやってもらった。

その後、歯ブラシと歯磨き粉を小学生に配り、実際に磨い

てもらった。

※北大生とペラデニア大生がペアを組む理由

　 　被検診者である小学生は公用語である英語での問診が

不可能である。ゆえにペラデニア大生が問診を行い、検

診を事前教育がなされた北大生が行うこととした。

※口腔衛生指導の視覚教材として紙芝居を用いた理由

　 　パソコンを用いる視覚教材はテレビなどの機材のない

学校では機能しないため。また、紙芝居を学校に寄贈す

ると、学校教師の地域への影響の大きさもあって、教師

が自ら進んで紙芝居を演じるので、学校や地域に口腔衛

生の知識が浸透するという二次的効果が期待できる。
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■実施時期

2014年8月7日～14日（移動日等含む）

■実施の評価

評価

・ ペラデニア大生に紙芝居を用いた歯磨き指導のやり方を

レクチャーし、実際に小学校でやってもらった。

・ 今回使用した模型や紙芝居をプレゼントし、今後も指導

が継続できるようにした。

　以上より目的は達成できたと考えている。今回の検診の

データではう蝕（虫歯）になっている子供が半数以上でか

なり高かったため、今後う蝕になる歯を増やさないために

指導が継続され、口腔衛生の知識が浸透することが必要で

ある。

　また、冒険歯科部員にとって、

・交流会での相互プレゼンテーション

・ ペラデニア大生との共同での歯科検診

は将来歯科医師になるに当たって他ではできない貴重な経

験となり、今後の学生生活をおくる上でのモチベーション

の向上に繋がった。

反省

　今回は検診時間が短く、予定よりも診ることができた人

数が少なかったので事前の練習回数を増やすなどして歯科

検診の効率を上げることが必要である。

　歯科の専門用語を英語で覚えておけば、ペラデニア大生

との交流の際にさらに深い話ができた。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

奥川　　葵 歯学部 歯学科 5

三浦　和仁 歯学部 歯学科 4

三原竜太朗 歯学部 歯学科 4

萩野谷　大 歯学部 歯学科 2

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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身近なところから見つめ直そう
【PAPER SPACE】雑紙削減Project

代表／尾門　あいり　　工学院　　建築都市空間デザイン専攻　　修士2年

■実施の内容
　北海道大学はサステナブルキャンパス実現に向けて、世界的に見ても先進
的な取り組みを行っています。しかし、キャンパスにはある一定の短い期間
しかいない学生もいれば、北大を一時的に訪れる市民・観光客は、大学の取
り組みをほとんど知らず、両者の間には大きな乖離があるのが現実です。私
たちは、まずその乖離を埋め、両者の理解や認識を高めるためのきっかけづ
くりが重要であると考えました。そこで、北大のサステナブルキャンパス推
進を知るきっかけとして、構内から大量に排出される身近な存在である“雑
紙”を活用し、「私たちが普段どれだけ無意識に雑紙を排出しているか」を
実際に体感できる“空間アート作品”として再構成・提示することを主な目
的として、本企画を実施しました。
　私たちは、建築学生が主体となり、大学・学部・学年を超えた30人程度の
有志学生で今年度新たに結成した団体です。2014年7月から雑紙の回収・作
品スタディ・敷地調査・広報活動などを順次行い、2014年11月の北海道大
学サステナビリテイウィークで作品展示を実施しました。
　雑紙の回収時には、工学部内のすべての研究室を訪れ、回収にご協力をい
ただきました。ほとんどの研究室のみなさまが私たちの活動に賛同して下さ
り、快く雑紙をご提供下さいました。本当にありがとうございました。
　作品展示に際しては、作品コンセプト・形態・展示場所・材料・工法など
を議論・検討し、多くの方々にご協力いただきながら、無事に展示場所の確
保や作品の制作を行いました。特に、北海道大学が全学規模で取り組んでい
るサステナビリテイウィークに参加させていただいたことで、学生だけで行
う企画では得られないような、大きな反響や達成感を得ることができました。
長い時間をかけて考えてきたことや制作してきたものを、全学の教職員・学
生や市民のみなさま、保育園の子どもたちなど、多くの方々に見て・触れて・
考えていただき、リアリタイムな反応を体感したことで、やりがいや喜びを
感じることもできました。
　展示期間終了後、作品に活用した雑紙は、北方生物圏フィールド科学セン
ターの諸先生方・技術職員の方々にご協力いただき、北海道大学キャンパス
内の農場で牛の敷料や肥料発酵時の吸湿剤・クッション材として再活用・処
理し、北大構内で排出されたゴミを北大構内で処理することを実現しました。
　さらに、本企画は、より多くの方に知ってもらうことや気づいてもらうこ
と、考えてもらうことが目的の企画であったため、広報活動によって広く周
知をはかり、実際に足を運ばなくても私たちの活動を知ることで、間接的に
参加していただく方をできるだけ多く生み出すことを目指しました。その結
果、新聞社1社、テレビ局2局から取材を受けることができました。新聞やテ
レビを見て遊びに来た方も多く、マスコミの持つ影響力の大きさに改めて驚
きました。さらに、SNSを介した広報活動やハッシュタグを用いた共有にも
挑戦し、多くのみなさまに私たちの活動を認識してもらえたことを実感し、
多くの反響や応援を得たことで更なる力につながりました。このようなこと
から、「私たちが発信したかったことは多くの方々に興味を持っていただけ
ている」と知り、「努力や工夫次第で私たちの活動はさらに広がっていく可
能性を秘めている」と感じ、今後の活動への自信を持つことができました。

■実施時期
2014年  7月上旬：採択
2014年  7月中旬：メンバー募集・活動準備
2014年  7月下旬：雑紙回収①・機材の見積もり
2014年  8月上旬：ブレインストーミング・作品スタディ・敷地調査
2014年  8月下旬：雑紙回収②・資材の見積もり
2014年  9月下旬：雑紙回収③
2014年10月上旬：作品スタディ・1/1スタディ
2014年10月下旬：作品制作・リハーサル
2014年11月上旬：作品展示・ワークショップ
2014年11月下旬：牛舎への雑紙搬入

■実施の評価
　以下の10項目が、本企画の実施により期待した成果や効果であり、それぞ
れについて評価を行っていきます。

①雑紙問題への認識向上
　2会場でのべ800名の来場者に、企画趣旨や北海道大学の雑紙問題を説
明したり、雑紙問題に対する工夫や対策をお伺いしたりし、雑紙問題への
認識向上を図ることができました。また、テレビや新聞などによる情報発
信では、実際に足を運んでいない人々に対しても、雑紙問題を考えてもら
うきっかけを作ることができました。
②日常生活に対する問題提起
　雑紙問題に限らず、身近な問題に意識的になり、その解決のために自分
は何ができるか、小さなことでも良いので考えてみてほしい、という旨を
伝え、訪問者の日常生活に眠る“身近なのに身近に感じていないもの”へ
の問題提起を行うことができました。
③大学のサステナブルキャンパス推進への理解促進
　北海道大学サステナビリテイウィークの期間中と知らずに大学を訪れて
いる人が圧倒的に多く、その説明を行うことで、大学のサステナブルキャ
ンパス推進の取組も知ってもらうことができました。サステナビリテイ
ウィークのバナーや、こちらで作成した展示物を見て、北海道大学の取組
に興味を持ち、他のイベントへ向かう姿も見られました。
④大学を訪れる人々と学生の交流・議論の場の提供
　北海道大学には多くの市民・観光客・家族連れ・保育園児が訪れますが、
その人々と学生の接点はほとんど無いのが現状です。しかし、本企画の展
示期間中は、学生が来場者と話したり遊んだり議論したりする姿があちこ
ちに見られました。来場者からも、普段学生と話す機会は全く無いので、
こうして話すことが出来て嬉しいし、とても楽しかった、という声があり
ました。

38



⑤間接的な企画参加による当事者意識の醸成
　こんな企画を見つけた、こんなことを考えた、などのアウトプットによっ
て、間接的に本企画をPRし、来場者自身が当事者意識を持って雑紙問題
や身近な問題を考えることにつながると考え、来場者には、家族・友人と
本企画について話していただくことをお願いしました。また、ハッシュタ
グを用いたSNS投稿にもご協力いただきました。実際に、展示期間中に複
数回来場し、その度に家族や友人を連れて来ては企画の説明をする来場者
の姿も見られました。
⑥総合入試に伴う建築都市コースのPR
　北海道大学の入試制度の改変に伴い、新入生や市民に対する各学科・コー
スの効果的なPRが今まで以上に必要だ、という実感が高まっています。
そこで、参加した学生のほとんどが所属する建築都市コースのPRになれ
ばという思いを持って、本企画では空間的な展示を心がけ、その説明も行
いました。普段は何を専攻している学生なのか、どんな講義や演習をして
いるのか、などと質問されることも多く、建築都市コースに興味を持って
もらうことができたのではないかと考えています。
⑦参加学生の問題提起力や企画力などの養成
　ひとつの企画をゼロから自分たちでつくり上げる経験はとても楽しく、
また難しく、貴重な体験だったと感じています。作品や展示物をどのよう
につくると来場者に伝えやすいか、当日はどのように説明すれば興味を
持ってもらえるか、などを皆で議論し、実施することで、問題提起力・企
画力・討議力・表現力・コミュニケーション能力などをフル活用し、その
向上に寄与できたと考えています。
⑧建築学生としての空間把握力や表現力などの養成
　今回参加した学生のほとんどは建築都市コースに所属し、普段から空間
の力による社会への問題提起や問題解決を学び、考えています。しかし、
建築の特性上、スケール感や敷地と作品の呼応関係などを1/1で考える機
会がほとんどないのが現状です。本企画では、1/1で体験できる空間をつ
くることができたため、机上で考えた配置図や設計図と、敷地における見
え方や作品のスケール感などのイメージの違いに驚き、そこから学ぶこと
ができました。
⑨学部・学年を超えた交流・議論の場の提供
　普段の学生生活では、学部や学年を超えた活動の機会はなかなかありま
せん。本企画では運営に参加する学生を広く募集し、学年を横断した人間
関係や、大学を超えたつながりを作ることができました。他愛もない話か
ら、専門的な議論まで、専攻や年代の異なる学生同士で交流を深めたこと
で、多くのアイディアや学び・発見につながったと思います。また、来年
度の活動や、今後の学生生活にもつながる、有意義な人間関係づくりに寄
与できたと感じています。
⑩次世代を担う学生の育成
　このような学生の自主的な活動は、世代が交代すると自然消滅してしま
うことが多いため、私たちは、活動の継続性がとても大事だと考えていま
す。本企画では、前述のような成果や効果から、このような活動を来年度
以降も継続して行っていく意欲のある後輩を育成することができました。
今後も毎年、継続性を意識しながら活動を進めていくことで、一時的なイ
ベントでは終わらない、本当に何かを変えることができる活動として成長
していってくれることを願っています。

　長くなりましたが、このように、10項目を概ね達成することができました。
そこで、本企画において、私たちが当初に想定したイメージを達成できた、
と評価します。多くの方々にご協力をいただき、成功することができました。
本当にありがとうございました。
　今後も、以上の10項目を参考としながら、自分たちの活動によって社会や
多くの人々に問題提起を行い、それにより還元できる成果や効果をしっかり
意識して、様々な活動を行っていきたいと思います。

■その他（希望・反省等）
　今後も、私たちが今回行ったような学生活動がキャンパス内の様々な場所
で継続して行われることにより、活動とキャンパスとが呼応し、より魅力的

で付加価値の高いサステナブルキャンパス空間の形成・豊かな自然環境の積
極的な活用や保全・活動を行う人々の人間関係の醸成、などにつながってい
くことを目指し、願っています。私たちの活動も貢献できるよう、メンバー
の世代交代を図りながら、次年度以降も継続したいと考えております。
　今回の元気プロジェクトのご支援は、私たちの活動にとって無くてはなら
ないものでした。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

坂本　昌士 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
中島　　望 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
前田　孝輔 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
相澤　幸輝 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
久保山航希 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
経沢　一平 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
北原　　海 工学部 環境社会工学科 4
砂塚　大河 工学部 環境社会工学科 4
藤巻　美里 工学部 環境社会工学科 4
山崎　　厚 工学部 環境社会工学科 4
内田　茉李 工学部 環境社会工学科 4
青葉　　桜 工学部 環境社会工学科 4
安宅　彰洋 工学部 環境社会工学科 3
生出　郁恵 工学部 環境社会工学科 3
大野由有紀 工学部 環境社会工学科 3
樫村　圭亮 工学部 環境社会工学科 3
日下みのり 工学部 環境社会工学科 3
角田　光陽 工学部 環境社会工学科 3
関　あきり 工学部 環境社会工学科 3
前川　優太 工学部 環境社会工学科 3
松田かりん 工学部 環境社会工学科 3
柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 3
山口　悠太 工学部 環境社会工学科 3
横山　翔太 工学部 環境社会工学科 3
後藤　裕也 工学部 環境社会工学科 3
櫻井花穂里 理学部 化学科 3
中川　巧巳 （東海大学） 3
伊藤　拓海 工学部 環境社会工学科 2
押川　　快 工学部 環境社会工学科 2
佐野　穂波 工学部 環境社会工学科 2
齊藤　　彩 総合教育部 1

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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誰もがうらやむ
田舎をつくろうプロジェクト

代表／掛川　遥香　　文学部　　人文科学科　　3年

■実施の内容
1、目的・概要
　私たち地域土着型サークル『いなかっぺ』は、田舎の持つ「農」「観光」

「再生可能エネルギー」というポテンシャルに着目し、「誰もがうらやむ

田舎をつくる」ことを通じて、田舎から日本を変えていこうという団体

である。田舎の魅力を、地域の内側に入り込んで「探す」「作る」「発信

する」ために、夏季休業期間を利用して余市郡仁木町に泊まり込み、活

動している。

　多くの地域が面白い、真似したいと思えるようなモデルタウンを作る

ことを目標に据え、農業アルバイトに従事する傍ら、町内の人との交流

企画、ログハウス・ピザ窯作り、規格外トマトを利用したトマトジュー

ス作り等を行った。

2、実施結果
【日常生活】
　活動メンバーは35名おり、入れ替わりで宿泊するため、常時仁木町に

いるのは12名ほどである。

　週休2日で、仕事のある日8：00～17：00がアルバイト、それ以降の

時間をサークル活動に充てた。各農家には1～3名程度が入り、ミニトマ

トの収穫や選果をするといった内容であった。

　サークル活動はアルバイト後の時間や、休日を利用して主に3班に分

かれて行った。その結果を以下に示す。

①田舎の魅力を探す
　田舎でしか体験できない経験や、長期間住み込むからこそ行える交流を

図り、子供交流企画、いかだで川下り、町民手形カレンダー作りを行った。

　子供交流企画では、巨大カルタを作ったり、チーム対抗でのゲームを

開催、その後BBQも行った。後日、いなかっぺの宿泊所に遊びに来てく

れる子供もおり、新たな交流の機会となった。今後も続けていきたいと

考えている。

　いかだは、農家さんから廃木材とペットボトルを頂き、自作したもの

で余市川を下った。いかだでの川下りは参加者のほとんどが初めての経

験であり、作成から川下りまで、田舎ならではの楽しみを感じられた。

　手形カレンダー作成では、町内を巡り町内の方とお話しする機会を得

た。出会った方々の手形を布に押してもらい、誕生日順に並べて巨大な

カレンダーを作成した。高齢者施設を訪ねたことで、福祉の実態や利用

者の心境も垣間見ることが出来た。また、町内のお年寄りの方と関わる

中で、田舎の人々の心の温かさや、人との繋がりの強さを身も持って知

ることができた。

②田舎の魅力をつくる
　長く地域に住む人と、外部から来た人が集い、気軽に交流が出来るよ

うな場を作ることを目的として拠点づくりを行った。借りた土地の草を

刈るところから始まった拠点開拓では、0からものを作り、完成させる

ことの難しさと達成感を味わうことが出来た。拠点にはピザ窯とログハ

ウスを作成した。

　ピザ窯は、土台となる基礎作りのために穴を掘り、セメントを流し込

む。初めて使う機械に悪戦苦闘しながら1か月弱で完成した。

　ログハウス作りはかなり時間が差し迫っていたため苦労したが、4畳

ほどの小屋を建てることができた。農家さんから頂いた廃木材をチェー

ンソーで加工し、組み立てた。元々電柱に使われていた木であるため、

太さもまばらで組み合わせの微調整に苦労した。チェーンソーやのこぎ

りの使用も思いの他力仕事であり、骨が折れたが、屋根が付いたログハ

ウスを目の前にすると「やれば出来る」ことを実感できた。

　活動の締めくくりとして、拠点でお世話になった方々との交流会を開

催し、ピザ窯で焼いたピザを振る舞い、農家さんとの交流会も行った。

③田舎の魅力を発信する
　農業アルバイト中に捨てられてしまうトマトを収集し、トマトジュー

スに加工したものを札幌の飲食店にて販売した。熟しすぎて割れた甘い

トマトは、本来生産者しか味わえない新鮮さが求められるものであった

が、トマトジュースに加工して札幌に届けることで、味覚による田舎の

魅力を発信することが出来た。また、ビジネスプランだけでなく実際に

営業販売することで、学生でありながらビジネスパーソンとして経営者

の方の話を聞く機会を得られた。
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■実施時期
2014年8月6日～10月6日

■実施の評価
　『いなかっぺ』は単なる農業アルバイトサークルではなく、さまざま

な視点から田舎を活性化させていく団体である。農業以外でも自分たち

の興味のあることから田舎を活気付かせ、自らが楽しみながら魅力的な

活動を作り上げることを目指した。各々が持ち寄った知識を活用して実

際にものを作り上げていく経験はなかなか得難いものであるため、貴重

な体験ができたと思う。

　サークルが計画していた遊び部分の企画に興味を持って集まったメン

バーも、アルバイトを通じた農家さんや農業そのものとの触れ合いの中

で、地域既存の職という面からも田舎を直に知ることが出来た。農業従

事者側から見た「食」の捉え方や、学生、都会に関する考え方は、今後

生活する上で意識するようになる他、学業や進路にも影響を与えたと思

われる。

　泊まり込んで地域に密着した活動を行うことは、長くその地に住んで

いる人には分からない、また短期間の旅行者にも分からない魅力を発見

し、作り上げることに繋がる。さらに、その魅力を札幌の人、主に今回

は北大生に伝えることで、都会と地域を結ぶだけでなく若者と田舎を結

びつけることも出来たと考えられる。

　反省としては、泊まり込むことで地域に密着し、仁木町についての見

識を深めることを目指していたが、今年度は活動可能時間に対して作業

量が多く、自分たちの作業ばかりに目がいってしまい、観光や散策があ

まり出来なかった。今後はより柔軟な活動を行いたいと考えている。

　今年度で二回目となる夏季活動だったが、昨年からお世話になってい

る方もおり、スムーズに話が進んだこともあれば、柔軟な対応にかけて

いた部分もあった。田舎側から必要とされる労働力としての価値以上の

パフォーマンスを発揮できるように邁進するとともに、北大生に田舎の

魅力や新たなことにチャレンジする姿勢を知ってもらえる団体として今

後も活動していきたい。

■その他（希望・反省等）
　今回、北大生向けに1日だけの仁木町ツアーを実施しようと計画して

いたが、広報不足により参加者が集まらず実施することが出来なかった。

田舎の魅力を体験できる人がサークルの参加者のみではなく、もっと大

勢の人に知ってもらえるよう、参加者から他の北大生への発表会を行う

などの発信方法を考えていきたいと考えている。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

岩本　淳兵 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

谷口　悠子 農学部 畜産科学科 4

竹田　佳世 理学部 生物科学科 3

溝口　芽衣 農学部 森林科学科 3

村田　智己 農学部 応用生命科学科 2

喜久川尚人 理学部 物理学科 2

道辻　　碧 水産学部 資源機能化学科 2

水野　敬太 工学部 環境社会工学科 2

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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札幌圏大学国際フェスタ
（Sapporo Universities International Festival）

