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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、学生の持つ自主性、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

にと、学生の修学及び研究意欲を促進するため、平成13年に創

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援助（上限50万円）を受けられる本

プロジェクトには、15年間で298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2015実施報告書」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2015採択団体から提出された報

告をまとめたものです。

【参考　過去の応募・採択件数】
年度 応募件数 採択件数
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
27 30 14

●北大元気プロジェクト2015採択スケジュール
2015年�� 4月24日（金）� 1回目募集締切
� � 5月20日（水）� 面接
� � 5月22日（金）� 選考委員会
� � 6月26日（金）� 2回目募集締切
� � 7月21日（火）� 面接
� � 7月22日（水）� 選考委員会
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委 員 長 医学研究科 教　授 岩　永　敏　彦

副委員長 公共政策学連携研究部 教　授 泉　　　典　洋

文学研究科 教　授 冨　田　康　之

法学研究科 准教授 川　村　　　力

情報科学研究科 教　授 末　岡　和　久

理学研究院 教　授 堀　口　健　雄

理学研究院 教　授 加　藤　敦　之

教育学研究院 教　授 宮　﨑　隆　志

保健科学研究院 教　授 石　津　明　洋

●実施評価

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2015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
アイカップ自然史博物館での
企画展の開催

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において、国際交流と地域貢献
を2つの柱とする企画展を開催し、博物館の有効利用の可能性を
検証する。

環境科学院
修士2年
楠崎　真央

2
北海道大学アルコール問題
対策委員会

飲酒問題撲滅活動を北大に取り入れ、ゆくゆくは日本に定着でき
るよう尽力し、大学生に起きている飲酒問題を大学生自身で解決
していく先駆けにする。

医学部5年
新藤　利一

3 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。他団体と共に北海道大学
を盛り上げたり親しみを持ってもらえるような機会を提供する。

医学部（保）2年
菊池　祐里子

4 CLARK THEATER 2015
①映像教育・映像産業への寄与②学生のキャリア形成③大学と地
域のコミュニケーションを目的とする。特に①に焦点をあて、市民・
学生の方に映像自体の学び、映像を通した学びを経験してもらう。

教育学部2年
曽束　芽吹

5

北大生の「国際生体分子
デザインコンペティション

（BIOMOD）」への参加を通した
グローバルリーダーの養成

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。②
「BIOMOD」で要求される英語でのプレゼンテーションを通して、
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。これらの過程を通し、将来の国際的
リーダーの養成を目指す。

農学部2年
西井　建人

6 Wheelmap Project

ナビゲーションアプリ「Wheelmap」を活用し、データの拡充と
普及促進を行う。大学構内や札幌のデータ拡充、さらに大学職員
等の連携、イベントや他分野の連携をすることで、車いすユーザー
がより快適な生活を送るための環境づくりを行なう。

法学部3年
木明　翔太郎

7
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」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。

理学部3年
櫻井　珠真呂

8
第4回僕らの歩行祭
〜夜のピクニック〜

①80kmという長い道のりを歩き切ることで、仲間と協力して一
つの山を乗り越えた先にある達成感を得てもらい、それを糧に何
事にも挑戦していく活力を持ってもらう。②普段当たり前にして
いる“歩く”ことの楽しさやすばらしさを感じてもらう。③地域と
いう視点を加え、地域に根付く魅力的なイベントにする。

工学部3年
新谷　研人

9 北大金葉祭

①銀杏並木のライトアップを通して、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。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。

工学部2年
小笠原　央

10
Sapporo Universities 
International Festival

札幌・小樽圏の大学に在籍する日本人学生、留学生たちが、親睦・
交流を深め、協力し合って活動する機会を作ることを目的とする。
イベントを企画・運営していく中で、多種多様なメンバー（北大生
や他大学生、北大または北大以外の留学生）との交流を通して、
各大学に閉じこもってしまいがちな学生を繋げ、札幌や北海道を
盛り上げていきたい。

教育学部3年
佐藤　慧
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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
eDNA解析による
生物生息状況の調査

eDNA検出により、北海道内の水圏生態に関して生体状況
の評価を行う。この結果を、論文投稿、博物館展示等教育
プログラム等での情報発信で子ども達に伝えることにより、
地域に貢献する。

水産学部3年
細木　拓也

2 北海道ビジネスコレクション

5〜8組の学生チームを集め、収益化を含めたビジネスプラ
ンを発表してもらい、ベンチャーキャピタルや起業家に審
査を依頼する。新しいアイデアに基づく北大発の様々な事
業を実現化する。

経済学部4年
岡　亮輔

3
僻地や地方の学校で

「カタリバ」に参加しよう

カタリバとは、大学生が中学校や高校で実施する「授業」で、
道内では2011年度より本格的に実施されている。教育効果
のみならず、地域貢献度も非常に高いこの活動を、ひとり
でも多くの北海道大学の学生に知ってもらい、関わるきっ
かけをつくる。

経済学部3年
吉田　彩華

4 TEDxHokkaidoU

①TEDxHokkaidoU2015『Allure�of�Adventure�冒険の
誘惑』の開催を通して、北大生が自ら能動的になれる場［コ
ミュニティー］を作り出し、北大生を元気にするようなアク
ションを起こす。②北大から「価値あるアイデア」を、地域に、
世界に、発信する。

工学部3年
重井　真琴
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る美術作品や太田中学校生

徒による昆虫標本を展示し

ました。企画展の会期中に

は、常設展示と合わせて

917名の方の来館があり、

本プロジェクトを知ってい

ただく良い機会となりまし

た。

　2015年11月には、厚岸

町の環境保全や環境教育に

関わっていらっしゃる厚岸

水鳥観察館の職員の方への

インタビューを実施しまし

た。今後のアイカップ自然史博物館の活用方法などに関し

て、専門家の立場から貴重な意見をいただくことが出来ま

した。

■実施時期
【2015年】

  5月　 厚岸町立太田中学校との2回目の打ち合わせ。

  6月　 企画展用のポスター、webサイト等の宣伝資料の

作成開始。

  7月　 バングラデシュ側の参加者を厚岸に迎え、企画展

の準備開始。太田中学校での滞在制作、アイカッ

プ自然史博物館での昆虫標本制作ワークショップ。

  8月　 アイカップ自然史博物館での企画展示。ダッカ大学

美術学部教員へのインタビュー。

11月　 厚岸水鳥観察館の職員の方へのインタビュー

■実施の評価
　元気プロジェクト2015に申請時の企画書には、本プロ

ジェクトの最終的な目標として以下の事項を記載していま

す。

“企画・参加者となる学生自身が企画展のテーマ／構想を

模索しながら企画展を運営し、博物館展示の新しい可能性

を実証的に検証すること”

この目標について、次の視点から実施の評価をさせていた

だきます。1）太田中学校との連携、2）バングラデシュ

との連携、3）企画展の総合評価

■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

博物館での企画展の開催を軸にいくつかの活動を実施しま

した。企画展は8月1日〜31日を会期として開催し、博物

館のロビーや未使用の部屋などを活用して作品展示を行い

ました。今回の企画展は、国際交流と地域連携を2つの柱

として実施しました。厚岸町と類似の自然環境を有するバ

ングラデシュから若手のアーティストを招いて共同で展示

準備をすると共に、厚岸町立太田中学校とも連携をとりな

がら、プロジェクトを進めました。

　2015年7月にバングラデシュより若手のアーティスト

であるUpoma Dasさん（ダッカ大学美術学部卒業生）を

厚岸町に迎えました。Dasさんは7月13日〜17日までの5

日間で、厚岸町立太田中学校での滞在制作を実施しました。

最終日の17日には、同中学校の全校生徒を対象に合同美

術の授業を担当し、バングラデシュで新年のお祝いに使う

ペーパーマスクの制作など中学生と創作活動を含めた交流

を行いました。

　この活動と併行して、同じく太田中学校の全校生徒を対

象にした昆虫標本製作ワークショップを実施しました。こ

のワークショップは、北海道大学総合博物館の協力の下、

アイカップ自然史博物館と厚岸臨海実験所を会場として2

回に分けて行いました。中学生は野外での昆虫の採取から

展翅展足標本の作り方まで、昆虫標本製作の一連の流れを

順を追って体験しました。

　8月1日〜31日の期間には、Dasさんとの共同制作によ

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2年
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1）厚岸町立太田中学校との連携

　当初、私たちの説明不足もあり、太田中学校の先生方に

活動の趣旨を的確に理解していただくことに困難がありま

した。しかし、打ち合わせを重ねた結果、校外学習に理解

のある校長先生のご理解をいただけ、こちらの提案を全面

的に受け入れていただけました。

　英語の担当教員の先生からDasさんへの授業参加の申

し出があるなど、中学校側からの新たな提案もあり、学校

側と密接なコミュニケーションを取りながら良好な関係を

築くことができました。

2）バングラデシュとの連携

　バングラデシュからの参加者のDasさんとは、来日以

前からSkype等で打ち合わせを行い、事前協議を重ねま

した。天候不良による来日日程の遅れ等がありましたが、

来日から帰国まで当初の予定通りにこちら側の計画に合わ

せて活動をしていただきました。Dasさんには、帰国後、

ダッカ大学美術学部において今回のプロジェクトのプレゼ

ンをするなど、バングラデシュにおいて本プロジェクトの

紹介をしていただけました。

3）企画展の総合評価

　当初の計画通り、学生自身による主体的なプロジェクト

運営ができました。プロジェクトの最終的な目標としてい

る“博物館展示の新しい可能性を実証的に検証”についても、

地域連携と国際交流を結びつけながら、アイカップ自然史

博物館で前例のない企画展を実施することができました。

　一方で収入と支出のバランスが取れず、一部の計画の変

更を余儀なくされた。企画展のカタログ制作を中止し、

Webサイトの構築に変更することで、財源面の解決を図

りました。またインタビュー記事の掲載は取りやめて、資

料としてのみ保管することとしました。

　収支面での問題はありましたが、予定通りの日程で企画

展の開催ができました。プロジェクト全体としてはプラス

の自己評価が出来ると考えます。

■その他（希望・反省等）
　本プロジェクトの実施にあたって、昨年度より北大元気

プロジェクトを始め多くの方々にご協力いただき、プロ

ジェクトを完了することが出来ました。この場をおかりし

て、お礼申し上げます。

　今回のプロジェクトの構成員は2名とも、来年度より厚

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

岸を離れる予定です。そのため、来年度以降の本プロジェ

クト名での活動は休止となる見込みです。この点が心惜し

いところではありますが、アイカップ自然史博物館の利用

について、一つの前例は出来たと考えています。断続的に

はなりますが、今後も厚岸臨海実験所所属の学生をはじめ、

北大の学生によって博物館の有効利用がなされることを期

待しています。

■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2
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る飲酒運転による交通事故被害者を死亡させてしまってい

