
プロジェクト名 TEDxHokkaidoU 

 

代表／長澤 愛美 農学部 森林科学科 3年 

 

 

■実施期間 

2017年11月26日（日） 

 

 

■実施の内容 

【開催までの流れ】 

4月 組織体系決定 

5月 TEDxHokkaidoU精神についての見直し、TEDxHokkaidoU2017のテーマについて検討 

6月 5月と同様の内容を話し合い、ライセンス作成 

7月 スピーカー選定、各チームの予定を計画、キービジュアル作成、ライセンス認定 

8月 スピーカー決定キュレーション開始、パートナー動きはじめ 

9月 パンフレット、会場デザイン作成開始、 

10月 参加者募集、ランチディナーの詳細決定 

11月 スピーカーリハーサル、会場装飾作成、会場最終確認 

 

【主な当日の内容】 

＊スピーカーによるトークショー 

櫛野 展正氏 

美術的な訓練を受けていない人が制作した作品をアウトサイダーアート（アールブリュット）とい

い、そのアウトサイダーアートと社会との橋渡しをする日本唯一のアウトサイダーキュレーターが櫛

野氏。櫛野氏には無駄だと思っていたことの人生における価値を、数々のアウトサイダーアートの紹

介を通して伝えていただいた。 

 

アッスィ・アルガザリ氏 

シリアで生まれ、現在北海道に住んでいるシリア人。壮絶なシリアの内戦や政府軍に拘留された経

験を持ち、その経験を通して、私たち一人ひとりの影響力についてトークしていただいた。 

 

国本 利文氏 

北海道大学工学部を卒業後、株式会社ヤマハに就職。小さいころから音楽に触れ、大学時代からデ

ジタルの音作りの第一線に留まり続けた経験を踏まえて、本質的な価値の見つけ方、イノベーション

の在り方について、楽器での演奏を交えつつ、アイデア発信していただいた。 

 

箱山 昂汰氏 

 北海道大学医学部４年。北大入学後、国際医療に関する学生団体に参加する中で母子保健に興味を

持つ。２０１５年、お母さんに優しい世界を作るため、世界一周をしながら旅先で出会った人に妊婦

体験ジャケットをつけてもらう活動を行った。参加者にはトークを通じて世界一周の雰囲気を感じて

いただいた。 

 

丸谷 知己氏 

北海道大学大学院農学研究院特任教授。土砂災害の原理だけでなく、常に新しいことを追い求め不

思議に思ったことは探り、長年の研究から培われた丸谷教授ならではの思考回路が垣間見えるような

トークをしていただいた。 

  



＊トークセッション 

アイデアをさらに深めるような交流や体験を参加者同士で行なう時間。アフターパーティー以外でも

登壇者や周りの参加者の人と一緒にトークをもっと深堀りし語り合ってほしい、という想いから、

2016年度カンファレンスで試みた企画。 

 

＊ネットワーキング 

TEDxHokkaidoU2017では、本イベントのテーマ「Яebirth」を参加者に実践していただく企画

として、アクティビティ「What’s your idea」を行った。 

  まず参加者の皆様に応募フォームで書いていただいたアイデアをガチャガチャに入れ、受付の際に

一人一つのガチャガチャをお渡しした。その中には他者のアイデアが入っており、参加者がそれぞれそ

のアイデアに向き合うことを期待した。他者の素敵なアイデアに触れることで、自身の価値観転換のき

っかけとなることを目指し行った。 

TEDxHokkaidoU2017のテーマである「Яebirth」は、価値観をReverseして新しい価値観に

RebirthするTEDxイベントを作ろうという気持ちから生まれた。このアクティビティによってその思

いを参加者に伝えることができた。 

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

有働 篤人 工学部 情報エレクトロニクス学科 4 

畠山 隼輔 工学部 機械知能工学科 4 

寺西 祐平 工学部 環境社会工学科 4 

崔 明根 工学部 情報エレクトロニクス学科 3 

豊福 明日香 歯学部 歯学科 3 

木藤 綾佳 文学部 人文科学科 3 

鈴木 夢乃 理学部 生物科学科 3 

竹下 夏目 工学部 環境社会工学科 2 

石川 隼 工学部 環境社会工学科 2 

池谷 航 農学部 農業経済学科 2 

上川 伶 理学部 地球惑星科学科 2 

 

 

■実施の評価 

今回のテーマは、普段無意識に抱いている固定概念を一度『ひっくり返す(reverse)』ことで、自分の価

値観と向き合い、TEDxで得られた新しい考え方や視点を吸収し、価値観が『生まれ変わる(rebirth)』こ

とで新しい自分を発見するきっかけにしてほしいというものであった。アンケート結果から分かるように

参加者は勿論のこと我々メンバーもこの活動を通じて一番実感した一人であると思われる。今までの人生

を振り返ってリバースした時はいつであったか、価値観をひっくり返すようなアイデアとは何であったか

等を考える機会が多くあったからである。 

 

開催に至るには登壇者、パートナー企業、北大元気プロジェクト、参加者と多くの方の協力無しでは、

成しえないことであった。登壇者の方には、価値あるアイデアとは何か、また、そのアイデアをどう伝え

るかというところにメンバーと共に向き合っていただき、トークを作り上げてもらった。約3、４か月の

間何度も時間を取っていただき関係性を作っていくので、当日最高のトークをしアイデアを発信しスタン

ディングオベーションをいただいた時には一緒に喜ぶことが出来た。この動画は日本語、英語字幕を付け、

YouTubeにアップする予定である。 

パートナー企業はどの方も好意的で、当日まで私達のためを思い、多くのアドバイスをくださった企業

を訪れ、TEDｘに関してお話させていただいた時、「団体に支援をしているが、君たち一人ひとりに投資

している」と言われ、一人ひとりを応援していただいているのだと思うと、人と人との繋がりというもの

を実感させられた。また企業訪問においては、繋がりを増やすだけではなく、社会を垣間見ることができ、



大変勉強になった。当日はパートナー企業の参加者もいた。北大生と関係を作りたい企業もあり、学生に

とっても社会人と話す良い機会になったと思われる。 

 