代表／卜部　有記　　情報科学研究科　　メディアネットワーク専攻　　修士2年

■実施の内容
活動の目標  ①札幌市民に海外文化（留学生の母国）を紹介する
  ②留学生に日本文化を体験してもらう
  ③留学生と日本人学生が協力し合って活動する機会を作る
7月～11月中旬　運営メンバー集め（札幌／小樽の大学の学生）
10月中旬～11月14日　札幌圏大学国際フェスタの日程、会場、コンテンツを決定
  〈詳細〉
  日程：12月20日
  会場： 北海道大学遠友学舎、国際本部、クラーク会館3階学生活動室
  コンテ ンツ：各国によるブース展示（イギリス、インドネシア、ウズ

ベキスタン、カザフスタン、韓国、台湾、中国、日本、フィン
ランド、フランス、ブラジル、ベトナム、ロシア）、パフォーマ
ンス、インターナショナルカフェ、小学生向けワークショップ

10月17日  国際交流イベントを開催
  目的： 12月20日の札幌圏大学国際フェスタの開催予告、運営学生メ

ンバーの募集、新留学生の歓迎会
  ＊参加人数：304名（日本人学生158名、留学生146名）
  ＊参加者にとって国際交流をする機会となった
  ＊ このイベントを通じて札幌圏大学国際フェスタを運営するメンバー

として参加する学生もいた
11月中旬～12月20日　札幌圏大学国際フェスタの準備期間
12月13日  「国際協力フェスタ2014　～チ・カ・ホから世界へつなごう～」に札

幌圏大学国際フェスタのPRのため参加
  ビラ配り、パフォーマンス及びCMを公開
12月20日  札幌圏大学国際フェスタの開催

■実施時期
7月～9月  運営メンバー集め
10月中旬  札幌圏大学国際フェスタの開催場所及び日程を決定（遠友学舎・国際

本部・クラーク会館3階学生活動室）
  札幌圏大学国際フェスタ参加国の募集
10月17日  札幌圏大学国際フェスタの広報を目的とした国際交流イベントを開催

（留学生の入学期間なのでウェルカムパーティーも兼ねる）
11月中旬～12月19日　札幌圏大学国際フェスタ参加国の準備期間
12月13日  札幌国際協力フェスタに参加（札幌圏大学国際フェスタの広報）＠地

下歩行空間
12月20日  札幌圏大学国際フェスタ開催

■実施の評価
札幌圏大学国際フェスタを開催
＊当日の来場者数はおよそ1200名（国際本部：800名、遠友学舎：400名）
＊ クラーク会館での催しは完全予約制クッキング教室
＊ 体験型のイベントになることを目標としたため、当日は参加者が留学生の国で有名
なダンス／ゲーム覚える場面があったり、食事を体験したりなど留学生と直接触れ
合う機会があった
＊広報手段
　北海道新聞夕刊（12月10日）、SNS（Facebook：https://www.facebook.
com/InternationalFestSapporoUni、Twitter）
　ビラ配り（12月13日「国際協力フェスタ2014　～チ・カ・ホから世界へつなご
う～」、学内掲示、札幌国際プラザ、市役所、各区役所、市民図書館）

～参加者から～
　当日は、海外文化に興味のある札幌市民の方が多くご来場された。予想よりも多く
の来場者があったため、「こんなにも海外に興味のある方がいらっしゃるのか。」と驚
いた。参加者の方々からは、留学生と接し、その国の文化を学ぶことができてとても
楽しかった。より大きな会場で多くの国が参加したら更に魅力的な活動になるだろう
という声をいただいた。

　以下は来場者アンケートの詳細である。

○参加目的（複数回答）
・海外文化に興味があるから（94名）
・おもしろそうだから（87名）
・海外の食べ物を食べてみるため（55名）
・留学生の知り合いを作るため（25名）
・英語を話す機会だから（18名）
・たまたまやっていたから（10名）
・友人・知り合い・家族などが参加していた（8名）

○よかったこと
・色んな国を体験できてとてもよかった
・楽しかった
・来年も開催して欲しい

×改善する必要のあること
・会場の場所がわかりにくい
・会場同士が離れている
・ 国際本部の会場の動線がよくない（工事中のため階段が一部使用不可能となっ
ておりエレベーターのみでしか行く手段がなかった）
・もっと広報の幅を広げること
・もっと留学生と交流したい

その他意見
・開催の期間を延ばしてもよい
・もっと参加国を増やして欲しい
・冬は行きづらい
・ 大学全体を会場として利用してグローバルな雰囲気ももっと出したら良い

　次に、運営メンバーの声を集めた。留学生の参加目的は、母国を紹介することが主
であった。特に日本にあまり馴染みのないカザフスタンの学生たちは母国を日本に紹
介したいという気持ちがとても強く積極的に活動をしていた。また、この活動を通し
て日本人の学生と深く交流したいという学生も多くいた。日本人学生の目的は、英語
を話す環境に身を置きたい、留学生と何か一緒に活動したいというのが主であった。
運営中は、学業との両立が大変であったり、留学生─日本人学生の意思疎通、日本の
お店での買い物などが特に大変だったという声があった。特に留学生─日本人学生の
意思疎通に関し、英語が話せないから諦めてしまうことがあったという反省の声から
ネイティブの方に対しても臆せずに英語でコミュニケーションをがんばることができ
た、英語の上達につながったという本人の目標を達成したという声があった。留学生
側も、英語で通じない時は頑張って日本語も使って意思疎通を働きかけようと積極的
な姿勢を見せていた。

～運営者メンバーから～
○運営参加目的
　～留学生の意見

・ 母国を紹介するため（ベトナム、ブラジル、カザフスタン、台湾、フランス、
中国、韓国）
・いろんな学生と繋がるため
・大きい団体をマネージメントする方法を学ぶため
・他の国の文化を体験するため
・学生生活をより楽しむため
・日本人のお友達を作るため
・日本語を学ぶため
・留学生活の中で記憶に残る活動がしたい

　～日本人学生の意見
・留学生やいろんな人と交流・活動がしたかったから
・ 今まで多くの国際交流を行ってきたが、今回の規模は過去最大で魅力的であっ
たため
・イベント開催地が近いため
・地域に貢献できそうだと思ったから
・イベントを作り上げることに興味があったから
・英語を話す機会を増やしたかったため
・ 留学生と一緒にイベントを企画して、札幌市民向けに国際交流の場を作るとい
うコンセプトが気に入ったから。
・ 札幌がもっとインターナショナルな街になればよいと常に思っているから
・新しい人脈を広げたかったから
・好きな国のブースがあったから

○よかったこと
　～留学生の意見

・たくさん（日本人、留学生）友達ができたこと
・母国を紹介できたこと
・ ブラジルについて何を知っていて何がまだ知られてないのかを知ることができ
てよかった
・日本語を練習する機会にもなった
・自分の活動の限界を知る機会になった
・ 運営について責任感が強くなったり、チームワークを学ぶことができた
・ベトナムについて他の国の人の印象を知ることができた
・日本人がどのように仕事をするのかを学ぶことができた
・インドネシアに興味のあるたくさんの人に会えた
・ハングルを面白いと言ってくれたこと（韓国）
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　～日本人学生の意見
・留学生だけでなく日本人の友達ができた
・英語がうまくなった
・ 英語を使わざるを得ない状況で話せないなりに英語を話すことができたこと
・ ネイティブの中で置き去りにされても、落ち着いていられるようになった
・とにかく楽しかった
・ 未知の状態からイベントを作り上げることに少しでも貢献できたことへの大き
な達成感を得ることができた
・ 一つのコンテンツを切り盛りし、メンバーを動かす時の自分の欠点が見えた
・異なる考え方を身をもって体感できた
・ 大学を超えてもっと交流ができるようにしたいとモチベーションが上がった
・当日の来場者が楽しんでいたこと
・ 新しい経験がたくさんできた（英語が共通語、いろんな国の留学生に会う、領
事館や協会の方々との関わり）
・フィンランドについて詳しく知れたこと
・日本語以外の外国語の勉強の意欲がわいた
・今後の目標は進路の設定の参考になった
・他大の学生と繋がることができた
・イベントを作り上げる楽しさを知った
・大学生はこれくらいはできないといけないという能力を知った
・今までやったことがないことができた
・自分で考えて動く力がついた
・みんなでイベントを作るという達成感を味わえた
・意識の高い人とたくさん知り合えた
・ 留学生の様子から将来自分が外国へ行った時は自分がその国を代表することに
なるのだと改めて感じた

×反省点
　～留学生の意見

・会場の設備の確認を怠ってしまった
・睡眠不足になってしまった
・ 人手が足りなくて他のブース、パフォーマンスなどをみることができなかった
・情報伝達がきちんとできていなかった
・複数の会場であったため行き来するのがたいへんだった
・自分の予定を立てるのが大変だった
・大学を経由して発注をするのが大変だった
・ステージが小さかった

　～日本人学生の意見
・就職活動と時期が重なってしまい、準備期間中ほとんど参加できなかった
・英語でのやり取り
・留学生と意思疎通を図るのが大変
・ 日本人同士だと心配しなくていいことも注意を払う必要がある。一つ一つ確実
に、明確に情報共有することが大切
・留学生からの返信が来なくて困った
・ 他の活動との兼ね合いが難しくイベント直前は精神的にも体力的にもいっぱい
いっぱいになった
・自分で考えて動くというところが欠けていた
・時間、メンバーの数が足りなかった
・先輩たちに頼り切ってしまった
・予算を考えて出すのが大変だった
・計画が何度も変わってしまったことがあった
・睡眠時間が削られた
・当日のトラブルの想定が甘かった

■その他（希望・反省等）
　札幌圏大学国際フェスタ全体の反省として、①会場を複数にしてしまったため行き
来が大変だったこと、多くの不便があったこと、②北大以外の参加者にとって会場が
非常にわかりにくく案内もきちんとできなかったこと、③北大元気プロジェクトへの
物品の発注が大変だったこと。特にギリギリに発注をしてしまい迷惑をかけてしまい
ました。また、今回のイベントでは料理の材料の発注は不可能であったためそれを解
決するのが大変でした。
　北大元気プロジェクトのサポートのおかげで、課題は残りますが当初の目標であっ
た札幌の方に海外文化を紹介すること、日本人学生と留学生が密接な活動をするとい
うことが達成されました。今後北海道大学を始め北海道の大学もより国際色が強く
なっていきます。今以上に留学生と日本人学生がお互いに関わり合いたいというニー
ズも出てくるのでもっとこの活動を学生に広めたいので今後他の学生からこのような
活動がありましたら目を向けていただけると幸いです。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

Katherine Rewcastle 国際本部 HUSTEP 留学生
Riikka Petasnoro 国際本部 HUSTEP 留学生

Leo Julia 国際本部 HUSTEP 留学生
Lam Kha Van 国際本部 HUSTEP 留学生
Thais Diniz 農学部 留学生
川村　菜摘 法学部 法学課程 4
中前　綺捺 文学部 特別聴講学生人文科学科 4
鈴木　沙織 文学部 人文科学科 4
玉置　都華 農学部 生物環境工学科 3
北井　梨紗子 文学部 人文科学科 3
丸尾　夏海 法学部 法学課程 3
菊地　瑛里 法学部 法学課程 2
佐藤　慧 教育学部 教育学科 2

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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アイカップ自然史博物館での企画展の開催
代表／楠崎　真央　　環境科学院　　生物圏科学専攻　　修士1年

■実施の内容
　本プロジェクトでは、北海道大学北方生物圏フィールド

科学センター厚岸臨海実験所に隣接するアイカップ自然史

博物館での、企画展（現代美術の展示と昆虫標本製作ワー

クショップ）の開催を目指して活動を行っています。企画

展自体は来年の夏期に開催予定ですので、今回は元気プロ

ジェクト採択の2014年11月から現在までの準備年度とし

ての活動報告をさせていただきます。企画展は国際交流と

地域連携を2つの柱としており、厚岸町と類似の自然環境

を有するバングラデシュから学生を招いて、共同での開催

を計画しています。今年度は、そのためにバングラデシュ

への渡航と厚岸町の関係機関との打ち合わせを中心に活動

を行いました。

　2014年12月にダッカ大学美術学部を訪問し、同大学油

画専攻のMuhammad Iqbal准教授との打ち合わせを行っ

た。美術学部の全専攻の教室を案内していただき、学生の

美術作品を実際に目にしながら、アイカップ自然史博物館

でのバングラデシュ学生との展覧会の共同開催について、

意見交換をした。今回の打ち合わせの結果、主に以下の項

目を確認した。①展覧会の参加人数が確定次第、Iqbal氏

に連絡。その後、Iqbal氏より参加候補者となる大学院生

もしくは大学院卒業生数名の美術作品の画像と経歴書を

送っていただく。届いた書類をもとに、参加者を最終決定

する。②必要であれば、ダッ

カ大学側のギャラリーも利

用可能。日本での展覧会の

後に、バングラデシュで展

覧会を開催することも可

能。③展覧会と並行して、

アートキャンプの実施の検

討。もしアートキャンプを実施する際には、アクリル絵具

等を提供していただける。

　ダッカ大学訪問後には、バングラデシュ南部の湿原の広

がる地域へと移動して、ホームステイをしながら現地の

方々の暮らしを実体験した。Floating marketやFloating 

vegetable gardenの河川の有効利用や家畜の糞を用い

た着火材など、自然と一体化した暮らしぶりが印象的であ

り、同じく湿原の広がる厚岸町に住んでいながら、良い意

味での違和感を多く感じた。

　2015年1月以降は、厚岸町水鳥観察館や厚岸町環境教

育推進委員会との打ち合わせを予定しており、来年夏期の

開催に向けて、展覧会とワークショップの具体的な実施日

時や実施場所の調整を行います。また開催日程の確定後は、

展示やワークショップの告知用ポスターの製作等、プロ

ジェクトの活動を多くの方に知っていただけるように広報

活動にも力を注ぎます。

■実施時期
2014年  9月　博物館の利用方法の検討

2014年10月　 Muhammad Iqbal准教授（ダッカ大学）

に協力依頼

2014年11月　北大元気プロジェクト採択、物品購入申請

2014年12月　バングラデシュにて打ち合わせ

2015年  2月　北大総合博物館の職員の方との打ち合わせ

        　    　　 厚岸町環境教育推進委員会との打ち合わせ
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■実施の評価
　北大元気プロジェクト2014に申請時の企画書に記載し

ているように、プロジェクトの最終的な目的は“国際交流

と地域連携を2つの柱とする企画展の開催を通して、アイ

カップ自然史博物館の標本の数量・品質を高めると共に博

物館運営の新たな可能性について実証的な検討を行う”こ

とです。ですが今年度は、来年度の企画展開催に向けての

準備年度という位置づけで助成をしていただいていますの

で、次の視点から実施の評価をさせていただきます。1）

バングラデシュとの連携　2）厚岸町の方々との連携　3）

今年度の総合評価

1）バングラデシュとの連携

　当初の予定では、2014年12月のダッカ大学訪問時点で

バングラデシュからの参加学生を確定する計画であった

が、ダッカ大学美術学部の教育方針とこちらの希望を踏ま

えて、“実施の内容”に記載しているように参加者の選抜

は予定より時間をかけて行うこととした。参加学生とのコ

ミュニケーションが早期にとれないというマイナス面はあ

るが、アーティストとしてモチベーションの高い学生の参

加を期待出来るという点では、プラスの評価ができる。

2）厚岸町の方々との連携

　2015年1月から2月にかけて、厚岸町環境教育推進委員

会と厚岸町水鳥観察館との打ち合わせを予定している。現

段階では昆虫標本製作ワークショップについては日時や実

施場所等、未決定な事項が多いので、関係機関との話し合

いを重ねて、充実した内容のワークショプの実現を町の

方々と共に目指します。

3）今年度の総合評価

　北大元気プロジェクト採択の決定が2014年11月であ

り、短い期間での活動となりました。すべてが計画とおり

に進んでいるとは言い切れませんが、来年度の企画展開催

に向けて、着実に計画を進めています。来年夏期の企画展

開催後には、今年度に増してプラスの自己評価が出来るよ

うに、気を抜かずに準備を続けていきます。

■その他（希望・反省等）
　今年度は、北大元気プロジェクト採択から助成の終了ま

での期間が短く、物品の購入手続きの過程で慌ただしさが

ありました。これに関しては、事務職員の方々に迅速に対

応していただいたおかげで、スムーズに計画を進めること

ができました。この場をおかりして、お礼を申し上げます。

　今後は来年度に向けて、主に厚岸町内の関係機関との調

整をメインに活動を継続いたします。ご支援ありがとうご

ざいました。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

須貝　洋海 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1

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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「北大元気プロジェクト2014」
活動報告会を開催

　標記活動報告会を、平成27年2月13日（金）10時00分〜14時40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18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28年2月12日（金）に報告会を開催する予定ですので、15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2015
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011-706-7454　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27年4月24日（金）　17：00
●第2回採択分　平成27年6月26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※

3つのテーマのうち、いずれかで応募して
ください！

①「国際化」
②「地域貢献」
③「北大再発見」

※�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。
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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28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
採択された個人またはグループ（以下、「採択団体」とします。）が必要とする予算を、50万円を限度として支援します。
なお、予算は採択団体が指定する口座に振り込みます。ただし、以下の点に必ず留意してください。留意事項を守って
いただけない場合、使用した金額の全部又は一部をお返しいただくことがあります。
【留意事項】
（1）採択団体で購入した物であっても、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。
（2）飲食物、商品券など、購入できないものがあります。詳細は、下記「お問い合わせ先」までお尋ねください。
（3）�購入の際は必ず領収書を受領してください。領収書はイベント等終了後、経理報告書とともに速やかに提出してください。

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「国際化」②「地域貢献」③北大再発見

※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27年4月24日（金）17：00　　（採択の決定は、平成27年5月下旬の予定です。）
2回目応募締切� 平成27年6月26日（金）17：00　　（採択の決定は、平成27年7月下旬の予定です。）
※採択団体が予定数に満たない場合、追加の募集を行うことがあります。

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、採択団体代表者
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28年2月12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2015  募集要項
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度からお願いしている民間

救急に加え、参加者がケガ

などで歩けなくなってし

まった場合の運搬としてワ

ゴン車を2台、さらにトイ

レが少ないルートだという

ことも考えてキャンピング

カー1台を参加者に横付け

した。ただ歩くだけではな

く、参加者にさらに楽しん

でもらえるよう、特別賞を

つくったり折り返し地点で

のミニイベントを行ったり

などの工夫をした。

　本イベント終了後には参加者に事後アンケートを取り、

次回さらにより良いイベントを開催することができるよ

う、反省と資料の整理を行った。数年後には元気プロジェ

クトなどの支援をうけることなく、地域に根差した独立し

たイベントとして成立するように来年度以降のステップ

アップを試みる。

■実施時期
6月21日（土）：参加者交流会

7月5日（土）・6日（日）：僕らの歩行祭本番

■実施の評価
　3度目の開催となった今年は、応募総数が過去最多の

150人を越え、回数を重ねるにつれてイベントの知名度が

上がっていることを実感することができた。3年間連続で

参加してくれているリピーターだけではなく、新規の参加

者も多くみられた。イベント後に行った参加者アンケート

でも好意的な感想が多く、イベント全体の満足度は向上し

ている。ルートを変えたことが影響しているのか過去2回

よりも完歩率こそ下がってしまったが、ケガした班員を交

代でおんぶして歩いたり、ゴール直前で班員全員がそろう

まで待って手をつないでゴールしたりなど、仲間との絆を

強く感じる場面が多くあり、最初に掲げた2つのテーマは

達成されたと考えられる。

　24時間歩き続けるという普段なかなかできない体験を

することにより、「歩ききった！」という達成感はもちろん、

■実施の内容
　本企画「僕らの歩行祭～夜のピクニック～」（通称「夜

ピク」）は平成24年度からの継続企画であり、今年で第3

回目の開催となった。普段私たちが何気なく行っている“歩

く”ことの面白さや素晴らしさを知ってもらうこと、そし

て達成感を味わい、仲間との絆を感じてもらうこと、とい

う2つのテーマの元、夜ピクの参加者には原作である『夜

のピクニック』（恩田陸著、新潮社、2004）のように24

時間、約70kmのコースを歩いてもらう。

　実際の活動は週1回のミーティングを軸とし、組織内で

代表・運営・広報・ホームページ・総務の5つの班に分か

れて行った。

　昨年の12月からテーマの話し合いや年間計画の作成な

ど本企画への準備をはじめて、4月は新歓活動と元気プロ

ジェクト、参加者募集開始への準備にあてた。そして5月

に参加募集を開始。5月、6月は参加者向けのしおりの原

稿作成、当日の必要物品の調達ルートの調整、施設の予約

や保険の申し込み等を行った。今年度から新たなルートを

選んだこともあり、運営スタッフで何度もリハーサルを繰

り返した。また、今年度は北大祭に模擬店を出店し、知名

度の向上に努めた。本番2週間前に開催した参加者交流会

では、参加者に詳しい説明を行い、一緒に歩行する班を発

表、その後班の目印となるのぼりを制作してもらった。事

前に参加者同士、そして参加者と運営が顔を合わせること

によって、当日の安心感や楽しさ、安全面の確保につなが

ると考えている。交流会後も何度もシミュレーションを行

い、当日の動きを確認した。

　当日のルートは、朝9時に北海道大学を出発し、午後7

時半ごろに折り返し地点である石狩浜海水浴場に到着。そ

の後あいの里を回って明朝7時ごろにつどーむにゴールす

る。1班の人数は約10名程度で、もともと応募してきた参

加者同士のグループを基盤にして振り分けている。2時間

に1回程度の割合で30分程度の小休憩と昼食や夕食のため

の大休憩を設定し、途中でおにぎりや飲み物、チョコレー

トなどの配給を行った。休憩ごとに健康チェックを行うこ

とにより、安全管理を徹底した。運営スタッフは班と班の

間で歩く歩行部隊とわかりにくい道に立って案内する案内

部隊、全体の統括を行う本部に分かれた。昨年度までの反

省を踏まえて、案内部隊と歩行部隊を入れ替える等、運営

スタッフがばててしまわないように配慮した。また、初年

第3回 僕らの歩行祭
～夜のピクニック～

代表／新谷　研人　　工学部　　環境社会工学科　　2年
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仲間との一体感や北海道の自然の雄大さ、自分の限界への