るという事実があるからです。さらに2014年7月に起き

た、3人死亡、1人重傷という大惨事になった小樽飲酒運

転ひき逃げ事件には北大生が巻き込まれそうになったと言

われています。飲酒運転事故件数が多い北海道においては、

再び北大生が悲惨な飲酒運転事故に巻き込まれるとも限り

ません。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必要があると考えます。

　具体的な飲酒運転撲滅活動として、北海道に飲酒運転撲

滅条例の制定を促す活動をしました。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んで

いるにもかかわらず、飲酒運転はなくならず、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と

いう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るということです。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おり、そのことに着目した

当委員会は、条例案を作成し、署名を10,060筆集め、北

海道に条例制定を促す活動を続けた結果、2015年11月に

条例が制定されました。当委員会委員長は北海道連自民党

条例検討委員会オブザーバー任命されており、今後はこの

条例がより良いものになるよう検討し続け、訴え続けてい

きます。また、罰則付きの飲酒運転再犯防止に関しては国

に対して要望していきたいと考えています。

■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

中毒で亡くなった事故がきっかけです。この事故は、2012

年に小樽商科大学の学生が急性アルコール中毒で亡くなっ

た翌年に起きた事故でした。そこで、近隣大学と協力し合っ

た取り組みが必要と考え、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たちが委員やサポート

スタッフとして一緒に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、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を兼ねた会を設けてい

きます。WHOが提言し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、北大の特色の一つである国際

交流を活かして、外国人も交えてより視野を広げていく話

し合いは、今後も必要だと考えています。

　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。北大生には飲酒運転を撲滅する責務がある

と思います。なぜなら、2004年に飲酒運転ひき逃げ事故

により北大生が死亡していること、2009年に北大生によ

北海道大学アルコール問題対策委員会
代表／新藤　利一　　医学部　　医学科　　5年
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■実施時期
【2015年】

4月〜11月	 全道での条例制定に向けた署名活動・啓発活動

	 6月	 	第1回飲酒運転のない北海道を目指すシンポ

ジウム

	 6月	 条例検討委員会出席　以後7回ほど出席

10月	 超党派条例検討会議出席

11月25日	 署名提出10060筆

11月26日	 	全会一致で北海道飲酒運転根絶に関する条例

制定

12月	 1日	 施行

12月13日	 	第2回飲酒運転のない北海道を目指すシンポ

ジウム

第1回飲酒運転のない日本を目指すフォーラム

12月20日	 飲酒運転のない砂川市を目指す決起集会

【2016年】

1月	 	北海道で飲酒運転再犯防止に向けた法律の新

設と改正を求める署名活動開始

2月	 	全国で飲酒運転再犯防止に向けた法律の新設

と改正を求める署名活動開始

第2回急性アルコール中毒防止啓発パーティー

■実施の評価
　急性アルコール中毒死を防止するための活動として、条

例案に急性アルコール中毒防止の教育に関する責務を盛り

込むことができました。今後は、その条例と継続して開催

する急性アルコール中毒防止啓発パーティーにより、学生

の急性アルコール中毒防止の活動を行っていきたいです。

　続いて、飲酒運転撲滅条例制定に向けての活動です。当

委員会で作成し、呼びかけ、署名活動を行った北海道飲酒

運転根絶に関する条例が全会一致で制定されました。今後

は本条例のもと飲酒運転根絶活動を行いながら、条例案を

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活
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■実施評価

より良いものにしていくために、検討をしていきたいと

思っています。また、罰則による飲酒運転再犯防止は条例

ではなく、法律でなされるべきだと考えています。今後は

国に対して署名活動を行い、飲酒運転再犯防止に関する法

律の新設と改正を求めていきます。

■その他（希望・反省等）
　北大元気プロジェクトを通年で行いたいです。特に私た

ち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

ただけると幸いです。北大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

宮本　晴司 情報科学研究科 情報理工学専攻 修士1

山㟢慎太郎 医学部 医学科 5

上松　由昌 医学部 医学科 5

安達　大揮 医学部 医学科 5

箱山　昂汰 医学部 医学科 4

村上　武志 医学部 医学科 2
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・「和かふぇ」2015年7月31日（153杯）

　「和」をテーマにした和やかなカフェで夏を楽しんでいただ

くために開催した。抹茶ラテや梅こぶ茶などの和にちなんだ

飲み物の提供は好評であった。浴衣の着付けやヘアアレンジ

の企画は花火大会に行く方々で賑わった。

・「オープンキャンパスカフェ」2015年8月2日（241杯）

　オープンキャンパスに合わせて13条交差点にて開催し

た。お越しいただいた高校生や保護者に対し、カフェとい

うアットホームな雰囲気の下、ありのままの北大生の姿を

伝えることが出来た。企画として、当メンバーによる合格

体験記や学部紹介冊子の作成、インスタントカメラによる

写真撮影などを行った。

・「北大マルシェカフェ」2015年8月22・23日（1198杯）

　農学院の生徒を中心として行われる「北大マルシェ」と

協力して開催した。マルシェに訪れた方々がイベントを楽

しみつつ、一息つくことができるような場所を提供するこ

とを目標とした。また、本場フランスのマルシェで雑貨が

扱われていることに倣ってカフェの一部に物々交換のス

ペースを設けたところ、予想以上の好評を博し、二日続け

て訪れる方もいた。

■実施の内容
・「北大祭カフェ」2015年6月4〜7日（1574杯）

　北大祭に合わせて総合博物館横の理学部ローンにてカフェ

を開催した。緑に囲まれる落ち着いたカフェを提供すること

ができた。北大祭の楽しい雰囲気の中にある休憩場所として

来場してもらえた。NoSeRAや交響楽団などの音楽サークル

による演奏も好評で、多くの人が足を止めて聞き入っていた。

・「百合が原音楽祭カフェ」2015年6月27・28日（331杯）

　北区の百合が原公園へ赴き、百合が原音楽祭にご来場い

ただいた方に、音楽を楽しみながら、飲み物で一息つくこ

とができるカフェを開いた。企画として、新メニューのグ

レープフルーツパッションを提供したり、メッセージツ

リーでモザイクアートを作成したりした。

・「わんにゃんかふぇ」2015年6月4・5日（613杯）

　飼い主のいない犬や猫を保護している団体である、

NPO法人「人と猫を繋ぐ ツキネコ北海道」とボランティ

ア団体「犬のМ基金」に協力をいただいて開催した。当日

は会場に多くの犬や猫を連れて来ていただき、来場者と動

物が触れ合うなど、会場は大いに賑わった。

北大カフェプロジェクト
代表／菊池　祐里子　　医学部　　保健学科　　2年
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・「クラークシアターカフェ」2015年11月21・22日（303杯）

　北大映画館プロジェクト主催の「CLARK THEATER 

2015」にてカフェスペースを提供した。当日はイベントへ

来場された多くの方々にカフェを利用していただき、会場の

雰囲気づくりに貢献できたと感じた。また、今回のイベント

を通して当団体について知っていただけた来場者も多く、団

体同士のコラボによる相乗効果を感じたカフェであった。

・「かまくらカフェ」2016年2月6・7日（168杯）

　理学部ローンにおいて「冬の北大を味わうカフェ」を開

催した。そこで運営されるカフェやかまくらの制作などの

企画を通じて、地域の方や学生がお互いの存在をよりいっ

そう身近に感じ、大学内外の垣根を越えた深い交流が生ま

れるカフェ空間を創ることができた。

・「Coffee Café」2015年10月16日（62杯）

　遠友学舎にて、珈琲にこだわったカフェを展開した。種

類の違うコーヒー豆を4種類用意し、それらの飲み比べ

セットを来場者に提供した。来場者からは、「一度に何種

類ものコーヒーを飲むことがないので、貴重な体験でした」

などの感想をいただくことができた。

・「銀杏並木カフェ」2015年10月24・25日（1747杯）

　北大の名所である北13条通りの銀杏並木で、札幌市民や観

光客、学生の方々との交流を目的とした恒例のカフェである。

生憎の悪天候に振り回された2日間であったが、それでも多く

来場者があり、今年度最大の杯数を記録した。音楽サークル

を誘致して演奏会を行い、華やかに盛り上がった。
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北大カフェプロジェクト

