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無人トラクタに乗る松野大臣 共通機器室（FMI）について説明を受ける松野大臣超小型衛星に係る組立用クリーンブースの
説明を受ける松野大臣

松野大臣ご一行と本学役員

■全学ニュース

松野博一文部科学大臣が本学を視察

　7月26日（水），松野博一文部科学
大臣が本学を訪れ，農業用ロボット
（無人トラクタ）や宇宙ミッションセ
ンター（超小型衛星），フード＆メ
ディカルイノベーション国際拠点を視
察されました。
　松野大臣は名和豊春総長らの挨拶を
受けた後，事務局において本学概要の
説明を受けられました。また，高等教
育・研究・産学連携のあり方につい
て，本学の役員と活発に意見を交わさ
れました。
　その後，第一農場に移動した松野大
臣は，農学研究院の野口　伸教授の説
明により，農業用ロボット（無人トラ
クタ）を視察されました。松野大臣自
らがタブレットにより無人トラクタを
遠隔操作し，自律的に農道を移動して
圃場に入るトラクタの動きを確認しま
した。内閣府戦略的イノベーション創
造プログラムの成果であるマルチロ

ボット作業の視察では，自律走行する
トラクタに松野大臣が乗車し，4台の
トラクタが連携して作業する様子に大
変興味を示されました。松野大臣は，
「よい経験ができた。若い人に農業へ
の興味を持ってもらえるとよい」と述
べられました。
　続いて，松野大臣は北キャンパスの
創成研究機構に移動し，理学研究院の
高橋幸弘教授より，超小型衛星の出現
によって起きている大情報革命の現状
について説明を受けました。超小型衛
星は昨今，大型衛星に代わり地球環境
変動の定量的把握や災害予測などへの
活用が期待されています。松野大臣
は，衛星開発に用いる真空チェンバー
や組立用クリーンブースを間近に眺
め，フィールド科学研究への展開や産
学連携の方向性について，質問を投げ
かけられました。
　最後に，健康でアクティブなエイジ

レス社会の実現に向け企業・大学と自
治体が連携して研究開発を進めてい
る，フード＆メディカルイノベーショ
ン国際拠点を視察されました。同拠点
には企業の研究ラボが置かれ，大学の
研究者と協働して共同研究が進められ
る環境にあります。松野大臣は，共通
機器室や，車座となってディスカッ
ションができるフューチャールームを
視察し，企業から研究費を受け入れる
ための課題や大学財務における産学連
携の位置づけ等について，活発な議論
を展開されました。
　当日は天候にも恵まれ，北海道のさ
わやかな夏空の下，本学の教育・研究
を推進していくための議論が深まった
一日となりました。

（総務企画部総務課）

1北大時報  No.761／平成29年（2017年）8月



増設した屋外席の様子北大の夕べを楽しむ皆様

北海道大学　緑のビアガーデン2017を開催

　今年で12回目となる緑のビアガーデ
ンを，北海道大学校友会エルムとの共
催，北海道大学生活協同組合，キリン
ビール株式会社，ノースプレイン
ファーム株式会社の協力で，7月31日
（月）から8月4日（金）まで開催
し，無事終了しました。

　今年は，開催期間を1日長くし，屋
外席を180席増やして開催しました。
初日はあいにくの雨でしたが，2日目
からは天候にも恵まれ，緑あふれる
キャンパスでのビアガーデンを，多く
の皆様に楽しんでいただくことができ
ました。

　北大キャンパスの夏の風物詩として
地域に定着し，毎年楽しみにしてくだ
さるお客様が増えています。賑わい溢
れるビアガーデンに成長したことを実
感できる5日間でした。

（総務企画部広報課）
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北大フロンティア基金

　北大フロンティア基金は，本学の創基130年を機に，教育研究の一層の充実を図り，これまで以上に自主性・自立性を発
揮して大学としての使命を果たすため，平成18年10月に創設しました。
　募金目標額は50億円です。奨学金制度の充実や留学生への支援などの学生支援を中心に，研究支援，学部等支援など様々
な事業を行っており，期限を付さない，息の長い募金活動をすることとしています。
　皆様には基金の趣旨にご賛同いただき，ご協力をお願いします。

７月のご寄附状況
　法人等21社，個人348名の方々から26,096,500円のご寄附を賜りました。
　そのご厚志に対しまして感謝を申し上げますとともに，同意をいただいている方々のご芳名，銘板の掲示，感謝状の贈呈
について掲載させていただきます。（五十音別・敬称略）
　なお，基金累計額には，北海道大学大学院工学研究院の寄附金より移し替えた10,100,000円を含んでいます。

株式会社石田歯科商会，太田内科循環器クリニック，株式会社近江歯研，医療法人社団かなもり歯科医院，

医療法人社団かわい歯科クリニック，医療法人社団熊澤歯科 上浦歯科クリニック，札幌歯科器材株式会社，有限会社札幌庭園工業，

サンエス技研株式会社，島田内科小児科，ストローマン・ジャパン株式会社，ゼウス株式会社，株式会社竹山，

社会医療法人禎心会セントラルCIクリニック，有限会社道都デンタル・ラボ，中川歯科医院，柏楊印刷株式会社，

北海道歯科産業株式会社，株式会社ロッキーマウンテンモリタ

20,867件　4,191,671,264円
北大フロンティア基金情報
基金累計額（7月31日現在）

合川　正幸 相澤　宏修 青木　　茂 赤池　　忠 明本　康伸 朝井　克司 浅井　　司 浅野　賢二

東　　剛己 阿竹　宗彦 熱田　　勤 阿部　和男 阿部　賢也 阿部　有司 網塚　憲生 新井　直也

有泉　吉泰 飯田　俊二 池田　　潤 石川　正浩 石黒　正幸 石田　　忠 石山　　司 磯　　清純

井谷　秀朗 稲田　純一 井上貴一朗 井上　　哲 井上　　宏 井上　　泰 井上　芳子 今井　　徹

今川　博之 入澤　秀次 岩﨑　正則 岩間　英明 上野　拓郎 上平　　正 上山　善弘 宇治　正光

臼井　茂雄 内山　喬一 宇野　　滋 宇野　　豊 梅本　美幸 梅本　幸男 越前谷　亨 及川　　透

大枝　　勉 大岡　智学 大越　康充 大澤　　忠 太田　和枝 大谷　富夫 大塚　仁美 大塚　　稔

大橋　聖也 大畑　　昇 大和田　宏 岡崎　淳一 緒方　清一 奥　　　貴 尾﨑健太郎 尾田　充孝

越智さと子 小内　　透 小野木正章 小原　大和 表　　明宏 帰山　雅秀 角谷　　瞳 笠間　　茂

柏﨑　晴彦 加藤　　園 加藤千恵次 加藤　　勉 加藤　英俊 金川　眞行 金丸　　孝 金子　　潤

金子豊三郎 金城　幸雄 金田　泰幸 上岡　理晴 河合　祥司 川島　真一 川端　　眞 川村　裕司

河本　充司 菅野　大己 菅野　　保 菊池　成美 木島　英夫 城戸　雅和 木村　貞久 桐越　　研

國井　伸泰 窪田　隆之 久米　尚雄 藏重　潤兒 栗野　　篤 栗林　和代 栗山　和典 小家　　公

合田　昌弘 郡山栄次郎 小玉　尚伸 後藤　光成 小林　一郎 小宮山高之 古室あづさ 今　　京子

今　　雅彦 近藤　晶子 西城　一翼 齊藤　　桂 齊藤　　聡 齊藤　成昭 斉藤　　久 佐伯　　歩

坂本　一郎 佐々木卓爾 佐々木芳昭 佐藤　敬喜 佐藤光太郎 佐藤　周二 佐藤　　徹 佐藤　信清

佐藤　範之 佐藤　広文 佐藤　文明 佐藤　雅夫 三升畑元基 塩井　　孝 品川　晴文 篠原　正英

柴田　祐次 柴内　大地 渋谷　繁男 渋谷　正人 清水　智之 志水　宏匡 下河辺宏功 釈囲　秀明

寄附者ご芳名（法人等）

寄附者ご芳名（個　人）
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株式会社北洋銀行　様（平成29年７月26日）

サッポロホールディングス株式会社　様
（平成29年６月15日）

①給与からの引き落とし
　申込書は，本学ホームページの「学内限定情報・システム」からダウンロードし，ご記入の上基金事務室に提出してください。

②郵便局または銀行への振り込み
　基金事務室にご連絡ください。払込取扱票をお渡しします。　

北大フロンティア基金に関する問い合わせ　基金事務室（事務局・学内電話 2017）

③現金でのご寄附
寄附申込書に現金を添えて，事務局財務部経理課収入担当にご持参ください。申込書は，本学ホームページから上記①の
要領でダウンロードしてご記入いただくか，各部局事務担当及び事務局財務部経理課収入担当にご用意していますので，
ご利用ください。

④クレジットカードでのご寄附
北大フロンティア基金ホームページ（http://www.hokudai.ac.jp/fund/form.html）のクレジットカード寄附申込フォーム
から申込をお願いします。

ご寄附のお申し込み方法

（総務企画部広報課）

北大フロンティア基金のご案内（申込書）
http://www.hokudai.ac.jp/jimuk/gakunai/fund/data/form.pdf

北大
ホームページ

教職員
向け

学内限定情報・
システム

北大フロンティア基金の
寄附状況・決算等

感謝状の贈呈

銘板の掲示（20万円以上のご寄附）
（法人等）
　サンエス技研株式会社，ゼウス株式会社

（個　人）
　阿竹　宗彦，阿部　和男，内山　喬一，越智さと子，西城　一翼，竹内　俊英，田中　信義，外丸　詩野，寳金　清博，
　水谷　匡宏，山下　　勇，横山　敦郎

白石　重政 白川　哲夫 白津　文夫 新堂　経治 菅原　由紀 杉澤　　裕 鈴木　明子 鈴木　崇仁

鈴木　朋世 鈴木　正則 鈴木　　充 関　　洋人 関口　新造 瀬名波栄潤 十河　正信 髙木　昌人

髙木　康里 髙﨑　千尋 高橋　典弘 高村　敬純 瀧　　治夫 滝川　　誠 竹内　俊英 武内　　豊

武田　博子 竹田　　誠 竹中　　寛 田嶋　景子 田中　　享 田中　信義 谷　　　宏 谷向　利紹

谷村百和子 谷脇　明宏 田畑　　太 丹野千枝美 丹野　元晴 地川　弘一 千田　典史 月館　洋一

辻　　泰明 辻口　鎮男 津田　栄継 土家　琢磨 堤　　智紀 綱川　健一 鄭　　漢忠 寺坂　暢章

寺澤　　睦 照屋　　均 戸倉　　聡 外丸　詩野 富田　喜内 豊下　祥史 豊田　健一 豊田　威信

豊森　孝弘 鳥潟　　肇 内藤　　敢 中神　宏司 中嶋　　博 長瀬　俊彦 永田　剛昭 永田　　暢

長本　克義 中本　政美 夏野　伸一 生井　宏明 鳴海　　晃 二階堂　徹 二階堂正直 西　　隆一

西村　泰一 根岸　　淳 橋爪　俊明 長谷川慎一郎 畑　　健一 畑原　裕司 畑山　秀一 浜口　　誠

林　　清司 原田　祥二 春山　良之 人見康太郎 福田　　博 藤井　廣厚 藤井　靖久 藤田　正樹

藤永　紀子 藤本　篤士 寳金　清博 前田　雅子 増田　健児 増山　邦彦 町田　圭介 町田　宗正

松尾　晋吾 松岡　威文 松﨑　省三 松野　　功 松本　　章 丸島　徳代 丸山　享子 水谷　匡宏

水野　伸二 水野　史之 水野　吉広 水戸　光則 南　　謙二 三宅　　誼 村井　幺乙 村上　　賢

村上　路子 村島　義男 村山　盛敏 室谷　信夫 茂木　忠泰 森田　恭央 森本　敏文 森谷　　聡

安田　元昭 山内　隆嗣 山縣　憲司 山川　洋光 山木　　滋 山岸　孝博 山口　泰彦 山口　泰平

山﨑　岐男 山崎　　裕 山下　　勇 山下　啓子 山野　　茂 山廣　規之 山本　明人 山本　英一

山本　孝二 山本　芳輝 遊佐　　浩 百合草健圭志 横山　敦郎 吉田　重光 吉田　敏男 吉田　広志

吉田　雅詞 芳野　　潤 依田　啓司 脇坂　明美 渡邉　　淳 渡邊　貴史 渡邊　継男 渡辺　尚吉

亘理　文夫
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質疑応答の様子

丁中国科学院大学学長（左）と名和総長

名和総長の挨拶

「平成29年度北海道大学実務研修報告会」を実施

　総務企画部人事課では，7月19日
（水），学術交流会館において，「北海
道大学実務研修報告会」を実施しまし
た。
　本報告会は，文部科学省行政実務研
修経験者及び民間企業研修経験者等か
ら，研修により得られた知識，経験を
本学の若手職員へ還元することによ
り，将来の大学運営を担う若手職員の
資質と意欲の向上を図ることを目的と
して，今年度初めて実施されたもので
あり，29名の若手職員が出席しまし
た。

