
　表 紙　
1月号 ・小中学生向け科学体験イベント「さっぽろサイエンスフェスタ2016 in 北大」
2月号 ・小学生と外国人留学生の歩くスキー実習
3月号 ・一般入試前期日程の合格発表（2017.3.8）
4月号 ・平成29年度入学式
5月号 ・平成29年度春季外国人留学生ウェルカムパーティー
6月号 ・植物園の夏期開園とオリジナルグッズの販売
7月号 ・6研究所・センター合同一般公開
8月号 ・国際食資源学院「ワンダーフォーゲル実習Ⅰ」
9月号 ・平成29年度オープンキャンパス
10月号 ・北海道大学ホームカミングデー2017「歓迎式典・記念講演会」
11月号 ・北方生物圏フィールド科学センター「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」
12月号 ・2017年新渡戸スクールメンターフォーラム

　裏　　 表 　　紙　
1月号 ・北の鉄道風景（46）流れ山
2月号 ・北の鉄道風景（47）釧路湿原
3月号 ・北の鉄道風景（48）JR最後の急行列車「はまなす」
4月号 ・北の鉄道風景（49）早春の根室本線を往く
5月号 ・北の鉄道風景（50）新緑の山峡を駆ける
6月号 ・北の鉄道風景（51）夕日を浴びて
7月号 ・北の鉄道風景（52）ルピナス咲く頃
8月号 ・北の鉄道風景（53）夏祭りの夜に
9月号 ・北の鉄道風景（54）噴火湾秋景
10月号 ・北の鉄道風景（55）タマネギ列車
11月号 ・北の鉄道風景（56）惜別の夜
12月号 ・北の鉄道風景（57）大雪の中を

　総 長 告 辞 等　
1月号 ・年頭の挨拶
4月号 ・就任挨拶～独立心と自律心を持った豊かな北海道大学を創る　第19代総長　名和　豊春

・役員新体制紹介
・告示（学士学位記授与式，入学式）

役 員 便 り　
2月号 ・情報セキュリティの向上に向けて
3月号 ・男女共同参画の取組について

　全 学 ニ ュ ー ス　
1月号 ・大学入試センター試験の実施

・サステナビリティ・ウィーク2016の開催
サステナビリティ・ウィーク2016を振り返って
・国際機関情報の探し方セミナー「SDGs（持続可能な開発目標）の現在地－統計で知る」
・国際シンポジウム「環境と健康領域における持続可能な開発目標（SDGs）」
・講演会「超高齢社会を迎えて－感性工学の果たす役割－」
・セミナー「変貌する北極域とアジア～北極海航路とアジア：欧州とアジアの研究者による学際的研究の動向～」
・北大×JICA連携企画　青年海外協力隊トークイベント「持続可能な社会をつくる日本のボランティア」
・第10回応用倫理国際会議－応用倫理学の過去・現在・未来－
・北大・地球研合同地球環境セミナー「篤農家」から地域社会と環境の未来を学ぶ
・法・図共同ワークショップ「世界のルールの作り方・使い方－人権に関する国連諸機関の仕組みと情報の調べ方－」
・サステナビリティ・ウィーク10周年記念国際シンポジウム～ SDGsへ貢献する高等教育のあり方～
・総合博物館ツアー「持続可能な開発を『クール』に考えよう！－北極域展示室を通して－」
・市民セミナー＆図書館ツアー「聞いて見て知る！国連の活動と北大図書館」
・第10回HESDフォーラム in 北海道
・北欧とバルトの国々に学ぶサステナブルな高等教育の在り方
・学生ワークショップ「大学生の挑戦！世界の目標を自分とつなげる」
・対談「SDGsへ貢献する高等教育のあり方について」
・学生ワークショップ「学生目線で考えよう！よりよい世界の未来を担う高等教育どうあるべき？」

北大時報掲載記事事項別一覧（平成29年掲載分）
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・講演会「コンフリクトを超える知を生み出す学び－分断社会における和解の可能性－」
・講演会「文化遺産とSDGs－失われた好機？－」
・第2回北大－理研－産総研「触媒研究」合同シンポジウム－持続可能社会実現に向けたキャタリストインフォマティ
クス－