挑戦など、十人十色の新しい発見があったことだろう。こ

の経験は直接的であれ間接的であれ、今後必ず彼らの生活

に役立つときがくるはずである。

　反省点も多々あったので来年度に向けての具体的な課題

としては以下の5つを挙げる。

①�参加者の自由度をあげる（トイレや買い物場所の指定な

どの制限を軽くする）

②完歩率の向上（安全管理の徹底、雰囲気づくり）

③イベント性の向上

④参加者同士のつながりが持続する方法の模索

⑤地域との連携

　来年度以降も若者たちへ非日常の体験を提供し続け、い

ずれは「ああ、もう夜ピクの時期だね」と言ってもらえる

ような地域に根ざしたイベントになるよう努力を続けてい

きたい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

大木　研人 工学院 北方圏環境政策工学専攻 修士1

岡田進太郎 工学院 環境創生工学専攻 修士1

気仙　　誠 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1

大塚　慎也 医学部 医学科 5

池田　裕貴 法学部 法学課程 4

向藤原　海 農学部 農業経済学科 3

竹内　琳加 農学部 農業経済学科 3

鈴木　佑佳 薬学部 薬学科 2

山田　　愛 文学部 人文科学科 2

田中　嘉乃 総合教育部 1

桜井　　梓 総合教育部 1

反田加那子 総合教育部 1

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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北大金葉祭
代表／永井　舜　　文学部　　人文科学科　　2年

■実施の内容

　北大北13条銀杏並木を11月1日、2日にライトアップす

るのがメインである北大金葉祭。今回は2日間で約18000

人に方が来場してくださいました。主な活動内容はライト

アップ・カウントダウン・屋台出店・焼き芋・銀杏講習

会・記念撮影・自然体験教室・交通整理です。

　ライトアップは投光器約50台を使用し、銀杏並木全体

を照らしました。また10月31日のプレライトアップでは

HTBのニュース番組「イチオシ！」の生中継も行われ、

金葉祭を効果的に宣伝することができたと思います。

　屋台は豚汁・じゃがバターを金葉祭実行委員会で用意し

て、ホットミルクを牛乳同好会、ホット抹茶ラテを京都府

民会に提供してもらいました。すべて募金制という形で提

供させていただきました。小雨が降るときもあり寒かった

ので、多くの方に温かい飲食物を楽しんで頂けたのではな

いかと思っています。また昨年は実施しなかった焼き芋・

銀杏講習会を実施しました。焼き芋は家族連れや子供、銀

杏の調理方法や美味しい食べ方を紹介した銀杏講習会は主

に年配の方に大好評でした。記念撮影は、来場者の記念に

なるような写真をインスタントカメラで撮り、自然体験教

室では落ち葉の栞作りなどを行いました。子供を中心に多

くの来場者の方が銀杏並木の自然を体験することができた

のではないかと思っています。

　今回は昨年にも増して交通整理にも力をいれ、大きな事

故もなく、安全な金葉祭を開催することができました。

　たくさんの当日ボランティアスタッフにも協力してもら

い、2日間の金葉祭を多くの来場者の方に楽しんでいただ

けたと思います。

■実施時期

8月～10月：準備

10月31日（プレライトアップ）

11月1日、2日　10：00～21：00

■実施の評価

　「美しい銀杏並木を楽しんでもらう・魅力を多くの方に

知ってもらう」という当初の大きな目的は達成できたと思

います。昨年より1週間ほど紅葉が早かったため少し葉が

散ってしまっていましたが、イチョウ並木のライトアップ

された美しさは十分に来場者の方に伝わったのではないで

しょうか。来場者数も昨年の約2倍になり、屋台や自然体

験教室などの企画も大好評だったと思います。

　昨年からの課題であった金葉祭の広報に関しては、ラジ

オ出演・生中継の実施など多くの人が利用するメディアを

活用できたことによって、金葉祭自体の知名度も大きく向

上したのではないかと思います。
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　実際に、「テレビでやってたから来てみたの！」と言っ

てくださる来場者の方もたくさんいらっしゃり、メディア

の効果を実感しました。

　また今回の金葉祭ではより安全な祭りを作り上げること

を目標としていました。13条通りは交通量が多い通りで

もあるので、金葉祭期間中は当日ボランティアスタッフの

手を借りて安全に関する呼びかけや交通誘導を積極的に行

いました。結果的に大きな事故なく金葉祭を終えることが

できました。

■その他（希望・反省等）

　屋台やその他の企画をより充実させること、ライトアッ

プを雨天時でも安全に美しく行う方法を考えることは勿論

です。また今回の金葉祭では2つの外部サークルに屋台を

出店してもらったのみでしたが、今後より多くのサークル・

団体と協力して祭としての質を高めていけたらと思います。

また例年、当日ボランティアスタッフに手伝っていただい

ている部分が大きいので、実行委員会の規模を大きくして

より円滑に金葉祭の運営ができるようにしたいと考えてい

ます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

堀　ゆりえ 経済学部 経営学科 4

小崎　拓登 理学部 化学科 3

増田　　到 農学部 応用生命科学科 3

檜山　悠宇 医学部 保健学科 2

池本　敦貴 工学部 機械知能工学科 2

市川　　瑠 工学部 環境社会工学科 2

山本　　啓 理学部 化学科 2

南部　綾花 医学部 保健学科 2

新谷　研人 工学部 環境社会工学科 2

辻　　脩志 工学部 環境社会工学科 2

兼田　真周 工学部 環境社会工学科 2

大池　琢斗 総合教育部 1

古田　和也 総合教育部 1

小笠原　央 総合教育部 1

上澤　美紗 総合教育部 1

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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北大生による
「生物ロボットコンテスト」への参加

代表／納田　遼太郎　　理学部　　生物科学科　　3年

■実施の内容

　我々iGEM�HokkaidoU_Japanは合成生物学の国際大

会iGEM（International�Genetically�Engineered�

Machine�competition）に参加する学生団体です。

iGEMは2003年から米国で開催された国内大会として始

まり、2005年から国際大会となりました。2014年大会

では世界各国から245の大学生チームが参加し、さらに参

加チーム数が増加することが見込まれています。iGEMで

は各チームが遺伝子組換え技術を用いて、新たな機能をも

たせた人工生物（生物ロボット）を作製し、その有用性・

独創性・ユーモア性などをプレゼンテーションを通して競

います。もちろんiGEMは国際大会であるため、プレゼン

テーション、資料作製は英語で行います。また実験、発表

以外にもWikiとよばれるWebページを作り、自分たちが

作製した生物ロボットの紹介を行います。

　2014年大会は10月の終わりから米国ボストンで開催さ

れ、プレゼンテーション、ポスター発表、各国のチームと

の交流などを行いました。大会に参加した7日間は非常に

刺激的で、世界の優秀な学生の学問への取り組み方や考え

方を知り、自身の科学や英語などの知識への触発、他国の

文化との触れ合いといった様々な経験を通して、国際化の

重要性、必要性を改めて気づかされる機会を得られました。

　また我々北大チームは大会への参加だけではなく、市民

の方々との交流も行っています。北大祭では理学部の教室

で遺伝子組換えを正しく理解してもらうべくポスター解説

を行ったり、生命科学を身近に感じてもらえるように、

DNAの抽出実験を体験してもらったりしました。この体

験会は好評で、今年は200人以上の方に実験を楽しんでも

らえました。他にも札幌市内の高校生に「分子生物学、合

成生物学、遺伝子組換えとは何か」を知ってもらうべく、

高等学校に赴き、ミニ講義を開催しました。

　このような活動を通して我々は3つの目標の達成を目指

しています。

　1つ目は最先端の生物学を自発的に学び、得られた知識

を活用して生物ロボットを作製することを通した「生きた

科学技術の習得」です。

　2つ目は大会参加のために英語力を高め、さらに大会で

実践的に英語を使用し、反省点を持ち帰り次回につなげる

といった「生きた科学英語の習得」です。

　3つ目は北大祭での市民の方々との交流や高校訪問など

の学外交流や大会で得られた知識、経験の学内報告による

北海道大学の学生との交流です。我々の活動が多くの人に

影響を与えるものになればと考えています。

■実施時期

（5月・6月）北大祭

（9月）高校訪問

（6月－10月）実験　（11月）ボストンでの国際大会

■実施の評価

　我々北大チームの目的は、学部生ながら実際に最先端の

合成生物学に触れ、学び、将来の研究活動に役立てるとと

もに、英語を用いたコミュニケーションによって国際化の

重要性を知る経験を得るというものです。2014年はメン

バーが最新の生命科学に関するトピックを書籍や科学論文

から探し出し、それらを利用した生物ロボットを設計し、

実現性を考えるといった活動から始まりました。また地球

環境科学院の山崎研究室主催の輪読会にメンバーが参加す

ることにより、分子生物学の基礎知識を固めました。プロ
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ジェクトが決定すると実験を始め、いくつかの問題点が見

つかると、その解決策を生み出し、生物ロボットを完成さ

せました。複雑な問題の原因を考え、その正しい解決策を

実践するといった一連の作業は、活動歴の長いメンバーが

中心となって行いました。そのような学生を今後も育成し、

将来に役立てていこうと考えています。

　大会では英語を用いたコミュニケーションを行いまし

た。もちろん全てのメンバーが高等な英語を使いこなし、

英語で議論を行えたというわけではありませんが、自身の

英語力と向き合わざるを得ない貴重な経験となり、今後の

勉学への取り組み方に変化が出るように思われます。

　iGEMでは3つの活動が主となっています。実験を行う

「Wet�Lab」、数式を用いた生命モデリングやWikiの構築

をおこなう「Dry�Lab」、市民の方々と交流し、社会に貢

献する「Outreach」です。実際は他にも、資料やWikiの

デザイン、英語のサポート、渉外活動など、欠かすことの

できない役割がいくつもあります。iGEMでは実験活動が

主とされ、生物学を専攻する学生のみを受け入れていると

思われがちですが、そのようなことはなく、各個人の様々

な得意分野を強調させてチームとして戦うために幅広い学

生を受け入れています。今年も多くのメンバーが個人の得

意分野、興味のある分野で活動し、自主性・創造性を発揮

しました。

　これらの経験は学問の知識を定着させることや意欲向上

などにおいて非常に有意義なものになっただけではなく、

実験計画を通してプランニング、マネジメントといった能

力を鍛えることもできたのではないかと思います。

■その他（希望・反省等）

　iGEMをもっと多くの方に知ってもらい、さらに大きな

波及的活動ができるようにしたいと考えています。また参

加メンバーを増やすことで、より多くの学生にiGEMや生

物学の魅力、意義を体験してもらい、北海道大学の国際化

に貢献してほしいとも思います。

　最後に、今年度の活動を行えたのは北大元気プロジェク

トからのご支援のおかげです。切に感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

Mohamed�Shehata 環境科学院 生物圏科学専攻 博士1

劉　　宇翔 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1

齋藤　憲介 理学部 生物科学科 4

下山　　花 農学部 生物資源科学科 3

堀口　　理 理学部 生物科学科 3

秦　　彩乃 理学部 生物科学科 3

水戸部絵理 理学部 数学科 3

松村　直也 医学部 医学科 3

福田　　怜 農学部 応用生命科学科 2

細木　拓也 水産学部 増殖生命科学科 2

田仲　真実 水産学部 増殖生命科学科 2

鈴木　桃李 水産学部 増殖生命科学科 2

櫻井珠真呂 理学部 生物科学科 2

三本　斉也 理学部 生物科学科 2

伊藤　昂哉 医学部 医学科 2

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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東北応援プロジェクト
代表／有坂　紀子　　農学部　　生物資源科学科　　3年

■実施の内容
　震災から3年余りが経過し、東北現地は復旧の段階を終え、これからが

復興に向けた正念場という局面にある。東北が震災以前のような賑わいを

取り戻すにはまだまだ10数年といった多くの時間が必要で、外部の人たち

の関心と応援を必要としている。そんな東北の復興の一助となるには、そ

の実情を知りまた東北の魅力を存分に知り、今後も末永く東北を応援し続

ける人を増やすことが重要である。そこで私たちは、東北の被災地として

の面だけでなく、日本の歴史ある地としての魅力を知り、東北を長く応援

する人を増やすことを目標とし以下のような活動を実施した。

【「いくっちゃ！東北」ツアーの実行】

　まだ東北へ行ったことのない大学生を15名集め、長期休み（8月・3

月（予定））に東北へ行くツアーを計画・実行した。HOSUPメンバー

のこれまでの東北旅の経験や人脈をもとに、震災後の現地の現状を学び、

現地の魅力を知れ、更に現地の人と会える旅程を組んだ。帰札後には参

加者からツアーの感想を集め、ツアーの反省を行うとともに、それをま

とめたOUEN�TIMES（以下記述）を作成した。

【広告紙（OUEN TIMES）の作成・配布（現地の観光地紹介）】

　東北へ行ってみようというきっかけを与えるべく、東北の観光地の情

報（今年度は陸前高田（岩手）、気仙沼（宮城）を特集した）やツアー

に参加した学生の声をまとめた広告紙OUEN�TIMESの作成・配布を

行った。広告紙内には、札幌からの行き方、現地の人の声、現地のおす

すめの場所やグルメを掲載した。広告紙は、北大の各学部や当団体で活

動する学生や友人の所属大学（酪農学園大、小樽商科大、北海道教育大）、

ツアーの参加者の所属大学（室蘭工業大、北海学園大）、北大周辺の飲

食店などで設置・配布した。また、電子書籍化し、WEBからも閲覧を

可能にした。

【3・11祈念イベントの実行（予定）】

　東日本大震災発災から4年が経過するのを前に、会場に訪れる人に被

災地の現状を知ってもらい、被災した方に祈る気持ちを届けるため、北

大図書館の一角を借り、当企画を実施する（2月～3月の1ヶ月）。当企

画では、被災地の現状を伝える写真を展示し、震災関連の本の紹介をす

る他、折鶴をつくるスペースを設けイベント終了後、集まった折鶴を被

災地の震災遺構に届ける。

■実施時期
ツアーの実施：8月、3月（予定）

フリーペーパーの発行：6月、7月、10月、12月、2月（予定）

イベントの開催：2月～3月（予定）

■実施の評価
【実施結果】

（1）「いくっちゃ！東北」ツアー

実施時期：8月21日～25日

参加人数：15名（北大生13名、他大生2名）

訪問場所・内容

・気仙沼、気仙沼大島、陸前高田、閖上など

・被災地の現状を知る、東北の魅力を知る

・現地の方や語り部、ボランティア運営者のお話を伺い震災を学ぶ

・イベント設営ボランティアに参加する

【旅程概要】

1日目：気仙沼、気仙沼大島

　味ん宿かもめ荘のご主人から漁の話や当時の話を聴く

2日目：陸前高田

　遠野まごころネットに案内していただき視察、ボランティア活動参加

3日目：気仙沼、閖上　等バスを借りて見学

（2）広告紙OUEN TIMES

《OUENTIMES vol.8》

発行時期：6月

発行部数：500部（A4、片面カラー・片面白黒印刷）

配布場所：北大祭

掲載情報：�北大祭で販売した㈱ヤマサコウショウの牛タン入つくね（石

巻）、おかし工房木村屋の夢の樹バウムラスク（陸前高田）

の紹介とインタビュー

《OUENTIMES vol.9》

発行時期：7月

発行部数：350部（A4、片面カラー・片面白黒印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�陸前高田特集（現地の方のインタビュー、陸前高田への行き方、

グルメ、観光地の紹介）

《OUENTIMES vol.10》

発行時期：10月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�気仙沼特集（現地の方のインタビュー、気仙沼への行き方、

グルメ、観光地の紹介）

《OUENTIMES vol.11》

発行時期：12月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：ツアー参加者の感想特集

《OUENTIMES vol.12》（予定）

発行時期：2月

発行部数：200部（A4、両面カラー印刷）

配布場所：北大、北大近辺飲食店、各イベント、他大学

掲載情報：�現地の方のインタビュー、現地への行き方、特集地域のグル

メ、観光地の紹介
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【成果】

・�OUENTIMESのほぼ全てを配りきることができ、多くの北大生や他

大生に東北について考える機会を提供できた。

・ツアー参加者から頂いた感想には、

　・�報道されていない部分の状況や、美化されて報道されていることの

事実を知ることができた

　・�ボランティアではなく、観光でも被災地支援ができるということを、

周りの人たちに広めていきたいと思った

　・�見聞きしたことを周りの人に伝えていくということは、現地の人々

のためにも、やらなくてはならないこと

　・貴重な、とても良い、一生忘れられない経験になった

　・被災地の方々は皆優しく、温かい人たちばかりだった

　�などがあり、こうした感想を見て当ツアーでは、東北の現状を伝える

こと、東北の魅力を伝えることといった当初の目的を達成することが

できたように思われる（ツアー参加者から頂いた感想を添付資料とし

て提出致します）。

・�様々な活動を通し、3．11の忘却を防ぎ東北の魅力を伝える一助とな

ることができたように思われる。

■その他（希望・反省等）
【課題】

・�ツアー参加者の集客に苦戦し、締め切りのギリギリまで参加者が決ま

らず、プロジェクトの手続きに面倒をかけてしまった。他大学への宣

伝を含め、集客方法を考えるとともに、ツアーの工夫や更なる団体の

周知活動が必要となる。

・�OUENTIMESをより多くの学生に読んでもらうため、更なる配布場

所や配布方法の検討が必要となる。またOUENTIMESの読者の感想

を得にくいため、読者や学生のニーズに応えるためにはフィードバッ

クを得られるような仕組みづくりをしていく必要がある。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

中野　隼登 工学院 北方圏環境政策工学専攻 修士1

小野寺　舞 文学部 人文科学科 4

松尾　知晃 農学部 生物資源科学科 4

天笠　　翼 工学部 応用理工系学科 4

森下　南美 教育学部 教育学科 4

増田　　到 農学部 応用生命科学科 3

成影　沙紀 農学部 生物資源科学科 3

應武茉里依 総合教育部 1

渡邉　大輝 総合教育部 1

椿　　夏葉 総合教育部 1

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 2014
代表／半澤　麻衣　　文学部　　人文科学科　　3年