■実施時期
2015年4月〜2016年3月

■実施の評価
　活動開始から9年目を迎えた今年度、さまざまなテーマ

で12回のカフェを開催した。

　当団体の活動理念は「人と人をつなぐコミュニケーショ

ンスペースとしてのカフェの提供」である。今年度の活動

では、この目的を十分に達成することができたと感じてい

る。北大構内で行ったカフェでは、来場者にはカフェを楽

しみながら、北大ならではの四季折々の豊かな自然を感じ

ていただけた。また、開催場所を問わず、カフェスペース

での北大生とのコミュニケーションにより、北大をより身

近なものと感じていただけたと思う。

　今年度は特に自主性を発揮し、様々な形、企画で来場者

とのコミュニケーションを図ることができたと考えてい

る。今年度新たに企画した「和かふぇ」での「和」にちな

んだ様々なメニューの提案や浴衣の着付けイベント、

「Coffee Café」で豆にこだわったハンドドリップでの

コーヒーの提供など、それぞれのカフェごとに定めた目的

に向かって様々なアイディアを柔軟に出し合い、実現する

ことができた。

　また、私たちの活動は多くの他団体や人々と共に企画を

進めていくという特色がある。今年度も、「わんにゃんか

ふぇ」ではNPO法人の方々、「百合が原音楽祭カフェ」で

は北区役所の方々、「クラークシアターカフェ」では今年度

同じく、北大元気プロジェクトに採択されている北大映画

館プロジェクトの方々と共にイベントを開催した。様々な立

場の他団体と共にイベントを作り上げていく経験、そこで

受け取ったアドバイスは、今後の私たちにとっても非常に

有益であるだろう。

　さらに今年度は、立看板やポスターのデザインや掲出方

法にこだわるなど、広報活動に力を入れたことで、より多

くの方に私たちのカフェを知っていただくことができたと

考える。これは多くの人に団体の存在を知ってもらい、活

動の幅を広げることにつながった。

■その他（希望・反省等）
　反省点は、団体内での情報共有が足りない面があったこ

とである。

　メンバーが50人以上と多くいるため、各カフェは4〜6

人の担当者が中心となって運営を進めるという方法を取っ

ている。このため、団体としての意識よりも、担当者とし

ての意識が優先してしまったことが、情報共有が不足した

原因ではないかと考える。

　北大元気プロジェクトという名の下で活動させていただ

いていることも踏まえ、一人ひとりが団体としての責任感

をより一層持って活動する必要があると感じた。

　北大元気プロジェクトには、学内で活動する際の開催場

所の申請や、ミーティング場所の確保という点で、大変お

世話になった。金銭面だけでなく、このような学内を中心

とした活動の活性化という点でも、北大元気プロジェクト

の価値は高いと思う。今後も、この制度が継続することを

願う。
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■実施評価

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

相澤　優作 工学院 人間機械システムデザイン専攻 修士2

高橋　　優 文学部 人文科学科 4

木下　　瞳 文学部 人文科学科 4

小林　貴洋 工学部 機械知能工学科 4

岩本　太一 工学部 環境社会工学科 4

清水　　昴 工学部 環境社会工学科 4

柳原千絵子 工学部 環境社会工学科 4

西村　洋亮 経済学部 経営学科 4

溝口友里奈 教育学部 教育学科 4

柳谷　祐希 （北海商科大学） 4

角谷　加奈 （北海学園大学） 4

河合　美典 薬学部 薬科学科 3

八木伸一郎 法学部 法学課程 3

上田　菜穂 文学部 人文科学科 3

茂木　友斗 文学部 人文科学科 3

村岡　愛子 文学部 人文科学科 3

大橋　史奈 農学部 応用生命科学科 3

中岡梨々子 工学部 情報エレクトロニクス学科 3

菅原　雄太 工学部 環境社会工学科 3

河村　宰祥 工学部 応用理工系学科 3

新屋　千夏 経済学部 経営学科 3

今宮　彩子 経済学部 経済学科 3

関井菜々香 教育学部 教育学科 3

小川　帆貴 医学部 保健学科 3

藤木明日香 医学部 保健学科 3

本田　　努 理学部 地球惑星科学科 3

関根　迪高 （北海学園大学） 3

川田　実沙 （北星学園大学） 3

原　　隆人 薬学部 薬科学科 2

日野早矢香 法学部 法学課程 2

岩谷　咲希 農学部 生物環境工学科 2

石田　拓都 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

牧　　理沙 経済学部 経営学科 2

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小林　葉月 医学部 保健学科 2

橋本侑里香 医学部 保健学科 2

恒川　佳諒 理学部 化学科 2

吉田賢史郎 水産学部 資源機能化学科 2

川島　誠洋 水産学部 海洋生物科学科 2

平野　優里 （武蔵女子短期大学） 2

西川　真由 （藤女子大学） 2

相間　雄仁 総合教育部 1

珍名　伸明 総合教育部 1

山口　紗希 総合教育部 1

会田　恭平 総合教育部 1

髙橋　優花 総合教育部 1

高田　佑太 総合教育部 1

折田　大輔 総合教育部 1

月山あかり （藤女子大学） 1

児玉えみり （日本医療大学） 1

尾澤なつみ （天使大学） 1
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■実施時期
2015年11月21日（土）〜23日（月・祝日）の3日間

■実施の評価
　今年のCLARK THEATERでは、最高学府である北海

道大学で映画館を運営する意義を追求し、映像の学びや映

画を通した学びを提供することを第一の目的として掲げて

おりました。映像教育について、今回は世界初の職業映画

監督ジョルジュ・メリエスを取り上げました。彼の映画で

用いられた技法や映画産業全体の発展、また幻といわれた

彼のカラーフィルムの復元を取り上げたドキュメンタリー

映画を上映した企画では、お客様に映画の原点をお見せで

きたと考えます。会場内には16mmフィルムによる短編

映画上映スペースを設け、昔ながらの上映を実際に目で見

て音を聴いていただくことで、よりお客様の知的好奇心を

刺激することができたと考えております。また、人工知能

をテーマにした企画では映画上映と対談によって、人工知

能との未来をお客様一人ひとりが考えていただくきっかけ

を提供できました。

　しかし、もっと私たち自身が事前に学ぶことで提供でき

たことがたくさんあったとも考えています。準備・運営に

手いっぱいになり、映画に関するたくさんの魅力的な学び

の種をすくいきれなかった点に悔いが残りました。メン

バーのための勉強の場をより多く設けることが必要である

と考えています。

　また10周年を迎えるCLARK THEATERとして、私たち

北大映画館プロジェクトの団体としての目標「北大常設映

画館の設立」を大学や地域の皆様と共に考えることも大き

な目的として掲げておりました。私たちの活動を多くの

方々に知っていただくという点において、今年は例年に比

■実施の内容
　CLARK THEATER 2015実施にあたり、主に以下の

活動をメンバーで分担して行いました。

・運営資金取得のための営業活動（6・7月）

・上映作品、招待ゲストの選定及び交渉（6〜8月）

・ パンフレット、ポスター、CM、Webサイト等広報宣伝

媒体の制作（8〜10月）

・ ラジオ、新聞、配布等の広報宣伝活動（10月上旬〜11

月中旬）

・ CLARK THEATER 2015当日における会場運営、映

写活動（11月21〜23日）

　例年より開催期間を短く設定し、限られた人員を最大限

に活用し質の向上を図りました。今年度の新しい取り組み

として2点挙げます。まず機材やスペース確保の難しさか

ら例年実施できなかった「生演奏付き上映」を行いました。

入念なリハーサルや事前準備により当日は滞りなく企画を

進行させることができ、お客様に演奏をお楽しみいただけ

ました。また、会場となるクラーク会館が通常閉館してい

る日曜・祝日において、2階中央ホールをお貸しいただき

ました。ここでは16mmフィルム上映会等の催しを行い、

より広い場所でより多くのお客様に、上映前や上映後のお

時間をくつろいでいただきました。

　また、北海道大学の学生団体とも連携しました。今春、

映画研究会を中心として制作された短編映画「春一番」の

上映＆トークショーや、北大カフェプロジェクトのカフェ

スペースの提供として多くの方に協力していただき、学生

の立場から北海道大学の魅力をお客様にお伝えできたと考

えます。

CLARK THEATER 2015
代表／曽束　芽吹　　教育学部　　教育学科　　2年
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氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

加藤　大嗣 総合教育部 1

工藤　真隆 総合教育部 1

小林　謙太 総合教育部 1

高橋　恵介 総合教育部 1

森　　祐貴 総合教育部 1

佐々木宏輔 総合教育部 1

田村　宏哉 総合教育部 1

早川　千尋 総合教育部 1

松㟢　光孝 総合教育部 1

森　　友己 総合教育部 1

山崎　健太 総合教育部 1

劉　　之恩 （藤女子大学）

べ短い開催期間ではありましたが過去10回のCLARK 

THEATERの中で3番目に多い集客を達成することができ

たことは大変満足のいく結果です。また「映画館」という

場所を考え直すというテーマの企画では、札幌で映画関連

の仕事をされている方々の対談により、お客様に札幌市の

映画館の現状や映像教育の場を知っていただき、映画館の

ある北海道大学の姿を想像していただけたと考えています。

■その他（希望・反省等）
　予算申請や配布の腕章貸し出しの際に団体内できちんと

連携がとれておらず、関係者の方々にご迷惑をおかけしま

した。再度情報共有の重要性を確認し、責任感を持って個々

の仕事をこなすよう注意します。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小林　素直 工学部 環境社会工学科 4

宗像のぞみ 文学部 人文科学科 4

川端　宣志 教育学部 教育学科 3

村岡　愛子 文学部 人文科学科 3

藤川　雄基 理学部 生物科学科 3

大沢　啓人 理学部 化学科 3

菅野あかね 文学部 人文科学科 3

関根　　健 経済学部 経営学科 3

植村　　央 医学部 保健学科 3

土屋　琢也 薬学部 薬科学科 3

依田はる乃 （藤女子大学） 3

荒家　　優 （藤女子大学） 3

小原　綾音 （藤女子大学） 3

日野真理菜 （藤女子大学） 3

戸田　博士 医学部 保健学科 2

土橋　一葉 法学部 法学課程 2

井田　優子 医学部 医学科 2

古林　　萌 文学部 人文科学科 2

澤永　紗希 経済学部 経営学科 2

林　　祐太 水産学部 海洋生物科学科 2

浅沼　萌佳 （藤女子大学） 2

喜久川智世 （藤女子大学） 2

千村　聡美 （藤女子大学） 2

仲川　春菜 （藤女子大学） 2

山本　千尋 （武蔵女子短期大学） 2

青木わかな 総合教育部 1

蝦名慎太郎 総合教育部 1

佐藤　康平 総合教育部 1

島津　昂平 総合教育部 1

道念　佑樹 総合教育部 1

藤原　魁佑 総合教育部 1

矢作　成実 総合教育部 1

安田穂乃香 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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集から始めました。今年は昨年の反省を活かして積極的に

新歓活動を行い、同時に研究課題のアイデア出しやスポン

サーの募集なども早い段階から取り組みました。メンバー

同士の話し合いの結果、今年の研究課題は「生体分子モー

ターと微細加工を用いて集団行動を再現するシミュレータ

の構築」というものに決まりました。研究の内容が決まっ

てからは化学科の研究室などをお借りして実験を行ってい

きました。今年はよりプロジェクトの全体像を強く意識し、

実験の方針と目標の設定、到達度の評価などを昨年より自

覚的に行うように心がけました。

　9月には東京で中間報告会があり、その時点での結果を

まとめたWikiページの作成をおこない、東京大学本郷キャ

ンパスでプレゼンテーションを行いました。この中間報告

会も本大会に倣って英語で行われており、発表の原稿やス

ライドは顧問の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。中間報告会では去年よりさら

に順位を上げて準優勝を果たし、2カ月後にボストンを目指

す同じ志を持った他大学の皆さんとの交流も出来ました。

　中間報告会の後は、いただいた質問やその後のディス

カッションで得られた反省を踏まえつつ、さらに実験を行

いました。本大会が近付いてからは実験を切り上げてプロ

ジェクトの総まとめに入り、今までの成果をWikiとして仕

上げ、さらにYouTubeの動画作成を行いました。今年は

メンターの方々の助言とメンバーの技術向上のおかげで

質、量ともに昨年と比べて大幅にパワーアップしたものを

完成させることができました。本大会では、今年も会場で

あるハーバード大学のあるボストンまで約1週間の旅程で

赴き、発表を行ってきました。本大会では昨年より余裕を

もって臨めた分、他のチームの学生とディスカッションを

したり、レベルの高いプレゼンを見ることができ非常に有

意義な体験をすることができました。また本大会では今年

から評価が厳しくなって各チームが苦戦する中、当初の目

標であったGold Prizeを頂くことができました。

　連続の参加ということで、今までよりも良い結果を出さ

なければならないというプレッシャーもありましたが、去

年までの反省を活かしリーダーを中心として組織改革をお

こなったこと、そして何よりも各メンバーの頑張りが功を

奏したのだと思います。

　改めまして支援してくださった先生やメンターの方々に

心より御礼申し上げます。

■実施の内容
　本プロジェクトは昨年に引き続き2年目の継続採択とな

りました。昨年同様私たちメンバーはボストンで行われた

「国際生体分子デザインコンペティション（BIOMOD）」

への参加を目標に1年間活動に取り組んできました。

BIOMODはタンパク質やDNAといった様々な生体分子

を応用して何か有用なことをしてみよう、という学部生向

けのユニークな生物系の国際大会です。

　今年も全11か国から30校のチームが参加し、それぞれ

個性豊かな課題に取り組みました。この大会の特徴は、研

究者を目指すという人に限らず学部生という早い段階から

様々な専攻を持つ学生が本格的な研究活動を主体的に行え

ること、そして世界を相手に発表を行うことで英語での発

信、コミュニケーション力を培うことが出来るという点に

あります。

　大会に向けた我々の主な活動はプロジェクトの計画立案

と課題設定、課題に応じた実験活動、そして実験結果の報

告と世界にむけた発信です。大会では現地でのプレゼン

テーションの他にプロジェクトの成果をまとめた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シャツづくりが課せられています。国