私達は今回の実施で期待される効果として、1．北海道大学におけるTEDの認知度上昇 ２．人と人

とが繋がる場の2点をを挙げたが、どちらも達成することが出来たと考える。 

 

 1．TEDｘのイベントを開催するにあたって北海道大学附属図書館で告知をさせていただいた。それを

見て今回のイベントに参加してくれた参加者も多く、このことからTED、TEDｘのことを認知していた

だくことが出来たと思われる。また、当日は登壇者にトークしていただくだけでなく、テーマに基づいた

TEDトークも流した。後日流したTEDトークに関して問い合わせもあったので、実際に興味を持って、

調べてくださっている人も多いはずである。 

 

  

2．お互いの考えを共有することで、それぞれの価値観に影響を与え視野が広がってゆく。人と人とが

繋がり話し合える、そんな空間づくりを心掛けて様々なコンテンツを盛り込んだ。当日参加者同士を繋い

だだけではなく、今回のイベントを通じて我々の理念に共感してくれた新しいメンバーも増えた。メンバ

ーの中には夏に留学を予定したり、春休みにスリランカに行く人がいたりと、TEDｘの活動を通じて自分

をブラッシュアップするための行動も見られた。繋がりを増やし、北大生がどんどん活動的になり、世界

で活躍する人になるためには、このような経験は大変役に立ったと思われる。 

 

 

■その他（希望・反省等） 

今回私達は北大元気プロジェクトに採択されて大変光栄であった。北大の名に恥じない活動ができたと

考える。パートナー企業に対して、また、北大元気プロジェクトに対しての対応には課題が山積みではあ

るが、更なる改善を行い、より良い方向へ進めていきたいと思う。 

 

収支報告を見ていただくと分かるように、会場費が予算の大半を占めている。2015年に使用した時会

場費がかかっていなかったため、見積もりが甘かった。これから私たちができることも考えてみようと思

うが、今後採用された場合、北大のプロジェクトとして協力していただきたい。 

 

北大元気プロジェクトで購入した物品について、プロジェクト終了後は回収していると記載していたが、

回収後、次にどのように使用されるのか決まっているのだろうか。回収されて倉庫に眠っているのであれ

ば、使用できるように貸出物品として提示することで、他の団体にとって役立つこともあるのではないか

と思う。 

 

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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5

(A)目標達成

(B)成果・効果

(C)自主性・創造性(D)学生生活

(E)修学・研究意欲

評価



プロジェクト名 World Festival  

 

代表／林 陽香 薬学部 薬科学科 4年 

 

 

■実施期間 

2017年 12月 10日（日） 

 

■実施の内容 

北海道大学をはじめとする札幌圏内の大学から、日本人学生、留学生を集め、地域向けの国際交流イベントを

企画、実施した。構成人数は約 60 名（うち留学生が 40 名程）。北海道大学の国際連携機構を貸し切り、3 階

の教室をそれぞれの国に見立てて各国の料理や伝統音楽、言語または文化を紹介するコーナーを作った。1階の

ロビーで、各国の歌やダンスパフォーマンスの他、伝統衣装のファッションショーも行った。企画から広報まで

は日本人学生がサポートしながら、約 3か月間の期間をかけて行った。広報については、北海道新聞をはじめと

し、各公共施設にチラシを配布。後援として札幌国際プラザや、札幌圏大学国際交流フォーラムにご協力いただ

いた。 

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

髙野 春樹 教育学部 教育学科 4 

佐々木 貴士 文学部 人文科学科 4 

吉岡 訓 文学部 人文科学科 4 

Chao Ping Lai 現代日本学プログラム課程 
 

3 

金沢 南 法学部 法学課程 3 

佐々木 里紗 法学部 法学課程 3 

Hiroka Takeuchi 現代日本学プログラム課程 
 

2 

中牟田 直英 農学部 農業経済学科 2 

Nayoung Kim 文学部 
 

特別聴講学生 

Daehoon Kim 経済学部 
 

特別聴講学生 

 

 

■実施の評価 

当日の実績としては、子供からお年寄りまで幅広い年齢層の地域の人々を延べ 250 名が参加した。また、イ

ベントについて北海道新聞に掲載された。 

以上より当初から目的としていた、留学生、日本人学生、地域コミュニティとのつながりの場を提供すること

ができた。また、このイベントが広く認知されたことから、北海道大学のグローバル性についても地域に浸透し

たと考えられる。 

 

 



■その他（希望・反省等） 

 このプロジェクトは北大のグローバル性の向上と地域とのつながりを確保するためのものであることか

ら、留学生が自ら事務作業等に携わることができると幅も広がると思いました。（英語での対応など） 

更に、学生に向けての支援として、資金をただ与えるのみでなく、他の支援もあるとありがたいです。

例えば、北大元気プロジェクトに採択された団体は、学内の施設を無料で使用できる、若しくは安く借り

られる、などの支援があると、もう少し資金を有効的に使うことができるかと思います。予算額が減って

しまったとしても、そういった取り計らいのほうがありがたいです。 

 