　・「サステイナブルキャンパス国際シンポジウム2016－サステイナビリティの概念を取り込んだキャンパスマスタープラ
ンとは－」
・保健科学研究院公開講座「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」
・国際シンポジウム「東アジアにおける大学と先住民族との協業のあり方を探る－先住民文化遺産と考古学：台湾原住
民とアイヌ－」
・シンポジウム「高齢化するインフラにどう対応するか－インフラ維持管理・更新・マネジメント技術の社会実装－」
・留学希望者向けセミナー「SD on Campus」
・歯学研究科企画第8弾　お口の健康と歯科医療　その2－患者サイドに立った知識の浸透－
・公開イベント「グリーンランドをめぐる『音楽』・『冒険』・『サイエンス』－北極域の持続可能な未来にむけて－」
・JICA PARTNER 国際協力人材セミナー in 北海道－国際協力の場で働きたい方，専門性を活かしたい方へ－
・第31回 ポテト杯争奪全日本学生英語弁論大会
・CLARK THEATER（クラークシアター）2016
・GiFT2016－Global Issues Forum for Tomorrow－世界の課題解決に向けたフォーラム
・HULT PRIZE＠Hokkaido University
・一般公開フォーラム「シティズンシップと市民運動：LGBTをとりまく日本的事情」

・第19回北海道大学・ソウル大学校ジョイントシンポジウムを開催
・分科会1：2016 International Workshop on New Frontiers in Convergence Science and Technology
・分科会2： 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium for Science Education－New Horizon of Science Education in

the 4th Industrial Revolution Era
・分科会3：New Frontiers of Chemical and Pharmaceutical Sciences
・分科会4：Re-imagining East Asia in Tourism
・分科会5：The 5th HU-SNU Joint Symposium on Materials Science and Engineering
・分科会6：The 12th Joint Symposium on Mechanical and Aerospace Engineering
・分科会7：Toward Understanding of Changing Environment
・分科会8： The 12th HU and SNU Joint Symposium on Mathematics - Mathematical Analysis and Applications/

Algebraic Geometry and Topology -
・分科会9：Otherness in Russian and Eurasian Contexts
・分科会10：The Exploration for Change and Innovation of Teaching and Learning in Higher Education
・分科会11：4th HUH-SNUH-SHH Joint Symposium
・分科会12：Advanced Veterinary Sciences: From Bench to Clinic
・分科会13：Local Governance and Public Policy in the Globalized World
・分科会14：2016 Hokkaido University － Seoul National University Joint Symposium in Ophthalmology
・分科会15：SNU-HU Joint Course: Environmental Chemicals and Human Health
・分科会16：Joint Symposium on Hydro-environment Engineering
・分科会17：Interdisciplinary Approach of ‘Dream’ in East Asia
・分科会18：Administrative Meeting for the Joint Symposium

・北大フロンティア基金
・平成29年度予算案（本学関係分）の主要事項
・平成28年度北海道大学ユニバーシティ・アドミニストレーター育成講座を実施
・第2回HUCIフォーラム「海外大学との英語による協働教育をどう進めるか－学内の好事例と今後の課題」を開催
・ワークショップ「学生の思考を深め，発言を促すための問いかけと場づくり」を開催
・「英語によるアカデミック・プレゼンテーションの基礎」を開催
・「シラバスのブラッシュアップ研修」を開催
・第2回鮮度保持技術シンポジウムを開催
・小中学生向け科学体験イベント「さっぽろサイエンスフェスタ2016 in 北大」を開催
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第30回「赤い糸会＆緑の会」を開催

2月号 ・平成28年度「北海道大学総長賞」表彰式を挙行
・北海道大学一般入試の志願状況
・AO入試合格者の発表
・北大フロンティア基金
・新渡戸フェローゼミ全体発表会を開催
・ミャンマーと米国の北海道大学アンバサダーを委嘱
・小学生と外国人留学生の歩くスキー実習を実施
・研究者のためのスキルアップセミナー⑨「Sの法則：プレゼンのためのデザイン入門」を開催

3月号 ・本学職員表彰を実施
・農学研究院の野口　伸教授が平成28年度北海道科学技術賞を受賞
・木村　汎名誉教授がフジサンケイグループの第32回正論大賞を受賞
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・北海道大学一般入試（前期日程・後期日程）及び私費外国人留学生入試の実施と合格者の発表
・北大フロンティア基金
・平成28年度春季外国人留学生フェアウェルパーティーを開催
・ザンビアと北米（カナダ・米国）の北海道大学アンバサダー・パートナーを委嘱
・平成28年 北大ペンハロー賞授与式を挙行
・在青島日本国総領事と本学学生との意見交換会を実施
・キャンパスマスタープラン2017応援ワークショップを開催
・研究室マネジメント研修を開催
・英語コミュニケーション研修を開催
・平成28年度第2回北海道大学TF研修会を開催
・第14回創成シンポジウム「科学と芸術のあいだ－アートが北大を変える－」を開催
・新技術説明会を開催