■実施の内容
　例年秋の北大で好評をいただいているCLARK�THEATERを

今年も5日間開催しました。今年は会場であるクラーク会館が

秋の3連休に利用できなかったことから、全11プログラム20

作品と例年よりも少ないプログラム数での開催でした。しかし

ゲストをお呼びする企画が全5プログラムと多く、合計12名の

ゲストの皆様にお越しいただき、トークショーを通して映画に

関するお話を伺うことができました。制作者の立場から映画の

魅力や映像文化に関してお話しいただくことで、お客様にはた

だ映画を鑑賞するだけではない、新鮮な映画体験をしていただ

くことができました。

　「石田祐康監督作品上映＆トークショー」では注目の若手アニ

メーション作家である石田監督をお呼びし、制作秘話とともに

アニメができる過程をお話していただきました。また「『希望の

シグナル』上映＆都鳥伸也監督トークショー」では、北海道庁

共同企画として北海道庁の自殺予防キャンペーンと連携し、自

殺対策を記録したドキュメンタリーの上映及び都鳥監督と北海

道立精神保健福祉センター所長を務めていらっしゃる田辺等さ

まの対談を催しました。更に室蘭在住の坪川拓史監督作品「『ハー

メルン』上映＆トークショー」や、札幌近郊に在住の中高生によっ

て琴似で撮影された「『茜色クラリネット』上映＆トークショー」

など、北海道ゆかりの作品を流すことができたのも特徴の一つ

と言えると思います。

　他にも北海道初上映である「『ゾウを撫でる』上映＆佐々部

清監督トークショー」や、同じく道内初上映作品で選挙の問題

を取り上げたドキュメンタリー映画『立候補』、白黒作品で名

作と名高い『素晴らしき哉、人生！』など、幅広いコンテンツ

を上映しました。

　上映環境に関しましても、開催期間中は会場に音響機材やス

クリーンといった上映機材を設営し、非常に映画館に近い設備

の中で開催することが出来ました。

■実施時期
2014年10月15日（水）～10月19日（日）

■実施の評価
　今年はお客様対応といったスタッフのマナー面を例年通り高

い質で維持できただけでなく、上映中の映像の乱れといった技

術上のミスもほとんどなかったため、ご来場くださったお客様

により高い満足を得ていただけました。災害時を想定した避難

誘導訓練なども例年以上に入念に行い、更に円滑な運営ができ

るよう準備ができました。

　また、道内初上映作品、北海道関連作品を複数上映したこと、

北海道庁と協力し自殺防止を呼びかけるメッセージ性の強い企

画を行えたこと、映画に関わるゲストも多くお呼びできたこと

などから、CLARK�THEATERとして他の映画館にない独自性

も強く打ち出せたと考えています。上映機会の少ない映画の上

映や、実際に映画制作にあたるゲストの方々にお話していただ

く場を作り、お客様に観ていただくことで「映像教育、映像産

業への寄与」という目的に対して、大きな成果を挙げられまし

た。

　今年度も新聞やラジオをはじめとした多くのメディアで取り

上げられ、目的としていた「地域に開かれた大学」に対して一

定の成果を出すことができた一方で、プログラム数の減少が

あったとはいえ集客数が目標としていた2000名を大幅に割り

込み、1417名という結果となってしまいました。原因として

は広報媒体の遅れによる宣伝活動全般の遅れが挙げられます。

来年以降はスケジューリングを見直し、改善が必要になってく

ると考えます。

　今年は学部2年生が中心の若いチームでCLARK�THEATER

の企画、運営にあたりました。3年生以上のメンバーがサポー

トに回ったこともあり、経験あるメンバーに見守られる中で、

2年生の多くのメンバーが責任ある立場に立ち、多くの経験を

することができました。また、そのことから今年は1年生にも

活躍の場が大きく広がった年だとも言えます。CLARK�

THEATERの活動の中で作り上げられたこうした体制や各々が

得た経験は、来年以降の活動はもちろん、社会に出た後にも必

ず活きてくるものだと確信しています。
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■その他（希望・反省等）
　今年は前年に比べ入場者数が大幅に減少してしまいました。

これを反省し、宣伝面の強化やスケジュール管理は今後大きな

課題となります。またその一方で、お客様や開催に向けてご協

力くださる皆様が、私たちにどのような活動を求めているのか

しっかりと見極め、実行していく必要性を感じました。お客様、

関係者の皆様のニーズを満たしつつ、私たちの理念に沿った映

画祭としていくことが、私たちがこれから行っていくべきこと

だと考えます。

　最後になりますが、今年度も北大元気プロジェクトに採択いた

だき、学生支援課の皆様にご協力いただけたことで無事開催に

至ることができました。この場をお借りして心より御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

■構成員

氏名 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2

森田　　笙 理学院 自然史科学専攻 修士2

木藤　瑛子 文学部 人文科学科 4

成田友里恵 文学部 人文科学科 4

善徳　勇貴 歯学部 歯学科 4

浅野　輝一 理学部 化学科 4

濱田　菜歩 水産学部 資源機能化学科 4

福田　千晶 医学部 保健学科 4

土山　　啓 医学部 保健学科 4

小熊　克暢 法学部 法学課程 4

小林　素直 工学部 環境社会工学科 3

梶　　智博 工学部 応用理工系学科 3

森田　　萌 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

相原　雄也 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

北村　沙織 経済学部 経営学科 3

宗像のぞみ 文学部 人文科学科 3

石川　瑞羽 （東海大学） 3

廣川依寿美 （東海大学） 3

矢部　兄輔 （北海学園大学） 3

川端　宣志 教育学部 教育学科 2

後藤　　奏 法学部 法学課程 2

今井　駿司 法学部 法学課程 2

村岡　愛子 文学部 人文科学科 2

菊地　瑛里 法学部 法学課程 2

内藤　怜奈 法学部 法学課程 2

大沢　啓人 理学部 化学科 2

今山　知佳 農学部 畜産科学科 2

菅野あかね 文学部 人文科学科 2

藤川　雄基 理学部 生物科学科 2

小関　千尋 薬学部 薬学科 2

関根　　健 経済学部 経営学科 2

植村　　央 医学部 保健学科 2

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

土屋　琢也 薬学部 薬科学科 2

荒家　　優 （東海大学） 2

佐藤奈津乃 （藤女子大学） 2

小原　綾音 （藤女子大学） 2

日野真理菜 （藤女子大学） 2

依田はる乃 （藤女子大学） 2

古賀　美幹 （藤女子大学） 2

小松　幸未 （藤女子大学） 2

島　野々花 （藤女子大学） 2

島嵜　晴菜 （武蔵女子短期大学） 2

曽束　芽吹 総合教育部 1

近田真記子 総合教育部 1

戸田　博士 総合教育部 1

井田　優子 総合教育部 1

古林　　萌 総合教育部 1

土橋　一葉 総合教育部 1

澤永　紗希 総合教育部 1

林　　祐太 総合教育部 1

浅沼　萌佳 （藤女子大学） 1

飯田美奈子 （藤女子大学） 1

喜久川智世 （藤女子大学） 1

千村　聡美 （藤女子大学） 1

仲川　春菜 （藤女子大学） 1

安田穂乃香 （北海学園大学） 1

山本　千尋 （武蔵女子短期大学） 1

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／宮上　典子　　文学　　人文科学科　　2年

■実施の内容
・2014年6月5日～8日「北大祭カフェ」（1543杯）
　北大祭の時期に合わせ、総合博物館横ウッドデッキにてオー
プンカフェを開催した。緑に囲まれた場所で、北大祭の雰囲気
を楽しみながらもゆっくりと休める場所として、小さな子ども
からご高齢の方まで多くの人でにぎわった。アカペラサークル
NoSeRAや北大交響楽団などの音楽サークルによる演奏も大
変好評であった。

・2014年6月21・22日「green open café」（136杯）
　この企画は、週末にキャンパスを訪れる方々に、屋外で椅子
に座ってくつろぐことのできる場所を提供したいという思いか
ら発案された。当日は、散歩途中の札幌市民の方や他大学から
訪れた学会の帰りの教職員に立ち寄っていただくことができ、
普段話すことのない方々と交流をすることができた。

・2014年7月12・13日「わんにゃんカフェ」（390杯）
　昨年度行った「にゃんものカフェ」をより大きな規模で行い
たいというメンバーを中心として、理学部ローンと総合博物館
横ウッドデッキにて開催した。昨年度もお世話になった「人と
猫をつなぐ　ツキネコ北海道」に加え、今年度は「犬のM基金」
とも協力した。猫と犬の保護に取り組む両団体の活動紹介や、
年齢に関係なく親しめる犬や猫をきっかけとして、世代を超え
た交流ができる空間となった。

・2014年7月18日「Hello,museum!café」（104杯）
　理学院開講科目「博物館コミュニケーション持論Ⅰ」にて、
学生が札幌市カルチャーナイトの一環として開催するイベント
にカフェを出展した。開催場所である博物館横ウッドデッキを
船の甲板にみたてた装飾をすることで、来場者にイベントの空
間を楽しんでいただくことを通し、イベント企画側と来場者が
より気軽にコミュニケーションをとれる場所を目指した。

・2014年8月3日「オープンキャンパスカフェ」（184杯）
　オープンキャンパスで北大を訪れる受験生やその保護者を対
象として、構内メインストリート13条交差点にて開催した。今
年度で5回目の開催になる本企画では、コミュニケーションの
きっかけづくりとして、メンバーによる合格体験記集や学部紹
介冊子、また北大周辺の飲食店を紹介した地図や手作りのコー
スターを作成した。現役の北大生と気軽に交流できる場所とし
て、大変好評であった。

・2014年8月23・24日「北大マルシェカフェ」（1151杯）
　農学部ローンにて開催される北大マルシェにカフェを出店し
た。同イベントには毎年学内・外から大勢の方が訪れるため、
それらの方々が一息つけるような空間の提供を目指した。カ

フェだけではなく物々交換ブースも設けたため、小さな子ども
たちにも喜んでいただけた。

・2014年9月17・18日「URAカフェ」（280杯）
　学術交流会館にて開催されるシンポジウムに、コーヒースタ
ンドとしてのカフェを出店した。全国各地から訪れるシンポジ
ウム参加者に、北大を、また北大生をより身近に感じてもらう
ことを目的とした。

・2014年9月27・28日「アートイベントカフェ」（128杯）
　エルプラザにて開催された、札幌市が主催のイベントにカ
フェを出店した。秋らしいメニューや、来場者同士が気軽にコ
ミュニケーションをとれるようにと取り組んだ企画「メッセー
ジツリー」は来場者に親しんでいただくことができた。

・2014年10月18・19日「クラークシアターカフェ」（236杯）
　北大映画館プロジェクトが開催するイベント“クラークシア
ター”の会場近くにカフェスペースを設けることで、映画をきっ
かけとして様々な人が交流できる空間づくりを目指した。半券
特典として用意したキャラメルポップコーンは、映画館の雰囲
気を味わえる、と来場者に好評であった。

・2014年11月1・2日「銀杏並木カフェ」（2023杯）
　銀杏並木が綺麗に色づく時期に合わせ、構内メインストリー
ト13条交差点にてカフェを開催した。学生や札幌市民をはじめ
として、観光客、また学生の保護者など、様々な方々に訪れて
いただくことができた。紅葉をゆっくりと眺められる席と、学
生による音楽演奏、そして温かい飲み物は、来場者に大変喜ん
でいただくことができた。

・2014年12月5日「NoSeRAクリスマスライブカフェ」（116杯）
　アカペラサークルNoSeRAが遠友学舎にて開催するクリス
マスライブに、カフェを出店した。出演者と来場者が交流でき
るように「メッセージツリー」という企画を行い、来場者に出
演者をより身近に感じてもらうことを目指した。また、主要な
来場者層である学生に向けた新しいメニューを考案したとこ
ろ、大変好評であった。

・2015年2月7日「かまくらカフェ」（実施予定）
　北大の冬を楽しんでいただくことを目的に、PoPsとコラボ
レーションして開催する。かまくらの中で温かい飲み物を楽し
んでいただくことや、雪に関連した企画を行うことで、観光客
や留学生、また地域の人が所属を超えて交流できるような空間
づくりを目指す。
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・2015年2月28日・3月1日「卒業ポスターカフェ」（実施予定）
　北大の様々な学部の学生が、札幌市民や学生に向けて卒業論
文を1枚のポスターにまとめたものを発表する、という博物館
主催のイベントにカフェを出店する。発表者と来場者がより交
流を深められるような空間をつくることを目指す。

■実施時期
2014年4月～2015年3月

■実施の評価
　北大カフェプロジェクトは、「人と人をつなぐアットホーム
なスペースの提供」を目的として、今年度は13回（実施予定含
む）のカフェを企画・運営した。カフェ開催を通して、その場
に居合わせた人同士が、気軽にコミュニケーションをとること
ができる空間を提供することができたと実感している。また、
音楽サークルなどの北大の団体にとどまらず、「人と猫をつな
ぐ　ツキネコ北海道」や「犬のM基金」といった学外の団体を
北大のキャンパスに誘致することで、より一層北大を盛り上げ
ることができたと考えられる。
　そして、昨年度に引き続いて、今年度も春の「北大祭カフェ」、
夏の「オープンキャンパスカフェ」、秋の「銀杏並木カフェ」
と冬の「かまくらカフェ」を開催することができた。これらの
企画は、北大の豊かな自然を感じていただけるため、地域の人々
や観光客など、キャンパスを訪れる外部の人々に、北大をより
身近に感じてもらえる機会をつくることができたと考えられ
る。これからも、毎年恒例のイベントとして足を運んでいただ
けるように、より充実した企画を行っていきたい。
　活動メンバーも新たに20人近く増え、団体規模が大きくなっ
た今年度は、新たな取り組みとして以下の4つのことを行った。
　まず1つ目は、ものに残る形での交流を行ったことである。
「アートイベントカフェ」や「NoSeRAクリスマスライブカフェ」
で行った「メッセージツリー」という企画では、来場者にイベ
ント開催側や他の来場者に向けて自由にメッセージを書いてい
ただいた。それらを集めて貼りあわせたものを掲示することに
より、メッセージカードを通しての交流を行うことができた。
これらのメッセージカードは、アルバムにまとめて次回のカフェ
の際にテーブルに置き、カフェに訪れる方々に見ていただくこ
とにより、新たな交流のきっかけとなることを目指した。
　2つ目に、恒例カフェを増やしたことである。前にも述べた
とおり、本プロジェクトは四季に合わせたカフェを恒例カフェ
として開催しているが、それに加えて、昨年度行った「にゃん
ものカフェ」を今年度は「わんにゃんカフェ」としてより大き
な規模で開催した。一度行った企画を一度きりで終わらせずに
開催したことで、昨年度訪れてくださった来場者の方に、また
北大のキャンパスに足を運んでいただく機会をつくることがで
きた。
　3つ目は、新しいメニューの提供である。以前より、冷たい
飲み物の充実を希望する声が多かったため、今年度は新たに

アップルタイザーやレモネードをメニューに加えた。暑い日の
屋外でのカフェで喜んでいただくことができた。また、学生に
向けてカフェモカや抹茶ラテの提供も行った。
　最後に、アイスコーヒーの作り方を、より効率的な方法に改善
したことである。以前までの方法では提供できる数に限りがあり、
希望する来場者の方々に行き届かないということが起こっていた
が、作り方を改善したため、より多くの人にアイスコーヒーを楽
しんでいただくことができた。
　活動8年目の今年は、団体の認知度の高まりを感じることや、
活動年数を重ねていること、また、新しい活動メンバーが増え
たことで、団体の規模が大きくなった。そして、今年度も年間
を通しての飲み物の提供数が6000杯を超え、私たちの活動を
通して、非常に多くの地域の方々や観光客、また学生や教職員
に、自然豊かなキャンパスの魅力を感じる場所をつくることが
できたと感じている。北大のキャンパスは様々な年代・所属の
方々が訪れるという、他にない魅力を備えた場所である。本プ
ロジェクトはその特色を生かし、学内の人々と学外の人々をつ
なぐ場所として、これからもカフェを開催していきたいと考え
ている。

■その他（希望・反省等）
　今年度のカフェ開催を通して、以前カフェを訪れてくださっ
た方がまたカフェに足を運んでくださるということが、徐々に
増えていることや、来場者からこれからも活動を続けてほしい
という声をいただくことが多くある。これまで、広報はSNSや
キャンパスに設置する立て看板を中心として行ってきた。しか
し、来場者からイベントの情報をもっと配信してほしいという
声があったため、来年度は一度訪れた方々に直接届くような広
報の形をつくっていきたいと考える。
　また、屋外で行うという特性上、雨が降ってしまうと開催でき
なくなってしまったり、来場者が少なくなってしまったりすると
いうことが発生する。そのため、来年度は、天候の変化にも柔軟
に対応できる体制づくりを行っていきたいと考えている。
　北大元気プロジェクトへの希望としては、本プロジェクトの
活動拠点としての場所の提供があげられる。本プロジェクトは、
カフェのレイアウトとして用いる椅子や机、また飲み物づくり
を行うための物品を多く抱えている。これまでは総合博物館の
中に一室を借り、物品を収納することや、飲み物づくりをして
いた。しかし、今年度より博物館にて改修工事が行われるため、
以前のように物品を収納することも飲み物づくりを行うことも
難しいという状態になってしまった。このままではカフェの開
催が危ぶまれるため、学内に物品を収納する部屋を提供してい
ただけるととても助かる。
　最後になりましたが、7年間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、活動を続けることができています。
活動にあたっての会議を行う場所や、学内での広報において大
変お世話になっています。本当にありがとうございます。
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■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

飛田　英克 農学院 生物資源科学専攻 修士2

十川　聡子 農学院 生物資源科学専攻 修士1

相澤　優作 工学院 人間機械システムデザイン専攻 修士1

佐野　孝矩 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

伊東　絢子 文学部 人文科学科 4

小松由梨香 文学部 人文科学科 4

高橋　　優 文学部 人文科学科 4

武藤まり恵 文学部 人文科学科 4

金城　早希 経済学部 経営学科 4

久保田早穂 経済学部 経営学科 4

野呂　雪華 経済学部 経営学科 4

相野　宏貴 法学部 法学課程 4

森下　　航 法学部 法学課程 4

坂口明日美 工学部 環境社会工学科 4

堀川　大介 水産学部 資源機能化学科 4

馬橋　　諒 （北海学園大学） 4

木下　　瞳 文学部 人文科学科 3

西村　洋亮 経済学部 経営学科 3

溝口友里奈 教育学部 教育学科 3

佐藤　和也 法学部 法学課程 3

山城　文彦 法学部 法学課程 3

小林　貴洋 工学部 機械知能工学科 3

岩本　太一 工学部 環境社会工学科 3

清水　　昴 工学部 環境社会工学科 3

高橋　　颯 工学部 環境社会工学科 3

柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 3

岡本　紅羽 （天使大学） 3

柳谷　祐希 （北海商科大学） 3

角谷　加奈 （北海学園大学） 3

上田　菜穂 文学部 人文科学科 2

村岡　愛子 文学部 人文科学科 2

茂木　友斗 文学部 人文科学科 2

今宮　彩子 経済学部 経済学科 2

新屋　千夏 経済学部 経営学科 2

関井菜々香 教育学部 教育学科 2

八木伸一郎 法学部 法学課程 2

中岡梨々子 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

永瀬　　萌 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

菅原　雄太 工学部 環境社会工学科 2

河合　美典 薬学部 薬科学科 2

藤木明日香 医学部 保健学科 2

小川　帆貴 医学部 保健学科 2

大橋　史奈 農学部 応用生命科学科 2

本田　　努 理学部 地球惑星科学科 2

玉木　慶弥 （北海学園大学） 2

関根　迪高 （北海学園大学） 2

長澤　　萌 （北海学園大学） 2

福島　咲子 （札幌大谷大学） 2

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

羽石　麗奈 （札幌大谷大学） 2

煙山　絢子 （小樽商科大学） 2

早坂　彩奈 （北星学園大学） 2

川田　実沙 （北星学園大学） 2

宍戸佑佳子 （藤女子大学） 2

久保美沙紀 総合教育部 1

牧　　理沙 総合教育部 1

菊池祐里子 総合教育部 1

橋本侑里香 総合教育部 1

小林　葉月 総合教育部 1

恒川　佳諒 総合教育部 1

川島　誠洋 総合教育部 1

石田　拓都 総合教育部 1

岩谷　咲希 総合教育部 1

平野　優里 （武蔵女子短期大学） 1

鈴木　莉子 （武蔵女子短期大学） 1

西川　真由 （藤女子大学） 1

北大カフェプロジェクト

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

20



アンケート結果
○�以下のカフェにおいて、来場者に対し任意のアンケート調査を行った。
　�北大祭カフェ・green�open�café・わんにゃんカフェ・Hello,museum!café・
オープンキャンパスカフェ・北大マルシェカフェ・アートイベントカフェ・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
○�回収部数は266部であり、回収率は4.51％であった。（昨年度4.1％）