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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(B)成果・効果

(C)自主性・創造性(D)学生生活

(E)修学・研究意欲

評価



プロジェクト名  オープンストリートマップを利用した北大情報のアーカイブ化 

 

代表／岩間 雄介 工学院 空間性能システム専攻 修士1年 

 

 

■実施期間 

2017年11月3日（金）ウィキペディアキャンパス in 北大 

 

 

■実施の内容 

北海道大学附属図書館において、北海道森町の公務員にして ITツールを使い様々な試みをされている山

形氏、日本版Wikipediaの管理人の一人である日下氏、札幌オープンストリートマップの主要な管理者の

一人である古川氏を招いて、Wikipediaとオープンストリートマップの講習会、及び、実際の事例を紹介

いただき、参加者全員で、Wikipedia及びオープンストリートマップの編集を行った。 

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

丸山 翔永 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

工藤 和樹 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

水野 敬太 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

町田 一樹 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

永田 貴一 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

深野 静夏 工学院 空間性能システム専攻 修士１ 

會澤 拓磨 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士１ 

林 泰佑 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士１ 

吉田 拓 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士１ 

 

 

■実施の評価 

当団体は今年度、初めて北大元気プロジェクトに採択されました。活動を振り返ってみて、プロジェク

トに応募するまでの準備や見通しが不十分であったと反省するばかりです。まずは何と言っても、オープ

ンストリートマップやWikipediaの編集に関して精通した人材がいないまま、プロジェクトを発足させて

しまったことが一番の問題と考えています。もちろん、何も知らないままはじめた訳ではなく、編集の一

通りの方法等は分かっていたのですが、実際のWikipediaの編集には細かいルールが存在し、そのルール

を守らないと書いた記事を管理人に削除されてしまうことが判りました。活動開始前は、建築史意匠学研

究室に眠る、北大の建造物に関する資料をWikipediaのソースとして使用したいと考えていましたが、研

究内容をソースとして使用することが無理とわかったのは、プロジェクト発足後のことでした。その後一

度きちんと編集に関する研修を受けた方が良いという話になり、Wikipedia キャンパス in 北大の企画を

進めました。講師料として北大元気プロジェクトの予算を使うことができないことは予め分かっていたの

で、この時点でプロジェクトを辞退することも考えました。しかし、北大附属図書館の協力を得た物であ

れば、北大元気プロジェクトの条件となるとのことであったため、継続して活動することを決意しました。

この辺の経緯につきましては、北大元気プロジェクト担当者様へのご連絡等をしておらず、意思疎通が不

十分であったことを反省しています。実際のイベントについては、老若男女、学部学科問わず、幅広い層

の参加者に集まって頂き、参加した皆さんの感想からも「面白かった」「参加してよかった」という声が沢

山聞かれ、一定の手応えを感じることができました。しかし、当初予定していた活動については、殆ど行

うことができず、反省は多く残りました。 

 

 

  



■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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評価



プロジェクト名 北大カフェプロジェクト 

 

代表／稲垣 龍弥 工学部 機械知能工学科 2 年 

 

 

■実施期間 

2017 年4 月～2018 年2 月 

 

 

■実施の内容 

・Green Open Cafe（2017 年5 月20 日） 

カフェプロの新入生がカフェの企画から実施までを体験し、上級生と交流することを目的としたカフ

ェ。新入生各人に様々な仕事が行き渡るようシフトを管理、上級生との交流のきっかけとなるゲーム形

式の企画を実施した。 

 

・北大祭カフェ2017（2017 年6 月2～4 日） 

北大祭に合わせて総合博物館横のウッドデッキにて開催した。天候に恵まれず、杯数は伸び悩んだが、

企画の一つであった音楽団体の演奏は多くの来場者で賑わい、カフェプロジェクトと音楽団体との繋が

りも強まった。 

 

・お茶カフェ（2017 年7 月23 日） 

メニューを日本茶に絞ったカフェ。札幌の老舗日本茶専門店「玉翠園」の協力の下、メンバーはお茶

の淹れ方から日本茶に関する知識を学び、カフェ当日には、「お茶が美味しい」、「雰囲気がとても良い」

といった来場者の方々のお声を多くいただいた。 

 

・オープンキャンパスカフェ（2017 年8 月6 日） 

北大のオープンキャンパスに合わせて開催し、オープンキャンパスに訪れた高校生とその保護者を主

な対象として、北大の雰囲気を伝え、受験生の応援をすることを目標に実施した。企画としては、カフ

ェプロのロゴ入りの消しゴムの配布、メンバーの学部紹介冊子や合格体験記の作成、七夕企画を実施し

た。 

 

・北大マルシェカフェ（2017 年8 月19・20 日） 

農学部前で開催される「北大マルシェ」と協力して開催した。天候に恵まれ、多くの来場者の方々に

お越しいただいた。音楽団体の演奏で心地良い空間作りができ、初めて導入したシャボン玉マシンは子

供達にとても人気だった。 

 

・わんにゃんかふぇ（2017 年8 月26 日） 

「犬と猫のペット飼育に伴う課題とその保護活動の周知」を目的としたカフェである。NPO 法人「人

と猫を繋ぐツキネコ北海道」、ボランティア団体「犬の M 基金」の協力の下開催した。両団体が保護し

ている犬・猫とのふれあいコーナーや、多頭飼育崩壊の問題を伝える紙芝居等の企画を実施した。 

 