際大会ということもあって、今年も本大会、国内大会とも

に、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3年目

ですが、今年も4月の発足以降まずはチームメンバーの募

北大生の「国際生体分子デザインコンペティション（BIOMOD）」
への参加を通したグローバルリーダーの養成

代表／西井　建人　　農学部　　生物環境工学科　　2年

東京大会（結果は2位）での記念撮影

ボストン大会金賞の賞状

ボストン大会（結果は金賞）での記念撮影

プレゼンテーションの様子
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■実施時期
 4月：BIOMODに参加する学生の募集

 5月：実験計画の立案と準備

 6〜10月： 実験及びWiki、動画、プレゼンテーション資

料等の作成

 9月5日：東京大学で国内中間報告会（日本大会）

10月31日、11月1日：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つです。

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の習得

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

を涵養する

①に関して

　まず昨年度の反省として、メンバーが少なく経験が浅

かったこともあって組織体制そのものにやや不備がみられ

ました。今年度は研究プロジェクトのマネジメントという

点からリーダーを中心にメンバーの役割分担を明確に行

い、個人の担当分野の習熟と到達度確認に力をいれました。

　また情報発信という点では、昨年と同様BIOMODで課せ

られているWikiとYouTube動画の作成を行い、全世界に向

けて英語で成果の発表を行っています。昨年の課題であっ

た動画作成技術の向上についても3D映像の作成に挑戦する

など積極的に取り組みました。チームの運営と多様な発表

手法を経験することによって、個々人のマネジメント能力

及び情報発信能力が大幅に向上したと考えています。

②に関して

　Wiki、動画、プレゼンテーションのいずれの発表手段も

学術論文と同様に専門英語の知識と理解を必要とするた

め、どの原稿を執筆する際においても学術英語の学習を意

識的に行うことが出来ました。また、プレゼンテーション、

及び質疑応答そして現地での交流はすべて英語で行われる

ため各個人の英語力が向上しました。

③に関して

　今年は全世界11か国から30チームがBIOMODの本大

会に参加しました。他チームの研究レベルは年々上がって

きていることが発表からも感じられ、海外の学生のレベル

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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4

3

2

1

0

■実施評価

の高さを知ることが出来ました。また今年は、研究内容が

近いチームとディスカッションを行うなど、現地でも海外

の学生とより積極的に交流を行うことに努めました。

■その他（希望・反省等）
　今までの反省を踏まえて少しずつ改善を積み重ねていき

ましたが、どうしても実験自体がうまくいかないことも多

く、去年に引き続きの採択ということでプレッシャーもあ

りました。今年は東北大のチームが総合優勝を果たしてお

り、まだまだ北大チームも高みを目指していきたいと思っ

ています。

　元気プロジェクトからご支援をいただいたおかげで今年

もプロジェクトを成功させることができました。心より御

礼申し上げます。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山本　隆博 理学部 生物科学科 3

山田　真司 理学部 化学科 3

白川　　稜 工学部 情報エレクトロニクス学科 2

福嶋　智輝 工学部 環境社会工学科 2

岡　　碧幸 農学部 生物機能化学科 2

前田　裕斗 農学部 生物機能化学科 2

乙井　春樹 総合教育部 1

ブラジルの大学生と記念撮影

ハーバード
大学創設者、
ジョンハー
バード氏の
銅像前にて
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■実施時期
  4月18日　第1回マッピングパーティー開催

  6月13日　第2回マッピングパーティー円山動物園開催

  6月15日　遠友学舎にて台湾の地図関係者と交流会

  8月  8日　第3回マッピングパーティーすすきの開催

  9月18日　State of the Map Taiwanに参加し講演

10月31日　State of the Map Japanに参加し講演

12月  3日　Map My Dayに参加

■実施の評価
　今年度はほとんど常に開催イベントや参加イベントを抱

え、継続的に広報活動を行うことができた。マッピングパー

ティーについては、大学関係者、福祉関係者、学生など様々

な方々に参加していただいた。参加者の方々の感想として

は、「車いすに乗るとこんな不便な点があった」「車いすの

人と一緒に街を歩きご飯を食べたが、健常者も障害者も変

わらず楽しめた」などがあった。参加者に街のバリアフリー

や心のバリアフリーについて「気付き」を与えるという目

標を達成できたと感じている。State of the Mapでの講

演に関しては、参加者が地図関係者ということもあり、広

報によって活動の協力者が大きく増加した。全国各地、世

界各地から集まる大きなカンファレンスであるため今年度

交流した方々が各地の地元で活動を続け、Wheelmap全

体の情報が拡充されるという期待が見込まれる。

　イベントに参加することで、私たちも多くの経験を得て、

来年度以降の活動方針について考えることができた。私た

ちの団体が発足してから二年間、まずは活動を知ってもら

い、団体のメンバーを増やそうと広報活動に力を入れてき

た。結果として情報の拡充は進み、Wheelmapに掲載さ

れている道内のバリアフリー情報は約3.5倍に増えてい

る。

■実施の内容
　今年度は私達の活動の中心であるマッピングパーティー

を多数開催することができた。マッピングパーティーとは、

実際に車いすユーザーとともに街歩きを行い、バリアフ

リー情報を収集・入力するイベントである。4月には北大、

6月には円山動物園、8月にはすすきのと、毎回異なった

場所とテーマでマッピングパーティーを開催し、

Wheelmap上への情報入力と参加者の福祉に対する考え

方の転換を図った。

　外部のイベントにも積極的に参加し、地図関係者や福祉

関係者との交流を深めるとともに、活動の広報に努めた。

8月には車いすユーザーのライブイベントに参加した。車

いすユーザーとのかかわりで得た知識や経験をもとに、会

場設営や車いすユーザーの移動支援を行った。

　特に大きな広報効果があったと言えるのは、地図関係者

の大きなカンファレンスであるState of the Mapへの参

加である。8月に台湾で開催された世界規模のカンファレ

ンスと、10月に浜松で開催された国内のカンファレンス

に参加することができたことである。台湾では日本で行っ

ている活動について講演を行い、海外でも地理関係者や車

椅子ユーザーとのつながりを築くことができた。浜松では

活動の紹介に加え、活動の際に大事にしている想いを伝え

て協力をお願いした。私たちが大事にしていることとは、

バリアフリーの視点から地図の技術を活用することで心の

バリアフリーを広めることである。少しの工夫や配慮に

よって車いすユーザーも健常者と同じように生活を楽しめ

ること、楽しみ方を自分で選択できることを話した。その

結果、翌日の参加者によるマッピングパーティーではバリ

アフリー情報の収集にもご協力いただき、私たちが札幌に

帰ってきてからもほかのイベントでWheelmapについて

広報してくださる方もいた。

　直接の参加以外に、インターネットを利用して世界中で

同時にマッピングパーティー取り組むという新たな試みに

も参加した。ドイツのWheelmap開発団体とWHOによる

世界的マッピングイベントであるMapMyDayに合わせ

て、札幌-大通駅周辺の地下街にてマッピングパーティー

を開催した。当日マッピングパーティーに参加できない方

に対しては、自分の身の回りで少しでもマッピングをして

ほしいと広報した。

Wheelmap Project
代表／木明　翔太郎　　法学部　　法学課程　　3年
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　しかし、社会問題としてバリアフリー情報の公開が進み、

車いすユーザーと健常者の心の距離が縮まるためには、私

たちの活動がより広く普及する必要がある。活動の主体が

私たちに限定されるのではなく、より多くの場所で私たち

と同じ目的を持ち、同じ活動を行ってくれる方々を増やす

ために、現在リーフレットを作成している。このリーフレッ

トはWheelmapの意義や使用方法を簡単にまとめたもの

で、読んだ人が自力でWheelmapの考え方を理解し、情

報拡充に参加できることを目標としている。来年度はこの

リーフレットを配布し、より広い範囲に協力者を増やした

いと考えている。

　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開

催に向け、バリアフリーアプリ・サイト、ユニバーサルツー

リズムの活動が日本各地で動き出す中、来年度以降は他団

体との差異化を図りたいと考えている。私たちの特徴は北

大の学生が中心となり活動する団体であるということであ

る。この特徴を生かして団体の運営を継続していくために、

身近で将来の継続性もある中高生を参加させる取り組みを

現在話し合っている。来年度はこの企画の実現に向けて活

動を行っていきたい。

■その他（希望・反省等）
　北大元気プロジェクトの申請や報告方法について、団体

内での情報共有が上手くいかなかった。来年度は確認も含

めて日程や担当の管理を徹底し、改善に努めたい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

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

西　　美里 文学部 人文科学科 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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ました。来場された方の41％を10代が占めており、高校

