
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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