
実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「2018年度 北海道大学ハルトプライズ」 

 

代表／坪井里奈・水産学部 海洋生物科学科・4年 

 

 

■実施期間 

2018年10月16日（火）～ 2018年12月15日（土） 

 

 

■実施の内容 

【ハルトプライズとは？】 

 大学生・大学院生を対象とした、世界最大規模のソーシャルビジネスコンテスト。与えられたテーマ

に沿って3～4人のチームでビジネスアイデアを練り、その内容を英語でプレゼンテーションする。こ

のコンテストは大学予選・地域予選・アクセラレータプログラム・世界本選という4選考に分かれてお

り、当団体は北大での大学予選、すなわち「ハルトプライズ北大予選」の企画・運営を2015年度よ

り行っている。 

 

【出場者募集説明会】 

 第4回ハルトプライズ北大予選に出場する北大生を募集するため、出場者募集説明会を日本語と英語

で計4回（10月16日、10月17日、10月25日、11月2日）開催した。各説明会には過去の

出場者やアドバイザーの教員を招聘し、ハルトプライズに出場することで得られるものの多さを紹介し

ていただいた。 

 

【ワークショップ】 

 北大予選出場チームがよりよいビジネスアイデアを創り上げられるよう、11月14日と12月7日

にワークショップを開催した。 

 第1回ワークショップは、大学院特別教育プログラム「新渡戸スクール」と共催で行った。講演者と

して一般社団法人C4の伏見崇宏さんをお招きし、ソーシャルビジネスとは何か、どのようにしてビジ

ネスアイデアを練り上げていけばよいか、を伝授していただいた。 

 第2回ワークショップには、ハルトプライズジャパン（日本国内のハルトプライズ開催大学を管轄す

る機関）のトップである佐野寛享さんに来ていただいた。各チームのアイデアに対し個々にアドバイス

をしていただく等、密度の濃いワークショップとなった。 

 

【第4回ハルトプライズ北大予選】 

 12月15日に北大地球環境科学研究院にて第4回ハルトプライズ北大予選を開催し、14チーム（52

名）の出場者と4名の審査員のほか、学内外からお招きしたオブザーバーの方々が参加した。また、マ

スメディア2社（札幌テレビ放送、北海道新聞）にも取材に来ていただいた。この予選では、各出場チ

ームが6分間のプレゼンテーションと4分間の質疑応答から成る計10分間の発表を行った。全チー

ムの発表が終了した後、審査員団による議論を経て1～3位のチームを選出した。そのうち1位と2

位のチームが、4月に行われる地域予選に参加予定。 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

Md. Shiblur Rahaman 環境科学院 環境起学専攻 DC2 

Sangeetha Udani Ratnayake 情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 DC1 

湯原進二 工学院 北方圏環境政策工学専攻 MC1 

Nabe Amadu Ali 経済学院 現代経済経営専攻 MC1 

竹鼻大貴 工学部 応用理工系学科 B4 

Janith Sandaruwan HUSTEP 
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■実施の評価 

 当団体は、ハルトプライズ北大予選の企画・運営を通して「ソーシャルビジネスの啓発」、「英語で発

表をする機会の提供」、「国籍・専攻・学年の壁を越えた、北大生同士の交流の促進」の3つの目的を達

成することを目指してきた。そして、ワークショップや北大予選自体を通して、これらの目的を達成す

ることができたと自負している。特に3つ目の目的については、B1～DC3までのすべての学年が北大

予選に出場したこと、出場者の国籍も15か国と多岐にわたったことから、最も達成の度合いが大きか

った。 

 また、今年度は世界中の1000以上の大学にてハルトプライズ大学予選が開催されたが、当団体は

その中でトップ30の一つとして表彰された。これは日本の大学としては初めてのことであり、さらに、

ハルトプライズ本部やハルトプライズジャパンのSNS等で大々的に広報されたことから、北大の国際

的な知名度向上にも微力ながら貢献することができたのではないかと考えている。 

 一方で、北大予選の運営・企画に際し課題も少なからずあったので、今後改善に向けて努力していき

たい。 

 