や大学への進学を考えた方に実験に触れていただけたこと

は、理系分野への興味の喚起につながったのではないかと

考えています。まさに私たちの目標の一つである「波及的

な科学への発展」を達成することができたと思います。

　また、蘭州大学のiGEMチームとの交流においては、互

いのプロジェクトについて意見の交換を英語で行ったこと

で、大会本番前に実践的な練習ができただけでなく、互い

の意識向上につながったと思います。

2．平成27年8月〜9月

　次に、本格的な実験を行って大会に出場した8〜9月の

活動についてです。

　この2か月は私たちが設計した生物デバイス作成のた

め、毎日繰り返し実験を行いました。ここでは実験作法の

習得だけでなく、実験に関する知識を更に高めてメンバー

間のスキルアップを目指しました。また、英語で実験結果

をまとめ、大会に向けての発表練習を行いました。

　9月30日に開催されたボストンの大会では、これらの実

験や発表練習をもとに世界各国の学生や研究者と英語で交

流を行い、実践の場においてそれまでに蓄積してきた知識

や英語力を余すところなく発揮できたと思います。各メン

バーとも自分の今持っているものを全て出し切っただけで

なく、他国の学生からも刺激を受け、これからの研究活動

への原動力となりました。

■実施の内容
　私たちが今年度行った内容について大まかに3つの時期

に分けて紹介します。

1．平成27年4月〜7月

　本格的な実験が始まる前の4〜7月における活動として、

新人教育、北大祭における公開実験の実施、中国蘭州大学

と交流を行いました。

　新人教育では、今年度から初めて実験や研究活動に携わ

るメンバーが半数以上を占めていたため、ミーティングの

回数を増やして個々のメンバーがもつ基礎能力の底上げに

努めました。具体的には、過去の大会で他のチームが発表

した内容の調査や論文講読をもとに、新たな生物デバイス

設計に向けた活発な議論を行いました。教材として使用し

たこれらの調査・講読は大半の記事が英語で記されている

ため、学術的かつ実践的な英語に直接触れながら議論を深

めることで、国際人として必要とされる英語力の向上に大

いに役立ったのではないかと思っています。

　この他にも、世界的な分子生物学のバイブルともいえる

“Molecular Biology of the Cell”の輪読会を実施し、

メンバー全体の知識量増加を図りました。この輪読会には

メンバー以外の北大生も数名参加しており、本団体に限ら

ず、北海道大学における分子生物学の波及のきっかけに

なったのではないかと考えています。

　次に北大祭における公開実験についてご紹介します。今

年度も100名近くの来場者の方が実験に参加してください

北大生による「生物ロボットコンテスト」
への参加

代表／櫻井　珠真呂　　理学部　　生物科学科　　3年
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3．大会後から現在まで

　最後に、大会後から現在に至るまでの活動内容について

紹介します。ボストンから帰国後はこれまでの活動を振り

返り、以後の活動内容の改善を試みています。

　具体的には、専門知識不足を補うための勉強会を改めて

開催して全メンバーが議論に参加できるような対策を取っ

たり、計画のズレを防ぐべく予定の見直しを行ったりして

います。

■実施時期
4月〜10月

■実施の評価
　以上、今年度の私たちの活動は、「生きた科学技術の習

得」、「生きた科学英語の習得」、「波及的な科学への発展」

という3つの目標を達成することができたかと思います。

来年度以降も現時点での活動内容に満足せず、更に高みを

目指して積極的に活動を進めて行きたいと思います。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

峯　　健太 総合化学院 総合化学専攻 修士1

松村　直也 医学部 医学科 4

水戸部絵理 理学部 数学科 4

福田　　怜 農学部 応用生命科学科 3

田仲　真実 水産学部 増殖生命科学科 3

酒井　友里 理学部 生物科学科 3

三本　斉也 理学部 生物科学科 3

小野　紘貴 理学部 生物科学科 3

伊藤　昂哉 医学部 医学科 3

豊岡　美穂 農学部 生物機能化学科 3

藤田　美玖 農学部 応用生命科学科 2

西村　瑠佳 水産学部 増殖生命科学科 2

三又　一泰 農学部 応用生命科学科 2

藤巻あかり 理学部 生物科学科 2
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昨年度と折り返し地点

は同じだが、安全性や

完歩率の向上のため今

年度はルートを変更し

た。また、昨年度東区

のつどーむだったゴー

ルを北大に変更するこ

とで、ゴールした参加

者の達成感やイベントらしさの演出につなげた。当日の班

の人数はそれぞれ約10名程度で全7班。参加登録の際のグ

ループや参加者の情報をもとに振り分けている。昨年度は

小休憩と大休憩があったが、今年度は30分程度の小休憩

をよりこまめに設定した。これが参加者の体力回復にうま

くつながった。また、昨年度形式的になってしまった健康

チェックを今回はなくし、運営メンバーが個々に参加者の

体調を直接聞く体制にしたことで、参加者の状態を漏らさ

ず見ることができた。運営メンバーは、班と班の間に入っ

て実際に一緒に歩く「歩行部隊」、わかりにくい道や残り

の距離を案内する「案内部隊」、全体の流れや動きをみて

統括する「本部」に分かれた。この24時間は体力勝負で

あるためお互いに配慮し、運営メンバーがバテてしまわな

いように部隊の交代などを行った。また、民間救急サービ

スを利用する他、3台のレンタカーを準備し、荷物のみな

らず、負傷者や体調不良者の搬送を行った。行程の途中で

は、おにぎりやチョコレート、栄養ドリンクの配給を行い、

折り返し地点ではミニイベントを行うなど、参加者がつら

い状況でも楽しんでもらえるよう工夫した。

　イベント終了後は、参加者アンケートの実施と、今年度

の資料の整理や運営状況の反省を行い、来年度に向けた展

望を運営メンバー全員で共有し合った。

■実施の評価
　今回で4回目を迎えた「夜のピクニック」だが、今年度

は運営メンバーの代替わりもあり、全体としてさまざまな

変化が見られたと言えるだろう。まず、イベント自体の雰

囲気の変化だ。参加者は昨年より30名ほど減ったが、運

営メンバーと参加者との垣根を越えた交流があったこと

で、例年よりもアットホームな雰囲気のイベントにつな

がった。また、今年度は新たに「地域」というテーマを掲

げて企画に臨んだ。今年はルート内の「地域紹介」を参加

■実施の内容
　本企画「僕らの歩行祭〜夜のピクニック〜」は通称「夜

ピク」として、今年度で4回目の開催となった。普段何気

なく行っている“歩く”ことの面白さやすばらしさを知っ

てもらうこと、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つのテーマを掲げ、参加者には原作『夜の

ピクニック』（恩田陸著、新潮社、2004年）のように24

時間約70kmを歩いてもらう。

　我々運営メンバーの実際の活動は、週1回の全体ミーティ

ングを軸とし、組織内で代表・運営・広報・HP・総務の5

班に分かれてそれぞれの連携をとりながら進められた。

　昨年度のイベント終了後から今年度の開催に向けての話

し合いを行い、4月は新歓活動・北大元気プロジェクトへ

の応募・予算確認・ルートの確認訂正を行うとともに、参

加者募集開始への準備にあて、5月にポスター掲示やビラ

配り、SNS配信など本格的な広報を開始した。5月、6月

は参加者向けしおりの作成、当日の必要物品の調達ルート

の調整、施設の予約、保険の申し込みなどを進め、またルー

ト確認のためのリハーサルを繰り返し行った。さらに北大

祭や、本番2週間前の「参加者交流会」に向けての準備を

平行して行った。北大祭への出店は2年目で団体・イベン

トの知名度の向上につながった。「参加者交流会」では、参

加者に本番の詳しい説明を行い、当日の班を発表、その後

班ののぼりを作成してもらった。事前に参加者同士そして

参加者と運営メンバーの交流を行うことは、当日の安心感

や安全面の向上につながると考えている。交流会後の2週

間はより密な話し合いとルート確認を行い、本番に備えた。

　当日は、参加者77名が朝9時に北海道大学を出発、夕暮

れ頃に折り返し地点である石狩浜海水浴場に到着、明朝に

屯田・発寒をまわり、朝8時頃、74名が北大にゴールした。

第4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　　3年
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■実施時期
6月20日（土）　参加者交流会