・銀杏並木カフェ（2017 年10 月28・29 日） 

秋に見頃を迎える北大の北13 条通の銀杏並木で、学生や観光客、市民の方々との交流を目的に開催

した。音楽団体の演奏、ハロウィンに因んだジャック・オ・ランタンや電球による装飾で、寒い夜に暖

かい空間作りをすることができた。今年は昨年を上回る杯数を記録した。 

 

・Art Café（2017 年11 月15・16 日） 

とにかくオシャレなカフェを目的に開催したカフェ。メンバーはラテアートを練習し、当日は遠友学

舎でジャズを流しながら写真や本、北大美術部黒百合会の作品を展示し、目的に適ったカフェにするこ

とができた。 

  



・NoSeRa クリスマスライブカフェ（2017 年12 月6 日） 

アカペラサークル NoSeRA が主催するクリスマスコンサートにて、カフェスペースを提供させてい

ただいた。ツリー等のクリスマスらしい装飾を施し、NoSeRA とカフェプロの繋がりを一層深めるこ

とができた。 

 

・かまくらかふぇ（2018 年2 月11・12 日） 

北大理学部ローンにて、冬の北大を味わうカフェを開催した。かまくら作り、雪上ボーリングなどの

企画を通して、学生や地域市民との交流を目標とした 

 

 

■構成員 

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

小林 貴洋 工学院 人間機械システムデザイン専攻 修士2 

柳原 千絵子 工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士2 

河村 宰祥 工学院 材料科学専攻 修士1 

菅原 雄太 工学院 環境循環システム専攻 修士1 

恒川 佳諒 理学部 化学科 4 

日野 早矢香 法学部 法学課程 4 

岩谷 咲希 農学部 生物環境工学科 4 

吉田 賢史郎 水産学部 資源機能化学科 4 

川島 誠洋 水産学部 海洋生物科学科 4 

石田 拓都 工学部 情報エレクトロニクス学科 4 

金成 雅季 工学部 環境社会工学科 4 

大屋 祐太 工学部 環境社会工学科 4 

谷口 武尊 工学部 環境社会工学科 4 

菊池 祐里子 経済学部 経営学科 4 

牧 理沙 経済学部 経営学科 4 

髙橋 優花 薬学部 薬学科 3 

山下 達也 法学部 法学課程 3 

相間 雄仁 工学部 応用理工系学科 3 

会田 恭平 経済学部 経済学科 3 

珍名 伸明 経済学部 経営学科 3 

山口 紗希 医学部 保健学科 3 

髙野 航太 農学部 生物機能化学科 2 

今泉 快啓 農学部 生物環境工学科 2 

高田 裕亮 工学部 機械知能工学科 2 

高田 萌花 工学部 環境社会工学科 2 

馬場 晴未 工学部 環境社会工学科 2 

青木 孝祐 工学部 環境社会工学科 2 

桑垣 潤也 工学部 環境社会工学科 2 

藤田 萌  々 経済学部 経営学科 2 

永田 裕基 総合教育部  1 

磯崎 大希 総合教育部  1 

神田 稜太 総合教育部  1 

富樫 咲 総合教育部  1 

春原 英莉 総合教育部  1 

陳 芷青 総合教育部  1 

本庄 有樹乃 総合教育部  1 

太田 諒輔 総合教育部  1 

     ※他大学16 名 

 



■実施の評価 

北大カフェプロジェクトの目的は「人と人を繋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。今年度は、様々なテーマで開催した10 のカフェを通して、北大を訪れた市民や観光客、学生の

方々に、自然豊かな北大のキャンパスを活かした素敵なカフェスペースを提供し、プロジェクトのメンバ

ー間や音楽団体等の他団体との繋がりも深めることができた。 

 今年度特に力を入れた点としては、来場者とのコミュニケーションである。「オープンキャンパスカフェ」

での七夕企画や、「わんにゃんかふぇ」での SNS 企画、「北大マルシェカフェ」でのシャボン玉マシンの

導入は、メンバーが来場者に話しかけるきっかけとなった。「Green Open Cafe」や「銀杏並木カフェ」

では、季節ごとに美しい北大のキャンパスを存分に活かし、素敵なカフェ空間を作ることができた。一年

を通じて、カフェプロが目指す「コミュニケーションスペースとしてのカフェ」を大いに実現できた。 

 また、昨年度に引き続き、他団体との関わりも非常に強かった。「北大祭カフェ」や「北大マルシェカフ

ェ」、「銀杏並木カフェ」ではアカペラサークル NoSeRA、交響楽団、合唱団と協力し、素敵な音楽でカ

フェの雰囲気作りをし、「Art Café」では初めて美術部黒百合会とのコラボが実現し、多くの絵画を展示

した。「お茶カフェ」では、昨年同様、札幌の老舗日本茶専門店「玉翠園」の全面的な協力の下、非常に高

品質なお茶を提供することができ、来場者からは大変好評だった。 

 

 

■その他（希望・反省等） 

 今年度は、当団体が北大元気プロジェクト採択団体の一つとして活動する最後の年であり、来年度から

は公認学生団体として活動していくという大きな節目に当たる。今年度はコミュニケーションに重きをお

いていたが、来年度以降も継続的に活動していくためには、大学内外に関わらず、知名度を高め、支持者

を増やすことが重要だと思われるので、その目標に向かって精力的な活動を行っていきたい。 

  

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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プロジェクト名 CLARK THEATER 2017  

 

代表／田村 宏哉 経済学部 経済学科 3年 

 

 

■実施期間 

2018年1月27日（土）・28日（日） 

 

 