■その他 

次年度は、5回目のハルトプライズ北大予選開催という節目の年を迎える。これまで蓄積されてきた

経験や人脈、ノウハウ等を活かし、より質の高い運営ができるよう精進していく。 

 

■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 



実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「 北大金葉祭  」 

 

代表／ 名前・所属学部学科・学年 

秋田拓海 農学部生物環境工学科 2年 

 

■実施期間 

2018年10月26日（金）～2018年10月28日（日） 

 

 

■実施の内容 

１）実施時期 

   2018年10月27日(土)、28日(日) 

 

 ２）入場者数 

   37,000人 

   今年は悪天候だったが午後に回復したことや、知名度の上昇もあり晴天だった昨年と比べても比肩

できる入場者を記録した 

    

 

 ３）広報活動/メディア露出状況 

  ・当委員会による広報活動 

   北大内や周辺の飲食店、地下鉄駅や公共施設、市内の高校等へのポスター掲出 

   TwitterやFaceBook 等のSNSを通して通年での宣伝 

    

・メディア、北大機関誌などへの露出状況 

   HTB 『イチオシ！モーニング』 

北海道新聞  

   poroco 11月号 

   広報誌エルム 

   北大新聞     

その他ウェブサイト、旅行社等多数掲載 

 

 ４）協賛/後援 

  ・協賛 

今年度は残念ながら協賛の基板作りが間に合わなかったため募集ができなかった。 

  ・後援 

   札幌市 

   北海道大学校友会エルム 

   じゃがいも、人参、大根の提供 

  

 ５）具体的な活動報告 

  ・委員、当日スタッフの活動状況 

   委員 : 36人 

   当日スタッフ : 38人 

 

①銀杏並木のライトアップ 

今年も例年と同じく、銀杏並木の全面ライトアップを行った。(投光器60個、LED投光器20

個、発電機17台)ライトアップ時間は昨年と同じく18:00～とした。 

    例年と同程度の来場者数を記録した。交通規制がかかっていたことによって来場者は思い思いの

写真を撮れたようだった。 

今年度はフルカラーライトアップを行い、一刻一刻と変わる景色を写したことによってより写真

撮影を楽しんでもらえたように感じている。 



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。 

    今年も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、幅広い飲食物

を提供できた。 

 

③交通誘導 

今年度は祭開催期間中は全面交通規制が行われていたため、13条通りの交通誘導に人員を割く

ことがなくなり、委員の負担が削減された。ただ規制外である工学部交差点のところで写真撮影を

する方も多く、その箇所の交通誘導の必要性を感じた。 

   

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、小学

生やその保護者、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。 

   〇科学実験教室 

    ・顕微鏡を用いたお金の模様の観察  

    ・顕微鏡で葉っぱの繊維の観察 

    ・雲を作る実験 

   〇自然工作体験 

    ・自然を使ったリース、アクセサリーなどの小物づくり 

   〇縁日企画 

    ・射的  

    ・ヨーヨーすくい  

    ・スマートボール  

   〇神社企画 

神社をもした鳥居と社、その名も「金葉神社」を建立し、絵馬、お守り作りを楽しんでいただい

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。 

    ・150日の銀杏の木 

北海道150周年企画として行われた企画。今年の5月頃から毎日銀杏並木を撮影し、それ

らをパネルに貼り付け、銀杏の色の変化を見ていただいた。 

 

⑤学生団体などによるステージパフォーマンス 

今年は昨年度にも行ったステージ企画をさらにパワーアップし、より本格的なオーディオ機器を

設置したステージを用意した。落語や合唱、弾き語りなどの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出来た。また27日(土)17:00～はHTVのキャラクター

『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，ライトアップ

カウントダウンイベント、なら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,instagram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の投稿をしてい