　報告会では，民間企業（株式会社北
洋銀行）研修経験者，文部科学省行政
実務研修経験者，文部科学省転任職員
及び国際業務研修（LEAP）経験者か
ら，研修報告等が行われた後，若手職
員との意見交換が行われ，若手職員か
らの質問等に対して報告者が回答する
形で，活発な意見交換が行われました。
　また，報告会終了後に開催された懇
親会においても，積極的な意見交換が
行われ，充実した会となりました。

（総務企画部人事課）

名和総長が中国科学院大学雁栖湖キャンパスを訪問

　7月2日（日）・3日（月）に，名
和豊春総長が中国科学院大学雁栖湖
キャンパス（北京）を訪問しました。
本学と中国科学院大学はこれまで，農
学や水産科学，無機化学分野における
研究者間の交流を実施してきました。
　中国科学院大学では，丁仲礼学長を
はじめとする5名の関係者が名和総長
一行を歓迎し，2日（日）夜には，同
大学主催の歓迎の宴会が開催されまし
た。宴会では，これまでの研究交流を
振り返り，新たな分野における研究交
流の可能性等を深く議論するととも
に，書道でお互いの大学名を表現する

など，友好を深めました。
　翌3日（月）には，名和総長は中国
科学院大学雁栖湖キャンパスを見学し
ました。同キャンパスは中国科学院大
学が北京市内に有する4つのキャンパ
スのうち最大で，約310万平方メート
ルの敷地面積を持つと言われていま
す。雁栖湖キャンパス内には講義や研
究のための施設の他，図書館や学生
寮，運動場等も設けられており，学生
や研究者が安心して学業や研究に専念
するための環境が整っていることがわ
かりました。
　本学はこれからも，中国科学院大学

との学術・研究交流を推進していきま
す。

（国際部国際連携課）

平成29年度北海道大学入試説明会を実施

　7月21日（金），学術交流会館にお
いて，高等学校等の進路指導担当教諭
を主な対象とした入試説明会を開催
し，高等学校等98団体から143名の参
加がありました。
　説明会では名和豊春総長から挨拶が
あった後，長谷川晃理事・副学長より
本学の現状について，藤田　修アド
ミッションセンター副センター長より

平成29年度入試結果の概要について説
明を行いました。
　その後，質疑応答が行われ，さらに
説明会の一環としてアドミッションセ
ンター教職員による個別相談会が実施
されました。

（アドミッションセンター）
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パネルディスカッションでの議論の様子パネルディスカッションでの発表の様子

全体会での分科会総括の様子分科会での発表（奥村ルサカオフィス所長）参加者による集合写真

名和総長がTimes Higher Education Research Excellence 
Summit Asia-Pacifi c 2017に出席

　7月3日（月）～5日（水）に台湾
（台中）において，Times Higher 
Education Research Excel lence 
Summit Asia-Pacific 2017が開催さ
れ，名和豊春総長がパネリストとして
出席しました。サミットにはアジア・
太平洋地域を中心とする世界の大学や
研究機関等の代表者が参加し，総勢で
130名を超える参加者による交流が催
されました。このサミットは，英国の
高等教育専門雑誌Times Higher 
Educationと中国医薬大学との共催で
実施されたもので，異なる専門領域で
国際的に活躍する高等教育機関等の
リーダーが一堂に会し，研究の卓越性
や国際的な協力の発展について議論す
る場となりました。
　5日（水）に実施されたパネルディ
スカッションには，名和総長がパネリ

ストとして登壇し，亜洲大学，国立政
治大学，ソウル大学校，Scopusの代
表者と共に，ランキング等での評価が
大学に与える影響や評価の方法に関す
る議論を交わしました。その中で，名
和総長は，株式会社日立製作所と本学
が発明した動体追跡粒子線がん治療装
置の事例を紹介し，産業界との協力や
貢献もランキングの評価対象とするこ

との重要性について言及しました。さ
らに，英語で作成されたものが大学ラ
ンキングの主な評価対象となっている
点にも触れ，本学はこれからも国際化
を進めるが，一方で，日本独自の知識
や文化を世界に伝えることも重点的に
行っていくことを表明しました。

（国際部国際連携課）

名和総長が第3回日本・南アフリカ大学フォーラム
（SAJUフォーラム）に出席

　7月15日（土）・16日（日），東京国
際交流館プラザ平成（東京・お台場）
において，第3回日本・南アフリカ大
学フォーラム（SAJUフォーラム）が
開催され，名和豊春総長と奥村正裕ル
サカオフィス所長・獣医学研究院教授
が出席しました。
　本フォーラムは高等教育分野におけ
る南アフリカ共和国と日本との学術交
流・協働の枠組みの構築を目的として
開催されています。当日は，日本側か
ら25大学，南アフリカ側から21大学の

学長や副学長，さらに政府や産業界の
関係者が参加し，2日間で延べ300名
を超える参加者による交流が催されま
した。
　第3回となる今年は，「持続可能な
開発目標（SDGs）の達成に向けた日
本と南アフリカの大学間連携」をメイ
ンテーマに，日本及び南アフリカ共和
国の産官学界の有識者による基調講演
のあと，環境・エネルギー，保健，教
育・人文・社会，農業・食糧の4つの
分科会が実施されました。各分科会に

おいて参加者は，地球規模・地域の諸
課題解決及びSDGsの実現に向けて，
両国の大学の連携の在り方と展望につ
いて議論しました。
　名和総長は環境・エネルギー分科会
において座長を務め，日本側7大学，
南アフリカ側6大学による発表とそれ
らに対する議論の進行や分科会全体の
総括を担当しました。また，奥村教授
は同分科会において，本学がアフリカ
地域との間で実施している代表的なプ
ロジェクトについて紹介しました。発
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懇談後，握手する
サドーヴニチィ学長と名和総長

懇談の様子

名和総長がロシア連邦モスクワ国立大学ヴィクトル・サドーヴニチィ学長と懇談

　7月10日（月），名和豊春総長が総
長就任の挨拶及び今後の大学間交流に
関する意見交換のため，ロシアのモス
クワ国立大学を訪問しました。モスク
ワ国立大学からは，ヴィクトル・サ
ドーヴニチィ学長，ユーリー・マゼイ
副学長，ニコライ・シェーミン副学
長，タチヤナ・コルタヴァ副学長，本
学からは名和豊春総長，加藤博文アイ
ヌ・先住民センター教授ら5名が出席
しました。
　モスクワ国立大学はロシアを代表す

る伝統的な大学で，本学とは平成13年
に協定を締結しています。懇談では，
お互いの紹介に続き，名和総長より北
海道とロシアの交流の歴史及び本学と
ロシアの大学との交流状況について紹
介があり，より具体的な両大学の交流
について提案がなされました。サドー
ヴニチィ学長からも，本学との学術・
交流について積極的なご意見が出さ
れ，両大学における今後の学術・学生
交流の内容について活発な議論が行わ
れました。また，昨年12月に発足した

日露大学協会の活動や来年開催予定の
日露学長会議などについても意見が交
わされ，両大学の協働について確認し
ました。
　懇談後にはサドーヴニチィ学長と名
和総長が温かい握手を交わし，両大学
のさらなる協力を約束しました。この
訪問を機にモスクワ国立大学と本学の
友好関係がますます強まることが期待
されます。

（国際部国際連携課）

表の中で，石塚真由美獣医学研究院教
授と五十嵐敏文工学研究院教授による
SATREPS（地球規模課題対応国際科
学技術協力プログラム）採択事業「ザ
ンビアにおける鉛汚染のメカニズムの
解明と健康・経済リスク評価手法およ
び予防・修復技術の開発」に加え，南
アフリカの研究者等との共同事業であ

る，豊田和弘地球環境科学研究院准教
授の「金ウラン廃鉱山地域の住宅室内
のα線放出核種濃度」に関する研究，
池中良徳獣医学研究院准教授の「マラ
リアコントロールのためのDDTのヒ
ト健康や生態系への影響」に関する研
究を紹介しました。
　分科会終了後の全体会において名和

総長は，南アフリカ側の座長と共に登
壇し，分科会での多岐にわたる各大学
の発表内容をまとめた上で，日本の技
術力と南アフリカの資源の有効活用に
よる，今後の更なる交流発展の期待を
述べました。

（国際部国際連携課）
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集合写真講演する鈴木ユニバーシティプロフェッサー

受賞者記念撮影賞状の授与

鈴木　章ユニバーシティプロフェッサーが中国の高校生に講演

　7月25日（火），科学技術振興機構
（JST）主催「平成29年度さくらサイ
エンスプラン・ハイスクールプログラ
ム」の一環として本学に来訪した中国
の高校生向けに鈴木　章ユニバーシ
ティプロフェッサーが講演されまし
た。
　「さくらサイエンスプラン・ハイス
クールプログラム」はアジアから最優
秀の高校生を招へいし，日本の最先端
の科学技術やトップ科学者と接するプ
ログラムで，今回は中国から選抜され
た35名の高校生と7名の引率者が来訪
しました。
　講演会にはスーパーサイエンス・ハ
イスクールである市立札幌開成中等教
育学校からも25名の生徒が参加しまし
た。
　工学研究院の山本靖典特任准教授に
よる司会進行のもと，鈴木ユニバーシ

ティプロフェッサーによる講演では
「An Example of Useful Science : 
Organic Synthesis by Organoboron 
Coupling Reaction（人類の進歩に役
立つ科学の例～有機ホウ素化合物を利
用する有機合成）」と題して，2010年
のノーベル化学賞受賞理由でもある鈴
木クロスカップリングと社会における
幅広い応用について丁寧に説明いただ
きました。また，ノーベル賞授賞式の
様子も写真で紹介され，参加した高校

生も熱心に聞き入っていました。
　講演後には，質疑応答の時間とな
り，高校生たちから「科学の未来につ
いて」や「アイディアを思いつく秘
訣」など次々に質問が出されました。
鈴木ユニバーシティプロフェッサー
は，一つひとつの質問に優しく丁寧に
回答され，未来の科学者達に温かい
エールを送られていました。

（国際部国際連携課）

平成29年度北海道大学新渡戸賞授与式を挙行

　7月11日（火），高等教育推進機構
中会議室において，平成29年度北海道
大学新渡戸賞授与式を挙行し，13名の
学生が受賞しました。
　新渡戸賞は優秀な学部生の育成を目
的として平成17年度に設けられた制度
で，1年次における学業成績が特に優
秀で，かつ人格に優れ，他の学生の模
範となる2年次生に対して，奨励金が
給付されます。
　授与式には12名が出席し，長谷川晃
理事・副学長，出口寿久学務部長列席

のもと，長谷川理事・副学長から賞状
が授与されました。
　続いて長谷川理事・副学長から挨拶
があり，新渡戸稲造博士の業績につい
ての話と共に「今回の受賞を契機に，
皆さんには自らの教養を積極的に深
め，これからも大学生活をより有意義
なものとし，世界に羽ばたく人間へと
成長していただきたい」と激励の言葉
を贈りました。

（学務部学生支援課）

受賞者
　文 学 部　　　　安部　亨太
　教育学部　　　　庄司　萌乃
　法 学 部　　　　諏佐　寿柾
　経済学部　　　　上杉　香織
　理 学 部　　　　那須　海渡
　工 学 部　　　　佐藤　駿輔
　農 学 部　　　　黒岩　杏佳
　獣医学部　　　　長谷川　大
　水産学部　　　　山本　碧都
　医学部（医）　　森松　はるな
　医学部（保健）　山下　友輔
　歯 学 部　　　　中江　萌々
　薬 学 部　　　　三浦　春香
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修了証書の授与受講風景

平成29年度北海道大学公開講座
「『非常識』が照らし出す私たちの未来」が終了

　7月3日（月）から24日（月）ま
で，本年度の公開講座（全学企画）を
開催しました。
　米国大統領選挙や英国のEU離脱の
国民投票に代表されるように，大方の
常識や予想に反する出来事が続く昨今
の状況を受け，今回の公開講座は
「『非常識』が照らし出す私たちの未
来」を共通のテーマとして開催しまし
た。公開講座実施部会（部会長：辻　
康夫公共政策学連携研究部教授）にお
いて全学から選ばれた8人の講師が，