■実施の内容 

 2018年1月27日（土）から28日（日）の２日間で、クラーク会館講堂を中心に映画の上映及び

ゲストによるトークショーを行いました。例年よりも開催時期が遅かった為、動員数は減少しましたが、

テーマに沿った作品選定、及び少人数での開催方法を実践していくことができたと思います。 

 

今年度のテーマは「探求／探究」であり、自分たちができる「CLARK THEATER」を改めて考え直し、

「やりたいことが分からない」学生へ、模索のきっかけを与えることが目的でした。オープニング上映で

ある『９〈ナイン〉～９番目の奇妙な人形』は、アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされ

た、新人監督シェーン・アッカーの短編作品『9』をティム・バートンが長編映画化した作品です。本作品

は「自分たちがどうして作られたのか」という根本的な存在意義を問う作品で、荒廃した世界に対してど

う生き抜いていくのか、という希望を描いています。厳しい現実の中でも、勇気をもって自分について考

え、行動していく重要性をお客様に伝えることが出来たと思います。 

 

また「『何者』無料上映＆就活トークショー」では就職活動支援団体en-courageから北海道支部長の

伏見直人さん（北海道大学情報科学研究科修士 2 年）、副支部長の原田要一さん（北海道大学工学院修士

2年）、運営メンバーの西美里さん（北海道大学文学部4年）、株式会社リンク・アイ札幌拠点エリアマネ

ージャーの山田慎さんにお越しいただき、トークショーを行いました。現在の就職活動の状況について、

学生生活をどのように過ごしていくべきか等を映画の内容と絡めてお話ししていただきました。 

 

 他にも2017年に公開された『世界でいちばん美しい村』を上映し、2015年のネパール大震災の悲

惨さだけではなく、そこから立ち上がる人々の強さや家族の温かさをお伝え出来たかと思います。 

 

『SAPPORO SHORT FEST2017連携プログラム』は、CLARK THEATER 開催迄の合計3

回、学内にて短編映画の上映会を行い、そのアンケート等も参考にしながら作品を選定いたしました。事

前の学内上映会では、SAPPORO SHORT FESTのディレクターである島田英二監督にお越しいただ

き、短編映画についての解説も同時に行っていただきました。CLARK THEATER のみではお客様と直

接十分な時間お話することが出来ないため、事前の活動は行う意義が十分あったと思います。 

 

 クロージング上映は『チョコレートドーナツ』という、「実話をもとにした障害を持つ子供とゲイのカッ

プルの話」を描いた作品をお送りしました。札幌市では2017年に「札幌市パートナーシップ宣誓制度」

を導入しており、興味関心のあった北海道教育大学附属中学校の生徒さんもご来場くださいました。 

 

 例年よりも活動メンバーが減少した為、上映環境は音響機材のみとなりましたが、お客様にはご満足い

ただける環境を提供できたかと思います。また、公共交通機関への広告、facebookの広告など新しい宣

伝方法も実践しました。結果、短い宣伝期間にも関わらず、チケットの前売予約が多かったことについて

は、今後イベント運営の参考としたいと思います。 

 

  



 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

半澤 麻衣 文学研究科 歴史地域文化学専攻 修士2 

小林 素直 工学部 環境社会工学科 4 

小林 謙太 文学部 人文科学科 3 

工藤 真隆 水産学部 増殖生命科学科 3 

石川 尚登 工学部 情報エレクトロニクス学科 2 

 

 

■実施の評価 

 先にも挙げた通り、今年度は団体・活動の継続が難しいくらいにメンバーが減少しました。メンバーが

減少した要因としては、CLARK THEATERというイベントの固定化による目的意識の欠如が最たるも

のと思われます。「なぜやるのか」、「自分たちでやることにどんな意義があるのか」といった、根本的な理

解が出来ず、ただ先輩に言われた通りやるという流れが出来ていました。 

例年の課題で挙げられていた宣伝期間の短縮等は表層的な問題でしかなく、学生達が自分達の活動に主

体的に関わることが出来なくなってしまったことが要因として挙げられると思います。つまり、「自分達が

やりたいからやる」ではなく、「毎年こうやっているからやる」という受動的な活動姿勢になってしまいま

した。このことは、例年意識されていたものの、1年ごとに組織の役員が入れ替わる為、長い時間をかけ

た解決が難しいものとなっていました。 

当団体のように学生のみの力では実現の難しい目標を掲げている場合、理念を維持する主力メンバーが

1年から2年単位で総入れ替えすることは望ましくありません。今後、活動の安定化を図る為には、NPO

法人化も含めて、活動の根本的枠組から改めて考え直す機会となりました。現在は、メンバーのやりたい

ことがあるということを前提にイベントの組み立てを行ってまいりましたが、今後はやりたいことを創出

できるような機会を提供していく方向にシフトする予定です。 

 

今年度の開催で少人数で開催するためには、どのようにスケジュール管理を行い仕事量を減らすべきか

という新しいモデルケースを形成することが出来ました。2015年くらいまで行っていた、4～5日間開

催、予算規模150～200万円、20本以上のプログラム上映はやはり学生への負担が大きく、難しいと

思われます。学生に負担がなく、長期継続していくためには、1～2日開催、予算規模50～80万円、5

本のプログラムが目安となりました。 

 

 また、当日ボランティアとして昨年度までの所属メンバーに声をかけたところ、皆快く手伝いを申し出

てくれました。近年の学生の就職活動の状況などを考慮し、1 年間の継続的な負担を強いるのではなく、

開催1か月程前から集中的に活動するような方向も検討すべき点として挙げられます。 

 例年より開催が遅れた為、学内外から開催の有無を確認する問い合わせをいただきました。大変申し訳

なく感じると共に、数多くの方にご愛好いただいていることを感じ、今後も活動を継続できるように道を

探していく所存です。 

 