ただき、そのなかから優秀な作品を委員が選定する。500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 

秋田拓海 農学部 生物環境工学科 ２ 

南出陽香 文学部（言語文学

コース） 

言語情報学講座 2 

大場誉幸 工学部 情報エレクトロニクス 3 

米岡宏喜 農学部 森林科学科 4 

池本敦貴 工学院 機械知能工学科 2 

小笠原央 工学院 応用物理学専攻 1 

市川瑠 工学院 環境フィールド工学専攻 2 

辻脩志 工学院 共同資源工学専攻 2 

石橋徹也 工学院 応用物理学専攻 2 

才川純一郎 工学部 環境社会工学科 ４ 

楠銀河 工学部 応用理工学科応用マテリア

ルコース 

3 

平野宗太郎 工学部 機械知能工学科 3 

森瑞希 文学部 人間科学科 3 

金井一真 経済学部 経済学科 3 

清水清久 理学部 生物科学科高分子機能学 3 

河野雅也 工学部 応用理工学科 3 

上田雅也 法学部 法学課程 2 

佐々木勇輝 理学部 生物科学科高分子機能学 2 

太田早織 文学部 西洋史学講座 2 

鈴木彩乃 薬学部  1 

加藤史 獣医学部 共同獣医学 1 

小内啓祐 総合理系  1 

梶原若菜 総合理系  1 

西沢まなか 文学部  1 

土屋玲奈 総合理系  1 

保田桃花 歯学部 歯学科 1 

坂之上徳博 薬学部 薬学科 1 

島田美希 水産学部 資源機能科学科 1 

高山紗英 総合理系  1 

袋井航平 総合理系  1 

金子詩加 総合文系  1 

細江隼平 総合理系  1 

折登いずみ 文学部（人間シス

テム科学コース） 

行動科学研究室 1 

 

 

■実施の評価 

〇北大の知名度アップ 

  多数のメディアや、市内各所に掲示したポスターなどによって、多くの方に北大にある自然について

知ってもらえた。今年も、ライトアップ時には昨年並みの来場者数を記録し、ライトアップや秋に関連

したイベント等を通して多くの方にその魅力を十分に発信することが出来た。 

  また、外国人観光客向けに英語版、中国語版のパンフレットも用意し、外国からの来場者でも楽しめ

るような企画作りを行えた。 



〇来場者との交流 

例年の『自然工作体験』『化学実験教室』『屋台』などに加え、今年は新たに『神社企画』を行なっ

た。そして昨年から実施した『ステージパフォーマンス』『縁日』『金葉祭オリジナルおみくじ』『金葉

祭フォトコンテスト』については、ステージはより本格的な機材を設置しパワーアップしたのに加え、

フォトコンテストは昨年度の2倍以上の応募があった。昨年以上に洗練された企画を行うことでより

来場者に楽しんでいただけただろう。また、幅広い世代間の交流の場を提供した。 

 

〇胆振東部地震への寄付 

今年も多くの募金が集まったため、来年の金葉祭準備に必要な繰越金を差し引いた金額を慈善事業に

役立てようと考えている。その一環として、地震の被害に遭った方のために厚真町への寄付を考えてい

る。 

 

〇物品の保管場所について 

年々少しずつ規模が大きくなっている中で物品の保管という点において委員の個人宅に保管している

場合も多く、負担が大きくなっている。そのため現在委員会では来年度以降の活動のために物品の保管

場所を探している。 

 

〇広報活動について 

規模と同様に知名度も上昇し、多くのメディアに取り上げられるようになった一方で我々の把握して

いないところで金葉祭が取り上げられるようになってきた。学内のイベントとのことで広報課の一存で

許可しているようであるがこちらの耳に少しも入っていないことについて現在交渉中である。 

 

■その他 

〇来年度以降の活動に向けて 

今年度の反省をふまえて、来年度もより安全で来場者の方に楽しんでいただけるような企画を用意し

ていきたい。 

 