◦来場者からの声
　・�子供用のいすもあったら子連れの散歩の人も寄れそう。ずっとやってほしい
です。すごくいい企画だと思います（green�open�café・30代・女性・札幌）

　・�大学生の人たちが話しかけてきてくれたことがよかった。楽しく話ができて
嬉しかったです。ありがとうございました！＞＿＜（オープンキャンパスカ
フェ・10代・女性・釧路）

　・�頑張って下さい。交流を目的としているということで面白いと感じました
（北大祭カフェ・50代・男性）

　・�全体的にすごく好きなので、これからも続けてほしいです。値段が決まって
いないところ、いいかなと思います（気軽に来れる）（銀杏並木カフェ・10
代・女性）

「オープンキャンパスカフェ」

「アートイベントカフェ」

「銀杏並木カフェ」

「北大祭カフェ」

「わんにゃんカフェ」

活動の様子

◦来場者年齢分布
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◦全体の評価

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

2％
5％

28％

65％

知らなかった:138人

知っていた:126人
47％ 53％

◦本プロジェクトの認知度
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ビブリオバトル北大予選会
代表／蒔苗　詩歌　　教育学院　　教育学専攻　　修士1年

■実施の内容

　全国大学ビブリオバトル2014京都決戦は、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京都決戦へ北海道代表として

出場することになる。本プロジェクトは、この京都決戦に

向けての予選会を開催した。

【実施までの流れ】

・4月23日（水）　イベント「サン・ジョルディの日」

　北大附属図書館本館にて開催：10名参加

・7月7日（月）　らんこし作家・デビュープロジェクト×

ビブリオバトル

　北大附属図書館本館にて開催：6名参加

・8月10日（日）　全国高等学校ビブリオバトル2014北海

道大会

　北海道大学学術交流会館にて開催：北海道大学図書館

サークル�Sapollo 3名が司会を担当

・8月30日（土）　らんこし住民作家ツアー

　蘭越町にて開催：4名参加（のち2名本を出版）

・11月9日（日）　全国大学ビブリオバトル2014～京都決

戦～北大予選会

　紀伊國屋書店札幌本店にて開催：およそ40名参加

　バトラー：北大（文学部、医学部）、北海学園大学

　観客：�北大（学部生、院生、職員）、他大学、高校生、

一般参加

・11月16日（日）全国大学ビブリオバトル2014～京都

決戦～北海道地区決戦（於：札幌エルプラザ）

　スタッフとして北大生1名参加（当日の様子をweb配信）

・3月、北大にて北海道学生ビブリオバトル交流会を開催

■実施時期

11月9日（日）　17：00～18：00

場所：紀伊國屋書店札幌本店

■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

　・�即売会の開催により、イベント後に本を手に取る人が

多かった（チャンプ本は完売した）。

　・�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。

②北大生と地域の方々が本を通じた交流をする

　・一般参加が非常に多く、様々な世代の方が参加した。

　・�蘭越住民作家企画や、ビブリオ学生団体の紹介も行っ

たことで、Sapolloと地域との活動を紹介でき、大変

興味をもっていただくことができた。

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やコメン

トをしてもらったり、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。

■その他（希望・反省等）

・�サークル構成員人数の関係により、来年度の開催は見合

わせる予定。今後は少ない人数で実施可能な活動を行っ

ていく予定。

・�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。

・�Sapolloだけでなく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

活性化していきたい。
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■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 4

井上　沙織 文学部 人文科学科 3

尾崎　孝爾 医学部 医学科 3

原　　直哉 工学部 機械知能工学科 3

関根　菜桜 文学部 人文科学科 3

日野　陽平 文学部 人文科学科 2

久世ののか 総合教育部 1

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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北水生が社会に発信！
「津軽海峡でクジラと海を学ぼう！」

代表／本間　総悟　　水産学部　　海洋生物科学科　　4年

■実施の内容
　北海道大学鯨類研究会（北大鯨研）では、2002年より津軽海峡での

鯨類の目視調査を行い、これまでに2万頭を超える鯨類目視記録を集め

てきた。この調査結果から、津軽海峡の鯨類の生態が明らかになり、学

会発表や学会誌への論文掲載を通じて発表してきた。しかし、これまで

北大鯨研では得られた成果を社会に還元する活動を行っていなかった。

そこで本プロジェクトでは、津軽海峡やそこに生息する鯨類・北大鯨研・

北水について地域社会やこれから北海道大学水産学部（北水）への入学

を検討しようとする生徒たちに向けて発信することで、鯨類や海につい

て共に学ぶ環境を作り出していきたいと考えた。また、長年目視調査に

協力してくださっている津軽海峡フェリー会社への恩返しとなる活動を

したいと考えた。

　社会発信活動として、①津軽海峡フェリーでの船内ワークショップ、

②函館・青森の小学校への「出前授業」という方法を考えた。本プロジェ

クトは今年度で2年目であるが、地域社会全体での学びを促進するため

には単発的な活動では効果は薄いと考えており、どちらもいずれは毎年

恒例のイベントとしたいと考えている。

　今年度は①「船内ワークショップ」を開催した。準備段階では、フェリー

会社と実施内容や日程・タイムテーブルの打ち合わせを行い、フェリー

会社を通してツアー会社への広報も行った。実施内容は30分レクチャー・

目視体験・写真展示・骨格標本展示とし、ワークショップに向けてレク

チャー用スライドの作成・目視体験の段取り練習・展示品の作成を行っ

た。また、船内の会場設営や呼び込みなども全て自分たちで行う必要が

あったため、事前にフェリー内の視察を行い、会場の決定・会場設営の

流れ・呼び込み・お客さんの引導方法といった段取りを考えた。実施日

について、当初はカマイルカの大群が回遊してくる6月と乗客の多い夏

に実施する予定であったが、フェリー会社側の都合が合わず、10月中旬

の開催となった。フェリー会社の繁忙期を考慮するのが難しかった。

　以下、当日の流れ

 往路
10：00� 事前乗船、会場設営

� （スクリーン・プロジェクター・ポスター・展示品の設置）

11：00� 一般客乗船、呼び込み（チラシ配り、団体客への挨拶）

12：00� 函館港発、呼び込み（船内アナウンス）

12：30～13：00　30分レクチャー、アンケート配布

� �（①北大鯨研について　②津軽海峡で見られる鯨類　③目視調

査について

� �レクチャー中は景品付きのクイズを設けた。また、カマイル

カ実寸大の平面模型やひげ板を用いたりして全員参加型の楽

しめるレクチャーを実施した。）

13：15～13：40　目視体験

� �（実際に双眼鏡を用いて、お客さんと鯨類を探した。鯨類を発

見しづらい時期であったため、あらかじめ実際の写真を準備

しておき、発見時の状況を説明することで臨場感のあるプロ

グラムを実施出来た。）

13：15～14：00　写真・骨格標本展示、解説

� �（北大鯨研メンバーが実際に撮影した写真や作製したネズミイ

ルカの平面骨格標本、ひげ板の展示を行い、常駐するメンバー

が解説を行った。）

14：00～15：00　復路の準備

15：40� 青森港着　アンケート回収、一時下船

 復路
17：05� 青森港発　船内アナウンス、写真・骨格標本展示、解説

20：00� 会場の片付け

20：40� 函館港着

■実施時期
2014年4・5月：フェリー会社と打ち合わせ

6月：採択・実施内容決定・船内視察

7月～10月：ワークショップ準備

10月19日（日）：フェリーにてワークショップ開催

■実施の評価
　これまで北大鯨研では、目視調査により明らかになった津軽海峡に生

息する鯨類の生態研究の成果を社会に発信する場がなかった。そこで、

元気プロジェクトの助成を受けて「社会へ発信」を強く意識した活動を

行いたいと考えた。本プロジェクトは今年度で2年目ということで、1年

目の手探り状態から始めた津軽海峡フェリーでの船内ワークショップを

より大規模にしようという目的で活動を行った。

　この目的達成のために、当初は船内ワークショップを数回開催すると
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いう計画を立てていた。しかし、団体に所属する学生の立場だけでなく

顧問である松石先生、開催に協力してくださった津軽海峡フェリー会社、

そして船内ワークショップに参加してくださったお客さんなどの様々な

立場との兼ね合いを考えなければならず、1回しか開催することが出来

なかった。特にフェリー会社の立場を考慮に入れて計画を進めていくこ

とが難しく、7～8月はフェリー会社にとって繁忙期でありワークショッ

プ開催が難しいということや、船内で休憩していらっしゃるお客さんの

迷惑にならない時間帯のみの開催ということで往復での実施は難しいと

いうことなど様々な制約があった。また、北大鯨研では、本プロジェク

ト以外にも「北水祭（大学祭）」での大規模な出店や「HAKODATEア

カデミックリンク2014」への参加、毎週の目視調査などの活動をして

おり、メンバーの都合を合わせることに予想以上に手こずってしまった。

　顧問やフェリー会社からの要望とメンバーの都合を合わせることが難

しかったが、船内ワークショップは多くの協力を受けて大成功を収める

ことが出来た。船内ワークショップには約50人のお客さんが参加してく

ださり、北海道新聞の夕刊（10月24日）に記事を掲載していただいた。

ツアー会社に広報したことや、フェリー会社と何度も打ち合わせしたこ

とでスピーカーや船内アナウンスを導入でき、船内にワークショップ開

催中という雰囲気作りを出来たことが非常に良かったと感じる。また、

前述したように時間帯による制約で復路での開催が出来なかったが、代

替企画として「写真・骨格標本展示」を実施出来た。

　全体を通して、準備段階で後輩にもっと丁寧に本プロジェクトの内容

を伝え、メンバーへの報告・連絡・相談を重視するべきであったと感じる。

北大鯨研にとって、本プロジェクトは2年目であり他の活動に比べてま

だ手探り状態で曖昧な部分が多かった。そのため、役割分担を早い段階

で明確に行い、役割ごとに計画を綿密に立てるべきであった。

　ワークショップに参加したお客さんだけでなく、フェリー会社からも

絶賛のお言葉を頂けた。また、メンバーからも「非常に達成感があり、

良い経験になった。そして何より楽しかった。来年度からも是非続けて

いきたい。」という声が上がった。まだまだ目的を達成できているとは

言えないが、来年度以降に向けて改善を重ね、より地域社会の方々に喜

んで頂ける企画にしていきたい。

■その他（希望・反省等）
　来年度こそはカマイルカの大群が訪れる6月にワークショップを開催

したい。また、我々の団体だけでなくフェリー会社からも「ゆくゆくは

毎年恒例のイベントにしたい」というお言葉を頂いた。来年度は数回実

施のために今回のような大規模なワークショップだけでなく、3、4人で

行える小規模なレクチャーも開催するという話で進めている。今回のア

ンケートの結果から、骨格標本やひげ板などの「見て触れる」ようなレ

クチャーが好評だったことがわかった。参加型レクチャーということに

重点を置き、場数を増やしていきたい。

■構成員

氏　　　名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

北川　真衣 水産学部 増殖生命科学科 4

楠田　悠貴 水産学部 増殖生命科学科 4

齊藤　未祐 水産学部 資源機能化学科 4

杉田　大地 水産学部 資源機能化学科 4

田川　　怜 水産学部 資源機能化学科 4

田代　郷史 水産学部 海洋生物科学科 4

田中　智子 水産学部 海洋生物科学科 4

辻井　浩希 水産学部 海洋生物科学科 4

前澤　知輝 水産学部 海洋生物科学科 4

槇　しずく 水産学部 増殖生命科学科 4

柳澤さなえ 水産学部 海洋生物科学科 4

神林　　潤 水産学部 海洋生物科学科 3

立松　俊和 水産学部 海洋生物科学科 3

中嶋　　実 水産学部 海洋生物科学科 3

松井　菜月 水産学部 海洋生物科学科 3

神保　美渚 水産学部 海洋資源科学科 3

伊藤　　慧 水産学部 増殖生命科学科 3

牛崎　圭輔 水産学部 増殖生命科学科 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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え！？北大生が展示解説！？
代表／井宮　汀士郎　　総合教育部　　教育学科　　1年

■実施の内容

　本企画は平成23年度からの継続企画であった「え！？

新入生が展示解説！？」を昨年度までと同様に新入生が進

路を考える材料を提供することに加え、昨年度までのプロ

ジェクトメンバーが新たな展示解説テーマを設定したり、

ノウハウを引き継いだりすることで、展示解説全体の水準

が向上させることを狙って「え！？北大生が展示解説！？」

に変更したものである。本年も楡陵祭での解説を始め、総

合博物館で開催されていた『学船　洋上のキャンパスお

しょろ丸』展やホームカミングデーでも解説を行い、札幌

YWCAの小学生を対象とした解説も行った。その際も新

規解説員は先輩の解説の補助や見学を通じてその技術を自

身の解説へと活かす事ができた。また、それぞれの解説に

使用した原稿は解説員の間で相互にチェックを行い、それ

ぞれ専門の教員の方々にもチェックして頂いた。

　実際の展示解説に先駆けてリハーサルという形でビデオ

チェックを行い、解説する際の姿勢や目線、話し方やスピー

ド、口癖が出ていないか等のチェックも行った。実際に行

われた展示解説では解説を聞いて頂いた来館者の方々にア

ンケートを取り、今後の展示解説に活かせるよう反省会を

行った。

■実施時期

2014年6月：楡陵祭での解説

　� 7～10月：テーマ決定及び下調べ

　10～12月：団体や個別での展示解説

　11～12月：博物館、美術館研修

2015年1月：リハーサル

　2月初旬：全体での第一回展示解説

　3月：第二回及び第三回展示解説

■実施の評価

　新規解説員の解説見学会や新規原稿のチェックやビデオ

チェックを通して目的は達成できたように思う。また、そ

のようなリハーサルを通して自分の展示解説に十分な自信

を持つことができ、実際の展示解説の場でも堂々と解説す

ることができた。よって企画名を変更した目的は十分に達

したように思う。また、過去に解説の経験を持っている解

説員も新規解説員の育成を通じて自分たちの解説をもう一

度見直すことができた。

　反省点としては展示解説中の博物館観覧者と解説員との

やりとりが一方的になってしまっていたこと、展示解説に

用いた言葉や資料が専門的で理解しづらかったこと、展示

解説に展示物や機器を活用しきれていなかったことなどが

あげられた。観覧者と解説員のやりとりの問題は解説に質

問やクイズ等を用い、専門用語の見直しを行うなどの案を

反省点の改善として、次の解説に向けて行う。

■その他（希望・反省等）

　日程について、北大総合博物館の改修に伴う展示室の閉

鎖で急遽、解説内容の変更を余儀なくされた解説員がいた。

博物館の改修の日程の連絡もぎりぎりになるまでわからな

かった等、連絡面の重要さも感じられた。
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■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

中原　隆史 水産学部 海洋生物科学科 4

若狭　玲那 理学部 物理学科 4

北野　翔一 医学部 医学科 3

福家　智大 工学部 環境社会工学科 3

堀田　剛士 文学部 人文科学科 3

山中　智樹 水産学部 増殖生命科学科 3

岩㟢　　峻 水産学部 海洋資源科学科 2

江口　　剛 水産学部 海洋資源科学科 2

雲中　　慧 水産学部 海洋資源科学科 2

伴　遼太郎 農学部 森林科学科 2

村上龍一郎 教育学部 教育学科 2

山内彩加林 水産学部 増殖生命科学科 2

三浦　知之 総合教育部 1

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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Wheelmap Project
代表／南　亜太良　　国際広報メディア・観光学院　　観光創造専攻　　修士2年

■実施の内容
【Projectの概要】

　本プロジェクト（以下、本PJ）は、既存のバリアフリーマップの情報

鮮度の低さや、包括的利用の不便さ、という問題意識のもとに、それら

を解決することを目的としている。そのための方法として、アプリ

「Wheelmap」の活用を提案し、その周知活動、及びWheelmapを活用

して実際に北海道大学のバリアフリーマップの作成を行った。

　Wheelmapとは、車いす利用者が自力で行くことの出来る場所を色で

識別させて車いす利用者の行動計画に役立てて頂こうというものであ

る。Android、iOS対応のアプリであり、時間や場所に縛られることな

くオンライン上で誰でも情報の編集を行うことが出来る。そのため、新

鮮な情報の提供や車いす利用者自らの参加によるバリアフリーマップの

作成が可能となる。

　Wheelmapの周知活動については、各種イベントへの参加や活動発

表、アプリ活用の提案を行ってきた。（上記実施内容を参照）様々なイ

ベントでの発表や周知活動を行う中で、本プロジェクトの持つ意義に対

する高い評価や賛同、協力を得ることが出来た。今後の活動にも繋がる

貴重な人脈も築くことが出来、更なるイベントへの招待や発表依頼も頂

いている。

　北海道大学構内のバリアフリーマップの作成については、「北大マッ

ピングパーティ」を企画・実施した。マッピングパーティとは、まちあ

るきをしながら地図データへのマッピングを行うものであり、本PJでは

Wheelmapの利用による北大校内のバリアフリーマップの作成と、

Wheelampの周知、車いす利用者と北大利用者の交流・対話の場の創出

を目的として開催した。北大構内バリアフリー情報の抽出、車いす当事

者との対話とそのことによる新たな視点の発見、現状の把握と課題の抽

出をすることが出来た。北大マッピングパーティを通して拡充された

Wheelmapは紙面化し、北大を訪れる様々な方に利用可能な形にする予

定である。一方、マッピングパーティの開催においては、バリアフリー

マップ作成のための基礎となる地図拡充の必要があった。そのため

Wheelmapの基礎地図として用いられているOpenStreetMap（以下、

OSM）における北大構内の地図編集・充実も同時に行った。OSMの完

成度を高めることは、オープンデータとしての価値、課題解決のための

データとしての価値の向上にも繋がるものである。

　他方、本PJではプロジェクトFacebookページの開設を行い、活動

報告や情報発信を行っている。

　また、Wheelmap.orgを運営するSOZIALHELDEN（ドイツの

NPO）の正式な日本サポーターとして認められ、Wheelmap.orgのオ

フィシャルFacebookページへの投稿情報やアプリのドイツ語から英

語、日本語への翻訳を行い、本プロジェクトFacebookにて情報配信行っ

ている。さらにWheelmap.orgのステッカーを作成し配布による周知

活動を進めている。

■実施時期
（5月下旬採択決定）平成26年5月～平成27年2月

  5月27日： 本プロジェクトのFacebookページ開設

  5月28日： 北大バリアフリーマップ作成に向けた準備を開始

  （現状把握、車いすユーザーとの交流、基礎地図作成）

  8月25日： WheelmapオフィシャルFacebookページの翻訳を開始

  （ドイツ語から英語・日本語へと翻訳し情報発信）

10月  7日： Wheelmap.orgのステッカー作成、配布による周知活動

10月25日： 北大マッピングパーティへ開催

〈対外活動：各種イベント参加、活動発表〉

  6月  7日： さっぽろマッピングパーティへの参加、市内をマッピング

  6月27日：  バリアフリー観光推進　全国フォーラム旭川大会への参加、

周知活動

  6月28日： サイハテフェス（大学院内イベント）への参加、活動報告

  6月28日：  FOSS4G（Free Open Source Software for GeoSpatial）

2014 Hokkaidoへの参加、活動報告

  9月22日： 2020年　東京オリンピック・パラリンピック競技大会

  連携大学地域巡回フォーラムへの参加、周知活動

10月22日： 北海道大学特別就学支援室交流会への参加、周知活動

11月13－15日：国土交通省主催G空間EXPO内

   ホイールマッピングパーティーイベントへの情報提供等の

協力

11月25日： さっぽろ観光創造研究会への参加、周知活動

12月10日：  北海道庁北海道庁ユニバーサルツーリズムプロジェクトの

ミーティングへの参加、事例報告、情報提供等の協力

12月13日： State of the Map Japan 2014への参加、活動報告

12月16日： 北海道大学特別就学支援室懇話会への参加、活動報告

  1月11日：「Wheelmap inとくしま」への参加、事例報告、レクチャー

  1月17日：「超」観光展～バリアを超えるユニバーサルツーリズム展～

でのブース出展

■実施の評価
　本プロジェクトの目的としては、大きく、①Wheelmapによる北大構

内のバリアフリーマップの作成、②車いす利用者との相互理解の場の創

造、③地理情報を通した現状と課題の把握、④アプリWheelmapの周知、

利用促進、が挙げられる。これらの目標の達成度、及びそこから得られ

た成果から本PJの評価を行った。

　北大構内のバリアフリーマップの作成においては、事前に、車いす利

用者や北大特別就学支援室との交流によって必要なバリアフリー情報の

検討と、基礎の地図となるOpenstreetmapの北大構内の整備を行った。
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その上で、車いす利用者と北大利用者の参加によるWheelmapを活用し