 

■その他（希望・反省等） 

クラーク会館の改装工事に伴い、上映環境が年々変動していることも、私達の活動に大きな影響を及ぼ

しています。当初35ミリフィルムで古い短編アニメーション作品を上映する予定でしたが、クラーク会

館の映写設備を確認したところ、映写機を稼働するために必要な電源装置が撤去されていることが判明し、

急遽別のアニメーション作品に変更となりました。 

建物の老朽化に伴い、映画館としての設備が無くなってしまうことは致し方ないと思いますが、歴史的

文脈から貴重な設備の維持・保存をしていただけるようご配慮くださると幸いです。 

 

  



■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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プロジェクト名  北大金葉祭 

 

代表／大場 誉幸 工学部 情報エレクトロニクス学科  ２年 

 

 

■実施期間 

2017年10月27日（金）18時～プレライトアップ 

2017年10月28日（土）・29日（日）10時～21時（18時～ライトアップ） 

 

 

■実施の内容 

【準備期間】 

4月～5月 新歓活動、物品の確認 

7月 企画概要とその担当の決定 

8月 企画の具体的な内容の決定、必要な物品の確認、保健所との交渉開始 

9月 他団体との交渉、必要物品の購入・レンタルの決定、各企画の準備開始 

10月 各企画の準備、当日ボランティアの募集 

 

【広報】 

北大構内とその周辺にポスター等を掲示した。 

メディア等の取材を多く受け、積極的な広報活動を行った。 

 

【当日の活動】 

➀銀杏並木のライトアップ          

例年と同じく、銀杏並木の全面ライトアップを行った。（投光器60個、発電機約20台使用） 

ライトアップ開始時間は、例年より30分早い18時からとした。 

              

②屋台での飲食物の提供          

焼き芋やじゃがバターなどの提供を行った。今年は札幌市の事業後援を得ることができたので、 

保健所に臨時営業の申請をし、提供できる飲食物の幅が広がった。 

 

③交通誘導 

歩行者天国に指定されている時間帯（日曜日の10時～16時）以外の時間帯は当委員会で交通誘

導要員として人員を配置した。また、事前に委員と当日スタッフで交通誘導講習会を開催し、その手

順について知識の共有をした。 

  

④家族連れ向け体験型イベント企画 

銀杏並木の西側（メインストリート側）で以下の体験型イベントのブースを設け、未就学児や小学

生やとその保護者、中高生、大学生など幅広い年齢層の来場者と交流する機会を得た。 

  

●科学実験教室 

・どんぐりからタンニンの抽出 ・顕微鏡で葉っぱの繊維の観察 ・風船を用いた実験   

  

●自然工作体験 

・ラミネータを使った栞づくり ・自然を使ったリース、飾りなどの小物づくり 

 

●縁日企画/昔のおもちゃ展 

・射的 ・ヨーヨーすくい ・ピンボール ・昔のおもちゃ展（手作りピンボールなど）  

  



●脱出ゲーム 

テントに閉じ込められ、金葉祭のマスコットキャラクター『こんちゃん』に扮したスタッフととも

に、テント内の謎を解いて脱出のカギを探すゲーム。1時間に1回、1度に10人程度での参加。ど

の回もほぼ満員で好評を博した。 

 

●金葉祭オリジナルおみくじ 

本部に銀杏の葉型のおみくじと段ボール等で作成した銀杏の木を設置し、来場者におみくじを結ぶ

イメージで銀杏の木に貼ってもらった。  

 

⑤学生団体などによるステージパフォーマンス（ミニステージ企画）          

今年の新企画として、学生や一般の方が普段の練習成果を発揮する場所として、ステージ企画を設

けた。落語や合唱、フットサルのボールを用いたパフォーマンスなど、様々な種類のパフォーマンス

を楽しんでいただくことができた。また、28日（土）17時からはHTBのマスコットキャラクター

『onちゃん』をはじめとして、金葉祭のキャラクター『こんちゃん』、北大祭のキャラクター『ふっ

とうくん』、福岡県人会のキャラクター『ふくちゃん』の着ぐるみを招いてのライトアップカウントダ

ウンイベント、並びに撮影会を実施し、非常に好評を博した。  

  

⑥金葉祭フォトコンテスト  

twitter のハッシュタグツイート、またはグーグルフォームより画像を投稿していただき、その中

から優秀な作品を委員が選定した。220件以上の応募があり、北大の魅力発信の一助となった。 

  

 

■構成員 

氏名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

小崎 拓登 総合化学院 総合化学専攻 修士2 

市川 瑠 工学院 環境フィールド工学専攻 修士1 

池本 敦貴 工学院 人間機械システムデザイン専攻 修士1 

小笠原 央 工学部 応用理工系学科 4 

才川 純一朗 工学部 環境社会工学科 4 

大坪 千穂 工学部 環境社会工学科 4 

竹生 陽介 経済学部 経済学科 4 

鈴木 理沙子 法学部 法学課程 4 

米岡 宏喜 農学部 森林科学科 3 

小林 絵麗菜 法学部 法学課程 3 

長谷川 航平 法学部 法学課程 3 

長田 彬 農学部 応用生命科学科 2 

楠 銀河 工学部 応用理工系学科 2 

松本 美涼 工学部 応用理工系学科 2 

平野 宗太朗 工学部 機械知能工学科 2 

森 瑞希 文学部 人文科学科 2 

堀内 千里 薬学部 薬学科 2 

下境 凌弥 薬学部 薬科学科 2 

朝生 樹 法学部 法学課程 2 

三井 瑛里香 綜合教育部  1 

太田 早織 綜合教育部  1 

上田 雅也 綜合教育部  1 

南出 陽香 綜合教育部  1 

佐々木 勇輝 綜合教育部  1 

伊藤 緑薫 綜合教育部  1 

佐藤 由起 綜合教育部  1 

 