・13条通り全面交通規制は来場者に非常に好評だったので来年度以降も実施していただけるよう交渉

していく。またライトアップの時の工学部前交差点については交通誘導を検討していきたい。 

 

・北大内の博物館などの各施設や札幌市、北海道の観光事業とのコラボレーションなど、積極的に持ち

かけていきたい 

 

・今年は委員の数が大幅に増加し、安定して祭りを運営することが出来た。来年度以降もメンバー募集

に力を入れていきたい。 

 

・北大内や他大学の学生団体等とより積極的に、そして円滑に関わり、ビジュアル的にもより北大の魅

力を発信できるような祭りを作る。 

 

・例年通りの『募金制』での運営は元気プロジェクトからの補助があった上でも、不安定で十分とは言

えない。また外国の方などにその制度が伝わりにくいことから、これに代わる手段を大学側との交渉

も含め、模索する。そこで出た利益は銀杏並木や北大の自然等の保全などの事前事業に役立てられる

ような体制を作る。現段階では難しいが、最終的には、元気プロジェクトからの独立を目標として長

期的な計画を立てる。 

 

・資金の確保のため協賛企業の募集を積極的に行っていきたい。また、企業にとって魅力的な広告形態

を模索していく。さらにクラウドファンディングについても検討していく。 

 

・前述の通り、金葉祭は大学内に活動場所を持っておらず、金葉祭当日に向けての準備などに関して多

くの問題が生じている。そのため、倉庫や活動場所など、学内で当委員会で使用できる空間がないか

大学側に持ち掛ける。 

 

・この数年で金葉祭を取り巻く環境も変わった。昨年同様校友会エルム様より支援をいただけただけで

なく、今年度は施設部からも積極的に支援していただくなどより多くの大学の支援をいただけるよう
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になった。また、セイコーマートやキッチンカーなど金葉祭実行委員会以外の団体も多く関わるよう

になってきた。このような団体とも積極的に関わっていきたい。 

 

■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 



実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「 第7回夜のピクニック  」 

 

代表／ 嶋田 多希・文学部人文科学科・3年 

 

 

■実施期間 

2018年6月16日（土） 参加者交流会 

2018年6月30日（土）～  2018年7月1日（日） 第7回夜のピクニック 

 

 

■実施の内容 

本企画「第7回夜のピクニック」は、僕らの歩行祭実行委員会が運営するイベントである。2012年

から毎年開催しており、今年度で第7回を迎えた。「歩く」ことの魅力を知ってもらうこと、北海道の身

近な地域をよりよく知ってもらうこと、歩き切った達成感を仲間と一緒に感じてもらうことの三つを目的

として、北海道の大学に通う大学生・大学院生の参加者を募り、24 時間かけて約60kmを歩く。 

企画の開催に向けての活動は、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た。昨年度のイベント終了後、10～3月は企画の規模・テーマ・ルート・予算につ

いての話し合い、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、本企画の宣伝を兼ねて10,11,3,4 月に約20km 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ると同時