4月号 ・平成28年度学士学位記授与式の挙行
・総長告辞（学士学位記授与式）
・来賓祝辞（学士学位記授与式）
・平成29年度入学式の挙行
・総長告辞（入学式）
・平成29年4月　教育研究組織の改革
・教育関係共同利用拠点に再認定
・本学永年勤続者表彰に96氏
・名誉教授に43氏
・野町素己准教授が日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞を受賞
・北海道大学と北海道テレビ放送株式会社が連携プログラム実施協定を締結
・平成29年度北海道大学の予算
・北大フロンティア基金
・新渡戸スクール修了式を挙行
・平成28年度新渡戸カレッジ修了祝賀会を挙行
・平成28年北大えるむ賞授与式を挙行
・平成28年度北海道大学大塚賞授与式を挙行
・平成28年度北海道大学クラーク賞授与式を挙行
・平成28年度北海道大学鈴木章科学奨励賞－自然科学実験－表彰式を挙行
・平成28年度北海道大学企業研究セミナーを開催
・ガーナ大学で「日本留学フェア」を開催
・北海道大学アンバサダー・パートナー委嘱式を開催（インドネシア，フィンランド，フィリピン）
・2017 ProSPER.Net Young Researchers’ Schoolに参加
・第3回HUCIフォーラム「北海道大学の国際化を今後どのように進めるか～ IAU-ISAS提言を受けて～」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が第4回シンポジウムを開催
・第2回北大URAシンポジウム 「大学の『研究力』のモノサシとは？－指標による可視化とその活用－」を開催
・学位取得を計画的に進めるためのプロジェクトマネジメント研修を開催
・TF振り返り研修会を開催
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第31回「赤い糸会＆緑の会」を開催

5月号 ・春の叙勲に本学から5氏
・北海道大学交流デー（江原大学校）を開催
・北海道大学交流デー（吉林大学・東北師範大学）を開催
・「onちゃん入学セレモニー」を開催
・北大フロンティア基金
・「北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）」「日本語・日本文化研修コース（日研コース）」及び「日本語研修コー
ス」入学式を挙行
・平成29年度春季外国人留学生ウェルカムパーティーを開催
・北海道大学私費外国人留学生特待プログラム留学生採用証書授与式を挙行
・新入留学生オリエンテーションを実施

6月号 ・名誉教授称号授与式の挙行
・オタゴ大学と大学間交流協定を締結
・名和総長が第11回日中大学フォーラム（上海）で基調講演
・ボゴール農業大学ジョブフェア2017への参加とインドネシアリエゾンオフィス開設
・北大フロンティア基金
・新渡戸スクール入校式を開催
・札幌キャンパスで第14回「キャンパス・クリーン・デー」を実施
・高等教育研修センターにて各研修等を開催
・国際教育研究センターで「一般日本語」「多文化交流科目」2017年度第1学期を開講

7月号 ・北海道大学と株式会社日立製作所が動体追跡粒子線がん治療装置で全国発明表彰「恩賜発明賞」を受賞
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・「北海道大学入試改革フォーラム2017」を開催
・「数理・データサイエンス教育研究センター」を設置
・オランダ王国大使館農務参事官の講演会を開催
・北大フロンティア基金
・平成29年度北海道大学宮澤記念賞授与式を挙行
・平成29年度北海道大学レーン記念賞授与式を挙行
・「第2回北海道大学フィンランドディ　みんなで夏至祭を楽しもう！」を開催
・高等教育研修センターにて各研修等を開催
・「製薬企業4社合同 共同研究公募事業説明会」を開催
・「設備市場システム 部局等説明会2017」を開催
・化学物質取扱講習会を開催
・人材育成本部国際人材育成プログラムI-HoPで若手研究者向けリーダーシップ研修（英語）を開催

8月号 ・松野博一文部科学大臣が本学を視察
・北海道大学　緑のビアガーデン2017を開催
・北大フロンティア基金
・「平成29年度北海道大学実務研修報告会」を実施
・平成29年度北海道大学入試説明会を実施
・名和総長が中国科学院大学雁栖湖キャンパスを訪問
・名和総長がTimes Higher Education Research Excellence Summit Asia-Pacifi c 2017に出席
・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
・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
・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
・平成29年度北海道大学新渡戸賞授与式を挙行
・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
・高等教育研修センターにて各研修等を開催
・2017 WinGS Global Networking Award 授賞式を開催
・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
・名和総長と女性研究者との懇談会を開催
・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
・第3回「食科学プラットフォームセミナー」を開催
・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
・国際連携研究教育局（GI-CoRE）と遺伝子病制御研究所が合同シンポジウムを開催