7月4日（土）・5日（日）　僕らの歩行祭本番

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

向藤原　海 農学部 農業経済学科 4

山田　　愛 文学部 人文科学科 3

田中　嘉乃 医学部 保健学科 2

反田加那子 法学部 法学課程 2

桜井　　梓 薬学部 薬学科 2

長谷川貴章 理学部 生物科学科 2

佐藤　公亮 水産学部 増殖生命科学科 2

治田　芽生 文学部 人文科学科 2

石川　恵太 理学部 生物科学科 2

前田　妃織 （藤女子大学） 2

佐々木梨乃 （藤女子大学） 2

佐藤　風花 （藤女子大学） 2

島田　亜実 （藤女子大学） 1

沼澤　里佳 総合教育部 1

者に配付する「しおり」に掲載し、歩行ルート周辺地域の

隠れた魅力を伝える工夫をした。そして今年度最も印象的

だったのは、参加者の「歩く意欲」とその完歩率の高さで

ある。例年だと普段歩くことのない長距離に体力・気力を

削がれリタイアしそうになったり元気を失ったりする参加

者が多かったが、今年度はゴールまで会話の絶えない班や

休憩が終わると同時にすぐに歩き出す班が多く、運営メン

バーも参加者の「歩く意欲」の高さを強く感じた。これは、

班単位の人数が減ったことで結束が固くなり、互いを支え

合いながら歩いていたことによるものだと考える。この意

欲に加え、こまめな休憩やスタッフのサポート体制、ルー

ト構成などの変更によって、参加者の完歩率が昨年度の

83％から今年度の96％へと大きく上昇したと思われる。

また、その後10・11月に開催した走行距離20km程度の

サブイベントでは、昨年までの2〜3倍の約30名の参加者

を数え、7月の「夜のピクニック」による知名度の向上、

口コミの広まり、リピーターの獲得など非常に良い印象を

受けた。なにより、イベントを通して、参加者の「やりきっ

た！」という表情やイベント後も続いている参加者同士の

つながりに直に触れ、感動し達成感を得ることができた。

■その他（希望・反省等）
　このように、今年度の「夜のピクニック」は、大きな変

化にもかかわらず、参加者からは高い満足度を得ることが

でき、大きな成功を遂げたと言えるだろう。しかし変更点

の多さから運営行程でうまくいかなかった点もあり、来年

度への課題も多々見つかっている。

　具体的には、①スケジューリングの確立→広報や物品注

文の遅れを改善すること、②運営メンバー内でのネット

ワークの構築、③参加者の自由度の向上、④イベントの規

模の模索、⑤地域との関連性の向上、の5点が考えられる。

　来年度以降も参加者に非日常の体験を提供し、学生のパ

ワーを感じられ、より地域に根ざしたイベントになるよう、

運営メンバー一同努力していきたい。
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広報

北大とその周辺にポスターを掲示

Twitter、facebookの利用

どうしん生活情報紙「札歩路」、讀賣新聞、朝日新聞に掲載

STV（札幌テレビ放送）「どさんこワイド！！朝！」に出演

学生主体・双方向メディア研究会With☆のラジオ番組

「With☆ラジ」に出演

金葉祭当日

　金葉祭は、歩行者天国としてイチョウ並木が一般開放さ

れる10月25日（日）にあわせて、前日24日（土）から2

日間の日程で実施した。開催時間は、両日とも10時から

21時までで、メインとなるイチョウ並木のライトアップ

は、18時30分から21時まで行った。

　最終的に実施した模擬店は、豚汁、じゃがバター、やき

いも、わたあめ、麦茶となった。

　また、10時から17時まで自然工作体験、実験教室を開

催したほか、落ち葉のしおり・小物作り、葉脈標本、銀杏

の変色実験、落ち葉のプールなど、多くの方に楽しんでい

ただける企画を用意した。

　金葉祭においては、見学者の安全確保が毎年の課題と

なっている。一般開放の時間帯以外は、車の往来があるた

め、見学者にも車の運転者にも迷惑をかけない金葉祭を目

指し、常に交通誘導員を配置して安全確保に取り組んだ。

■実施時期
2015年10月24日（土）・25日（日）

■実施の内容
準備

  4月　新歓活動

  7月　新企画の提案

スタンプラリー、メッセージボード、マスコット

キャラクター、グッズ作成、Twitter企画、アンケー

ト、展示企画、落ち葉のプール、実験教室、屋台

のメニュー追加（おしるこなど）

  8月　企画の決定

イチョウ並木のライトアップ、模擬店、自然工作

体験への新企画実験教室の追加、アンケート、メッ

セージボード、Twitter企画、落ち葉のプール、模

擬店メニューの追加（から揚げ、炊き込みご飯）

企画の担当者の決定

模擬店の参加団体の募集

  9月　 各企画内容の話し合い（模擬店の内容は保健所に

相談）

参加希望団体との話し合い（牛乳同好会、麦茶同

好会、宮嶋軍団）

10月　 各企画の準備、物品の購入、レンタルの発注、保

険への加入

金葉祭当日のボランティアの募集と説明会

ボランティアへの説明会は2回行い、一度目は

30名ほど、二度目は10名ほどの参加があった

説明会では各企画内容及び交通整理のマニュア

ルの説明を行い、参加希望企画及び時間帯の確

認を行った。

北大金葉祭
代表／小笠原　央　　工学部　　応用物理工系学科　　2年
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■実施の評価
　今年は、メインとなるイチョウ並木のライトアップの準

備はもちろんのこと、イベントである自然工作体験、実験

教室の充実、加えて見学者の安全確保を重点課題として取

り組んだ。

　ライトアップの準備については、発電機、投光器、配線

の位置を前もって確定し、配置をマニュアル化することで、

効率よく準備を行うことができた。

　また、昨年より力をいれた自然工作体験及び実験教室に

は、多くの来場者を迎えることができ、好評を得た。

　見学者の安全確保のため、車の通行に関しては、各部局

に前もって告知を行い、車を控えるようにお願いしたとこ

ろ、交通量がかなり減少したため、交通に関するトラブル

は全くなく運営することができた。

　衛生管理や撤収など、課題として取り組んだこと以外に

も昨年よりも手際よく対応することができたのは、評価で

きる点であると思う。

　しかしながら、全体的な取り組み開始が遅かったため、

人員の配置などが上手くいかず実施を断念した企画もあっ

たり、想定外とはいえ当日の悪天候への備えが足りなかっ

たりと反省すべき点は多くあった。

■その他（希望・反省等）
　今年で四回目となった金葉祭であるが、概ね目標は達成

できたと思う。

　既に秋の北大の風物詩となりつつあるイベントであるた

め、今後も継続して実施していきたいと考えているが、継

続の方法については今のところ検討していない。

　北大元気プロジェクトの範囲では実施困難な企画もある

ため、独自採算の方法など本プロジェクトからの独立も考

えながら、より多くの方に楽しんでいただけるような金葉

祭としていきたい。
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■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

小崎　拓登 理学部 化学科 4

山本　　啓 理学部 化学科 3

辻　　脩志 工学部 環境社会工学科 3

永井　　舜 文学部 人文科学科 3

檜山　悠宇 医学部 保健学科 3

池本　敦貴 工学部 機械知能工学科 3

市川　　瑠 工学部 環境社会工学科 3

南部　綾花 医学部 保健学科 3

新谷　研人 工学部 環境社会工学科 3

大池　琢斗 理学部 数学科 2

石橋　徹也 工学部 応用理工系学科 2

米岡　宏喜 総合教育部 1

小山田優輔 総合教育部 1

服部　遥子 総合教育部 1

水野　　麗 総合教育部 1

渡辺美季子 総合教育部 1
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　その後は12月の本番に向けて準備や練習等を進めた。

　今年は土曜日・日曜日の開催となり、土曜日は北海道大

学遠友学舎にて、留学生によるダンス・のど自慢大会、

ファッションショー、招待団体による楽器演奏やアカペラ

等が行われた。当日は悪天候であったにもかかわらず、多

くの方に来場いただき、国際交流を広げる一定の効果が

あったように感じられる。二日目の日曜日は北海道大学国

際本部にて、留学生が北アメリカ・ベトナム・中国・台湾・

ブラジル・ポーランド・イタリア・フランス・カザフスタ

ン・オーストラリア・ノルディック諸国といった、それぞ

れの出身国・地域に分かれてブースを出し、料理や文化を

紹介する催し物を行った。

　例えば中国では麻婆豆腐の提供、オーストラリアでは固

有の動物の紹介等、それぞれユニークな展示が行われ、多

くの来場者の方に楽しんでいただいた。

■実施時期
2015年12月5日（土）・6日（日）

■実施の評価
　SUIFは今年で2回目の開催となり、企画段階から参加し

たいとの声は、昨年に引き続き今年も聞かれたが、昨年よ

りもその声は多く、知名度があがっていることが感じられ

た。また、今年は企画開始段階から留学生が関わっていた

こともあり、留学生に対する告知や対応が昨年よりもス

ムーズに行われていたと感じている。

　反省点・改善点としては、まず動き出しが遅かったこと

があげられる。広報や集客の面でまだまだ改善の余地があ

り、プロジェクトの「一般の方に国際交流を身近に感じて

もらう」という目標のひとつは達成半ばであったと感じて

いる。また、北大元気プロジェクトからの支援について留

学生との間で齟齬が生じたことがあったため、いかに上手

く説明するか、コミュニケーションの方法に課題が残った。

　当日に関しては、昨年と異なり、前日に会場を借用して、

会場設営の時間を長く設けたことで余裕ができたが、装飾

が教室内の範囲に留まってしまい、イベントの全体的な雰

囲気としては、参加者の方に少し物足りなさを感じさせて

しまった。

■実施の内容
　本企画「Sapporo Universities International Festival」

（通称SUIF／スイフ）は平成27年度に始まった企画であり、

今年で2回目の開催となった。

　当団体の主目的は、①市民の方に海外の文化を伝え、国

際交流を身近に感じてもらうこと②留学生にSUIFを通じ

て日本の文化を体験してもらうこと③留学生と日本人が一

緒に協力し合って活動できる機会をつくること、であり、

留学生と日本人学生が企画時点から協力し合って複数の国

際交流イベントを企画した。

　活動は昨年2月から開始し、年間計画や本企画への準備、

新歓の準備等を進めた。4月の下旬に、留学生も含めた新

入生に加え今年度初めてSUIFの活動を知った在学生を対

象に新歓を実施したところ、前年より、留学していた留学

生や日本人も参加し、それぞれの間で交流が生まれた。

　6月には北大祭に出店し、本企画の知名度向上を図った。

9月頃より、10月18日開催の札幌市地下歩行空間での国

際交流イベント企画実施に向けて本格的に動き出し、内容

企画、装飾製作、パフォーマンスの練習等に励んだ。

　地下歩行空間のイベントは、主に留学生による歌や踊り

等のパフォーマンス、簡単な言語講座、世界各国のゲーム

等紹介の3点が行われ、地下歩行空間を通りかかった一般

市民の方と留学生・日本人学生との深い交流がみられた。

　なお、このイベントは北海道新聞の記事でも紹介された。

Sapporo Universities 
International Festival

代表／佐藤　慧　　教育学部　　教育学科　　3年
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評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■実施評価

　来年度に向けての具体的な課題として、①年間を見据え

た準備を事前にしっかりと行う。②広報の改善、広く一般

の方に知って頂く。③コミュニケーション力の向上。があ

げられる。

　課題は多く残ったが、来年度以降はそれをクリアしつつ、

国際交流を色々な方に身近に感じていただけるようなイベ

ントづくり、また、留学生と日本人が一緒に協力してひと

つの活動を行う機会づくり等を続けていきたい。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

蟹江紗耶子 農学院 環境資源学専攻 修士1

山田　秋澄 文学部 人文科学科 4

川越　柊子 経済学部 経済学科 3

村川　航平 理学部 生物科学科 3

林　　陽香 薬学部 薬科学科 2

佐々木貴士 文学部 人文科学科 2

上田　千弘 法学部 法学課程 2

頼　　兆平 総合教育部 1

Huay Wen Tai 総合教育部 1

中里　規子 総合教育部 1

佐々木里紗 総合教育部 1

廣瀨　史帆 総合教育部 1

Hiroka Jasmine Takeuchi -
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て展示を行った。イトウに関する知識や理解を深めるため

の基本情報から、環境DNAによる解析結果、保全に関す

る提言まで、資料を作成した。パネル展示、映像展示用資

料作成を行う為、調査風景の撮影、文献探索等を実施した。

展示協力依頼、学内外施設に赴いての展示協力交渉、展示

チェック依頼を行った。2月に道東、道央、学内の各施設

にて展示予定であるが、制作物について要望があった場合

3月以降も展示を検討している。

　科学教室部門は、北海道大学水産学部の協力のもと、小

学生及び保護者を対象に科学教室を実施した。プランクト

ンから魚類、鳥類へと幅広く興味を広げてほしいとの願い

から、プランクトン観察及び野外フィールドワークを企画

し、募集を行った。当日は函館市内にある水産学部内の実

習室で、顕微鏡での海水、河川水の観察、スケッチ、プラ

ンクトン観察を行った。水辺の生き物への当初予定の道南

の河川、茂辺地川でのフィールドワークは、悪天候により

残念ながら中止した。

　庶務は、これら部門の実施内容に応じて、HPによる広

報や研究紹介、会計等を行った。

■実施時期
調査研究部門：春期調査（2015年5月2日〜7日）

夏期調査（2015年8月14日〜28日）

実験（2015年10月〜2016年2月）

展 示 部 門：展示調整（2015年5月〜2015年10月）

展示（2016年1月〜2016年3月）

科学教室部門：科学教室（2016年9月26日）

■実施の内容
　本企画「eDNA解析による生物生息状況の調査」では

環境DNA解析という、生物の新しい解析方法を用いて、

絶滅危惧種であるイトウ（学名：Hucho perryi）の生息

についての調査と解析を行った。加えて、一般の人々に生

き物を知ってもらう機会をつくるために博物館や水族館で

展示を行い、小学生を対象に科学教室を開催した。本プロ

ジェクトは調査及び実験を実施する「調査研究部門」、展

示企画を行う「展示部門」、科学教室を企画・開催する「科

学教室部門」、HP管理・会計管理を行う「庶務」の4部構

成で各企画を実施した。

　調査研究部門は、水圏生物の生息調査方法である環境

DNA技術を北海道という特異的な地域で活かすべく、イ

トウを対象とした調査を実施した。本種は1960-80年代

にかけて急激に北海道内から姿を消し、現在は限られた地

域にのみ生息が確認されている。環境DNA解析は従来の

個体採集や目視と異なり、生息水を解析する事で生息の有

無や生息数を評価する事が可能な技術である。この解析方

法は、貴重な生息地に調査員が入ることなく、多数の地点

を評価する事が出来ると期待されている。本部門は2回の

調査で約85地点を調査し、北海道大学農学部、国立環境

研究所、オホーツクミュージアムえさし、猿払イトウ保全

協議会と共同で実験及び解析を行った。1月12日現在、飼

育実験下ではあるものの、イトウ生息地の検出に成功して

おり、本年度中には、調査の結果を解析する予定である。

　展示部門は、釧路市立博物館・知床博物館・美幌博物館・

山の水族館・オホーツクミュージアムえさしを協力館とし

eDNA解析による生物生息状況の調査
代表／細木　拓也　　水産学部　　増殖生命科学科　　3年
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■実施の評価
　調査研究部門としては、85地点の採水及び濾過、実験