  



■実施の評価 

【北海道大学内の名所の一つである北13条通の銀杏並木を、最も綺麗な季節にライトアップすることで、

在学生や教職員、また全国の方々にその魅力を知ってもらう】 

今年は例年の倍近くの来場者数を記録し、ライトアップや秋に関連した企画、テレビなどのメディア

の取材を通して、その魅力を十分に発信することができた。また、海外からの観光客も多く見られ、国

内だけでなくさらに世界へ北大をアピールすることができた。 

 

【多くの催しものを通して、北大生、来場者の交流場所を提供する】 

例年の『自然工作体験』『化学実験教室』『屋台』に加え、今年の新企画『ステージパフォーマンス』

『縁日/昔のおもちゃ展』『脱出ゲーム』『金葉祭オリジナルおみくじ』『金葉祭フォトコンテスト』など、

例年以上に来場者に楽しんでもらえるような企画を行った。また、幅広い世代間の交流の場を提供した。  

 

 

■その他（希望・反省等） 

・銀杏並木の車両の通行について       

例年の課題であるが、今年もライトアップ中に車が通行することへの苦情が多数寄せられた。当委員会

でも、交通誘導要員を多数配置することで安全確保に努めたため、目立った事故などは起こらなかったが、

土曜日は特に例年に見られない来場者数を記録したため、大変混雑した。これには、銀杏並木自体の知名

度が上昇していることもその原因として考えられる。（ウェブサイト等でも観光地として紹介されており、

今年はアジア系観光客の増加が顕著に見られた。） 

  

・飲食屋台について       

今年は飲食物の品目増加に伴い、提供窓口も増やしたが、それでも屋台の前に長い列ができてしまい、

車道にはみ出してしまう例も見られた。来年以降は、列整理の要員を増やす、屋台間の距離を空けて入場

者を分散させる、などの対策をとっていきたい。 

 

・活動場所について 

金葉祭は大学内に活動場所を持っておらず、準備等に関して多くの問題が生じている。そのため、学内

に当委員会が使用できる倉庫や空間がないか、大学側に相談する。 

 

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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プロジェクト名 第6回夜のピクニック   

 

代表／沼澤 里佳 理学部 生物科学科 3年 

 

 

■実施時期 

6月17日（土） 参加者交流会 

7月1日（土）、2日（日） 第6回夜のピクニック 

 

 

■実施の内容 

本企画「僕らの歩行祭～北の大地で夜のピクニック～」は通称「夜ピク」と呼ばれ、今年度で第6回目

の開催となった。“歩く”ことの魅力を多くの人に知ってもらうこと、歩き切った先にある自身の成長や仲

間との絆を感じてもらうこと、北海道の魅力に気付いてもらうこと、この三つを目的とし、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を歩くイベントである。普段何気

なく行っている“歩く”ことの魅力や可能性を、豊かな思い出と共に感じる絶好の機会となることを目指

している。 

 

実際の活動は週一回のミーティングを軸とし、運営・広報・総務の三班に分かれて連携を取りながら進

められた。 

昨年度のイベント終了後、10～3 月は規模・テーマ・ルート・予算について、4 月は新歓活動・予算

確認・ルートの確認と訂正・元気プロジェクトについて話し合いを行った。同時に夜のピクニックの宣伝

を兼ねて10、11、3、4月には約20km、30人程度の規模のミニピクニックを開催した。5、6月は

参加者向けのしおりの作成・必要物品の確認と確保・保険や民間救急の手配などを進めた。昨年度と大ま

かなルートは同じであったが、安全性の向上を目的とし細かな訂正をしたため、運営スタッフでのリハー

サルは 4 月から繰り返し行った。また、ビラ配り・SNS・ポスター・北大祭などを通して積極的に広報

活動を続けた。さらに、本番二週間前に開催した参加者交流会では、参加者に本番に向けての詳しい説明

などを行い、当日の歩行班ごとにのぼりを作成してもらった。事前に参加者同士、また参加者と運営メン

バーの交流を行うことで、当日の安心感や安全面の向上に繋がると考えている。交流会後の二週間はより

密な打ち合わせとルートの確認、当日の動きを確認し本番に備えた。 

 

悪天候により途中解散となってしまった昨年度のルートを大筋とし、細かな修正を行ったものが今年度

のルートである。朝9時に北大中央ローンを出発し、新川通・ほしみ・銭函の海沿いを通り21時に折り

返し地点である朝里川公園着、その後銭函・手稲・発寒を経て翌日朝10時頃に北大に戻ってくるルート

を計画した。往路・復路共に海を見ながら歩くことができ、さらに川沿い・海沿い・町中と往復路でそれ

ぞれ異なる景色を楽しめるような道のりとなっている。10km弱歩くごとに30分程度の休憩を挟み、参

加者全員が完歩できるような配分にした。また、配給としておにぎりや菓子パン、栄養ゼリー、お菓子な

どを配ったり、初年度からお願いしている民間救急に加え、ワゴン車3台を使用し負傷者や体調不良者の

運搬に備えたりと、参加者が元気にかつ安全に 70km を歩ききれるような工夫を凝らした。参加者が歩

く際の基本単位である班の人数は約10人で全8班とし、班分けは参加登録の際のグループや参加者の情

報を基に行った。当日の運営メンバーは参加者の中に入って実際に一緒に歩く「歩行部隊」、交差点や分か

りにくい道を案内する「案内部隊」、全体の流れを統括し指示を出す「本部」の三つに分かれて動いた。

24時間運営メンバーが活動し続けられるよう、部隊の変更などのシフトを綿密に組んだ。 

 

