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PRESS RELEASE  2022/8/5 

「LASBOS カードラリーキャンペーン」を開催 
～札幌キャンパスの施設を巡り、海について学ぼう～ 

【概要】 

北海道大学札幌キャンパスでは、大学院水産科学研究院バランスドオーシャン運用部主催のもと、

8 月 31 日（水）まで「LASBOS カードラリーキャンペーン」を開催しています。 

キャンパス内の施設に設置した LASBOS カードを必要枚数以上集めた方に、LASBOS のオリジナ

ルグッズをプレゼントします。一般市民の方、北大生・教職員の方にそれぞれ異なるオリジナルグッ

ズをご用意していますので、ぜひこの機会にご参加ください。 

【趣旨】 

本キャンペーンは、キャンパス来訪者や利用者が北海道大学の魅力的な学術資源を発見することを

目的にしています。札幌キャンパス内の施設を周遊しながら、LASBOS カードを収集し、海や水圏に

関する学びを深める。同時に北海道大学のことを知る。カードを持ち帰り、LASBOS での学びを継続

するとともに、キャンパスでの体験を家族や友人、知人にシェアする。このようなきっかけになるこ

とを目指して実施するものです。 

【LASBOS カードについて】 

LASBOS（ラスボス）とは、Learning and Study by Balance de Ocean System 「バランスドオー

シャンを通じた教育研究」の頭文字からなるオンライン教材コンテンツ群を指します。独自の

LASBOS Moodle には 600 以上の教材コースを搭載し、また 350 本以上の動画教材を LASBOS 

YouTube から発信しています。 

LASBOS カードは、これらのコンテンツに手軽にアクセス

していただくためのコレクションカードです。表面にはコン

テンツに関連する写真、裏面には解説テキストに加え、

LASBOS コンテンツにリンクする QR コードがあるのが特徴

です。現在、34 種のカードを発行しています。 

https://repun-

app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=198 

【バランスドオーシャン事業について】 

本事業は、「海のトップサイエンティストの早期発掘と育成」を目指した教育プログラム（北海道大

学機能強化促進事業 2019 – 2023）です。従来の対面式の授業や実習に加え、それらを強化するため

のオンライン教材を提供し、早期に学生の研究志向性を高め、海のトップサイエンティストとなる人

材を育成するものです。また、オンラインの利点を活かし大学の国際化にも貢献することを目指して

います。 
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【日  程】 8 月 31 日(水)まで（ただし、景品配布予定数に達し次第、終了となります） 

【場  所】 北海道大学札幌キャンパス内。 

詳細は別添ポスターまたは下記イベントページをご覧ください。 

https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=1187 

【主  催】 北海道大学大学院水産科学研究院バランスドオーシャン運用部 

【協  力】 北海道大学インフォメーションセンター「エルムの森」、北海道大学附属図書館 

【対  象】 一般市民、学生、教職員 

【参 加 費】 無料 

【参加方法】 参加される方に応じて、カードの必要枚数とプレゼントの受取方法が異なります。 

■一般市民の方の場合 

  １．キャンパス内の LASBOS カード配布施設を巡り、3 種類以上のカード集める 

２．Web アンケートに回答 

  ３．インフォメーションセンター「エルムの森」内カウンターで集めたカードを見せて、プレゼン

トをゲット 

 ■北大生・教職員の方の場合 

  １．キャンパス内の LASBOS カード配布施設を巡り、30 種類以上のカード集め、写真を撮る 

２．応募フォームから Web アンケートへの回答及び撮影した写真をアップロード 

  ３．事務局で画像を確認し、景品の受け取り方法をメールにて返信します 

４．北図書館受付で返信メールを見せ、プレゼントをゲット 

 

【オリジナルグッズについて】 

 
 

 

 

【注意事項】 

・ご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。 

・入構にあたっては、マスクの着用、手洗い、咳エチケット等の感染予防対策にご協力をお願いします。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一部利用を制限している施設もございます。来訪前に各

施設 Web サイトをご確認ください。 

 

一般市民向けオリジナルグッズ 北大生・教職員向けオリジナルグッズ 
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お問い合わせ先 