それぞれの専門分野からこの共通テー
マを受け止める形で講義を行いまし
た。
　講義では，最新の研究や実務の動向
の紹介を通して，今起こりつつある社
会の変化や，従来の常識にとらわれな
い新しい発想による問題解決の可能性
が，多角的に取り上げられました。こ
うした学びの機会は本学の全学企画だ
からこそ提供できるものであり，本年
度も多くの受講者から，講義内容の幅
広さと深さ，講師のわかりやすい説明

に高い評価が寄せられました。また，
各回の講義後の質疑の時間には，終了
時刻間際まで数多くの熱心な発言があ
り，受講者の方々の意欲の高さが感じ
られました。
　最終回の講義終了後には閉講式が行
われ，全8回中6回以上出席した82名
の受講者に修了証書が授与されまし
た。

（学務部学務企画課）

各回の講義題目と講師
　第1回「触媒で不可能を可能にする」（触媒科学研究所　教授　福岡　淳）
　第2回「クマに学ぶ～草食を選んだ肉食獣～」（獣医学研究院　教授　坪田敏男）
　第3回「『コンピテンス基盤型教育』は日本の教育改革の劇薬となり得るか？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高等教育推進機構　教授　鈴木　誠）
　第4回「統計学によると…の非常識」（情報基盤センター　教授　水田正弘）
　第5回「『デモクラシー』の常識を問い直す」  （公共政策学連携研究部　教授　空井　護）
　第6回「正常細胞ががん細胞を駆逐する！－世界初のがん予防薬開発を目指して－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遺伝子病制御研究所　教授　藤田恭之）
　第7回「現代の金融政策」（公共政策学連携研究部　准教授　代田豊一郎）
　第8回「流動化時代の人間関係」（文学研究科　教授　結城雅樹）
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ワークショップ「ルーブリック評価入門」

講演会「多様な学習動機への対応」

Kim助教長谷山室長（左）とNavarro助教

高等教育研修センターにて各研修等を開催

　高等教育推進機構高等教育研修センターでは，7月に以下のとおり講演会等を開催しました。

（高等教育推進機構）

ワークショップ「ルーブリック評価入門」　参加者：21名
開 催 日：7月5日（水）
開催場所：高等教育推進機構S講義棟S7講義室
研修概要： 最近では，評価の観点と基準を定めた評価表を予め学生に示すルーブ

リック評価が注目されている。本ワークショップでは，ルーブリック
評価を含む学習評価に関する基本的知識を学び，簡単なルーブリック
の作成体験を通じて，ルーブリックの活用について学ぶことを目的と
して開催。

※ルーブリック評価
　評価の観点を縦に列挙し，横にその基準を明記した表を用いた評価手法。採点の根拠が明確
となり，学生・教員双方にとって有用な評価手法としてプレゼンテーション，レポート，実習
や制作物などの評価として注目を集めている。

講演会「多様な学習動機への対応」　参加者：38名
開 催 日：7月21日（金）
開催場所：情報教育館3階スタジオ型多目的中講義室 
研修概要： 受講生の学習動機は非常に多様であり，各授業時にはポジティブな学

習動機もネガティブな学習動機も同時に併せ持っていると考えられ
る。本講演会では，学習動機の多様性を把握した上で，教員としての
対応について学ぶことを目的として開催。

2017 WinGS Global Networking Award 授賞式を開催

　6月9日（金）にファカルティハウ
ス「エンレイソウ」会議室で，2017 
WinGS Global Networking Award 授
賞式を開催しました。
　WinGS（Women in Global Science）
Global Networking Award（グローバ
ルネットワーキング賞）は，本学が文
部科学省「研究大学強化促進事業」の
支援対象機関となったことを受け平成
25年度より実施しており，優秀な女性
教員（准教授以下，特任含む）を表彰
し，副賞として，国際学会への参加な
ど国際的ネットワーク形成を促進する
ための費用を補助するものです。

　今年度は6名の応募があり，学内審
査委員会による審査の結果，工学研究
院のNataly Carolina Rosero Navarro
助教，電子科学研究所のYuna Kim助
教が受賞しました。受賞者には女性研

究者支援室室長の長谷山美紀教授より
表彰状が手渡されました。

（人材育成本部）
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薬剤師体験のブース学生が中高生にわかりやすく研究を説明している様子理系キャリアに関する講演

女子中高生の理系進路選択プログラム
「楽しくサイエンス！～いろいろな科学を知ろう～ in 旭川」を開催

　人材育成本部女性研究者支援室は昨
年度に引き続き採択されている，科学
技術振興機構の次世代人材育成事業
「平成29年度女子中高生の理系進路選
択支援プログラム」にて，「Girls be 
Ambitious! ～科学を楽しむ，理系キャ
リアを知る～」と題した女子中高生向
けの企画を実施しています。女性研究
者支援室はこの事業を通じて，女子中
高生に理系に対する具体的イメージを
持ってもらい，興味のある女子中高生
が様々なバイアスに影響されずに理系
を目指せるよう，体験を通した情報提
供を行っています。この中の一般公開
型イベントとして7月22日（土）に
「楽しくサイエンス！～いろいろな科
学を知ろう～ in 旭川」を開催しまし
た。

　このイベントは旭川とその周辺市町
村の全中学生と約10校の高校1・2年
生を対象に広報を行い，女子を中心と
した中高生113名と保護者42名の来場
者がありました。
　本イベントでは来場者が自由に体験
できる科学体験ブースと理系キャリア
についての講演を行いました。科学体
験ブースは出展グループを学内で公募
した結果，理系研究室等のグループか
ら9ブースの出展があり，45名の学生
や教員がスタッフとして参加しまし
た。どのブースも女子中高生が興味を
持つよう工夫されており，参加した女
子中高生や保護者は大変興味を持って
体験していました。また，女子学生の
先輩による理系相談ブースも設置され
ました。

　女性の理系キャリアに関する講演で
は，女性研究者支援室の長堀紀子特任
准教授がデータや様々な研究を基に女
性の理系キャリアの現実について話を
しました。女子中高生はもちろん，保
護者も興味深そうに聞いていました。
　参加者アンケートには「自分の好き
な理系に触れられて，優しい先輩方と
も話せる良い機会となったのでとても
良かった」「理系に対して，すごく関
心が高まりこれからの進路に役立ちま
した。今回参加して良かった」という
ような回答が多数記載されており効果
が認められたことから，継続的な実施
を進めたいと思います。

（人材育成本部）
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意見を述べる女性教員 企業での先進事例を熱く語る名和総長懇談会の様子

「７つの習慣」を体験

名和総長と女性研究者との懇談会を開催

　7月25日（火）に，事務局会議室Ａ
において，平成29年度第1回総長と女
性研究者との懇談会を開催しました。
本懇談会は，女性研究者を取り巻く研
究環境と労働環境に関する現状と課題
について，執行部及び女性研究者の間
で直接意見交換を行い，双方の認識と
理解を深めることを目的に開催したも
のです。
　懇談会には理系部局を中心に9名の
女性教員と，名和豊春総長，笠原正典
理事・副学長，並びに総務企画部，研
究推進部より担当部課長が出席し，労
働環境や研究環境，人材育成に関する

課題について意見交換を行いました。
女性教員からは，妊娠や出産に伴う制
度の改善や学内の理解促進の必要性，
学内保育園の重要性と待機児童問題の
研究活動への影響，病気の治療や介護
との両立が必要な際に性別によらずに
柔軟に働ける仕組みの必要性，また，
女性教員のネットワークやロールモデ
ルの重要性等について多くの意見が出
ました。
　名和総長からは，企業におけるダイ
バーシティ推進の先進的な取り組み事
例についての話があり，「様々な課題
について，解決のために引き続き具体

的に検討したい。できることから解決
に向けた行動を始めていく」「今後
も，現場からの情報を伝えて欲しい」
旨の発言がありました。今回，執行部
と女性研究者で直接懇談し問題意識を
共有できたことで，本学の研究環境の
一層の充実に向けての機運が高まるこ
とが期待されます。
　女性研究者支援室では，本学の研究
環境の一層の充実に向けてさらなる取
り組みを進めてまいります。

（人材育成本部）

人材育成本部国際人材育成プログラムI-HoPで
「７つの習慣」セミナー（英語）を開催

　人材育成本部国際人材育成プログラ
ムI-HoPでは，若手外国人研究者（DC，
PD）向けに移転可能研究力強化セミ
ナーを開催しています。7月27日
（木）・28日（金）にフロンティア応
用科学研究棟において「7つの習慣」
セミナーを連携型博士研究人材育成推
進室（COFRe）と共催しました。本
セミナーは全て英語で実施され，新渡
戸スクール上級プログラムを受講する
日本人や，修士課程，博士後期課程外
国人学生に加え，数名の日本人，外国
人教職員が参加しました。2日間合わ
せて，修士課程5名，博士後期課程26
名，ポスドク以上8名（教職員を含
む）の計39名の参加があり，15部局，
20カ国の出身国，男性25名，女性14名
という多様性豊かな受講者が計8時間

に及ぶセミナー・ワークショップを体
験しました。
　講師には，「人格主義」による成功
の法則を説いた1996年出版のベストセ
ラー「7つの習慣」の著者スティーブ
ン・コヴィー博士と同郷で，企業や学
校などの機関向けに研修を行うフラン
クリン・コヴィー社のアジア地区支配
人を務めるアーロン・スタークス氏を

迎え，研究活動を含む人生のあらゆる
局面で成功を手にするための原理・原
則に関する基礎を学び，自分自身を見
つめ，仲間と協働して答えを求める作
業を通じて「7つの習慣」を体験しま
した。同社にとっても英語による日本
国内での研修は珍しく，最近完成した
ばかりの「基礎編」テキスト（英文）
を米国本社からこのセミナーのために
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会場の様子農学研究院　比良講師自治医科大学　岩﨑講師

第3回「食科学プラットフォームセミナー」を開催

　7月14日（金）に農学部総合研究棟
多目的室において，産学・地域協働推
進機構主催で第3回「食科学プラット
フォームセミナー（以下，食科学PF
セミナー）」を開催しました。
　食科学PFセミナーは“食（生産，
加工，流通）”を重点テーマとして，
産学官の研究者等関係者が自由闊達に
意見交換できる場を提供し，安全・安
心で高品質な「食」に恵まれた北海道
において「農産」「水産」「食品加工」
分野のプロジェクト創成を目的とし
た，産学官のプラットフォームとして
機能することを目指し，定期的に開催

しています。
　今回は，「食欲・血糖調節機能研究
の最前線と機能性食品開発」と題し
て，食科学PFセミナーでは初めて
「食と健康」をテーマに開催しまし
た。講師には，自治医科大学医学部生
理学講座統合生理学部門の岩﨑有作講
師をお招きして，「食情報を脳に伝達
して食欲・糖代謝を調節する求心性迷
走神経：食品による迷走神経活性化が
過食・肥満治療に有効か？」と題して
ご講演いただきました。また，本学農
学研究院食品栄養学研究室の比良　徹
講師が，「消化管に働きかけて血糖上

昇を抑制する食品ペプチド」と題して
研究内容を発表しました。
　会場には外部研究機関や食品関連企
業，行政関係者に加え，本学の複数部
局から研究者が多数参加し，活発な意
見交換がなされました。
　なお，当日の講演内容については，
食科学PFのホームページにレポート
を掲載していますので，ぜひご覧くだ
さい。
◆https://www.mcip.hokudai.ac.jp/
foodscience/

（産学・地域協働推進機構）

直送するほどの力の入れようでした。
終了後に実施したアンケートによる
と，ゴールをイメージすること，優先
順位の付け方などが特に印象に残り，
有益と感じたようです。

　人材育成本部国際人材育成プログラ
ムI-HoPでは，この他にも若手外国人
研究者の専門分野以外の研究力，すな
わち移転可能研究力を強化するための
セミナーやワークショップなどを随時

実施しています。詳しくは，ホーム
ページをご覧ください。
◆http://www2.synfoster.hokudai.ac.jp

（人材育成本部）
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市民公開講座の様子コンソーシアム会議の集合写真

国際連携研究教育局（GI-CoRE）人獣共通感染症グローバルステーションが
「第5回人獣共通感染症克服のためのコンソーシアム会議」と「市民公開講座」を開催

　人獣共通感染症グローバルステー
ションは，メルボルン大学，アイルラ
ンド国立大学ダブリン校，アブドラ国
王科学技術大学とコンソーシアムを形
成し，人獣共通感染症の克服に向けた
研究と教育を推進しています。
　7月6日（木）・7日（金）に人獣
共通感染症リサーチセンターで第5回
人獣共通感染症克服のためのコンソー
シアム会議（The Fifth Meeting of 
the Consortium for the Control of 
Zoonoses）を開催しました。本会議
には，メルボルン大学からDavid C. 