た「北大マッピングパーティ」を実施した。具体的内容については割愛

するが、この活動を通じて北大構内におけるバリアフリー環境の現状と

課題の把握、イベント形式を採ることによる参加者同士の交流と対話の

場の創造、参加者へのアプリの利用促進、つまり目的②③④が達成され

たといえる。

　また充実しているとはいえなかった北大構内のバリアフリーマップの

作成を行うことが出来た。現状では当バリアフリーマップはオンライン

上に限られているが、今後紙面化する予定であり、アプリの利用が不可

能な利用者も視野に入れた①の目的も達成される。本バリアフリーマッ

プは既存の情報の蓄積の上にバリアフリー情報を付加するものであり、

車いす利用者に限らずより多くの北大利用者に対して有益なものとなる

と考えられる。

　各種対外活動において、観光やまちづくり、地理情報、オープンデー

タ等の多岐にわたる多くの方々へのWheelmap活用の提案を行った。こ

うした様々な分野で活躍する方々への周知は今後のWheelmapの利用

の促進に大きく貢献するものであるといえる。この点から④が達成され

たということが出来る。さらに、各分野間でのネットワークの構築によっ

て更なる展開が望める。

　Facebookページの開設による情報の配信は④アプリWheelmapの

周知、利用促進と共に、車いす利用者との交流により得られた情報の投

稿や車いす利用者本人からの投稿、さらにその投稿に対する意見交換が

行われ、②車いす利用者との対話の場としての役割も担ったといえる。

また上記の対外活動等で関係を構築した様々な分野の方々からの「いい

ね！」（2014年12月現在の「いいね！」件数64件）等の支持を頂き、

分野を横断した情報交流の場としても活かされている。本Facebook参

加者には、車いす利用者や学生をはじめ、関係する企業や公共機関、

NPO法人の主要人物からのサポートを受けている。

　さらに、Wheelmap.orgを運営するSOZIALHELDEN（ドイツの

NPO）との正式な関係構築は、本家の情報を日本のユーザーに提供する

重要な役割を担うこととなった。この点からもまた、②及び④の目的が

達成されているといえる。

　本活動を通して「④アプリWheelmapの周知、利用促進」の有益な循

環を構築することが出来た。また、「①wheelmapによる北大構内のバ

リアフリーマップの作成」、そのことによる北大構内のバリアフリー環

境の「③現状及び課題の抽出」をしたが、この活動から得られた知見を

他地域へ応用することによって、より広域な地域での「②車いす利用者

との対話の場の創造」、「③地理情報を通した現状と課題の把握」、が期

待される。このことは将来的には、車いす利用者をはじめ障害を持つ方

との相互理解が醸成され、バリアを超えたユニバーサルな世の中への一

助となるといえる。

■その他（希望・反省等）
　本プロジェクトでは、当初の目的を概ね達成することが出来たといえ

るが、本活動は継続すること、またその場が構築されることに意味があ

るといえる。

　北海道大学及び、札幌での本活動の基盤構築が今後の課題となってお

り、本学をはじめ、地域活動でもOpenStreetMapやWheelmapの継

続的な利活用の促進を希望したい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小坂　典子 国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 修士2

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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北大生の「国際生体分子デザインコンペ
ティション（BIOMOD）への参加」

代表／山田　真司　　理学部　　化学科　　2年

■実施の内容
　私たちは今回「国際生体分子デザインコンペティショ

ン」、BIOMODに参加してきました。BIOMODとは生体

分子を応用して何か有用なことをしてみよう、という目的

のもと、多くの参加チームが国を跨いで個性豊かな課題に

取り組む大会です。この大会の特徴は学部生という早期段

階から本格的な実験を学生主動で行える、世界を相手にす

ることで英語での発信、コミュニケーション力を高めるこ

とが出来ることにあります。BIOMODはその活動として

自分たちで打ち立てた課題とそれを達成する実験、その報

告のためのプレゼンテーションの他にWiki（インターネッ

ト上のウェブサイト）の作成、YouTubeへの動画投稿、チー

ムTシャツづくりがありました。国際大会ということもあ

りこれらの活動はすべて英語で行われました。

　北大BIOMODチームとして参加したのは今回で2年目

でした。活動はメンバー集めから始まりました。活動が順

調に出来るほどメンバーが集まってからは今年度の課題を

決めるための勉強を行い、課題の内容を絞っていきました。

今年の研究内容は「生体分子モーターの配置と運動方向を

制御し、筋肉の収縮単位を再現する」というものに決まり

ました。実験の内容が決まってからはメンバーみんなの空

き時間を利用して化学科の研究室をお借りして実験を行っ

ていきました。実験結果、実験に使う装置、最終目標まで

の過程、日程などを考慮し実験計画を必要に応じて修正し

ながら実験を進めていきました。

　9月には東京で中間報告会があり、Wikiを準備しプレゼ

ンテーションを行いました。この中間報告会も英語で行わ

れており、発表に使われた英語は先生や院生の先輩などの

メンターの方々に丁寧に見ていただきました。中間報告会

では国内で3番目の順位を得ることが出来、副賞を得るこ

とが出来ました。

　中間報告会の後はその場で得られた反省を踏まえつつ引

き続き実験を行いました。本大会が近付いてからはWikiを

仕上げYouTubeの動画作成を行いました。ここでもメン

ターの方々から数々の助言を頂き、何とか完成させること

が出来ました。本大会では会場であるハーバード大学のあ

るボストンまで行きました。中間報告会での反省を生かし

さらにいい内容の発表を行うことが出来ました。本大会で

は他国の大学の非常に質の高いプレゼンテーションを見る

ことが出来、世界のレベルとそこに達するのに必要な語学

力、コミュニケーション能力を実感しました。本大会では

結果としてSilver Prizeを頂きました。

　今年度も多方面からさまざまな助力を頂き、活動を成功

させることが出来ました。実験の面倒を見、英語の添削と

指導をしてくださった先生、先輩のメンターの方々には深

くお礼申しあげます。今年度は北大のチームとして2年目

の参加になりましたが、今年度は慣れない実験や英語とメ

ンバー全員が格闘し、その結果去年にもましてチームを成

長させることが出来たと思っています。

■実施時期
  4月：BIOMODに参加する学生の募集

  5月：実験計画の立案

  6～10月：実験、Wiki、YouTube、プレゼンテーショ

ン等の発表作成

  9月：東京大学で国内中間報告会

11月：ハーバード大学で本大会

■実施の評価
　私たちのプロジェクトの目標は以下の3つになります。

① 研究プロジェクトのマネジメントを含め、実践から情報発

信まで個人・チームとして活躍できる人材の育成と創出

②学術英語の聞きとりおよび発話技術を習得

③ 海外の学生との交流を通して学部生のうちから国際感覚

の涵養
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①に関して

　情報発信に関しては達成した点と課題が残りました。

BIOMODでは、Wiki、YouTube、プレゼンテーション

という形で自分たちの実験を発信します。その中でもWiki

とYouTubeは作成することに専門的な知識を要し、ゼロ

から作り上げるには難しいものでした。それでも、試行錯

誤を繰り返すことにより、発信するまでに至ることが出来

ました。しかし、Wikiや動画作成の専門技術の習得が課題

として残りました。プレゼンテーションに関しては、世界

中から来た学生の前でも、堂々とした発表をすることが出

来たと思っています。

②に関して

　Wikiは論文と同様に学術英語の知識を必要とするため、

Wikiを書くときに学術英語の学習をすることが出来まし

た。また、プレゼンテーション、質疑応答が英語で行われ

たため各個人の英語力が向上したと思われます。

③に関して

　今年は全世界から30チームがBIOMODの本大会に参加

しました。そのチームの発表を見ることにより、海外の大

学がどのような研究をしていて、海外の学生のレベルの高

さを知ることが出来ました。また、海外の学生と発表会場

で交流することが出来ました。

■その他（希望・反省等）
　BIOMODでは、多くの専門技術を必要とするため、様々

な得意分野をもつ多様なメンバーを増やす必要があると実

感しました。また、BIOMODのプロジェクトの計画が予

定通りに行かないことが多かったので、来年に向けての反

省になりました。

　今年、初めて元気プロジェクトに採択され、申請手続き

等でわからないことが多く迷惑をかけましたが、元気プロ

ジェクトの支援により最後までプロジェクトを行うことが

出来ました。心より感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

佐久間　優 工学部 機械知能工学科 3

坂井　浩紀 工学部 応用理工系学科 2

山本　隆博 理学部 生物科学科 2

白川　　稜 総合教育部 1

西井　建人 総合教育部 1

福嶋　智輝 総合教育部 1

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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北大自然体験プロジェクト
代表／豆野　皓太　　農学部　　森林科学科　　3年

■実施の内容
　本企画は、札幌の都心部に住む子供たちを対象に、身近
な自然の中で遊ぶ機会を提供し、自然との関わりに興味、関
心を持ってもらうきっかけ作りを目的として活動しました。
　このプロジェクトでは、上記の目的のために
ProjectWILD（野生動物を題材にした環境教育プログラム）
やネイチャーゲーム、NPO法人のサマーキャンプ等で使わ
れているアクティビティを参考に、北大に存在する動植物
や対象年齢を考慮し、独自のアクティビティを作成しまし
た。この時に、私たちが色々なNPO法人の幼児対象のプロ
グラムに参加した体験を元に話し合いを重ねました。
　春に行ったプログラムでは、落ち葉や枝、花や実などを
組み合わせて顔を作る「森の精霊作り」や、中身の見えな
い箱の中に植物や枝、葉など自然のものを入れ、感触だけ
で何かを当てる「マジカルボックスゲーム」、木材を削っ
たり、穴をあけたりして自分だけのオリジナルキーホル
ダーを作る「木材工作」、シカ役と資源役に分かれ個体数
変動を体感する「Oh，deer」などのアクティビティを実
施しました。中でも一番人気があったのは、北大に存在す
る様々な生物でビンゴゲームをしながら行う「北大散策」
でした。
　秋に行ったプログラムを行う際、春に実施した際に出た
改善点や参加者に書いていただいたアンケートを元に、季
節にあったアクティビティを更に考え、作成しました。具
体的には、紅葉などを活用し、折り紙と同じ色（より近い
色）を自然から見つけてもらう「色見つけ」や、自然の中
に動物のフィギュアなど隠し見つけてもらう「宝探しゲー
ム」、自然のものを見て俳句を読みながら歩く「俳句ハイク」
などのアクティビティを加えて実施しました。
　また、本企画は、上記のメンバーだけでなく札幌学院大
学や北星学園大学の学生、アジアからの留学生などにも企
画や運営に関わってもらう事で、環境教育に関心のある学
生同士の交流する場を提供する事も出来ました。このよう
な交流を通して、新たな視点や考えを養う事が出来ました。
今後、環境教育をしていく上で、重要になっていきます。
　最後に、このような経験を生かし、メンバーの中には、
実際に小学校を訪問し、出前授業を行うなど、実践の場で
活躍するきっかけを作る事も出来ました。

■実施時期
2月下旬：立案
3月下旬～：企画書作成
5月下旬：採択
6月上旬～中旬：広報、アクティビティ作成
6月26日～29日：春の北大自然体験プロジェクト
7月上旬：振り返り、反省
9月下旬：立案
10月上旬～：企画書作成
10月中旬：広報、アクティビティ作成
11月1日（土曜日）～2日（日曜日）
11月中旬：振り返り、反省

■実施の評価
　我々は、今年度から北大元気プロジェクトに採択された
団体です。メンバーの多くが、これまで既存のNPO法人
の活動等にボランティアとして参加させていただいていま
した。しかし、春に行ったプログラムにおいて、はじめて
自分たちで一から企画や運営を行う機会を与えていただ
き、進行の時間管理と安全管理の重要さなど、今までのボ
ランティアではあまり意識しない部分に気づかせられまし
た。特に、「子供たちに来てもらい、楽しみながら、自然
に興味を持ってもらうにはどのようにすれば良いのか」に
重点をおいて考えていましたが、「親御さんが安心して子
供を預ける事の出来る環境を作らないと参加者が来られな
い」という根本的な部分に気づかせられた事は大きな収穫
ではないかと思います。また、春に気づいた上記の部分を
改善するために、秋に実施する時に試行錯誤し、まだ課題
は残るもののある程度改善出来ました。時間管理や安全管
理に関する問題点に気づき、改善する方法を考え実施する
プロセスを踏めた事は今後の活動において大きな自信に
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なっていくと思います。
　我々は、主目的（都心部に住む子供たちを対象に、身近
な自然の中で遊ぶ機会を提供し、自然との関わりに興味、
関心を持ってもらうきっかけ作り）以外に、以下の2つも
目的として活動をしています。1）環境教育に興味のある
他大学も含めた学生間の交流の場を提供、2）幅広い年代
の市民に対して、実施している環境教育の発信です。
　主目的については、親御さんから「大学生との交流によ
り普段答えてもらえない疑問に答えてもらえて良かった。」
や「お母さんが虫嫌いなので、こうやって虫取りしてもら
える事は有難い。」、「北大にこんなところがあるのを知ら
なかった。すごい。」などの意見を頂く事が出来た。また、
散歩をしている方々の応援や約200名という予想以上の参
加者の多さ、次回を望む声などに、ニーズの大きさを感じ
る事が出来ました。このような児童対象プログラムの成果
は見えづらいですが、継続していくことではじめて意味の
あるものになるのではないかと考えているので、出来る限
り継続していきたいと思います。
　学生間の交流については、他大学や多国籍の学生との交
流は出来たものの、一部の大学に限られてしまいました。
他大学への発信は、Facebookやホームページ、環境プ
ラザでの掲示などの手段のみになってしまったので、募集
のチラシの配布を行ったり、環境ボランティア団体のホー
ムページなどを探してコンタクトをとったりするなど、積
極的な広報活動をしていくように改善していきたいと感じ
ます。また、多国籍の方との交流に際し、英語の必要性も
感じました。
　講演会を通じた環境教育の発信については、今回実施す
る事が出来きませんでした。これは、自然体験イベントを
終えたことで、我々が満足してしまった事などが原因であ
ると考えられます。次回からは、目的の共有をしっかり行
い、市民への発信まで達成できるようにしていきたいです。
　今回の企画は、企画者である自分たちが子供たちと共に
学ぶ事も非常に多かったです。また、自分たちが授業やボ
ランティア活動で得た知識・経験が、誰かの役に立つ事を
実感し、非常にやりがいを感じる事の出来る企画であった
と感じました。

■その他（希望・反省等）
　今回、目的の1つとして市民への還元というものを掲げ
ていましたが、そこまで手をまわす事が出来なかった点を
反省しました。また、人員不足のため親御さんなしでは、
子供の安全管理を十分に行えなかった事も課題の1つとし
てあげられます。

　このような、プログラムを行う際に芝生での活動はとて
も重要なものになると考えているので、構内の芝生での活
動を継続して許可していただけると非常に助かります。
　本企画を実施するにあたり、北大元気プロジェクトの支
援は非常に大きなものとなりました。また、初めての団体
であり、学生支援課の皆様には大変ご迷惑をかけましたが、
最後まで手厚い支援をしていただきありがとうございまし
た。心より感謝申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

宮川絵里香 農学部 森林科学科 4

水野　明洋 農学部 森林科学科 4

間島　　渉 農学部 森林科学科 4

長谷川大将 農学部 生物機能化学科 4

大上　慧太 農学部 森林科学科 3

金森　勇樹 農学部 森林科学科 3

堀　　将太 農学部 生物機能化学科 3

岸田　真依 理学部 生物科学科 3

半澤　有希 法学部 法学課程 3

木島　壮太 農学部 森林科学科 2

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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アルコール問題対策委員会
代表／新藤　利一　　医学部　　医学科　　4年

■実施の内容

　アルコール問題対策委員会の目的は、飲酒事故の防止を

図り、お酒との適切な付き合い方を啓発することです。本

年度の取り組みとして、学生の急性アルコール中毒死の防

止と飲酒運転の撲滅を掲げました。急性アルコール中毒死

の防止を掲げた理由は、2013年に北大生が急性アルコー

ル中毒で亡くなったことを受けてのことです。北海道では

2012年小樽商科大学の学生が急性アルコール中毒で亡く

なった翌年に本学で起きており、近隣大学を巻き込んだ包

括的な取り組みが必要と考えて、現在北海道大学、藤女子

大学、札幌市立大学、北海学園大学の学生が委員やサポー

トスタッフとして所属して解決策を模索しています。急性

アルコール中毒死を防ぐために有効な手段だと考えられる

ものは、現在のところ発見されておりません。本委員会で

はその方法を見つけるために、アンケート等を取り、飲酒

事故を防ぐための新たな方法を見出す研究の場も兼ねた会

を設けました。WHOが言っているように世界的に問題と

なっている飲酒事故を防ぐために、北大の強みである国際

交流を活かして、外国人も交えて、より視野を広げて飲酒

問題に対する話し合いを行いました。

　加えて、北海道から飲酒運転を撲滅するための取り組み

を行いました。飲酒運転事故は誰にでも起こりえます。実

際2004年には飲酒運転ひき逃げ事故により北大生が亡く

なっています。飲酒運転事故件数が多い北海道においては、

北大生がこのような悲惨な事故に巻き込まれるとも限りま

せん。さらに、北大生が飲酒死亡事故の加害者になった事

例もあります。2009年には、北海道大学院生が飲酒運転

により列車衝突事故を起こし、3人が死傷しました。この

ように、北大生と飲酒運転には関連があり、北大生が飲酒

運転を撲滅する取り組みをする意義があります。

　具体的には飲酒運転を撲滅するために、北海道に飲酒運

転撲滅条例の制定を促す活動をしております。この条例は、

国で行われている厳罰化のアプローチとは異なり、飲酒運

転を起こす背景に着目して飲酒運転を撲滅していこうとす

るものです。実際、飲酒運転に対する法律による厳罰化が

進むにもかかわらず、飲酒運転がなくならず、下げ止まり

傾向にあります。その理由として、飲酒運転常習者にはア

ルコール依存症の疑いがある人が多くを占め、アルコール

依存症者には厳罰化による飲酒運転行動抑制効果が弱いこ

とがわかっています。つまり、法律による厳罰化とは違う

観点からの対応が必要であり、福岡県や三重県ではすでに

アルコール依存症の治療に着目した飲酒運転撲滅条例が制

定されています。北海道でもそれらの県にならった飲酒運

転撲滅条例の制定を促しています。

■実施時期

  9月　飲酒運転撲滅条例の制定を促すチラシの配布

10月　 「ノーアルコール×国際交流パーティー」イベント

開催

　　　 飲酒運転撲滅条例の制定を促す署名活動

11月、12月　飲酒運転撲滅条例の制定を促す署名活動

  1月　「国際交流×お酒×エクササイズ」イベント開催

■実施の評価

　急性アルコール中毒死を防止するため方法を模索する場

としての会について記します。パーティーという形式を
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とったおかげで気兼ねなく多くの意見が聞けました。それ

らの意見をもとにして、有効的な方法の可能性があるもの

を次の会でアンケートとして試す予定です。テーマは「有

酸素運動は飲酒行動を変容させるか」というものです。

　また、飲酒会もかねており、アルコールチェッカーを用

いて、実際にどれだけ血中アルコール濃度が上がっている

のかをデータとして知ってもらうことも兼ねています。若

年者は飲酒に対する感覚が鈍く、飲みすぎてしまう傾向が

あると論文に出ています。実際にデータとして出すことで、

飲みすぎを抑制できるのではと考えております。

　続いて、飲酒運転撲滅条例制定に向けての活動です。本

活動は世論の関心が高く、テレビではSTV、HBCで放送

され、番組名は「どさんこワイド」、「真相報道バンキシャ！」

です。新聞では北海道新聞に掲載されました。協力団体は

北海道大学恵迪寮飲酒事故防止対策委員会と札幌大学学生

自治会執行委員会に加え、小樽飲酒運転事故における罪状

変更にも貢献のあった北海道交通事故被害者の会です。現

在署名数は2156筆集まっています。1万筆集まるごとに

高橋はるみ道知事に提出を考えています。

■その他（希望・反省等）

　元気プロジェクトを通年で行いたいです。特に私共の飲

酒事故防止の活動は入学時期や新学年になる4月に行うこと

が必要だと考えています。また大学祭での啓発も考えてい

きたいので、ぜひ通年のプロジェクトを検討していただけ

ますと幸いです。北海道大学元気プロジェクトの支援があっ

たからこそ大きなプロジェクトを行うことができました。心

より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山㟢慎太郎 医学部 医学科 4

江島　隆平 医学部 医学科 4

重元　　守 医学部 医学科 4

田原　　就 医学部 医学科 4

宮本　晴司 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

箱山　昂汰 医学部 医学科 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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スリランカ中部地区の歯牙フッ素症の
実態調査