北海道大学大学院水産科学研究院バランスドオーシャン運用部 

ＴＥＬ 0138-40-8885（平日 9：00～16：00）     メール lasbos_info@fish.hokudai.ac.jp 

ＵＲＬ https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=1187 

配信元 

北海道大学社会共創部広報課（〒060-0808 札幌市北区北 8 条西 5 丁目） 

ＴＥＬ 011-706-2610  ＦＡＸ 011-706-2092  メール jp-press@general.hokudai.ac.jp 
 



Mail ： lasbos_info@fish.hokudai.ac.jp
TEL ： 0138-40-8885（平日9：00-16：00）
北海道大学水産科学研究院バランスドオーシャン運用部
お問い合わせ先

ラスボス 検索

LASBOS（Learning And Study by Balance de Ocean System）は
北海道大学水産学部が運営する「海と生き物を学べる」オンライン教育シス
テムです。

※一般の方の図書館の利用はできません

インフォメーションセンター「エルムの森」ショップ
セイコーマート北海道大学店広報スペース

北図書館ゲート前
附属図書館本館ゲート前
総合博物館２階水産学部展示エリア

LASBOSカード配布施設

受付時間
8：30～17：00

インフォメーションセンター
「エルムの森」

正門
南門

至 

札
幌
駅
↓

至 

札
幌
駅
↓

インフォメーションセンター
「エルムの森」内カウンターで

集めたカードを見せて
プレゼントをＧＥＴ！

Ｓtep

3

アンケートフォーム

こちらのフォームから簡単な
ＷＥＢアンケートに
ご回答ください。

Ｓtep

2

配布中のLASBOSカード一覧

北大キャンパス内のLASBOS
カード配布施設を巡り、

LASBOSカードを
３種類以上集めよう！

３種類
以上！

Ｓtep

1

参加方法

北海道大学の広大なキャンパスには様々な施設が
あります。LASBOSカードを集めながら海を学び、
各施設を巡りながら北海道大学の魅力を感じてく
ださい。道中にも発見や出会いがあるはずです。

※お一人様１回限り。種類はお選びいただけません。

景品

ＬＡＳＢＯＳオリジナル
クリアファイル １枚をプレゼント！

（ただし景品配布予定数に達し次第終了とさせていただきます。）
2022年8月31日 水  まで開催

期間
“海を学ぶ”

LASBOSカード

LASBOSカ
ードを集めながら

北大キャンパ
スを巡り

オリジナルグ
ッズをGＥＴしよう

！

ご来訪の方どなたでも参加可能です



Mail ： lasbos_info@fish.hokudai.ac.jp
TEL ： 0138-40-8885（平日9：00-16：00）
北海道大学水産科学研究院バランスドオーシャン運用部
事務局・お問い合わせ先

協力：附属図書館

ラスボス 検索

LASBOS（Learning And Study by Balance de Ocean System）は
北海道大学水産学部が運営する「海と生き物を学べる」オンライン教育
システムです。

インフォメーションセンター「エルムの森」ショップ
セイコーマート北海道大学店広報スペース

北図書館ゲート前
高等教育機構水産学部掲示板前・担任室前
環境科学院１階ホール・図書室前

附属図書館本館ゲート前
総合博物館２階水産学部展示エリア

LASBOSカード配布施設
※参加はお一人様１回限りとさせていただきます。

LASBOSオリジナル
クリアファイル４種＆付箋セット

または

LASBOSオリジナルポーチ
（サイズ：180mm×160mm）

景品

北図書館受付で返信メールを見せ、
景品をお受け取りください。

（受付時間：北図書館の開館時間内）

Ｓtep4

事務局で画像を確認し、景品の受け取
り方法をメールにて返信いたします。

Ｓtep3

アンケートフォーム右のアンケートフォーム用二次元コード
からWEBアンケートに回答、撮ったカー
ドの写真をアップロードしてください。

Ｓtep2

配布中の
LASBOSカード一覧

北大キャンパス内のLASBOSカード配
布施設を巡り、LASBOSカードを３0種
類以上集め、集めたカードを写真に撮
ろう！３0種類

以上！

Ｓtep1

参加方法

北大生のみなさん・教職員のみなさんへ
知っているようで知らない北大キャンパス。

まだ訪れていない施設やしばらく足を踏み入れていない施設がありませんか？
‟海を学ぶ”LASBOSカードを集めながら、北大の情報施設を巡りましょう！

（ただし景品配布予定数に達し次第終了とさせていただきます。）
2022年8月31日 水  まで開催

期間
“海を学ぶ”

LASBOSカード

LASBOSカードを集めながら

北大キャンパスを巡り

オリジナルグッズをGＥＴしよう！

北大生・教職員向け企画
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