Jackson教授をはじめ5名，アイルラ
ンド国立大学ダブリン校からWilliam 
W. Hall教授をはじめ4名，アブドラ
国王科学技術大学からArnab Pain教
授をはじめ3名，及びベトナム国立衛
生疫学研究所，長崎大学，熊本大学か
ら各1名，計15名の研究者を招へい
し，本学教員16名とともに国際共同研
究の進捗報告，新規研究課題とプロ
ジェクトの最終評価に向けた活動等に
ついて活発な意見交換が行われまし
た。
　8日（土）には，市民公開講座「人

獣共通感染症の克服戦略」をホテルマ
イステイズ札幌アスペンで開催しまし
た。 メ ル ボ ル ン 大 学 のLorena E. 
Brown教授，アイルランド国立大学ダ
ブリン校のHall教授とアブドラ国王科
学技術大学のPain教授が，GI-CoREプ
ロジェクトの背景と活動成果について
講演しました。市民公開講座には，計
92名が参加し，活発な質疑応答が行わ
れ，盛会のうちに終了しました。

（国際連携研究教育局）
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シンポジウムの主要参加者による記念撮影

放射線生物学の講義の様子

ジョイントシンポジウムの会場風景

GSBセッションの講演を聴く本学と
シドニー工科大学の研究者

スタンフォード大学　リー教授

国際連携研究教育局と遺伝子病制御研究所が合同シンポジウムを開催

　国際連携研究教育局（GI-CoRE）量
子医理工学グローバルステーション
（GSQ），同ビッグデータ・サイバー
セキュリティグローバルステーション
（GSB）及び遺伝子病制御研究所
（IGM）は，医学研究院，情報科学研
究科，工学研究院，北海道大学病院等
の協力を得て，7月10日（月）・11日
（火）にGSQ，GSB，IGM合同シンポ
ジウムを開催しました。
　GSQにとって第5回目，GSBにとっ
て第1回目となる本シンポジウムで
は，テーマを「量子，情報科学，生物
学と医学」とし，異分野融合領域“量
子医生物学”の創造のための起点とす
べく，量子科学技術の医学への応用で
ある画像科学・放射線治療学，情報科
学からビッグデータ，バイオインフォ
マティクス，先端医生物学として，量
子生命科学，放射線生物学，放射線治
療学の世界的権威が本学に集結しまし
た。
　1日目には，米国スタンフォード大
学，豪州シドニー工科大学，国立研究
開発法人量子科学技術研究開発機構
（QST），大阪大学などのGI-CoREの
パートナー大学・研究機関，及び本学
の卓越した研究者達が，大学院生向け
の「基礎からわかる講義と最先端の融
合研究」を発表するとともに，専門分
野を超えて白熱した議論を交わしまし
た。また，本学大学院生向けの放射線
生物学の講義を実施しました。
　2日目には，グローバルステーショ
ンごとに分かれて分科会を実施しまし
た。

　GSQ分科会では，「量子，生物学，
医学」をテーマに，スタンフォード大
学のクィンスー・リー教授，アマー
ト・ジアッシア教授，QSTの青木伊
知男教授，大阪大学の高橋　豊特任講
師をはじめとする関連分野の研究者が
集い，最先端の研究について発表しま
した。大学院生向けの基礎的な内容も
網羅した大変貴重な講義であったた
め，研究者のみならず本学大学院生の
参加及び質問も多く，計105名の参加
者を得て成功裡に幕を閉じました。
　GSB分科会では，連携予定先の一つ
である豪州シドニー工科大学の
Massimo Piccardi教授，John Canning
教授をはじめとする国内外の研究者，
大学院生の計48名が参加し，ワーク
ショップ（研究発表会）を開催しまし
た。大学院生が主体となって準備した
ビッグデータ関連6件，IoT関連5
件，バイオインフォマティクス関連3
件の計14件の発表があり，Piccardi教
授とCanning教授からも，発表した大
学院生に対する熱心な質問や助言が
あったほか，引き続き本学と連携を進
め，共同研究や大学院生の交換訪問な
ど意義のある成果に結びつくことを期
待する旨コメントがありました。
　2日間にわたり開催した本シンポジ
ウムには，分科会を含め延べ250名の
参加があり，異分野融合による国際的
な共同研究の推進に資する大変貴重な
機会となりました。

（国際連携研究教育局）
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講演会の様子講演中の安藤氏

■部局ニュース

挨拶を述べる名和総長

看板を掲げる名和総長ら出席者

工学研究院で建築家・安藤忠雄講演会「自由と勇気」を開催

　7月18日（火），工学研究院フロン
ティア応用科学研究棟において，建築
家・安藤忠雄氏の講演会「自由と勇
気」（主催：北海道大学，共催：株式
会社北菓楼，後援：一般社団法人日本
建築学会北海道支部，公益社団法人日
本建築家協会北海道支部）を開催しま
した。
　本講演会は，世界的に著名な建築家
である安藤氏から，学生をはじめとす
る次世代を担う人々に向けた講演会を
行いたいとの希望があり，株式会社北
菓楼の支援を得て実現したものです。

　当日は，学内外から定員を大きく上
回る390名の来場があり，会場の外に
はモニターによる聴講スペースも設け
られましたが，直接講演を聴きたいと
いう来場者が会場内の通路や壇上まで
溢れていました。
　講演会では，名和豊春総長の挨拶の
後，安藤氏がこれまでに手がけた作品
について，その土地の風土や歴史的背
景等を大切に作り上げてきたこと，大
病を患いながらも，人々に震えるよう
な感動を与えたいという思いから創作
活動を続けている自身の姿について語

り，来場者に向け，自分の目標に向
かって死にものぐるいで努力してほし
いとの力強いメッセージを贈られまし
た。
　講演会後は，来場者から寄せられた
多くの質問に安藤氏がユーモアを交え
ながら答えられ，盛会裡に終了しまし
た。

（工学院・工学研究院・工学部，
農学院・農学研究院・農学部，
観光学高等研究センター）

「数理・データサイエンス教育研究センター」看板上掲式を挙行

　数理・データサイエンス教育研究セ
ンターでは，8月9日（水）に看板上
掲式を挙行し，名和豊春総長，長谷川
晃理事・副学長，長谷山美紀センター
長，大本　亨副センター長，出口寿久
学務部長及びセンター関係者が出席し
ました。
　同センターは，7月1日に本学の学
内共同教育施設として，数理的思考及
びデータを分析し，活用する能力を用
いて，社会における諸問題の解決及び
新しい課題の発見並びにデータから価
値を生み出すことができる人材を育成
し，超スマート社会の実現及びその社
会における競争力の向上に資すること
を目的として設置されました。
　上掲式では，名和総長から「これか

らは文系・理系問わずデータサイエン
ティストとしての技能が必要であり，
AIの活用やビックデータを適切に扱
う人材の育成のため，重要な役割を担
うセンターの今後の発展に期待する」
旨の挨拶があり，センターの関係者ら

多くの職員が見守る中，名和総長及び
長谷山センター長により看板が上掲さ
れ，センターの門出を祝しました。

（数理・データサイエンス教育研究センター）
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レセプションでの乾杯総括セッションの様子

スラブ・ユーラシア研究センター夏期国際シンポジウム
「中国とロシア・北東アジアの断層線：百年にわたる競争的協力」開催

　7月13日（木）・14日（金）の2日
間にわたり，スラブ・ユーラシア研究
センターで夏期国際シンポジウムを開
催しました。今回の課題は，グローバ
ル・レベルでも北東アジア地域におい
ても益々プレゼンスが高まりつつある
中国とロシアの関係を多面的に検討す
ることでした。センター内外からの参
加者は，2日間で延べ153名にのぼり
ました。本センターは，平成28年度か
ら始まった「人間文化研究機構
（NIHU）北東アジア地域研究推進事
業」の全国6拠点の一角を占めてお
り，今回のシンポジウムは当該事業の
一環としても位置づけられます。国内
の報告者はNIHU北大拠点及び科学研
究費助成事業「中露関係の新展開：
『友好』レジーム形成の総合的研究」
（代表：デイヴィッド・ウルフ教授）
のメンバーが中心的役割を果たす一
方，海外からの報告者はカナダ，中
国，英国，ロシア，モンゴル，イン
ド，メキシコ，ポーランドなど多様な
地域から集まりました。
　本シンポジウムの目的と意義を提示
するオープニング・セッション（「沖
合に中国とロシアを眺めて」）に続
き，テーマ別のセッションが設けら
れ，第1セッションは「東を向くロシ
ア・西へ進む中国：外交と安全保障政
策」と題し，若手のロシア研究者と中

国研究者が軍事ファクター，パワーバ
ランス，非対称な依存関係の観点から
中露関係の現状に関する報告を行いま
した。第2セッション「地域大国と北
東アジア地域：歴史と理論の観点か
ら」では，冷戦期全体のインドの立ち
位置に影響を与えたネルー政権期の北
東アジアとの関係，ロシア革命の経験
が中露境界地域での接触を通じて中国
の発展に与えた影響，1950年代の北東
アジア諸国の同盟形成の理論化という
3つの報告，第3セッション「ロシア
極東と中国・ロシア国境地帯」では国
家レベルの友好／対立に境界地域の接
触がどのように左右されてきたか，あ
るいはされなかったかが議論されまし
た。
　2日目は第4セッション「競合と補
完の狭間：中露関係のトランスナショ
ナル・フロー」，第5セッション「中
露関係の遠近法：モンゴル・インド・

メキシコから」と続き，最後のディス
カッションでは，シンポジウムのタイ
トルである北東アジアの「断層線」に
ついて，北東アジア地域の捉え方につ
いて率直な議論が交わされました。
　本シンポジウムでは，歴史と現在，
国家間関係と国境地域の接触，人とモ
ノの移動，当事者の視点，近い地域，
遠い地域からの視点など，多様な観点
から中露関係を検討し，その動向が北
東アジアに及ぼす意義について活発な
議論が行われました。もう一つの重要
な試みが世代を超えて「歴史」と「現
代」を考察するということでした。中
露関係研究の第1世代，第2世代，第
3世代が一堂に会して議論を交わした
ことも，研究史の理解を深め，さらに
発展させていく上で大きな意義があっ
たと思われます。

（スラブ・ユーラシア研究センター）
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受講風景スライドを用いた講義

質疑応答の様子講演の様子

メディア・コミュニケーション研究院公開講座
「トランプのアメリカ」が終了

　メディア・コミュニケーション研究
院では，平成29年度公開講座「トラン
プのアメリカ」を，6月14日から6月
28日まで毎週水曜日，全3回にわたり
実施しました。
　本講座では，アメリカ社会と文化の
特質，2016年大統領選挙における「ト
ランプ旋風」の背景，そしてトランプ
政権の内政と外交の諸問題について考
察しました。アメリカの民主主義，大
統領制の特殊性をめぐる解説を起点
に，2大政党の共和党と民主党の内部
の分断状況，トランプ政権のメディア
戦略，日本やアジアへの影響をめぐる
トランプ外交の今後などをオバマ政権

との比較も交えながら概観しました。
　不透明感の強いトランプ政権に対す
る受講者の関心は高く，活発で有意義
な時間となりました。最終日には受講
生が修了証書を受け取り，本講座は盛

況のうちに無事に終えることができま
した。

（メディア・コミュニケーション研究院，
国際広報メディア・観光学院）

メディア・コミュニケーション研究院，国際広報メディア・観光学院で
平成29年度第1回研究セミナーを開催

　メディア・コミュニケーション研究
院，国際広報メディア・観光学院で
は，7月25日（火）にメディア・コ
ミュニケーション研究院307室におい
て本年度第1回研究セミナーを開催し
ました。この研究セミナーは，研究
院，学院の教員，大学院生に専門分野
を超えた交流と議論の場を提供し，新
しい研究の方向や分野融合の糸口を探
るための機会とすることを目的に研究
成果公開委員会が毎年2回程度行って
います。今回の研究セミナーでは，平
成27年4月に本研究院国際広報論分野
に赴任した山田澤明教授が「日本の国
際化と国際広報」というテーマで講演
を行いました。
　講演では，まず，IMD国際競争力
ランキングでかつては第1位だった日