当日は朝から快晴だったものの、にわか雨が降り歩行困難な区間もあった。参加者の安全を考えその区

間はほぼカットし、全員が雨宿り可能な場所までワゴン車で移動してもらった。昨年度の反省を踏まえ、

雨天時にどのように動くかを事前に相談していたおかげでスムーズに誘導できたと考えられる。その後は

天気が回復し、ほとんどの参加者が歩き切ることができた。 

 

本イベント終了後には参加者に事後アンケートを行い、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、反省や展望を話し合い資料の整理を行った。また、サブイベントとして約 20km の行程で

札幌市内の文化施設をめぐるという企画を行うことで、イベントの知名度と運営スタッフの経験値の向上

に努めた。参加者数としては以前より小規模ではあったものの、イベント内容や運営体制などは確実に整



ってきていると考えられる。今後もより完成度の高いイベントとして成立するようステップアップを試み

る。 

  

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

加藤 亮介 工学部 環境社会工学科 3 

藤岡 拓生 理学部 化学科 3 

白井 久希 医学部 保健学科 2 

孕石 優太朗 教育学部 教育学科 2 

野末 修平 教育学部 教育学科 2 

湊川 菜穂 水産学部 増殖生命科学科 2 

阿部 太紀 水産学部 資源機能化学科 2 

田口 大貴 文学部 人文科学科 2 

三上 夢仁 文学部 人文科学科 2 

嶋田 多希 文学部 人文科学科 2 

齊藤 晃大 法学部 法学課程 2 

秦 宙基 法学部 法学課程 2 

齊藤 梨紗 法学部 法学課程 2 

辻 愛子 法学部 法学課程 2 

早川 梨穂 法学部 法学課程 2 

齋藤 琢弥 理学部 数学科 2 

野村 拓矢 総合教育部  1 

富岡 拓海 総合教育部  1 

福永 暁斗 総合教育部  1 

山川 真輝 総合教育部  1 

齋藤 日向子 総合教育部  1 

大汐 七海 総合教育部  1 

坂本 ひより 総合教育部  1 

 

 

■実施の評価 

今年度で第6回を迎えた「夜のピクニック」だが、参加者の笑顔や楽しく話す様子から、特別な時間・

空間の中で味わえる達成感を感じてもらうことができたと考えられる。また、完歩率も 93%と高く、後

半になっても参加者の「歩く意欲」を感じる場面が多くあった。全体を通して、仲間との繋がりだけでな

く、何よりも歩く楽しさや魅力を感じてもらうことができたと考えられる。 

 

また、今年度はこれまで目標として掲げていた“地域との繋がりを持つ”ことに関して大きな成長が見

られた。特に当イベントのことを北海道新聞社様が取り上げてくださったことが特筆すべき外部からの反

響で、この新聞記事をきっかけに参加してくださった参加者も多く、知名度を上げる良い機会となったと

考えられる。また、新聞記事をご覧になった小樽市長が参加者交流会に来て挨拶してくださるなど、これ

までにないような地域との繋がりを持つことができた。今後は地域がイベントを後押しし、イベントを通

してその地域の魅力を発信していくという形で地域との相互的な連携を取り、より強い関わりを持てるよ

うなイベントにしていきたい。 

 

今年度は雨天時の対応と予算について特に検討を重ねてきた。昨年度は悪天候により途中解散という結

果に終わってしまい、70km を歩き切ることが出来なかったことが最大の反省点として残った。そこで、

今年度は延期日を設定し、前日に開催不可能と判断した場合、延期という措置を取ることにした。また、

歩行中に悪天候となった場合にどのように誘導するかについて話し合いを重ねた。さらに、延期した場合



でも開催できるように予算の出来る限り削減を行い、加えて配給は一か月後の延期日にも配布できるよう

日持ちするものを増やした。このような準備もあり、今年度も歩行中に悪天候に見舞われたが速やかに誘

導することができた。一番の見どころである海沿いの区間をカットしなければならなかったことは残念で

あったものの、参加者の体調やタイムスケジュールなどを考えると最善策を取ることができたと考えられ

る。 

 

昨年度の途中解散の影響もあり、今年度の参加者数は約70人と少なかった。参加者数を増やすためさ

らに広報活動を充実させるべきだと考えられる。そのためには SNSを使った広報の強化や広報開始時期

の検討が必要である。また、当イベントだけでなく 20km 程度のミニイベントの内容の充実を図り、リ

ピーターを増やせるように努力していきたい。 

 

以上のことより、当日の様子から参加者が”歩く”ことへの興味を持ち、魅力を感じてくれたと言える

であろう。また、当イベントが地域に根ざしたものになりつつあることも実感できた。来年度の課題とし

ては、上述したように広報活動の強化、地域との相互的な連携、またイベント規模の模索が挙げられる。

来年度以降も参加者に非日常的な体験を通して”歩く”ことの魅力を伝え、一層地域に根ざしたイベント

となるよう、運営メンバー一同努力していく。 

 

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）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 
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