に、運営スタッフでのリハーサルも繰り返し行った。また、団体のHP・ビラ・SNS・ポスター・北大祭

での模擬店出店などを通して、積極的に広報活動を行った。 

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を行い、当日に歩く際

の班を発表した後、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る。交流会後の二週間は、ルート

と当日の動きを確認し本番に備えた。 

今年は、石狩方面へのルートを計画した。朝9 時に北大中央ローンを出発し、太平公園・青葉公園・

石狩あそびーちを経由して、18時半に折り返し地点である八幡コミュニティセンター着、その後、防災

ひろば・青葉公園・紅葉山公園・屯田西公園・発寒西陵公園を経て、翌日朝９時頃に北大に戻ってくるル

ートである。これは、小樽方面を折り返し地点としていた一昨年度・昨年度から大きく変更を加えたもの

で、坂道が少ないため非常に歩きやすく、休憩地点では海を臨むことができるような道のりとなっている。

総距離を昨年度の70kmから60kmへと10km減らすとともに、折り返し地点での休憩を屋外から屋

内へ移し、休憩時間も1時間から1時間半へと約30分増やした。その他に、折り返し地点以外でも10km

弱歩くごとに30 分程度の休憩を入れる、配給としておにぎりや菓子パン・栄養ゼリーなどを配る、民間

救急に加えワゴン車2台とミニバン1台を用意して負傷者や体調不良者の運搬に備える等、参加者が元

気かつ安全に60km を歩ききれるような工夫を凝らした。全体を通して、参加者が歩く際の負担をでき

る限り減らし、完歩時に達成感を感じてもらえるような計画を心掛けた。 

参加者は、5～8 名で構成される班を基本単位として歩いた。これは参加登録の際のグループや参加者

の情報を基に、参加者を8班に分けたものである。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」、車を動かしながら歩行部隊と案内

部隊をサポートし、全体の流れを統括して指示を出す「本部」の三つに分かれて動いた。後半に運営メン

バーの疲労が溜まってしまい、活動に支障の出た昨年度の反省を踏まえ、24 時間支障なく企画の運営が

できるよう、メンバーの休憩時間を含めながらシフトを綿密に組んだ。 

当日は朝から快晴だったものの、2日目の未明に雨が降ったため、一部歩行困難な区間があった。参加

者の安全を考えその区間は途中で中断し、全員が雨宿り可能な場所までハイエースで移動してもらった。

昨年度の経験を踏まえ、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たため、急遽ルートを変更して歩行を継続した。ルートの変更の

際には、リハーサルで運営メンバーが歩いたことのある道を選び、参加者の安全確保に努めた。結果とし

て、ほとんど全ての参加者が歩き切ることができ、例年をはるかに上回る98％という完歩率を得ること

ができた。 

イベント終了後、参加者アンケートの実施と今年度の運営の反省を行い、来年度に向けた展望を話し合

った。 



■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

嶋田多希 文学部 人文科学科 ３ 

沼澤里佳 理学部 
生物科学科高分子機能学専

修 
４ 

田口大貴 文学部 人文科学科 ３ 

齋藤琢弥 理学部 数学科 ３ 

齊藤晃大 法学部 法学課程 ３ 

秦宙基 法学部 法学課程 ３ 

三上夢仁 文学部 人文科学科 ３ 

齊藤梨紗 法学部 法学課程 ３ 

白井久希 医学部 看護科 ３ 

辻愛子 法学部 法学課程 ３ 

早川梨穂 法学部 法学課程 ３ 

孕石優太朗 教育学部 教育学科 ３ 

野末修平 教育学部 教育学科 ３ 

野村拓矢 文学部 人文科学科 ２ 

富岡拓海 理学部 地球惑星科学科 ２ 

山川真輝 文学部 人文科学科 ２ 

齋藤日向子 文学部 人文科学科 ２ 

大汐七海 文学部 人文科学科 ２ 

坂本ひより 理学部 化学科 ２ 

佐藤未来 理学部 物理学科 ２ 

加藤永理 文学部  １ 

住田梨織 医学部 保健学科 １ 

寺嶋啓太 総合理系  １ 

久島弘暉 文学部  １ 

貴田岡結衣 文学部  １ 

竹本英司 文学部  １ 

武田真衣子 総合理系  １ 

高橋英也 法学部  １ 

野添俊希 総合理系  １ 

  ※他大学3名 

 

 

 