本の国際競争力が現在26位と低迷して
いることの大きな要因として日本の国
際化への対応の遅れがあることが指摘
されました。その後，特に日本企業の
国際的な企業活動と国際広報に関して
の現状及び，グローバル企業との比較
研究という観点から，日本の国際競争
力ランキングの低下，国際化と経営理
念，ミッションの重要性などについて

の分析が紹介されました。また，昨年
札幌で開催された「地方創生と国際
化」シンポジウムや現在進行中の「ル
ワンダSDGsプロジェクト」も紹介さ
れ，日本の国際化の現状とその課題を
知るための貴重な機会となりました。

（メディア・コミュニケーション研究院，
国際広報メディア・観光学院）
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帰国後の報告会の様子学生寮長夫妻・自治体スタッフと記念撮影現地での報告会の様子

実習の様子

国際食資源学院「ワンダーフォーゲル実習Ⅰ」をデンマークで実施

　国際食資源学院では，6月30日（金）
から7月8日（土）までの日程で「ワ
ンダーフォーゲル実習Ⅰ」を実施しま
した。この実習は本学院1年次の必修
科目であり，また平成29年度ラーニン
グ・サテライト事業にも採択されてい
ます。
　「ワンダーフォーゲル実習」とは，
優れた教員を求めて各地の大学を渡り
歩いたヨーロッパ中世の「遍歴学生」
に憧れ，19世紀末にドイツ青年の間で
始まった活動を指す「ワンダーフォー
ゲル（ドイツ語で“渡り鳥”の意）」
から名付けられたフィールドワーク科
目で，本学院独自のカリキュラムの一
つです。 
　「ワンダーフォーゲル実習Ⅰ」は，
「先進国型酪農と資源循環－デンマー
クの事例から－」と題して，酪農・畜
産業と環境との調和に着目し，持続的
かつ活発な農業や食料生産活動がどの
ように達成されてきたのか，農業者・

地方自治体・研究者の取組みについて
当事者から直接学び，先進国型の食資
源問題解決に向けた方策を提案できる
力を身につけることを目的としていま
す。主にデンマーク西部のリンケビ
ン・スキャーン市に滞在し，農業者・
農業関連団体・地方自治体担当者によ
る講義の聴講とディスカッション，及
び関連施設の視察を行いました。
　また本実習は，本学の国際交流協定
校であるオーフス大学との共同開講で
あり，本学院全学生17名のほか，オー
フス大学の大学院生3名がサマーユニ
バーシティとして参加しました。7月
7日（金）には関係者や地域住民を招
いた報告会が開催され，両大学の学生
を混成した4名1組の5グループが，
前日までの講義及び実習で得た知識を
取りまとめて発表と質疑応答を行いま
した。両大学の学生は学生寮での生活
やグループ活動の中で大いに学び，交
流を深めました。

　実習後も本学院の学生は事後学習と
議論を深め，7月31日（月）に食資源
研究棟F319室にて報告会を行いまし
た。報告会では，各グループの発表の
後，学生による学部生向けの相談会も
行われ，盛況のうちに終了しました。
　デンマークにおける実習は，オーフ
ス大学及びリンケビン・スキャーン市
など関係機関との協定の下，第1期と
して今年度を含めて5年間継続する予
定です。

（国際食資源学院）
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熱心に聞き入る聴衆講演する赤阪氏

会場の様子講師の新岡先生

農学・食資源学特別講演会「若者よ，グローバル人材となろう」を開催

　国際食資源学院・農学研究院・GI-
CoRE食水土資源グローバルステー
ションでは7月12日（水）に，元国際
連合事務次長の赤阪清隆氏（現公益財
団法人フォーリン・プレスセンター理
事長）を講師として，特別講演会「若
者よ，グローバル人材となろう」を開
催しました。
　赤阪氏は国際食資源学院が前日に実
施した講義「国際理解」のゲストス
ピーカーとして来学されましたが，よ
り多くの学生・教職員に赤阪氏のお話
を聞いてもらうため，特別講演会を企
画しました。
　赤阪氏には国際連合での勤務経験な
どを元に，グローバルに働くことの意

義や働きがい，求められるグローバル
人材とそのための自己啓発の方法など
について刺激的なご講演をいただき，
聴講した約150名の学生・教職員は熱
心に聞き入っていました。
　講演後の質疑応答にも学生から多く
の質問が寄せられ，盛況のうちに閉会

となりました。ご講演いただいた赤阪
氏にはここに改めて感謝申し上げま
す。

（国際食資源学院，農学院・農学研究院・農学部）

薬学部で第20回生涯教育特別講座夏季講演会を開催

　薬学部では，7月22日（土）に薬学
部臨床薬学講義室において生涯教育特
別講座夏季講演会を開催しました。同
特別講座は，薬学部同窓生を含む医療
関係及び関連領域の仕事に従事される
方を対象に，医療における諸問題につ
いて最新の情報を提供することを目的
として実施しており，薬局や病院など
の薬剤師の方々をはじめ，薬学部学生
や教員等114名が参加しました。
　今回は秋田大学医学部附属病院薬剤
部副薬剤部長の新岡丈典先生を講師に
迎え「TDMに基づく個別化投与設計
の実践」と題してご講演いただきまし
た。講演では，遺伝子多型を考慮した
TDM※と投与量設計，それを応用し
た服薬指導の個別化対応まで，現在進

行中の臨床研究も含めた実例を交えな
がら大変わかりやすく解説していただ
きました。会場からは様々な質問があ
り，活発な議論が行われました。「遺
伝子多型とTDMとの関係を考えたこ
とがなく，とても勉強になった」「実
臨床で役立った例の話が聞けて大変参
考になった」など多くの感想が寄せら

れました。

※TDM（治療薬物モニタリング）
　個々の患者に適した投与設計を行い，適正
な薬物療法を行うためのモニタリング。

（薬学研究院・薬学部）
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AEDを使用した心肺蘇生術を行う参加者心臓マッサージを行う参加者

受講風景講演する石原カウンセラー

工学系部局で救急救命講習会を実施

　工学研究院，情報科学研究科，量子
集積エレクトロニクス研究センターで
は，6月29日（木）に工学研究院Ａ棟
（管理・研究棟）において，公益財団
法人札幌市防災協会から防火防災・救
命指導専門員を招き，救急救命講習会
を実施しました。
　工学系部局のエリア内では，「どこ
にいても5分以内にAED（自動体外
式除細動器）による処置が可能とな
る」という目安を満たすよう，10箇所
にAEDを設置していますが，実際に
使用できるか不安な人も多くいます。
　本講習会は，学内外にかかわらず心
肺停止に陥った人がいた場合，AED
を利用する等の方法により救急救命処
置を行うことができるよう，心肺蘇生
術を自身の技能として体得することを

目的に，昨年度に引き続き実施したも
のです。
　講習会では，8名の参加者が「一次
救命措置（心肺蘇生法，AEDの取扱
い方）について」として，心臓マッ
サージや人工呼吸の方法，AEDの使
用方法などの基礎的な実技を学びまし
た。

　参加者からは，「とてもわかりやす
かった」「来年も参加したい」などの
感想がありました。
　工学系部局では，来年度以降も救急
救命講習会を開催していく予定です。

（工学院・工学研究院・工学部，情報科学研究科，
量子集積エレクトロニクス研究センター）

工学系部局で「第1回こころのケアに関する講習会」を開催

　工学研究院，情報科学研究科，量子
集積エレクトロニクス研究センターで
は，「工学系部局なんでも相談室」に
よる主催行事として，年2回「こころ
のケアに関する講習会」を開催してい
ます。
　7月14日（金）に工学部B31講義室
において工学系部局なんでも相談室カ
ウンセラーである石原一人氏（合同会
社メンタルアシスト北海道・職業カウ
ンセラー）による，本年度第1回目の
「こころのケアに関する講習会」を開
催しました。
　本講習会では，「こころの不調を抱
えた人への対応と危機介入」と題し
て，事例を中心としたこころの不調を

抱えた人への周囲の対応等について取
り上げ，24名の学生及び教職員が参加
しました。
　終了後のアンケートでは，「講習会
の内容が今後の生活に役立つと思う」
「こころのケアに関心が深まった」等
の感想が多く寄せられました。

　工学系部局では，今後も学生・教職
員向けに「こころのケアに関する講習
会」を開催する予定です。

（工学院・工学研究院・工学部，情報科学研究科，
量子集積エレクトロニクス研究センター）
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Stewart准教授Arifi さん

北方生物圏フィールド科学センターでセミナー
「海外で学ぶ－Challenge Your Future!」を開催

　北方生物圏フィールド科学センター
では，国際連携機構と共催で，6月27
日（火）に国際連携機構111室で，学
部生を主な対象としてセミナー「海外
で学ぶ－Challenge Your Future!」を
開催し，北方生物圏フィールド科学セ
ンター生物生産研究農場に滞在してい
る外国人教員と学生に，それぞれ異な
る立場から留学について話題を提供し
てもらいました。
　最初に，ダートマス大学・学部生の
Anela Arifi さんに講演いただきまし
た。Arifi さんはボスニア・ヘルツェ
ゴビナ出身で，高校の時に廃棄される
鳥の羽からバイオディーゼルを製造す
る実験に取り組み，Google Science 
Fairファイナリストに選ばれ，その活
動内容を2016年10月にサンフランシス
コで開催されたTED Women 2016で
講演しています。Arifi さんはバイオ
燃料研究の先進地であるアメリカでの
研究に憧れ，名門ダートマス大学の
King Scholarを獲得し，現在もアメリ
カに留学中です。今回は，北方生物圏
フィールド科学センターの山田敏彦教

授のグループが研究しているススキか
らバイオ燃料を製造する研究に興味を
もち，農学部特別聴講生として，バイ
オマス資源作物のススキの栽培，遺伝
改良及びバイオマスからバイオ燃料へ
の変換など「バイオ燃料」に関する先
端的な研究を勉強するために，1か月
間，本学に滞在しました。海外で学ぼ
うと思った理由や，本学でのフィール
ドワークや実験・体験などを元気に
語ってくれました。研究に高い情熱を
持つことが重要であるということを示
す講演でした。
　次に，外国人招へい教員として半年
間滞在中のアメリカ・ブリガムヤング

大学のJ. Ryan Stewart准教授に講演
いただきました。Stewart准教授は，
山田教授とは約10年間にわたって国際
共同研究を実施しています。教員とし
てアメリカの公立大学であるイリノイ
大学と私立大学のブリガムヤング大学
でそれぞれ勤務した経験を踏まえ，ア
メリカの大学に留学する方法や留学生
として注意することなどを具体的な例
を示しながら詳しく説明されました。
その後，参加した学生と講演者の間で
質疑応答がいくつかあり，セミナーは
盛会のうちに終了しました。

（北方生物圏フィールド科学センター）
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乳牛の講義を聴きながらアイスクリーム作りブルーベリー収穫体験放牧地見学

搾乳体験

北大農場公開2017「夏の北大農場を味わおう」

　7月26日（水）に北方生物圏フィー
ルド科学センター生物生産研究農場
（北大農場）において，農場公開を行
いました。北大農場では毎年公開を
行っており，テーマを決めて，施設や
教育研究活動を紹介しています。今回
は，搾乳やアイスクリーム作りを通し
て「どのようにして牛乳ができるの
か」「牛乳がどうやってアイスクリー
ムになるのか」を学び，さらに夏が旬
であるブルーベリーの収穫を体験する
等のプログラムを企画し，札幌市内か
ら小学生と保護者9組20名の参加があ
りました。
　はじめに，参加者は牛舎に行き，防
疫・衛生のためオーバーシューズを身
につけ，技術職員が毎日行っている搾
乳作業を見学した後，担当職員から手
搾りの方法を教わって搾乳体験を行い
ました。参加者は最初戸惑いながら
も，だんだん慣れてきて上手に搾れた
ようです。「初めての搾乳体験ができ
て嬉しかった。貴重な体験になった」
等の感想がありました。
　次に，参加者は牛舎内で，牛の餌で
ある牧草やデントコーンと，それらの
貯蔵飼料である乾草やサイレージ，濃
厚飼料についての説明を聞きました。
その後放牧地に移動し，放牧地の牛糞
が虫によって細かく穴があけられてい
る様子を観察し，微生物による分解が