とオーバーワークながら完遂できた。文献や神話、地名等

の書物や、地域住民への聞き込みから、イトウの生息情報

を収集し、これをもとに絶滅したと考えられる地域を重点

的に調査することができた。調査研究費は計画時の見込み

が甘く予定の額を上回り、非常に厳しい状況でのサンプリ

ングであった。現在も解析中ではあるが、今年度中には解

析結果が判明し、新たなイトウ生息が提言できる事が期待

されている。本調査では、釧路市立博物館、知床博物館、

美幌博物館、オホーツクミュージアムえさし、北海道大学

農学部、北海道大学厚岸臨海実験所、天塩研究林、枝幸町

の村山様のご協力をいただき、感謝申し上げます。

　展示部門としては、展示物の輸送費、印刷費、交通費等、

事前の予定と変わってくる見込みの部分が複数あり、より

綿密な予算案が必要であった。展示物の制作遅れにより、

各館への修正依頼に急ぎが入ってしまう事があった。展示

に関しては、実施が2016年2-3月のため、評価は今後と

なるが、我々の活動結果、メッセージ、思いをしっかりと

伝えることができる展示を目指している。

　科学教室部門では、札幌と函館での開催を予定していた

が、函館のみの開催となってしまった。これは札幌での応

募人数が最低催行人数を下回ってしまったからである。原

因としては、小学生の夏休みが始まった後の募集開始で

あったため、小学校への直接の広報ができなかったことが

あげられる。また、晴天時のプログラムが盛りだくさん過

ぎたことも一因と考えられる。小学生低学年が集中できる

作業時間は2時間〜2時間半が適当であり、終日開催は、

参加者的にも主催者的にも負担が大きかったと思われる。

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■実施評価

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

山中　智樹 水産学部 増殖生命科学科 4

工藤　桃李 水産学部 増殖生命科学科 3

道辻　　碧 水産学部 資源機能化学科 3

山内彩加林 水産学部 増殖生命科学科 3

岩﨑　　峻 水産学部 海洋資源科学科 3

田仲　真実 水産学部 増殖生命科学科 3

久保　孝太 理学部 地球惑星科学科 3

横内　　洸 理学部 生物科学科 3

米田　壮汰 水産学部 海洋生物科学科 3

西田　　萌 理学部 生物科学科 3

酒井　友里 理学部 生物科学科 3

似内　梨紗 水産学部 資源機能化学科 3

辺　　浩美 水産学部 資源機能化学科 3

鈴木花歩子 水産学部 増殖生命科学科 3

雲中　　慧 水産学部 海洋資源科学科 3

田原由芙樹 水産学部 資源機能化学科 3

尾崎　　司 水産学部 海洋資源科学科 3

中川　一成 水産学部 海洋資源科学科 3

橋本　悠希 水産学部 増殖生命科学科 3

塚原　杏奈 水産学部 増殖生命科学科 3

小松代祐生 水産学部 増殖生命科学科 3

岩山　俊幸 水産学部 増殖生命科学科 3

今井　晴香 水産学部 資源機能化学科 3

壺内　亮太 水産学部 資源機能化学科 3

黒田　充樹 水産学部 増殖生命科学科 2

二村　　凌 理学部 生物科学科 2
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2015年6月13日

「第1回　Sapporo Entrepreneurs College」

　道内外の起業家の方3名をお招きし、札幌の大学生50名

を集めた講演イベントを行いました。前半は起業に至った

経緯や今目指している未来についてスピーチしていただ

き、後半は学生それぞれが自分の「やりたいこと」は何か

についてのディスカションをしました。

2015年7月25日

「第2回　Sapporo Entrepreneurs College」

　九州から社会起業家の方、札幌の映像クリエイターの方

など3名をお招きし、何を大切に活動されているのかなど

お話していただきました。

2015年8月25日

「Hokkaido Cool Jobs」

　北海道にはまだまだかっこいい仕事があり、北海道でで

きることもたくさんある。そんな気づきがある場をつくり

たく、帯広から酪農とITの分野で起業された方をお招きし、

講演していただきました。

2015年12月12、13日

「Yellow　〜想いを一歩先へ」

　北海道大学遠友学舎にて、札幌の大学生を集め、アイデ

ア出しからビジネス案作成、商品・サービスのプロトタイ

プ作り、市場調査などを実践できる2日間のワークショッ

プを行いました。6チームが次世代の家電製品や新しい食

品のビジネスなど、とても個性的なアイデアを生み出して

いました。

2015年12月19日

「Yellow　最終発表」

　12月12、13日のワークショップで提案し、その後ブラッ

シュアップしたアイデアを、プレゼンテーションするイベ

ントを開催しました。起業家や会計士の方の前で発表し、

優勝チームを決めました。優勝チームは、次世代のドライ

ヤー案を考えたチームで、美容家電の市場調査から、プロ

トタイプを作ってユーザーに実際に使ってもらいフィード

バックを得て改善するなど、非常に実践的でユニークな発

表でした。

■実施の内容
　自分の真に「やりたいこと」は何かを考え、それを在学

中に実行に移すような大学生を北海道からもっと増やし

ていきたいと考えています。私たちは「未来への架け橋を

作り、『やりたい』ことをやる持続的サイクルを生み出す」

をスローガンに掲げ、活動を続けています。大学生一人ひ

とりが、自分の「やりたいこと」のヒントを見つけられる

ように、起業家の方にスピーチをしてもらう「Sapporo 

Entrepreneurs College」 や、 大 学 生 同 士 の 交 流 会

「Yume Café」を企画しました。また本プロジェクトの

最後には、自分の「やりたいこと」を一度思い切って行動

に移せる場を作る、「やりたいこと」をもとに実現・継続

可能なビジネスの形にし、発表するイベント「Yellow　

〜想いを一歩先へ」を開催しました。

2015年4月9日

「Yume Café（夢カフェ）」

　札幌市内にあるカフェ1店舗を貸し切って、社会人と大

学生の交流会を開催しました。NPO法人を立ち上げられ

た方や、個人事業主の方など、職業も様々な社会人の方と

交流ができました。

2015年4月15日

「新入生×ちょっと変わった大学生」

　大学の新入生と、学外で積極的に活動する上級生の交流

会を企画しました。学生団体やサークルを立ち上げるなど、

「やりたいこと」に基づいたアクションを自ら積極的に起

こす上級生が集まりました。

北海道ビジネスコレクション
代表／岡　亮輔　　経済学部　　経営学科　　4年
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評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■実施評価

■実施時期
2015年4月〜12月

■実施の評価
　本プロジェクトでは様々なイベントを企画しました。全

イベントへの参加学生数は延べ200人を超え、どのイベン

トも活気にあふれていました。

　「未来への架け橋を作り、『やりたい』をやる持続的サイ

クルを生み出す」のスローガンのもと、多くのイベントを

開催できたことは、非常に満足のできるものでした。

　しかし、本プロジェクト期間内で事業化に至る企画を生

み出せなかったことは、反省するべき点でありました。こ

の反省を次年度に生かし、更に実践に近い学びを得られる

ような機会を作っていきたいと思います。

　活動を通して参加者からは、「就職活動で自分が何を目

指すべきか少しわかった気がする」、「自分でアイデアを出

し、行動に移して、商品・サービスまでを考えるのはとて

も楽しかった」などの声があり、在学中に「やりたいこと」

をやってみることの大切さやおもしろさを感じてもらうこ

とができたのではないかと思っています。今後も本プロ

ジェクトのメンバーを増やすとともに、世代交代を重ねて、

今以上に刺激的なイベントを開催していきたいと思います。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

大石俊太郎 法学部 法学課程 4

齋藤　浩之 工学部 環境社会工学科 4

天野　智弘 農学部 畜産科学科 4

松元　貴也 理学部 数学科 4

田中　雄太 文学部 人文科学科 4

井澤　和秀 工学部 機械知能工学科 4

阿部圭一郎 （北海学園大学経営学部） 4
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れており、カタリバという取り組み自体への関心は得られ