■実施の評価 

本企画「第7回夜のピクニック」では、途中悪天候に見舞われながらも、ほとんどの参加者に完歩して

もらうことができた。 

本企画の主な成果としては2点が挙げられる。1点目は、雨天時の対応である。雨天で途中解散になっ

た一昨年度の反省を生かし、予備日の設定と予算作成を行った。予備日について、イベント当日と並行し

てレンタカーや休憩地点の手配等を行い、参加者交流会においても参加者に対して予備日に関する説明を

行う機会を設けた。さらに昨年度の経験を活かし、イベント中に雨が降った際の対応についてもあらかじ

め計画した。雨天時の対応を運営メンバーで共有しておくことによって、実際の悪天候に柔軟に対応する

ことにつながったと考えられる。 

2点目は、「『歩く』ことの魅力を知ってもらう」「歩き切った達成感を仲間と一緒に感じてもらう」と

いう目標に対する成果である。完歩はしたものの達成感よりも疲労感が勝る参加者が一部でみられたとい

う昨年度の反省を生かし、全体として参加者が歩く際の負担をできる限り減らせるような計画を心掛けた。



具体的には、ルートを一新し歩行総距離を70kmから60kmへ変更したこと、折り返し地点として屋内

の施設を利用し、例年より30分長い約1時間半の休憩を取ったこと等が挙げられる。結果としてリタイ

ア者は1名に留まり、完歩率98％という結果を得ることができた。参加者アンケートにおいても、疲れ

たが楽しかったという感想が多く見られた。 

一方で、いくつか課題も残った。特に、イベント規模やコンセプトは再考すべき課題の一つである。先

述の通り、本企画は2012年から継続して毎年行われているものであるが、一昨年から参加者人数が10

人程度ずつ減少する傾向にある。今年度はその反省を踏まえて、リピーターの増加を目標に、参加者への

負担が少ないイベントを目指した。しかし効果があったのかどうか明らかになるのは来年であり、現時点

では依然として参加者人数の不足が課題である。同時に、本企画は今年度で第7回を迎え、運営メンバー

の世代交代が進んだ。団体として受け入れられる人数も変化していると感じている。これまでは、小説『夜

のピクニック』をモデルとして「100人で24時間かけて70kmを歩く」をコンセプトに活動してきた

が、今年度のイベントで歩行距離を変更したことも含めて、イベントそのものの規模やコンセプトを再考

する時期に差し掛かっていると言えるだろう。 

また、魅力のあるイベントづくりも、今後に向けての課題である。これまでは、「歩く」ということの魅

力を伝えることを目指し、歩く際の参加者の負担をいかに減らすかに焦点を当ててきた。しかし、ただ歩

くというだけでは参加者を集めるのが難しい。歩くことの魅力を伝えるという目標を引き続き掲げつつも、

参加者にとって分かりやすく魅力を感じてもらえるような、「歩く」以外に焦点を当てた取り組みにも挑戦

していきたい。また、宣伝の場所や媒体を工夫することにより、様々な年齢や大学の参加者を募り、幅広

い層に参加してもらえるイベントを目指す。 

以上より、本企画「第7回夜のピクニック」は、先に掲げた目標を達成し、イベントとして成功を収め

ることができたと言えるだろう。今後は、団体としてこれまでのノウハウを受け継ぎつつ、イベントの再

検討や魅力あるイベントづくりを含めた、新たな取り組みにも積極的に挑戦していきたい。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、同時に参加者自身にも楽しんでもらえるよ

うなイベントとなるよう、運営メンバー一同努力していく。 

 

 

■その他 

来年度の企画に向けて、特に力を入れて取り組んでいきたい点としては、地域との連携が挙げられる。

今年度は、参加者交流会においてルート周辺の地域紹介を行う、休憩地点として石狩あそびーちを利用す

る、折り返し地点として石狩市の八幡コミュニティセンターを利用する等の活動を行った。しかしこれら

は、運営メンバーや参加者が地域について知るという一方的な活動に留まってしまっている。今後のイベ

ントの発展を考えたとき、一方的ではなく相互の関わりを持つことが重要になってくると言えるだろう。

本企画を行うことによって地域に貢献し、参加者が地域の人々と関わりを持てるような取り組みに挑戦し

ていきたい。具体的には、NPO 法人や地方自治体との連携を検討しているところである。 

今後も、週一回のミーティングを中心に、来年度の企画に向けて準備を進めていく。 

 

 

■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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