され易くなって，牧草の肥料となるこ
となどの解説を聞きました。北大農場
のように札幌の中心地で，現在の日本
の酪農ではあまり見られない放牧がさ
れているという話に，参加者は感心し
ていました。
　その後，園芸圃場に移動し，ブルー
ベリーの収穫体験を行いました。熟し
た実を探して摘む体験をして，「思っ
たよりもたくさん収穫できて良かっ
た。家でジャム作りをします」等の感
想がありました。
　最後にアグリフードセンターで，北
方生物圏フィールド科学センターの三
谷朋弘助教による乳牛の講義がありま
した。草食動物が胃の中で草を分解し
て栄養源とすることや，乳牛の体内で
牛乳ができる仕組みなどの説明があり
ました。参加者は講義を聴きながら，
簡単なアイスクリーム作りを体験しま
した。牛乳と砂糖を混ぜたものを袋に
入れしっかり閉めておき，さらに大き
な袋に氷と食塩，牛乳と砂糖の入った
袋を一緒に入れて，講義の間に軍手を
した手でよく振って固めました。そし
て，この体験で製造したアイスクリー
ムと，アグリフードセンターで製造し
たものを食べ比べました。原料や製造
方法の違いで，製品に大きく影響が出
ることをわかってもらえたようです
が，簡単なアイスクリームの作り方は

家でもできると好評でした。
　講義後は試食を兼ねた昼食時間と
し，参加者にはアグリフードセンター
で製造したソーセージ・ベーコンなど
の肉製品とアイスクリーム，北大農場
で生産された牛乳，ハスカップジャム
が提供され，非常に好評でした。北大
農場の製品や生産物が買えると良いと
いう声もいただきました。
　半日という短い時間でしたが，「搾
乳からアイスクリームまで」の一貫し
たシステム，旬の摘みたてのブルーベ
リーの味，普段何気なく口にしてい
る，牛乳やアイスクリームについての
理解がより一層深まったことと思いま
す。今後も農場公開を通して，私たち
の毎日に欠かせない「食」について考
える機会を提供していきます。

（北方生物圏フィールド科学センター）
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葉っぱの特徴が出るように台紙にテープで貼り付けみんなで手をつなぎ，ハルニレの大きさを体感

北方生物圏フィールド科学センター植物園で
小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開催

　北方生物圏フィールド科学センター
植物園で7月27日（木）・28日（金）
に，小学生向け公開講座「葉っぱで作
る植物図鑑」を午前・午後各1回，2
日間で計4回開催しました。39名の小
学生が参加し，植物園の植物の葉っぱ
を使ってオリジナル図鑑作りに取り組
みました。
　この公開講座は，実際の葉っぱを
使った図鑑作り（押し葉標本）を通し
て，植物によって葉っぱの付き方，大
きさ，かたち，色，肌触りなどが違う
ことを感じ，植物の多様性を理解する
ことを目的としています。
　今年はまず，屋外でハルニレの葉っ
ぱを観察し，樹木全体の様子や大きさ
を体感しました。次に室内に移動し，
職員が用意した11種類の樹木の葉っぱ

から，気に入った種類を選びました。
そして，葉っぱの特徴を丁寧に観察し
て記録し，テープを使って台紙に貼り
付けました。最後に，帰宅後に行う図
鑑の仕上げ方法を学び，自分が作った
世界でたった一つの図鑑を仕上げる約
束をしました。
　28日（金）午後は雨が降り，残念な
がら屋外でのハルニレ観察は省略せざ

るを得ませんでしたが，参加者から
は，「いろいろな葉っぱがあっておも
しろかった」「今度は花の図鑑を作り
たい」など，多くの感想をいただきま
した。
　参加された皆様，ありがとうござい
ました。

（北方生物圏フィールド科学センター）
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植物を同定して展示物を作成 保護者や来館者へ取り組みを発表構内で植物を採集

感じる展示室に展示物を収める様子

小学生限定「学芸員まるごと！体験ツアー in 北大総合博物館」を開催

　北海道大学大学院の授業「博物館コ
ミュニケーション特論　学生発案型プ
ロジェクトの企画・実施・評価」の一
環として，受講生10名が7月16日（日）
に小学生を対象とした「学芸員まるご
と！体験ツアー in 北大総合博物館～
北大生と一緒に展示を作ろう！」を開
催しました。
　博物館の学芸員の仕事を知ってほし
い，特に展示制作以外の仕事である資
料の収集・保存，調査・研究，教育と
いう活動を知ってほしい，さらに，小
学生を対象とすることで夏休みの利用
を促進し，その後も博物館に親しんで
ほしいという意図から企画されまし
た。企画は総合博物館の会議で学生が
プレゼンテーションを行い，承認を得
て，実施が決まりました。
　プログラムは，午前中に館内見学と
学芸員の仕事の説明，食堂での昼食を
経て，午後は構内で植物を採集し，同
定して，標本ラベルを付けて総合博物
館の「感じる展示室」に提示し，保護
者や来館者にこの取り組みについて説
明するという局面から構成しました。
学生達は博物館の営みと植物標本の作
製への理解を深め，1日のプログラム

のスムーズな運営について議論とリ
ハーサルを重ねて準備しました。
　当日は，事前応募した小学生10名が
4グループに分かれて，北大生10名と
ともに行動しました。小学生は初めて
出会う参加者や大学生と交流しなが
ら，プログラムを楽しみました。アン
ケート結果や参与観察結果から，小学
生が学芸員の仕事の幅広さを理解し，
プログラムの各局面に熱心に取り組ん
だことがわかりました。北大生と交流
したことを喜ぶ意見もありました。取
り組みについて小学生が発表する場面
に同席した保護者や来館者へのアン
ケートでは，充実したプログラム内容
や，アレルギー対応などを含めた学生
達の事前のきめ細やかな対応について
高い評価をいただきました。
　後日，参加した小学生が家族と総合
博物館を再訪し，「感じる展示室」に
提示されている自分の制作した展示物
を嬉しそうに説明して写真撮影した場
面も報告され，この企画の目的が達成
されつつあることが確認できました。
　企画を担当した学生達の授業の様子
は，総合博物館のウェブサイトで紹介
しています。

◆https://www.museum.hokudai .
ac.jp/education/museummeister/cat/
lesson/

（総合博物館）

担当学生： 青木彩峰・神田いずみ（文
学研究科），織田未希・久
保孝太・德丸沙耶夏・朴隼
赫・米田しおり（理学院），
東出崇志・福原康平（工学
院），守屋友一朗（理学部）

協　　力： 高橋英樹（総合博物館），
総合博物館植物ボランティア

指　　導：湯浅万紀子（総合博物館）
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夏の星座の観望会ペットボトルロケット発射チェンバロコンサート

総合博物館でカルチャーナイト2017「星空とチェンバロの夕べ」を開催

　カルチャーナイトとは，札幌の夏の
一夜，公共施設や文化施設，民間施設
を夜間開放し，市民の方々に地域の文
化を楽しんでいただくイベントです。
今年の開催は7月21日（金）で，当館
は耐震改修・展示リニューアルを経て
2年ぶりに参加しました。
　当館では例年，「星空とチェンバロ
の夕べ」というテーマを設定してこの
カルチャーナイトに参加し，今年もポ
プラチェンバロ演奏，夏の星座の観望
会，宇宙の4Dシアター公演など，こ
の日だけの特別プログラムを用意しま
した。
　チェンバロコンサートは，当館の
チェンバロボランティアと北大生に
よって全7曲演奏され，来場者はバ
ロック音楽の心地よい音色を楽しみま

した。演奏終了後は，間近でチェンバ
ロの仕組みについて解説を聞き，実際
に鍵盤を弾いてみるなど，チェンバロ
そのものに興味津々の来場者の姿もあ
りました。
　宇宙の4Dシアターは「萌えろロ
ケット」とのタイトルで，本学で実際
にロケットを研究している大学院生の
解説を聞きながら，そのロケットに
乗って宇宙へ飛び出すというコンセプ
トで上演されました。飛び出すロケッ
トは，北大生とボランティアメンバー
から成る4Dチームによって製作され
たペットボトルロケットのことで，手
作り感満載の装置を一生懸命操作する
チームの様子から，観客を楽しませた
いという思いが伝わってきました。
　あいにくの曇り空で，博物館前で待

機していた市民の天文同好会・札幌星
仲間による夏の星座の観望会では星空
を見ることは叶いませんでしたが，来
場者は星仲間の珍しい望遠鏡を覗き，
望遠鏡でどのような星が見えるのかな
どの説明を受けていました。
　他にも館内では，ハンズオンボラン
ティアが「感じる展示室」で鉱物・岩
石のワークショップを行い，熱心な来
場者と交流の場を作っていました。
　今年も多くの方にご参加いただき，
リニューアルオープン後初のカル
チャーナイトを楽しんでいただけたと
思います。

（総合博物館）
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内覧会で展示の説明を行う山本准教授中川館長とonちゃんによるテープカット中川館長の挨拶

消火器訓練の様子搬送される模擬患者

総合博物館で常設展示室新設特別企画「惑星地球の時空間」を開催

　8月4日（金），総合博物館に鉱物
や岩石コレクションを紹介する常設展
示室「鉱物・岩石標本の世界」を新設
しました。
　本展示室には，「地球を感じる展
示」をコンセプトとして，地球の時
間－空間スケールを感じてもらうた
め，世界初となる「半径6,400kmの地
球を6.4mで表した百万分の一地球断
面図パネル」「46億年の地球史を4.6m
で表した地球の時間スケールパネル」
の2点の大型展示パネルを設置しまし
た。これらのパネルが表現する地球の

時間軸・空間軸に調和させるよう，太
古の地球環境を記録している岩石や，
地球の奥底で成長した鉱物，私たちの
生活を支えている鉱石を紹介していま
す。
　本展示室の新設を記念して，10月1
日（日）までの間，特別展示「惑星地
球の時空間」を開催します。特別展示
期間中は，小惑星探査機はやぶさ2の
映像紹介や展示室外にも拡大して展示
を行っています。
　4日（金）のオープニングセレモ
ニーでは，大勢の来館者に加えて本学

特別学生のonちゃんが参加し，中川
光弘館長による挨拶，本展示を担当し
た山本順司准教授による展示概要の説
明，ポプラチェンバロの演奏が行わ
れ，引き続き，3階展示室前に移動し
て，中川館長とonちゃんによるテー
プカットが行われました。式典後に行
われた内覧会は展示室に入りきらない
ほど大盛況でした。

（総合博物館）

北海道大学病院で夜間想定防火訓練を実施

　北海道大学病院では，7月14日（金）
に夜間の火災発生を想定した防火訓練
を実施しました。
　今回の訓練は，夜間に10階東側病棟
の給湯室から出火したことを想定した
もので，公益財団法人札幌市防災協会
の指導のもと，看護師をはじめとする

参加者が真剣な面持ちで，通報連絡，
初期消火，入院患者の避難誘導及び逃
げ遅れ患者の確認などに取り組みまし
た。
　その後，屋外にて看護師，事務職員
による，水消火器による消火訓練を行
い，一連の訓練を終了しました。

　病院は常に患者さんの安全を守る立
場にあることから，訓練の重要性を再
確認する機会となりました。

（北海道大学病院）
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北海道大学“縁”による演舞庄司医員によるオペラ歌唱HBC少年少女合唱団による合唱

ヨーヨー釣りを楽しむ子どもたち

北海道大学病院で「第56回ふれあいコンサート　七夕の夕べ」を実施

　北海道大学病院では，7月24日（月），
病院アメニティホールにおいて「第56
回ふれあいコンサート　七夕の夕べ」
を開催しました。毎年，患者サービス
推進委員会が中心となって色々な企画
を立てていますが，今年も盛りだくさ
んの内容で開催しました。
　コンサートの開演前から行われる縁
日コーナーでは，入院中のお子さんが
輪投げやヨーヨー釣りを楽しみ，バ
ルーンアートを手にして，アメニティ
ホールに集まりました。
　「早く元気になれますように」など

の患者さんの願いが込められた短冊が
涼やかな雰囲気を醸し出す中，コン
サートは寳金清博病院長の挨拶で開幕
しました。
　まず，HBC少年少女合唱団による
心洗われるような合唱が，続いて本院
の庄司哲明医員（内科Ｉ）による迫力
あるオペラ歌唱がそれぞれ披露され，
会場は大いに盛り上がりました。その
後，今年も北海道大学“縁”による
YOSAKOIソーラン演舞が披露され，
会場は大変な熱気に包まれました。
　最後に，佐藤ひとみ看護部長の挨拶

で，北海道大学病院の夏の風物詩であ
る「七夕の夕べ」は幕を閉じました。

（北海道大学病院）
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科学者と産業活動との関わりについて論点提示をする内村氏冒頭で挨拶を行う石森ALPコーディネーター