たと思われます。当初の期待される効果であった「地域貢

献＝多様な価値観をもつ大学生を地方の高校へ連れて行く」

は、これから達成していけるのではないかと考えています。

　また、今回ゲストでお招きした東京の特定NPO法人カ

タリバの職員である横山明日希さんが、早めに来札され、

北大理系学生を中心とした「ほくほく科学〜北で広がる理

系の話〜」というイベントを別途実施してくださいました。

このイベントは1月10日遠友学舎で行われ、40名余りの

学生たちが理系について対話型のワークを行うことができ

ました。これは今回のイベントで派生したもので、北海道

新聞では2度も取り上げられ、本企画とともに大きな成果

をあげたことをつけ加えておきます。

■その他（希望・反省等）
　最大の反省点は、北大元気プロジェクトへ提案を行った

時に想定していた内容と実際に企画を実施するにあたり再

度検討した内容が大きく変わってしまったことです。採択

から取りかかりまでに期間が空いてしまったため、組織の

再構築からはじめ、更に時間がかかってしまいました。

　簡単に経緯を述べますと、採択直後にメインゲストであ

る今村久美さんのスケジュール調整を含め、メンバー内で

協議した結果、1月での開催が決定したため、本格的な準

備時期を10月と定めて一度散会しました。

　数ヶ月空いた後、再結集したのですが、メンバー各々の

意識の変化、個々の予定などが大きく変化していたため、

■実施の内容
　北大元気プロジェクトの拙稿通過段階である7月末より

企画構想を開始しました。

　11月より広報物等の準備を始め、12月にはfacebook

ページと学内への掲示により広報活動を進めました。

　イベント当日、2016年1月13日（水）は、NPOカタリ

バの代表である今村久美さんをメインゲストとしてお招き

したほか、東京の特定NPO法人カタリバの職員の方数名

にもお越しいただき、北海道大学高等教育推進機構S棟S1

教室にてイベントを実施しました。参加者は55名でした。

〈イベント内容〉

①メインゲスト今村久美さんの講演「未来のリーダーって

なんだろう？〜「きっかけ」を届ける仕事から見えるもの」

　ご自身の出身地である地方部と都会である東京の学生の

差に衝撃を受けながら過ごした大学時代からNPOを設立

するまでに至った経緯やご自身の考えをお話いただきまし

た。

②カタリバ体験

　7名のスピーカーが自身の高校、大学時代の経験談をフ

リップにまとめて15分程度のプレゼンを行いました。参

加者は、その7名の中から1名を選び話を聞きました。

③グループワーク

　メインゲストの講演やカタリバ体験を通して思ったこと

を率直に語り合いました。

■実施時期
2016年1月13日（水）

18：30〜20：30

※準備期間としては8月〜1月

■実施の評価
　今村さんご自身が地方部と東京のどちらにも住んだから

こそ感じられたギャップについてお話いただき、「創発」と

いう言葉を伝えてくださいました。この言葉の意味は、全

く違う因子がぶつかって結合する事で今までになかった新

しいものが生み出されるということで、似た価値観の友人

と過ごすだけではなく、地理的にも、思想的にも様々な個

性を持つ人たちと関わる重要さを教えていただきました。

　地方と都市部のギャップについては講演内容でも触れら

僻地や地方の学校で
「カタリバ」に参加しよう

代表／吉田　彩華　　経済学部　　経営学科　　3年
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本プロジェクトへの関わり方を大幅に見直すことになりま

した。議論は遅々として進まず、具体的な計画やスケジュー

ルができないまま日々が過ぎていきました。

　このような結果、準備の開始が遅くなり、メンバー内で

の情報共有が徹底されていなかったことによる無駄なやり

とりなども発生してしまいました。

　また、当日の内容についてもゲストの方々との事前打合

せが不足していたため、実施直前に内容修正を行うなど、

ゲストの方々の臨機応変な対応で難を逃れたこともあり、

最終的には無事完了することができたとはいえ、皆さんに

ご迷惑をおかけすることとなってしまいました。

　多々反省点はありますが、参加者にはまずまず満足いた

だけたことが救いと考えています。

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

中津　　茜 教育学部 教育学科 4

岩崎祥太郎 工学部 環境社会工学科 4

菊地　将平 工学部 情報エレクトロニクス学科 4

土屋奈奈子 教育学部 教育学科 3

吉本　和矢 教育学部 教育学科 3

堅木　美帆 教育学部 教育学科 3

中井　海鈴 法学部 法学課程 3

田口　佳孝 工学部 機械知能工学科 2

永井　康一 教育学部 教育学科 2

古賀　詠風 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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センスの取得条件となるが、主な準備はそれらのルールに

基づいて進めた。今回のイベントではコアスタッフが最終

的に約20人いたが、①登壇者依頼を行い、登壇者とのや

りとりを行うスピーカーチーム、②活動に必要な費用を集

めて運用するパートナーチーム、③当日までに必要な機材

の調整を行い、当日のステージを支えるテックチーム、④

パンフレットや会場デザインを通して世界観を伝えるデザ

インチーム、⑤北大内外に活動の発信をすることで

TEDxHokkaidoUの思いを伝えるプロモーションチーム

の5つに分かれて活動した。また会計担当やOTP（Open 

Translation Project）という翻訳チームも存在する。

　各チームはメンバーとともに、当日のイベントを迎える

準備を進めることが主な活動内容だが、週に1回の全体

ミーティングと各チームミーティングを適宜開催してい

た。

　当日は以下の7名の登壇者にプレゼンテーションを行っ

ていただき、現在その動画はYouTube上に公開されてい

る。

（https://www.youtube.com/watch?v=PzYLCfuxri8

&list=PLsRNoUx8w3rM_0MEEwYdXay9SNQ9Iz9

Ph）

・ ロバート・トムソン氏（文学研究科／スケートボード単

独旅行ギネス記録保持者）

・エリザベス・タスカー氏（理学部宇宙物理学研究室助教）

・ 松田光希さん（理学部卒業生／日本パルクール協会会長）

・ 松代弘之氏（工学部卒業生／一般社団法人日本スポーツ

雪かき連盟代表理事）

・ 久保まりなさん（法学部4年／トビタテ！留学Japan1

期生）

・ 山田智久准教授（国際本部留学生センター准教授）

・ 鈴木章名誉教授（名誉教授／2010年　ノーベル化学賞

受賞者）

　TEDxイベントにおいては、毎回テーマを設定するが、

今年度のテーマとしては「Allure of Adventure　〜冒

険の誘惑〜」を掲げ、大学生活でそれぞれが好奇心に素直

になり、様々なことに挑戦してほしいという思いを込めた。

登壇者の発表を聞いて自分に還元するだけでなく、参加者

同士が今後もつながる関係性を築けるようにTEDトーク

をもとにしたアクティビティなどを行った。

　また、北海道大学以外の学生や社会人の参加を促すこと

■実施の内容
　私たちはTEDxSapporo2014に参加した学生が中心と

なり、北海道大学にTEDxコミュニティをつくりたいとい

う思いから活動をはじめた。TED（テッド）はアメリカ

で生まれたプレゼンテーションによって価値あるアイデア

を広めるという組織だが、その精神を受け継ぎ、ライセン

スを取得することで各都市や大学で開催可能となるのが

TEDx（テデックス）イベントである。このXにはTEDか

ら独立した、TEDと類似しているが違うイベントである

という意味が込められている。

　初めてTEDxイベントに参加した時に、洗練されたプレ

ゼンテーションを見て、知的好奇心を刺激されることはも

ちろん、プレゼンテーションの時間のあとに行われる懇親

会で、普段は接することがない社会人の方々と気兼ねなく

話せる空間に私たちは魅力を感じた。

　今回、既に世界中に存在するTEDxコミュニティを、北

海道大学につくりたいと思った理由は2つある。まず、大

学とは幅広い分野の研究成果をはじめとするアイデアの集

積所であり、それらを発信しないのはもったいない、北大

の魅力を広く発信したいと思ったからだ。二つ目は、北海

道大学に通う学生として、北大が好きで、北大内にTEDx

のようなコミュニティをつくれば、より縦や横のつながり

を強くできるのではないか、またTEDxだからこそ学外と

のつながりもつくることができ、総じて北海道大学生活を

より楽しくできるのではないかという思いがあったから

だ。

　TEDxイベントを開催するにあたっては、TED本部が指

定するルールがいくつかあり、それを順守することがライ

TEDxHokkaidoU 2015
代表／重井　真琴　　工学部　　環境社会工学科　　3年
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で学外のつながりをつくる場所にもなったと考えている。

私たちと同じようにTEDxの活動をしている神戸の学生や

関東の学生にも参加してもらった。

■実施時期
2015年10月11日（日）

■その他（希望・反省等）
　実施における反省点としては、初回ということで準備・

運営が手探りとなったこと、当日の撤収時のことを事前に

深く考えられていなかったことがあげられる。当日イメー

ジが想像でしかなかったとはいえ、もう少し必要物品等を

洗い出す必要があった。また、当日が近づくにつれてイベ

ントを終えることまでに意識が集中し、実際に終えたあと

の撤収を深く考えていなかったことは大きな反省である。

　参加者からは好評をいただいたが、今後も続くコミュニ

ティにしていくことと、当初の目的である北大内外のつな

がりをつくる場所としてはさらなる工夫を尽くしていきた

い。ゆくゆくは運営資金を元気プロジェクトに頼ることな

く、北大祭のような、北海道大学に集う人や地域に愛され

るイベントになるようにしていきたい。

評価

目的達成

成果・効果修学・研究意欲

自主性・創造性学生生活

5

4

3

2

1

0

■実施評価

■構成員

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年

蒔苗　詩歌 教育学院 教育学専攻 修士2

椿原　脩平 文学部 人文科学科 4

中前　綺捺 文学部 人文科学科 4

西田　実弘 経済学部 経営学科 3

阿部　　碧 農学部 応用生命科学科 3

景山　知依 工学部 環境社会工学科 3

佐藤　　慧 教育学部 教育学科 3

小林　　仰 法学部 法学課程 3

永澤　慶章 法学部 法学課程 3

右近　悠人 法学部 法学課程 2

畠山　隼輔 工学部 機械知能工学科 2

小松　航樹 工学部 環境社会工学科 2

上澤　美紗 法学部 法学課程 2

有働　篤人 工学部 情報エレクトロニクス工学科 2

田中　友貴 医学部 医学科 2

末永　　渉 総合教育部 1

豊福明日香 総合教育部 1

西村　拓哉 総合教育部 1
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「北大元気プロジェクト2015」
活動報告会を開催

　標記活動報告会を、平成28年2月12日（金）10時00分〜15時20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14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、7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29年2月10日（金）に報告会を開催する予定ですので、16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2016
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！

●平成28年5月27日（金）　17：00応募締切

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

大学生活が充実したものになるように、アイディアの実現を応援するものです。

採択企画には、プロジェクトの実現に必要な援助が受けられます。（上限50万円）

応募方法は2通り！！

あなたのアイディア待ってます！

●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「グローバル化」
②「地域貢献」
③「安全な学生生活」

※�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29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）新年度早々に企画を実施する団体について、実施後に採択された場合、支援範囲が限られることもあります。
4．応募方法
「指定企画」及び「自由企画」で募集します。「指定企画」は下記テーマにあった内容を考えてください。「自由企画」
はこれまで同様、自由な発想による企画を考えてください。
「プロジェクト企画書」に必要事項を記入しデータにて提出してください。なお、データはメール添付またはUSBメモ
リにて下記『9．応募書類提出先』へ提出願います。また、プロジェクトに関する参考資料がある場合、企画書と併せ
てデータにて提出してください。
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「グローバル化」　②「地域貢献」　③「安全な学生生活」

※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
応募締切　平成28年5月27日（金）　（採択の決定は、7月上旬の予定です。）
※「北大元気プロジェクト2016」の応募締切は1回のみの予定です。採択決定は7月上旬の予定となっておりますが、
それ以前に実施・終了した企画であっても応募は可能です。

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2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29年2月10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2016  募集要項
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