代表／実藤　　潤　　歯学部　　歯学科　　5年

■実施の内容

目的：

　スリランカ中部地区のフッ素症の実態調査を通じて口腔

衛生指導のノウハウをペラデニア大学歯学部学生に伝える。

　冒険歯科部は2009～2011年に歯学研究科が行った

JICAの草の根事業の支援を通じて口腔衛生指導のノウハ

ウを蓄積してきた。本会元顧問の滝波が1999年から緊密

な交流を維持しているペラデニア大学のビジャヤクマラン

教授から、冒険歯科部がスリランカを訪れる機会にそのノ

ウハウをペラデニア大歯学部学生に伝授できないかとの依

頼を受けたため、同行した顧問の本多丘人准教授の了解を

得て、スリランカ中部地区のフッ素症の調査の際に併せて

実行することとした。

　スリランカでは以下の活動を行った。

　  8月  8日　ペラデニア大学での交流会

　北大、ペラデニア大生がそれぞれ以下の内容についてプ

レゼンテーションを行った。

　北大

　・日本、北海道、札幌、北大について

　・北大歯学部のカリキュラムについて

　・前回スリランカで行った調査について

　ペラデニア大学

　・スリランカについて

　・スリランカの歯学部の教育カリキュラムについて

　・スリランカと日本の関係について

　  8月11日　 スリランカ中部地区の小学校での歯科検診、

歯磨き指導

会場：ポロンナルワ県ゲムヌプラ小学校

　北大、ペラデニア大生がペアを組んで歯科検診を行い、

う蝕やフッ素症についてのデータを集めた。また、検診前日

にペラデニア大生に紙芝居を用いた歯磨き指導のやり方を

レクチャーし、小学生に対してやってもらった。

その後、歯ブラシと歯磨き粉を小学生に配り、実際に磨い

てもらった。

※北大生とペラデニア大生がペアを組む理由

　 　被検診者である小学生は公用語である英語での問診が

不可能である。ゆえにペラデニア大生が問診を行い、検

診を事前教育がなされた北大生が行うこととした。

※口腔衛生指導の視覚教材として紙芝居を用いた理由

　 　パソコンを用いる視覚教材はテレビなどの機材のない

学校では機能しないため。また、紙芝居を学校に寄贈す

ると、学校教師の地域への影響の大きさもあって、教師

が自ら進んで紙芝居を演じるので、学校や地域に口腔衛

生の知識が浸透するという二次的効果が期待できる。
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■実施時期

2014年8月7日～14日（移動日等含む）

■実施の評価

評価

・ ペラデニア大生に紙芝居を用いた歯磨き指導のやり方を

レクチャーし、実際に小学校でやってもらった。

・ 今回使用した模型や紙芝居をプレゼントし、今後も指導

が継続できるようにした。

　以上より目的は達成できたと考えている。今回の検診の

データではう蝕（虫歯）になっている子供が半数以上でか

なり高かったため、今後う蝕になる歯を増やさないために

指導が継続され、口腔衛生の知識が浸透することが必要で

ある。

　また、冒険歯科部員にとって、

・交流会での相互プレゼンテーション

・ ペラデニア大生との共同での歯科検診

は将来歯科医師になるに当たって他ではできない貴重な経

験となり、今後の学生生活をおくる上でのモチベーション

の向上に繋がった。

反省

　今回は検診時間が短く、予定よりも診ることができた人

数が少なかったので事前の練習回数を増やすなどして歯科

検診の効率を上げることが必要である。

　歯科の専門用語を英語で覚えておけば、ペラデニア大生

との交流の際にさらに深い話ができた。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

奥川　　葵 歯学部 歯学科 5

三浦　和仁 歯学部 歯学科 4

三原竜太朗 歯学部 歯学科 4

萩野谷　大 歯学部 歯学科 2

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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身近なところから見つめ直そう
【PAPER SPACE】雑紙削減Project

代表／尾門　あいり　　工学院　　建築都市空間デザイン専攻　　修士2年

■実施の内容
　北海道大学はサステナブルキャンパス実現に向けて、世界的に見ても先進
的な取り組みを行っています。しかし、キャンパスにはある一定の短い期間
しかいない学生もいれば、北大を一時的に訪れる市民・観光客は、大学の取
り組みをほとんど知らず、両者の間には大きな乖離があるのが現実です。私
たちは、まずその乖離を埋め、両者の理解や認識を高めるためのきっかけづ
くりが重要であると考えました。そこで、北大のサステナブルキャンパス推
進を知るきっかけとして、構内から大量に排出される身近な存在である“雑
紙”を活用し、「私たちが普段どれだけ無意識に雑紙を排出しているか」を
実際に体感できる“空間アート作品”として再構成・提示することを主な目
的として、本企画を実施しました。
　私たちは、建築学生が主体となり、大学・学部・学年を超えた30人程度の
有志学生で今年度新たに結成した団体です。2014年7月から雑紙の回収・作
品スタディ・敷地調査・広報活動などを順次行い、2014年11月の北海道大
学サステナビリテイウィークで作品展示を実施しました。
　雑紙の回収時には、工学部内のすべての研究室を訪れ、回収にご協力をい
ただきました。ほとんどの研究室のみなさまが私たちの活動に賛同して下さ
り、快く雑紙をご提供下さいました。本当にありがとうございました。
　作品展示に際しては、作品コンセプト・形態・展示場所・材料・工法など
を議論・検討し、多くの方々にご協力いただきながら、無事に展示場所の確
保や作品の制作を行いました。特に、北海道大学が全学規模で取り組んでい
るサステナビリテイウィークに参加させていただいたことで、学生だけで行
う企画では得られないような、大きな反響や達成感を得ることができました。
長い時間をかけて考えてきたことや制作してきたものを、全学の教職員・学
生や市民のみなさま、保育園の子どもたちなど、多くの方々に見て・触れて・
考えていただき、リアリタイムな反応を体感したことで、やりがいや喜びを
感じることもできました。
　展示期間終了後、作品に活用した雑紙は、北方生物圏フィールド科学セン
ターの諸先生方・技術職員の方々にご協力いただき、北海道大学キャンパス
内の農場で牛の敷料や肥料発酵時の吸湿剤・クッション材として再活用・処
理し、北大構内で排出されたゴミを北大構内で処理することを実現しました。
　さらに、本企画は、より多くの方に知ってもらうことや気づいてもらうこ
と、考えてもらうことが目的の企画であったため、広報活動によって広く周
知をはかり、実際に足を運ばなくても私たちの活動を知ることで、間接的に
参加していただく方をできるだけ多く生み出すことを目指しました。その結
果、新聞社1社、テレビ局2局から取材を受けることができました。新聞やテ
レビを見て遊びに来た方も多く、マスコミの持つ影響力の大きさに改めて驚
きました。さらに、SNSを介した広報活動やハッシュタグを用いた共有にも
挑戦し、多くのみなさまに私たちの活動を認識してもらえたことを実感し、
多くの反響や応援を得たことで更なる力につながりました。このようなこと
から、「私たちが発信したかったことは多くの方々に興味を持っていただけ
ている」と知り、「努力や工夫次第で私たちの活動はさらに広がっていく可
能性を秘めている」と感じ、今後の活動への自信を持つことができました。

■実施時期
2014年  7月上旬：採択
2014年  7月中旬：メンバー募集・活動準備
2014年  7月下旬：雑紙回収①・機材の見積もり
2014年  8月上旬：ブレインストーミング・作品スタディ・敷地調査
2014年  8月下旬：雑紙回収②・資材の見積もり
2014年  9月下旬：雑紙回収③
2014年10月上旬：作品スタディ・1/1スタディ
2014年10月下旬：作品制作・リハーサル
2014年11月上旬：作品展示・ワークショップ
2014年11月下旬：牛舎への雑紙搬入

■実施の評価
　以下の10項目が、本企画の実施により期待した成果や効果であり、それぞ
れについて評価を行っていきます。

①雑紙問題への認識向上
　2会場でのべ800名の来場者に、企画趣旨や北海道大学の雑紙問題を説
明したり、雑紙問題に対する工夫や対策をお伺いしたりし、雑紙問題への
認識向上を図ることができました。また、テレビや新聞などによる情報発
信では、実際に足を運んでいない人々に対しても、雑紙問題を考えてもら
うきっかけを作ることができました。
②日常生活に対する問題提起
　雑紙問題に限らず、身近な問題に意識的になり、その解決のために自分
は何ができるか、小さなことでも良いので考えてみてほしい、という旨を
伝え、訪問者の日常生活に眠る“身近なのに身近に感じていないもの”へ
の問題提起を行うことができました。
③大学のサステナブルキャンパス推進への理解促進
　北海道大学サステナビリテイウィークの期間中と知らずに大学を訪れて
いる人が圧倒的に多く、その説明を行うことで、大学のサステナブルキャ
ンパス推進の取組も知ってもらうことができました。サステナビリテイ
ウィークのバナーや、こちらで作成した展示物を見て、北海道大学の取組
に興味を持ち、他のイベントへ向かう姿も見られました。
④大学を訪れる人々と学生の交流・議論の場の提供
　北海道大学には多くの市民・観光客・家族連れ・保育園児が訪れますが、
その人々と学生の接点はほとんど無いのが現状です。しかし、本企画の展
示期間中は、学生が来場者と話したり遊んだり議論したりする姿があちこ
ちに見られました。来場者からも、普段学生と話す機会は全く無いので、
こうして話すことが出来て嬉しいし、とても楽しかった、という声があり
ました。
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⑤間接的な企画参加による当事者意識の醸成
　こんな企画を見つけた、こんなことを考えた、などのアウトプットによっ
て、間接的に本企画をPRし、来場者自身が当事者意識を持って雑紙問題
や身近な問題を考えることにつながると考え、来場者には、家族・友人と
本企画について話していただくことをお願いしました。また、ハッシュタ
グを用いたSNS投稿にもご協力いただきました。実際に、展示期間中に複
数回来場し、その度に家族や友人を連れて来ては企画の説明をする来場者
の姿も見られました。
⑥総合入試に伴う建築都市コースのPR
　北海道大学の入試制度の改変に伴い、新入生や市民に対する各学科・コー
スの効果的なPRが今まで以上に必要だ、という実感が高まっています。
そこで、参加した学生のほとんどが所属する建築都市コースのPRになれ
ばという思いを持って、本企画では空間的な展示を心がけ、その説明も行
いました。普段は何を専攻している学生なのか、どんな講義や演習をして
いるのか、などと質問されることも多く、建築都市コースに興味を持って
もらうことができたのではないかと考えています。
⑦参加学生の問題提起力や企画力などの養成
　ひとつの企画をゼロから自分たちでつくり上げる経験はとても楽しく、
また難しく、貴重な体験だったと感じています。作品や展示物をどのよう
につくると来場者に伝えやすいか、当日はどのように説明すれば興味を
持ってもらえるか、などを皆で議論し、実施することで、問題提起力・企
画力・討議力・表現力・コミュニケーション能力などをフル活用し、その
向上に寄与できたと考えています。
⑧建築学生としての空間把握力や表現力などの養成
　今回参加した学生のほとんどは建築都市コースに所属し、普段から空間
の力による社会への問題提起や問題解決を学び、考えています。しかし、
建築の特性上、スケール感や敷地と作品の呼応関係などを1/1で考える機
会がほとんどないのが現状です。本企画では、1/1で体験できる空間をつ
くることができたため、机上で考えた配置図や設計図と、敷地における見
え方や作品のスケール感などのイメージの違いに驚き、そこから学ぶこと
ができました。
⑨学部・学年を超えた交流・議論の場の提供
　普段の学生生活では、学部や学年を超えた活動の機会はなかなかありま
せん。本企画では運営に参加する学生を広く募集し、学年を横断した人間
関係や、大学を超えたつながりを作ることができました。他愛もない話か
ら、専門的な議論まで、専攻や年代の異なる学生同士で交流を深めたこと
で、多くのアイディアや学び・発見につながったと思います。また、来年
度の活動や、今後の学生生活にもつながる、有意義な人間関係づくりに寄
与できたと感じています。
⑩次世代を担う学生の育成
　このような学生の自主的な活動は、世代が交代すると自然消滅してしま
うことが多いため、私たちは、活動の継続性がとても大事だと考えていま
す。本企画では、前述のような成果や効果から、このような活動を来年度
以降も継続して行っていく意欲のある後輩を育成することができました。
今後も毎年、継続性を意識しながら活動を進めていくことで、一時的なイ
ベントでは終わらない、本当に何かを変えることができる活動として成長
していってくれることを願っています。

　長くなりましたが、このように、10項目を概ね達成することができました。
そこで、本企画において、私たちが当初に想定したイメージを達成できた、
と評価します。多くの方々にご協力をいただき、成功することができました。
本当にありがとうございました。
　今後も、以上の10項目を参考としながら、自分たちの活動によって社会や
多くの人々に問題提起を行い、それにより還元できる成果や効果をしっかり
意識して、様々な活動を行っていきたいと思います。

■その他（希望・反省等）
　今後も、私たちが今回行ったような学生活動がキャンパス内の様々な場所
で継続して行われることにより、活動とキャンパスとが呼応し、より魅力的

で付加価値の高いサステナブルキャンパス空間の形成・豊かな自然環境の積
極的な活用や保全・活動を行う人々の人間関係の醸成、などにつながってい
くことを目指し、願っています。私たちの活動も貢献できるよう、メンバー
の世代交代を図りながら、次年度以降も継続したいと考えております。
　今回の元気プロジェクトのご支援は、私たちの活動にとって無くてはなら
ないものでした。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

坂本　昌士 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
中島　　望 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
前田　孝輔 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
相澤　幸輝 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2
久保山航希 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
経沢　一平 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士1
北原　　海 工学部 環境社会工学科 4
砂塚　大河 工学部 環境社会工学科 4
藤巻　美里 工学部 環境社会工学科 4
山崎　　厚 工学部 環境社会工学科 4
内田　茉李 工学部 環境社会工学科 4
青葉　　桜 工学部 環境社会工学科 4
安宅　彰洋 工学部 環境社会工学科 3
生出　郁恵 工学部 環境社会工学科 3
大野由有紀 工学部 環境社会工学科 3
樫村　圭亮 工学部 環境社会工学科 3
日下みのり 工学部 環境社会工学科 3
角田　光陽 工学部 環境社会工学科 3
関　あきり 工学部 環境社会工学科 3
前川　優太 工学部 環境社会工学科 3
松田かりん 工学部 環境社会工学科 3
柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 3
山口　悠太 工学部 環境社会工学科 3
横山　翔太 工学部 環境社会工学科 3
後藤　裕也 工学部 環境社会工学科 3
櫻井花穂里 理学部 化学科 3
中川　巧巳 （東海大学） 3
伊藤　拓海 工学部 環境社会工学科 2
押川　　快 工学部 環境社会工学科 2
佐野　穂波 工学部 環境社会工学科 2
齊藤　　彩 総合教育部 1

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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誰もがうらやむ
田舎をつくろうプロジェクト

代表／掛川　遥香　　文学部　　人文科学科　　3年

■実施の内容
1、目的・概要
　私たち地域土着型サークル『いなかっぺ』は、田舎の持つ「農」「観光」

「再生可能エネルギー」というポテンシャルに着目し、「誰もがうらやむ

田舎をつくる」ことを通じて、田舎から日本を変えていこうという団体

である。田舎の魅力を、地域の内側に入り込んで「探す」「作る」「発信

する」ために、夏季休業期間を利用して余市郡仁木町に泊まり込み、活

動している。

　多くの地域が面白い、真似したいと思えるようなモデルタウンを作る

ことを目標に据え、農業アルバイトに従事する傍ら、町内の人との交流

企画、ログハウス・ピザ窯作り、規格外トマトを利用したトマトジュー

ス作り等を行った。

2、実施結果
【日常生活】
　活動メンバーは35名おり、入れ替わりで宿泊するため、常時仁木町に

いるのは12名ほどである。

　週休2日で、仕事のある日8：00～17：00がアルバイト、それ以降の

時間をサークル活動に充てた。各農家には1～3名程度が入り、ミニトマ

トの収穫や選果をするといった内容であった。

　サークル活動はアルバイト後の時間や、休日を利用して主に3班に分

かれて行った。その結果を以下に示す。

①田舎の魅力を探す
　田舎でしか体験できない経験や、長期間住み込むからこそ行える交流を

図り、子供交流企画、いかだで川下り、町民手形カレンダー作りを行った。

　子供交流企画では、巨大カルタを作ったり、チーム対抗でのゲームを

開催、その後BBQも行った。後日、いなかっぺの宿泊所に遊びに来てく

れる子供もおり、新たな交流の機会となった。今後も続けていきたいと

考えている。

　いかだは、農家さんから廃木材とペットボトルを頂き、自作したもの

で余市川を下った。いかだでの川下りは参加者のほとんどが初めての経

験であり、作成から川下りまで、田舎ならではの楽しみを感じられた。

　手形カレンダー作成では、町内を巡り町内の方とお話しする機会を得

た。出会った方々の手形を布に押してもらい、誕生日順に並べて巨大な

カレンダーを作成した。高齢者施設を訪ねたことで、福祉の実態や利用

者の心境も垣間見ることが出来た。また、町内のお年寄りの方と関わる

中で、田舎の人々の心の温かさや、人との繋がりの強さを身も持って知

ることができた。

②田舎の魅力をつくる
　長く地域に住む人と、外部から来た人が集い、気軽に交流が出来るよ

うな場を作ることを目的として拠点づくりを行った。借りた土地の草を

刈るところから始まった拠点開拓では、0からものを作り、完成させる

ことの難しさと達成感を味わうことが出来た。拠点にはピザ窯とログハ

ウスを作成した。

　ピザ窯は、土台となる基礎作りのために穴を掘り、セメントを流し込

む。初めて使う機械に悪戦苦闘しながら1か月弱で完成した。

　ログハウス作りはかなり時間が差し迫っていたため苦労したが、4畳

ほどの小屋を建てることができた。農家さんから頂いた廃木材をチェー

ンソーで加工し、組み立てた。元々電柱に使われていた木であるため、

太さもまばらで組み合わせの微調整に苦労した。チェーンソーやのこぎ

りの使用も思いの他力仕事であり、骨が折れたが、屋根が付いたログハ

ウスを目の前にすると「やれば出来る」ことを実感できた。

　活動の締めくくりとして、拠点でお世話になった方々との交流会を開

催し、ピザ窯で焼いたピザを振る舞い、農家さんとの交流会も行った。

③田舎の魅力を発信する
　農業アルバイト中に捨てられてしまうトマトを収集し、トマトジュー

スに加工したものを札幌の飲食店にて販売した。熟しすぎて割れた甘い

トマトは、本来生産者しか味わえない新鮮さが求められるものであった

が、トマトジュースに加工して札幌に届けることで、味覚による田舎の

魅力を発信することが出来た。また、ビジネスプランだけでなく実際に

営業販売することで、学生でありながらビジネスパーソンとして経営者

の方の話を聞く機会を得られた。
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■実施時期
2014年8月6日～10月6日