パネルディスカッションの様子
（左から，司会の黒田ALP特任准教授，内村氏，菊地氏，
太田氏，森田氏，唐木氏，七澤氏）

講演を行う菊地氏

物質科学リーディングプログラムが科学技術の倫理を考える特別シンポジウム
「科学者は産業活動にどうコメントすべきか？～化学者がみずから決めた規範と実際～」を開催

　7月7日（金），物質科学フロン
ティアを開拓するAmbitiousリーダー
育成プログラム（ALP）の主催によ
り，科学技術の倫理を考える特別シン
ポジウムをフロンティア応用科学研究
棟鈴木章ホールで開催しました。本シ
ンポジウムでは，科学者と産業活動と
の間に生じる諸問題について，産学及
びマスコミ経験者による講演とパネル
ディスカッションが行われました。
　シンポジウムでは，石森浩一郎
ALPコーディネーターによる主催者
挨拶の後，内村直之氏（CoSTEP客員
教授／元朝日新聞科学部記者／元メ
ディカル朝日編集長）が科学と社会と
の関わりと，時として両者の間に生ま
れる様々なコンフリクトに関する論点
提示講演を行いました。そして，本シ
ンポジウムのテーマである，「科学者
は産業活動にどうコメントすべき
か？」という問いを投げかけました。
これを受け，科学史家の菊地重秋氏
（中央大学・埼玉学園大学非常勤講
師）が，「化学者の社会への誓い～日
本化学会の会員行動規範制定プロセ

ス～」と題した講演を行い，日本化学
会が会員行動規範を策定した経緯とプ
ロセスを紹介し，倫理規定の制定は科
学に対する信頼の源泉となり得ること
を指摘しました。続いて，日本分子状
水素医学生物学会理事長の太田成男氏
（International Molecular Hydrogen 
Association President ／順天堂大学大
学院医学研究科客員教授）が，昨今の
水素水商品をめぐる一連の騒動を研究
者の立場から振り返りました。太田氏
は，基礎研究により得られた客観的な
知見が，一部の業者の宣伝活動に利用
されることがあると指摘しました。公
益財団法人食の安全・安心財団理事長
の唐木英明氏は，「科学的な情報への
コメント～メディアとの関係～」と題
した講演を行い，科学者が情報をメ
ディアに発信することの重要性を強調
しました。続いて，沖縄科学技術大学
院大学広報担当准副学長の森田洋平氏
が，研究により明らかにされた情報を
誤解なく社会に伝えることの難しさ
を，組織広報に携わる自らの体験を交
えて語りました。

　後半は，内村氏をファシリテーター
として，講演を行った4名に化学系企
業出身者である七澤　淳ALP客員教
授を加えた5名のパネリストによるパ
ネルディスカッションが行われ，どう
すれば科学者が社会に対して効果的に
情報発信をできるのかについて議論を
深めました。最後に，本学国際連携機
構国際オフィサーで，科学技術広報研
究会（JACST）副会長でもある南波
直樹氏が本シンポジウムを締めくくる
総括コメントを述べました。
　本シンポジウムは，共催のCoSTEP，
JACSTの協力もあり，科学と社会と
の関係性について多面的な議論が行わ
れました。本シンポジウムにはALP
の学生のみならず，教員や一般の方も
多く参加し，来場者は計96名に上りま
した。社会的な話題であったため，そ
れぞれの参加者にとって得るものが多
い有意義なシンポジウムとなったと思
われます。

（総合化学院）
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■お知らせ

■同窓会との交流

笠原理事・副学長の挨拶小谷京都エルム会会長の挨拶

被扶養者の要件の確認

　「被扶養者の要件の確認」を本年9月中に行います。
　ついては，認定されている被扶養者の認定条件に必要な添付書類を9月上旬に確認が完了するよう早期に手配し，被扶養
者申告書とともに所属している部局等の共済事務担当係へ提出願います。
　なお，被扶養者申告書に現在使用中の組合員証等の添付は不要です。
　また，国家公務員共済組合連合会より送付される「ねんきん定期便」が届くよう，被扶養者申告書の住所を確認し，変更
がある場合は，速やかに届出ください。
　おって，「被扶養者の要件の確認」の詳細は各学部等の共済事務担当係にお問い合わせください。

（文部科学省共済組合北海道大学支部）

京都エルム会総会

　京都エルム会総会は毎年祇園祭の祇
園囃が奏でる時期に行っています。本
年は宵々々山の7月14日（金）に行い
ました。今年の新社会人から大先輩ま
で総勢26名が参加し，北海道大学から

は笠原正典理事・副学長と総務企画部
広報課課長補佐が参加しました。
　小谷達雄京都エルム会会長と笠原理
事・副学長の挨拶から始まり，北海道
大学関西同窓会の植松高志会長の乾杯

のご発声で会が始まり，大変盛り上が
りました。最後は「都ぞ弥生」を斉唱
し，総会を終了しました。

（北海道大学校友会エルム）
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一本締めの様子都ぞ弥生斉唱笠原理事・副学長の挨拶

信濃川夜景を背に「都ぞ弥生」斉唱福山会長のご挨拶萬代橋ポートでの記念撮影

参加者記念撮影

　7月22日（土），宮城県仙台市のホ
テル白萩において，北海道大学の笠原
正典理事・副学長，湊　公夫総務企画

部長を含めた総勢64名が出席し，「平
成29年度宮城県同窓会総会および懇親
会」を開催しました。

　吉川謙造宮城県同窓会会長から挨拶
と1年間の同窓会活動の報告，笠原理
事・副学長から挨拶と大学の現況や各
OB会の活動状況等について話があっ
た後，2時間にわたり同窓生は大学時
代の思い出や近況について，懇談しま
した。
　水産学部卒業生のコールをきっかけ
に「水産放浪歌」「都ぞ弥生」を高唱
し，エールを経て，最後は一本締めで
熱気冷めやらぬ中，閉会となりまし
た。

（北海道大学校友会エルム）

平成29年度宮城県同窓会総会および懇親会

平成29年度新潟エルム会総会及び懇親会

　7月22日（土），新潟市信濃川萬代
橋西詰ポートに新潟県内の同窓生が集
い，新潟エルム会総会が開催されまし
た。昭和28年卒業の大先輩から平成24
年卒業の新鋭まで，総勢32名が信濃川
ウォーターシャトル株式会社（代表取
締役社長　栗原道平氏，昭和54年卒

業）のアナスタシア号に乗船後，信濃
川クルージングを楽しみました。
　猛暑の中，新潟エルム会会長の福山
利範氏の挨拶，北海道大学の長谷川晃
理事・副学長と広報課長からの大学近
況報告と校友会エルムの紹介を皮切り
に，懐かしい札幌での学生時代の話に

花が咲きました。最後に，下船場で都
ぞ弥生を高吟し，ストームで気勢を上
げました。その後，別会場で二次会を
行い，来年の再会を期して解散しまし
た。

（北海道大学校友会エルム）
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男子Ａ級優勝

■レクリエーション

本戦
優勝 隅田（触）
準優勝 稲葉（工）
3位 酒井（事）・白井（工）

コンソレ
優勝 鈴木（産）
準優勝 藤田（工）
3位 仙北（工）・中原（事）

男子Ｂ級優勝，準優勝，コンソレ優勝

本戦
優勝 藤田（低）
準優勝 山内（工）
3位 大場（北）・見延（理）

コンソレ
優勝 吉原（事）
準優勝 磯本（図）
3位 山田（北）・高橋（工）

教職員テニス大会の開催

　職員硬式庭球同好会主催により，7月8日（土）に工学部・農学部・低温科学研究所の各コートで学内シングルス大会を
開催し，37名が参加しました。また，8月5日（土）には，工学部・学務部・低温科学研究所の各コートで学内ダブルス大
会を開催し，40名が参加しました。
　なお，結果は以下のとおりです。

（職員硬式庭球同好会）

平成29年度　学内シングルス大会ドロー

【男子Ａ級】会場：工学部コート
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【男子Ｂ級】会場：低温科学研究所コート
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男子Ａ級入賞者

１位ブロック

氏名 山内
宮本

下山
藤田

志村
志賀

勝：負
（ゲーム数） 順位

山内　隆嗣（工）
宮本大悠斗（医）

×
5-6

○
6-4 1-1 準優勝

下山　　宏（低）
藤田　和之（低）

○
6-5

○
6-5
（8）

2-0 優勝

志村　和紀（工）
志賀　弘康（病）

×
4-6

×
5-6
（8）

0-2 3位

２位ブロック

氏名 浅野
白井

藤田
仙北

金川
酒井

勝：負
（ゲーム数） 順位

浅野　泰寛（工）
白井　和貴（工）

×
4-6

×
3-6 0-2 6位

藤田進一郎（工）
仙北　久典（工）

○
6-4

○
6-4 2-0 4位

金川　眞行（事）
酒井　　広（事）

○
6-3

×
4-6 1-1 5位

３位ブロック

氏名 平田
工藤

清水
小田桐

大場
山田

勝：負
（ゲーム数） 順位

平田　康史（低）
工藤　　勲（水）

×
5-6
（3）

DEF 0-1 8位

清水　泰貴（事）
小田桐　誠（事）

○
6-5
（3）

DEF 1-0 7位

大場　諒平（北セ）
山田　恭裕（北セ） DEF DEF DEF 9位

山中 田附 二ノ上 勝：負
（ゲーム数） 順位

山中（工） ○
6-0

○
6-2 2：0 優勝

田附（工） ×
0-6

○
6-0 1：1 準優勝

二ノ上（北） ×
2-6

×
0-6 0：2 3位

【男子Ｃ級】会場：農学部ハードコート

優勝 準優勝
猫塚（事） 柏原（事）

8-4

【女子Ａ級】会場：農学部クレーコート

高見 江澤 川手 勝：負
（ゲーム数） 順位

高見（メ） ×
4-6

○
4-6 0：2 3位

江澤（事） ○
6-4

×
5-6 1：1 準優勝

川手（事） ○
6-4

○
6-5 2：0 優勝

【女子Ｃ級】会場：農学部クレーコート

平成29年度　学内ダブルス大会　試合結果

【男子Ａ級】会場：工学部コート
決勝リーグ
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男子ＢＣ級優勝・準優勝・３位

女子Ａ級優勝

女子ＢＣ級優勝・準優勝・３位

氏名 今田
佐藤

鈴木
磯本

板谷
平野

宮崎
高橋

勝：負
（ゲーム数） 順位

今田　純一（事）
佐藤　辰紀（事）

○
6-0

×
5-6

×
4-6 1-2 3位

鈴木　敦生（理）
磯本　善男（図）

×
0-6

×
2-6

×
0-6 0-3 4位

板谷　淳一（経）
平野　　亮（経）

○
6-5

○
6-2

×
5-6 2-1 準優勝

宮崎　脩平（事）
高橋　英嗣（工）

○
6-4

○
6-0

○
6-5 3-0 優勝

氏名 藤井
小野田

坂本
猫塚

品川
山間

古谷
柏原

勝：負
（ゲーム数） 順位

藤井恵美子（事）
小野田実由紀（高）

×
2-6

○
6-4

○
6-5
（0）

2-1 準優勝

坂本ゆう子（図）
猫塚　和美（事）

○
6-2

○
6-2

○
6-0 3-0 優勝

品川　和絵（病）
山間久美子（薬）

×
4-6

×
2-6

○
6-3 1-2 3位

古谷久美子（図）
柏原　麻美（国）

×
5-6

×
0-6

×
3-6 0-3 4位

氏名 水戸
江澤

湯原
山田

松原
篠原

勝：負
（ゲーム数） 順位

水戸　歩美（事）
江澤　　海（事）

×
3-8

×
0-8 0-2 3位

湯原　綾子（低）
山田　美和（電）

○
8-3

○
8-2 2-0 優勝

松原　友姫（情）
篠原　琴乃（低）

×
2-8

○
8-0 1-1 準優勝

【男子ＢＣ級】会場：学務部コート（獣医学部前）

【女子Ａ級】会場：低温科学研究所コート

【女子ＢＣ級】会場：学務部コート（獣医学部前）
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1 2 3