■実施の評価
　『いなかっぺ』は単なる農業アルバイトサークルではなく、さまざま

な視点から田舎を活性化させていく団体である。農業以外でも自分たち

の興味のあることから田舎を活気付かせ、自らが楽しみながら魅力的な

活動を作り上げることを目指した。各々が持ち寄った知識を活用して実

際にものを作り上げていく経験はなかなか得難いものであるため、貴重

な体験ができたと思う。

　サークルが計画していた遊び部分の企画に興味を持って集まったメン

バーも、アルバイトを通じた農家さんや農業そのものとの触れ合いの中

で、地域既存の職という面からも田舎を直に知ることが出来た。農業従

事者側から見た「食」の捉え方や、学生、都会に関する考え方は、今後

生活する上で意識するようになる他、学業や進路にも影響を与えたと思

われる。

　泊まり込んで地域に密着した活動を行うことは、長くその地に住んで

いる人には分からない、また短期間の旅行者にも分からない魅力を発見

し、作り上げることに繋がる。さらに、その魅力を札幌の人、主に今回

は北大生に伝えることで、都会と地域を結ぶだけでなく若者と田舎を結

びつけることも出来たと考えられる。

　反省としては、泊まり込むことで地域に密着し、仁木町についての見

識を深めることを目指していたが、今年度は活動可能時間に対して作業

量が多く、自分たちの作業ばかりに目がいってしまい、観光や散策があ

まり出来なかった。今後はより柔軟な活動を行いたいと考えている。

　今年度で二回目となる夏季活動だったが、昨年からお世話になってい

る方もおり、スムーズに話が進んだこともあれば、柔軟な対応にかけて

いた部分もあった。田舎側から必要とされる労働力としての価値以上の

パフォーマンスを発揮できるように邁進するとともに、北大生に田舎の

魅力や新たなことにチャレンジする姿勢を知ってもらえる団体として今

後も活動していきたい。

■その他（希望・反省等）
　今回、北大生向けに1日だけの仁木町ツアーを実施しようと計画して

いたが、広報不足により参加者が集まらず実施することが出来なかった。

田舎の魅力を体験できる人がサークルの参加者のみではなく、もっと大

勢の人に知ってもらえるよう、参加者から他の北大生への発表会を行う

などの発信方法を考えていきたいと考えている。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

岩本　淳兵 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

谷口　悠子 農学部 畜産科学科 4

竹田　佳世 理学部 生物科学科 3

溝口　芽衣 農学部 森林科学科 3

村田　智己 農学部 応用生命科学科 2

喜久川尚人 理学部 物理学科 2

道辻　　碧 水産学部 資源機能化学科 2

水野　敬太 工学部 環境社会工学科 2

評価

目的達成
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札幌圏大学国際フェスタ
（Sapporo Universities International Festival）

代表／卜部　有記　　情報科学研究科　　メディアネットワーク専攻　　修士2年

■実施の内容
活動の目標  ①札幌市民に海外文化（留学生の母国）を紹介する
  ②留学生に日本文化を体験してもらう
  ③留学生と日本人学生が協力し合って活動する機会を作る
7月～11月中旬　運営メンバー集め（札幌／小樽の大学の学生）
10月中旬～11月14日　札幌圏大学国際フェスタの日程、会場、コンテンツを決定
  〈詳細〉
  日程：12月20日
  会場： 北海道大学遠友学舎、国際本部、クラーク会館3階学生活動室
  コンテ ンツ：各国によるブース展示（イギリス、インドネシア、ウズ

ベキスタン、カザフスタン、韓国、台湾、中国、日本、フィン
ランド、フランス、ブラジル、ベトナム、ロシア）、パフォーマ
ンス、インターナショナルカフェ、小学生向けワークショップ

10月17日  国際交流イベントを開催
  目的： 12月20日の札幌圏大学国際フェスタの開催予告、運営学生メ

ンバーの募集、新留学生の歓迎会
  ＊参加人数：304名（日本人学生158名、留学生146名）
  ＊参加者にとって国際交流をする機会となった
  ＊ このイベントを通じて札幌圏大学国際フェスタを運営するメンバー

として参加する学生もいた
11月中旬～12月20日　札幌圏大学国際フェスタの準備期間
12月13日  「国際協力フェスタ2014　～チ・カ・ホから世界へつなごう～」に札

幌圏大学国際フェスタのPRのため参加
  ビラ配り、パフォーマンス及びCMを公開
12月20日  札幌圏大学国際フェスタの開催

■実施時期
7月～9月  運営メンバー集め
10月中旬  札幌圏大学国際フェスタの開催場所及び日程を決定（遠友学舎・国際

本部・クラーク会館3階学生活動室）
  札幌圏大学国際フェスタ参加国の募集
10月17日  札幌圏大学国際フェスタの広報を目的とした国際交流イベントを開催

（留学生の入学期間なのでウェルカムパーティーも兼ねる）
11月中旬～12月19日　札幌圏大学国際フェスタ参加国の準備期間
12月13日  札幌国際協力フェスタに参加（札幌圏大学国際フェスタの広報）＠地

下歩行空間
12月20日  札幌圏大学国際フェスタ開催

■実施の評価
札幌圏大学国際フェスタを開催
＊当日の来場者数はおよそ1200名（国際本部：800名、遠友学舎：400名）
＊ クラーク会館での催しは完全予約制クッキング教室
＊ 体験型のイベントになることを目標としたため、当日は参加者が留学生の国で有名
なダンス／ゲーム覚える場面があったり、食事を体験したりなど留学生と直接触れ
合う機会があった
＊広報手段
　北海道新聞夕刊（12月10日）、SNS（Facebook：https://www.facebook.
com/InternationalFestSapporoUni、Twitter）
　ビラ配り（12月13日「国際協力フェスタ2014　～チ・カ・ホから世界へつなご
う～」、学内掲示、札幌国際プラザ、市役所、各区役所、市民図書館）

～参加者から～
　当日は、海外文化に興味のある札幌市民の方が多くご来場された。予想よりも多く
の来場者があったため、「こんなにも海外に興味のある方がいらっしゃるのか。」と驚
いた。参加者の方々からは、留学生と接し、その国の文化を学ぶことができてとても
楽しかった。より大きな会場で多くの国が参加したら更に魅力的な活動になるだろう
という声をいただいた。

　以下は来場者アンケートの詳細である。

○参加目的（複数回答）
・海外文化に興味があるから（94名）
・おもしろそうだから（87名）
・海外の食べ物を食べてみるため（55名）
・留学生の知り合いを作るため（25名）
・英語を話す機会だから（18名）
・たまたまやっていたから（10名）
・友人・知り合い・家族などが参加していた（8名）

○よかったこと
・色んな国を体験できてとてもよかった
・楽しかった
・来年も開催して欲しい

×改善する必要のあること
・会場の場所がわかりにくい
・会場同士が離れている
・ 国際本部の会場の動線がよくない（工事中のため階段が一部使用不可能となっ
ておりエレベーターのみでしか行く手段がなかった）
・もっと広報の幅を広げること
・もっと留学生と交流したい

その他意見
・開催の期間を延ばしてもよい
・もっと参加国を増やして欲しい
・冬は行きづらい
・ 大学全体を会場として利用してグローバルな雰囲気ももっと出したら良い

　次に、運営メンバーの声を集めた。留学生の参加目的は、母国を紹介することが主
であった。特に日本にあまり馴染みのないカザフスタンの学生たちは母国を日本に紹
介したいという気持ちがとても強く積極的に活動をしていた。また、この活動を通し
て日本人の学生と深く交流したいという学生も多くいた。日本人学生の目的は、英語
を話す環境に身を置きたい、留学生と何か一緒に活動したいというのが主であった。
運営中は、学業との両立が大変であったり、留学生─日本人学生の意思疎通、日本の
お店での買い物などが特に大変だったという声があった。特に留学生─日本人学生の
意思疎通に関し、英語が話せないから諦めてしまうことがあったという反省の声から
ネイティブの方に対しても臆せずに英語でコミュニケーションをがんばることができ
た、英語の上達につながったという本人の目標を達成したという声があった。留学生
側も、英語で通じない時は頑張って日本語も使って意思疎通を働きかけようと積極的
な姿勢を見せていた。

～運営者メンバーから～
○運営参加目的
　～留学生の意見

・ 母国を紹介するため（ベトナム、ブラジル、カザフスタン、台湾、フランス、
中国、韓国）
・いろんな学生と繋がるため
・大きい団体をマネージメントする方法を学ぶため
・他の国の文化を体験するため
・学生生活をより楽しむため
・日本人のお友達を作るため
・日本語を学ぶため
・留学生活の中で記憶に残る活動がしたい

　～日本人学生の意見
・留学生やいろんな人と交流・活動がしたかったから
・ 今まで多くの国際交流を行ってきたが、今回の規模は過去最大で魅力的であっ
たため
・イベント開催地が近いため
・地域に貢献できそうだと思ったから
・イベントを作り上げることに興味があったから
・英語を話す機会を増やしたかったため
・ 留学生と一緒にイベントを企画して、札幌市民向けに国際交流の場を作るとい
うコンセプトが気に入ったから。
・ 札幌がもっとインターナショナルな街になればよいと常に思っているから
・新しい人脈を広げたかったから
・好きな国のブースがあったから

○よかったこと
　～留学生の意見

・たくさん（日本人、留学生）友達ができたこと
・母国を紹介できたこと
・ ブラジルについて何を知っていて何がまだ知られてないのかを知ることができ
てよかった
・日本語を練習する機会にもなった
・自分の活動の限界を知る機会になった
・ 運営について責任感が強くなったり、チームワークを学ぶことができた
・ベトナムについて他の国の人の印象を知ることができた
・日本人がどのように仕事をするのかを学ぶことができた
・インドネシアに興味のあるたくさんの人に会えた
・ハングルを面白いと言ってくれたこと（韓国）
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　～日本人学生の意見
・留学生だけでなく日本人の友達ができた
・英語がうまくなった
・ 英語を使わざるを得ない状況で話せないなりに英語を話すことができたこと
・ ネイティブの中で置き去りにされても、落ち着いていられるようになった
・とにかく楽しかった
・ 未知の状態からイベントを作り上げることに少しでも貢献できたことへの大き
な達成感を得ることができた
・ 一つのコンテンツを切り盛りし、メンバーを動かす時の自分の欠点が見えた
・異なる考え方を身をもって体感できた
・ 大学を超えてもっと交流ができるようにしたいとモチベーションが上がった
・当日の来場者が楽しんでいたこと
・ 新しい経験がたくさんできた（英語が共通語、いろんな国の留学生に会う、領
事館や協会の方々との関わり）
・フィンランドについて詳しく知れたこと
・日本語以外の外国語の勉強の意欲がわいた
・今後の目標は進路の設定の参考になった
・他大の学生と繋がることができた
・イベントを作り上げる楽しさを知った
・大学生はこれくらいはできないといけないという能力を知った
・今までやったことがないことができた
・自分で考えて動く力がついた
・みんなでイベントを作るという達成感を味わえた
・意識の高い人とたくさん知り合えた
・ 留学生の様子から将来自分が外国へ行った時は自分がその国を代表することに
なるのだと改めて感じた

×反省点
　～留学生の意見

・会場の設備の確認を怠ってしまった
・睡眠不足になってしまった
・ 人手が足りなくて他のブース、パフォーマンスなどをみることができなかった
・情報伝達がきちんとできていなかった
・複数の会場であったため行き来するのがたいへんだった
・自分の予定を立てるのが大変だった
・大学を経由して発注をするのが大変だった
・ステージが小さかった

　～日本人学生の意見
・就職活動と時期が重なってしまい、準備期間中ほとんど参加できなかった
・英語でのやり取り
・留学生と意思疎通を図るのが大変
・ 日本人同士だと心配しなくていいことも注意を払う必要がある。一つ一つ確実
に、明確に情報共有することが大切
・留学生からの返信が来なくて困った
・ 他の活動との兼ね合いが難しくイベント直前は精神的にも体力的にもいっぱい
いっぱいになった
・自分で考えて動くというところが欠けていた
・時間、メンバーの数が足りなかった
・先輩たちに頼り切ってしまった
・予算を考えて出すのが大変だった
・計画が何度も変わってしまったことがあった
・睡眠時間が削られた
・当日のトラブルの想定が甘かった

■その他（希望・反省等）
　札幌圏大学国際フェスタ全体の反省として、①会場を複数にしてしまったため行き
来が大変だったこと、多くの不便があったこと、②北大以外の参加者にとって会場が
非常にわかりにくく案内もきちんとできなかったこと、③北大元気プロジェクトへの
物品の発注が大変だったこと。特にギリギリに発注をしてしまい迷惑をかけてしまい
ました。また、今回のイベントでは料理の材料の発注は不可能であったためそれを解
決するのが大変でした。
　北大元気プロジェクトのサポートのおかげで、課題は残りますが当初の目標であっ
た札幌の方に海外文化を紹介すること、日本人学生と留学生が密接な活動をするとい
うことが達成されました。今後北海道大学を始め北海道の大学もより国際色が強く
なっていきます。今以上に留学生と日本人学生がお互いに関わり合いたいというニー
ズも出てくるのでもっとこの活動を学生に広めたいので今後他の学生からこのような
活動がありましたら目を向けていただけると幸いです。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

Katherine Rewcastle 国際本部 HUSTEP 留学生
Riikka Petasnoro 国際本部 HUSTEP 留学生

Leo Julia 国際本部 HUSTEP 留学生
Lam Kha Van 国際本部 HUSTEP 留学生
Thais Diniz 農学部 留学生
川村　菜摘 法学部 法学課程 4
中前　綺捺 文学部 特別聴講学生人文科学科 4
鈴木　沙織 文学部 人文科学科 4
玉置　都華 農学部 生物環境工学科 3
北井　梨紗子 文学部 人文科学科 3
丸尾　夏海 法学部 法学課程 3
菊地　瑛里 法学部 法学課程 2
佐藤　慧 教育学部 教育学科 2

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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アイカップ自然史博物館での企画展の開催
代表／楠崎　真央　　環境科学院　　生物圏科学専攻　　修士1年

■実施の内容
　本プロジェクトでは、北海道大学北方生物圏フィールド

科学センター厚岸臨海実験所に隣接するアイカップ自然史

博物館での、企画展（現代美術の展示と昆虫標本製作ワー

クショップ）の開催を目指して活動を行っています。企画

展自体は来年の夏期に開催予定ですので、今回は元気プロ

ジェクト採択の2014年11月から現在までの準備年度とし

ての活動報告をさせていただきます。企画展は国際交流と

地域連携を2つの柱としており、厚岸町と類似の自然環境

を有するバングラデシュから学生を招いて、共同での開催

を計画しています。今年度は、そのためにバングラデシュ

への渡航と厚岸町の関係機関との打ち合わせを中心に活動

を行いました。

　2014年12月にダッカ大学美術学部を訪問し、同大学油

画専攻のMuhammad Iqbal准教授との打ち合わせを行っ

た。美術学部の全専攻の教室を案内していただき、学生の

美術作品を実際に目にしながら、アイカップ自然史博物館

でのバングラデシュ学生との展覧会の共同開催について、

意見交換をした。今回の打ち合わせの結果、主に以下の項

目を確認した。①展覧会の参加人数が確定次第、Iqbal氏

に連絡。その後、Iqbal氏より参加候補者となる大学院生

もしくは大学院卒業生数名の美術作品の画像と経歴書を

送っていただく。届いた書類をもとに、参加者を最終決定

する。②必要であれば、ダッ

カ大学側のギャラリーも利

用可能。日本での展覧会の

後に、バングラデシュで展

覧会を開催することも可

能。③展覧会と並行して、

アートキャンプの実施の検

討。もしアートキャンプを実施する際には、アクリル絵具

等を提供していただける。

　ダッカ大学訪問後には、バングラデシュ南部の湿原の広

がる地域へと移動して、ホームステイをしながら現地の

方々の暮らしを実体験した。Floating marketやFloating 

vegetable gardenの河川の有効利用や家畜の糞を用い

た着火材など、自然と一体化した暮らしぶりが印象的であ

り、同じく湿原の広がる厚岸町に住んでいながら、良い意

味での違和感を多く感じた。

　2015年1月以降は、厚岸町水鳥観察館や厚岸町環境教

育推進委員会との打ち合わせを予定しており、来年夏期の

開催に向けて、展覧会とワークショップの具体的な実施日

時や実施場所の調整を行います。また開催日程の確定後は、

展示やワークショップの告知用ポスターの製作等、プロ

ジェクトの活動を多くの方に知っていただけるように広報

活動にも力を注ぎます。

■実施時期
2014年  9月　博物館の利用方法の検討

2014年10月　 Muhammad Iqbal准教授（ダッカ大学）

に協力依頼

2014年11月　北大元気プロジェクト採択、物品購入申請

2014年12月　バングラデシュにて打ち合わせ

2015年  2月　北大総合博物館の職員の方との打ち合わせ

        　    　　 厚岸町環境教育推進委員会との打ち合わせ

44



■実施の評価
　北大元気プロジェクト2014に申請時の企画書に記載し

ているように、プロジェクトの最終的な目的は“国際交流

と地域連携を2つの柱とする企画展の開催を通して、アイ

カップ自然史博物館の標本の数量・品質を高めると共に博

物館運営の新たな可能性について実証的な検討を行う”こ

とです。ですが今年度は、来年度の企画展開催に向けての

準備年度という位置づけで助成をしていただいていますの

で、次の視点から実施の評価をさせていただきます。1）

バングラデシュとの連携　2）厚岸町の方々との連携　3）

今年度の総合評価

1）バングラデシュとの連携

　当初の予定では、2014年12月のダッカ大学訪問時点で

バングラデシュからの参加学生を確定する計画であった

が、ダッカ大学美術学部の教育方針とこちらの希望を踏ま

えて、“実施の内容”に記載しているように参加者の選抜

は予定より時間をかけて行うこととした。参加学生とのコ

ミュニケーションが早期にとれないというマイナス面はあ

るが、アーティストとしてモチベーションの高い学生の参

加を期待出来るという点では、プラスの評価ができる。

2）厚岸町の方々との連携

　2015年1月から2月にかけて、厚岸町環境教育推進委員

会と厚岸町水鳥観察館との打ち合わせを予定している。現

段階では昆虫標本製作ワークショップについては日時や実

施場所等、未決定な事項が多いので、関係機関との話し合

いを重ねて、充実した内容のワークショプの実現を町の

方々と共に目指します。

3）今年度の総合評価

　北大元気プロジェクト採択の決定が2014年11月であ

り、短い期間での活動となりました。すべてが計画とおり

に進んでいるとは言い切れませんが、来年度の企画展開催

に向けて、着実に計画を進めています。来年夏期の企画展

開催後には、今年度に増してプラスの自己評価が出来るよ

うに、気を抜かずに準備を続けていきます。

■その他（希望・反省等）
　今年度は、北大元気プロジェクト採択から助成の終了ま

での期間が短く、物品の購入手続きの過程で慌ただしさが

ありました。これに関しては、事務職員の方々に迅速に対

応していただいたおかげで、スムーズに計画を進めること

ができました。この場をおかりして、お礼を申し上げます。

　今後は来年度に向けて、主に厚岸町内の関係機関との調

整をメインに活動を継続いたします。ご支援ありがとうご

ざいました。

■構成員
氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

須貝　洋海 環境科学院 生物圏科学専攻 修士1

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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「北大元気プロジェクト2014」
活動報告会を開催

　標記活動報告会を、平成27年2月13日（金）10時00分〜14時40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18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28年2月12日（金）に報告会を開催する予定ですので、15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。

46



北大元気プロジェクト2015
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011-706-7454　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27年4月24日（金）　17：00
●第2回採択分　平成27年6月26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※

3つのテーマのうち、いずれかで応募して
ください！

①「国際化」
②「地域貢献」
③「北大再発見」

※�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。
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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28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
採択された個人またはグループ（以下、「採択団体」とします。）が必要とする予算を、50万円を限度として支援します。
なお、予算は採択団体が指定する口座に振り込みます。ただし、以下の点に必ず留意してください。留意事項を守って
いただけない場合、使用した金額の全部又は一部をお返しいただくことがあります。
【留意事項】
（1）採択団体で購入した物であっても、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。
（2）飲食物、商品券など、購入できないものがあります。詳細は、下記「お問い合わせ先」までお尋ねください。
（3）�購入の際は必ず領収書を受領してください。領収書はイベント等終了後、経理報告書とともに速やかに提出してください。

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「国際化」②「地域貢献」③北大再発見

※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27年4月24日（金）17：00　　（採択の決定は、平成27年5月下旬の予定です。）
2回目応募締切� 平成27年6月26日（金）17：00　　（採択の決定は、平成27年7月下旬の予定です。）
※採択団体が予定数に満たない場合、追加の募集を行うことがあります。

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、採択団体代表者
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28年2月12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
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