順位小幡　修平 武田　裕二 長井　一真

NO 氏　名 所　属 安藤　優記 鈴木　敦生 船渡川翔太

1
小幡　修平 医学系事務部総務課 × ○

2
安藤　優記 附属図書館管理課 17-21 21-16

2
武田　裕二 研究推進部研究支援課 ○ ×

1
鈴木　敦生 理学研究院 21-17 20-21

3
長井　一真 病院総務課 × ○

3
船渡川翔太 病院総務課 16-21 21-20

1 2 3

順位飯田　純二 森　　章一 川端さおり

NO 氏　名 所　属 HC 小田桐　誠 佐藤　陽亮 山西　裕大

1
飯田　純二 工学系事務部経理課

0
× ×

3
小田桐　誠 工学系事務部経理課 15-21 17-21

2
森　　章一 低温科学研究所

0
○ ×

2
佐藤　陽亮 低温科学研究所 21-15 18-21

3
川端さおり 理学・生命科学事務部事務課

13
○ ○

1
山西　裕大 病院管理課 21-17 21-18

1 2 3

順位永井　　潤 中鉢　健太 細木　直大

NO 氏　名 所　属 HC 本山　楓人 谷内　　翔 越前　圭伍

1
永井　　潤 病院管理課

7
○ ×

1
本山　楓人 財務部調達課 21-15 20-21

2
中鉢　健太 工学研究院

0
× ○

2
谷内　　翔 工学研究院 15-21 21-15

3
細木　直大 財務部主計課

0
○ ×

3
越前　圭伍 財務部主計課 21-20 15-21

1 2 3

順位箱崎　慈華 猫塚　和美 柿崎　有紀

NO 氏　名 所　属 藤岡　希美 関藤　元太 寺澤　　惇

1
箱崎　慈華 高等教育推進機構 × ○

2
藤岡　希美 高等教育推進機構 19-21 21-19

2
猫塚　和美 財務部資産運用管理課 ○ ×

3
関藤　元太 財務部経理課 21-19 17-21

3
柿崎　有紀 病院管理課 × ○

1
寺澤　　惇 病院総務課 19-21 21-17

平成29年度学内職員バドミントン大会（個人戦）の開催

　平成29年度学内職員バドミントン大会（個人戦）を，7月10日（月）から20日（木）まで第2体育館において開催し，総
勢70名が参加し，熱戦が繰り広げられました。
　なお，試合結果は次のとおりです。

（職員バドミントン部）

平成29年度学内職員バドミントン大会（個人戦）対戦表

◆Ａクラス
　Ａブロック

※HC（ハンディキャップ）は，対戦相手ペアに与えるポイント
※試合は，対戦相手ペアのHCと相殺されたポイントからスタートする

　Ｂブロック

Ａ1位

川端・山西
14

19
Ｂ2位

中鉢・谷内
21

Ａ2位

森・佐藤
18

Ｂ1位 21

永井・本山
21

◆Ｂクラス
　Ａブロック

　Ｂブロック

Ａ1位

武田・鈴木
21

21
Ｂ2位

箱崎・藤岡
18

Ａ2位

小幡・安藤
21

Ｂ1位 19

柿崎・寺澤
12
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佐藤　祥嗣 医学系事務部会計課 16 16 藤野　祐一 学務部学生支援課
宮本大悠斗 医学系事務部総務課 野崎なつみ 学務部学務企画課

21 21

鈴木　里奈 学務部学生支援課 山田　恭祐 北方生物圏フィールド科学センター
川西奈津美 学務部学務企画課 21 21 大場　諒平 北方生物圏フィールド科学センター

18 13

池　　直美 公共政策大学院 不戦勝 不戦勝 近藤　未央 学務部入試課
荒木　一平 法学研究科・法学部 上田しのぶ 学務部教育推進課

16 18
前田　隆司 財務部主計課 山岸　　仁 財務部
諸田　美沙 財務部主計課 谷口　雄郎 財務部主計課

藤田　和之 低温科学研究所 21 辻　　夏希 文学研究科・文学部
武井　将志 電子科学研究所 21 11 北川　俊樹 文学研究科・文学部

21 9

今田　裕一 財務部主計課 近藤　哲仁 獣医学系事務部
横山　隆宏 財務部主計課 14 不戦勝 小原　大和 農学・食資源学事務部

21 21

本多　佑輔 医学系事務部会計課 14 21 近藤　俊治 学務部学務企画課
城　　弘次 医学系事務部会計課 増井　啓太 学務部教育推進課

17 21
中原　寛基 財務部調達課 上平　裕也 財務部調達課
佐藤　辰紀 財務部調達課 21 21 21 6 佐貫　翔悟 財務部調達課

酒井　　広 学務部学務企画課 14 21 小笠原麻美 学務部入試課
佐藤佳央理 学務部教育推進課 稲垣　智彦 総務課安全衛生室

13 11
山中　　槙 工学系事務部経理課 坂田　　諒 工学系事務部経理課
中屋敷洋介 工学系事務部総務課 21 20 堀　　愛菜 財務部調達課

1 2 3

順位清水　優那 古川　　望 ハース千佳子

NO 氏　名 所　属 田村菜穂美 天野　　愛 細谷　槙子

1
清水　優那 医学系事務部 ○ ○

1
田村菜穂美 環境健康科学研究教育センター 21-19 21-17

2
古川　　望 北方生物圏フィールド科学センター × ○

2
天野　　愛 北方生物圏フィールド科学センター 19-21 21-14

3
ハース千佳子 国際部国際連携課 × ×

3
細谷　槙子 国際部国際連携課 17-21 14-21

各クラスで優勝された皆さん

◆Ｄクラス

◆Ｃクラス
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■諸会議の開催状況

■学内規程

役員会（平成29年7月13日）
議　　案・就業規則関連規程の一部改正について
　　　　・平成29年度部局評価配分事業について
　　　　・平成30年度概算要求提出について
協議事項・第3期中期目標期間における財政計画（案）及び教員人件費削減方策（案）の策定について
報告事項・生命科学院ソフトマター専攻の設置審査の結果について
　　　　・全学運用教員の実施状況報告について
　　　　・平成29年度北海道大学進学相談会について
　　　　・平成28年度内部監査報告について
　　　　・超過勤務実績等について

教育研究評議会（平成29年7月20日）
議　　題・経営協議会の学外委員について
　　　　・第3期中期目標期間における財政計画（案）及び教員人件費削減方策（案）の策定について
報告事項・全学運用教員の実施状況報告について
　　　　・ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与について
　　　　・生命科学院ソフトマター専攻の設置審査の結果について
　　　　・北海道大学緑のビアガーデン2017の開催について
　　　　・産業創出部門の設置について
　　　　・平成28年度決算について

役員会（平成29年7月24日）
議　　案・第3期中期目標期間における財政計画（案）及び教員人件費削減方策（案）の策定について
報告事項・「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の正式運用への協力について

※規程の制定，改廃については，「学内規程」欄に掲載しています。

国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程の一部を改正する規程
（平成29年８月１日海大達第196号）

　ハラスメント相談室長を，ハラスメント相談室の室員のうちから総長が指名する者をもって充てることとすることに伴
い，所要の改正を行ったものです。

国立大学法人北海道大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程の一部を改正する規程
（平成29年８月１日海大達第197号）

　本年2月28日付けで，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省
告示第1号）」の一部が改正されたことに伴い，所要の改正を行うとともに併せて規定の整備を行ったものです。

北海道大学附属図書館規程の一部を改正する規程
（平成29年８月１日海大達第198号）

　北図書館委員会を図書館委員会に統合したことに伴い，所要の改正を行ったものです。
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■研修

研修の様子

グループ討議

修了証書授与

講義「決算業務」

グループ討議発表

（財務部主計課）

（総務企画部情報企画課）

平成29年度北海道地区国立大学法人等事務情報化講習会（Access研修初級編）

開催期間：平成29年7月24日・25日
開催場所：情報基盤センター
研修目的： 基本的な情報セキュリティ等の知識及びAccessを利用して業務システムのデータを活用するための知識を習得

すること。

平成29年度国立大学法人北海道大学会計実務研修

開催期間：平成29年7月24日～ 26日
開催場所：北海道地区国立大学大滝セミナーハウス
研修目的： 会計事務に従事する職員に，実務に必要な本学の会計制度及び国立大学法人北海道大学会計業務実施基準等に関

する基本的知識を付与することを目的とする。
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ブレーメン大学（ドイツ）
Eva- Maria Feichtner 教授（中央左）

インドネシア，マレーシア，モンゴル，タイ，
ベトナム訪問団

■表敬訪問

慶南科学技術大学校（韓国） 
Nam- kyeong Kim 総長（前列左）

メルボルン大学，アイルランド国立大学ダブリン校，
アブドラ国王科学技術大学ご一行

海外

年月日 来　訪　者 来 訪 目 的

29.7.6

メルボルン大学（オーストラリア） David C. Jackson 教授，
Lorena E. Brown 教授，Elizabeth L. Hartland 教授
アイルランド国立大学ダブリン校（アイルランド） William W. Hall 教授
アブドラ国王科学技術大学（サウジアラビア） Arnab Pain 教授

国際連携研究教育局人獣共通感染症グ
ローバルステーションでの共同研究と
教育に関する懇談

29.7.20 慶南科学技術大学校（韓国）Nam- Kyeong Kim 総長 両大学の交流に関する懇談

29.7.25 インドネシア，マレーシア，モンゴル，タイ，ベトナム訪問団
（モンゴル国立大学，モンクット王工科大学ラカバン校（タイ）他） サマーインスティテュート講師

29.7.27 ブレーメン大学（ドイツ）Eva- Maria Feichtner 教授 両大学の交流に関する懇談

（国際部国際連携課）
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■人事
平成29年７月15日付発令

新　職　名（発令事項） 氏　　　名 旧　職　名（現職名）

【助教】
（任期満了）

　
PENG  HAO

　
国際連携研究教育局助教

平成29年７月18日付発令

新　職　名（発令事項） 氏　　　名 旧　職　名（現職名）

【主任】
政策調整室主任

　
沖　田　佳　奈

　
監査室主任

平成29年７月28日付発令

新　職　名（発令事項） 氏　　　名 旧　職　名（現職名）

【技術職員等】
（辞職）

　
近江谷　美　春

　
北海道大学病院看護部看護師

平成29年７月31日付発令

新　職　名（発令事項） 氏　　　名 旧　職　名（現職名）

【助教】
（任期満了）
（辞職）

　
XU  Q I O N G
西　出　真　也

　
国際連携研究教育局助教
大学院医学研究院助教

【技術職員等】
（辞職） 島　崎　絢　子

田　中　香　織
辻　　　麻　美
南　場　ゆりえ
松　田　　　悠
山　根　綾　歌

北海道大学病院看護部看護師
北海道大学病院看護部看護師
北海道大学病院看護部看護師
北海道大学病院看護部看護師
北海道大学病院看護部看護師
北海道大学病院看護部看護師

平成29年８月１日付発令

新　職　名（発令事項） 氏　　　名 旧　職　名（現職名）

【経営協議会委員】
（期間：平成31年7月31日まで）

　
三　浦　俊　章

　
朝日新聞社編集委員

【講師】
大学院法学研究科講師

　
郭　　　　　薇

　
採用

【助教】
北海道大学病院助教
電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター助教

　
瓜　田　　　淳
高　橋　仁　徳

　
採用
採用
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編 集 メ モ

●緑のビアガーデン2017は，本年も多
くの皆様にご来場いただき，無事終了
しました。ありがとうございました。
●9月30日（土）に，ホームカミング
デー 2017を開催します。
全学行事の歓迎式典・記念講演会に加
え，部局・同窓会主催行事も実施され

ます。同窓生の皆様のご来学を心より
お待ちしています。
ホームカミングデー 2017オフィシャ
ルサイトは，随時更新していきますの
で，ぜひご覧ください。
◆http://www.hokudai.ac.jp/home2017/
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北の鉄道風景 

北大時報

2010.8.7　石勝線・夕張支線　清水沢（夕張市）

53 夏祭りの夜に

夏を迎えた北海道では，₇月下旬から₈月中旬の
お盆期間にかけて，花火大会や港祭り，盆踊りなど，
道内全域で多彩な夏祭りが開催される。その会場と
して鉄道の駅前広場が選ばれることも多々あるよう
だ。写真は石勝線・夕張支線の清水沢駅，夏祭りの
夜の光景である。雨上がりの夏の夕暮れ，駅前広場
では夕張の夏の一大イベント「ゆうばり夏まつり」
が開催されていて，多くの人達が祭りを愉しんでい

る。祭りの会場を背景に，ホームで列車の到着を待
つ家族連れは，祭りから帰宅するところなのだろう
か。近年中の廃止が確定している同支線，こうした
光景が見られるのもあと僅かであるのは寂しい限り
だ。

情報科学研究科　准教授　山本　学
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