9月号 ・名和総長に忠北大学校（韓国）が名誉工学博士号を授与
・札幌キャンパスを駆け抜ける―「北海道マラソン2017」
・「パブリックスピーキング講座」及び「メディアトレーニング講座」を開催
・北大フロンティア基金
・平成29年度オープンキャンパスを開催
・「北海道大学進学相談会」を東京で開催
・平成29年度教員免許状更新講習を開催
・平成29年度北海道大学鈴木章記念賞―自然科学実験―被表彰者の決定
・平成29年度小島三司奨学金受給者の決定
・国際連携機構日本語研修コース修了式（2017年4月入学者）
・平成29年度国際連携機構外国人留学生送別会を開催
・高等教育研修センターにて各研修等を開催
・平成29年度科学研究費助成事業大型研究種目に採択
・イノベーション・ジャパン2017に出展
・北洋銀行ものづくりテクノフェア2017に出展
・IoT/AI技術で切り拓く農業改革等への糸口「共同研究発掘フェア in 北洋銀行ものづくりテクノフェア2017」を実施
・北海道経済連合会が工学研究院視察を実施
・Hokkaidoサマー・インスティテュート＆国際ソフトマターサマースクール2017を開催
・「先端ソフトマターに関する北海道大学-ImPACTジョイントシンポジウム：一分子からタフポリマーへ」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が第4回医学物理サマースクールを開催

10月号 ・日本経済団体連合会会長・副会長等が本学を視察
・北海道大学ホームカミングデー2017の開催
・総務企画部広報課
歓迎式典・記念講演会

・文学研究科・文学部，教育学院・教育学研究院・教育学部，法学研究科・法学部，経済学院・経済学研究院・経済学部
公開シンポジウム・同窓会総会・同窓会合同懇親会
・情報科学研究科
2017年度北楡会・北海道大学情報系交流会
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・水産科学院・水産科学研究院・水産学部，北水同窓会
水産学部卒業生のつどい～講演会～
・環境科学院・地球環境科学研究院，環境科学同窓会
松野環境科学賞授賞式，修了生による講演会，コース・研究室紹介パネル展示，懇親会
・理学院・理学研究院・理学部，生命科学院・先端生命科学研究院，理学部同窓会
理学部ホームカミングデー
・薬学研究院・薬学部
北海道大学薬学部の現状と第20回北海道大学薬学部生涯教育特別講座秋季講演会
・農学院・農学研究院・農学部
市民公開・農学特別講演会「農と食が創る持続的な社会」
・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
ホームカミングデー＠IMCTS2017（修了生meet在学生2017）
・保健科学院・保健科学研究院・医学部保健学科
保健科学研究院ホームカミングデー（分野紹介・講演会）
・工学院・工学研究院・工学部
工学系イノベーションフォーラム2017，北工会サークル展示，土木工学研究棟内覧ツアー，同窓生向け講演会，同窓
生との全体懇親会

・医学院・医学研究院・医学部
北海道大学医学部フラテ祭2017
・獣医学院・獣医学研究院・獣医学部
獣医学部同窓会平成29年度通常総会，新評議員会・新理事会，フォーラム・交流会，懇親会
・北方生物圏フィールド科学センター
　「生物生産研究農場」ミニツアー，植物園の見学
・総合博物館
学生による展示解説，新設した常設展示室「鉱物・岩石標本の世界」の展示案内
・大学文書館
特別展示「半澤洵教授の納豆普及大作戦！」，企画展示「佐藤昌介―北大の牽引者」，常設展示「北大生の群像」「札幌
農学校遊戯会」「新渡戸稲造と遠友夜学校」
・公認学生団体（学務部学生支援課）
北海道大学写真部　ホームカミングデー展，北海道大学陸上競技部　陸上競技部OB交歓会
・北大キャンパスビジットプロジェクト
キャンパスツアー －現役北大生とめぐるキャンパス今昔－
・創成研究機構
第15回創成シンポジウム「大地に眠る物語を読む　考古学者と人形劇師」
・北海道大学校友会エルム
OB講演会・在学生との懇談会，保護者会員懇談会・キャンパスツアー
・ほっかいどう同窓会
ランチパーティー
・恵迪寮同窓会
文化講演と寮歌の集い

・北大フロンティア基金
・平成29年度北海道大学インターンシップを実施
・名和総長が東方経済フォーラム及び日露学生フォーラムに参加
・コチュテル・プログラムに本学学生が初めて参加
・アディスアベバ大学で「日本留学フェア」を開催
・外国人留学生が鹿追町で小学生と農業体験を実施
・Integrated Science Program（ISP）入学式を挙行
・「北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）」「日本語・日本文化研修コース（日研コース）」及び「日本語研修コー
ス」入学式を挙行
・若者政策コンテスト決勝大会で新渡戸スクール生が入賞
・新渡戸スクール修了式を挙行
・北海道大学が特色ある放射線安全管理の取り組みによって第1回森川記念賞を受賞
・平成29年度「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を開催
・独立行政法人日本学術振興会　平成28年度特別研究員等審査会専門委員（書面担当）及び国際事業委員会書面審査員の
表彰に本学から4名
・生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター動物実験施設慰霊祭を挙行
・高等教育研修センターにてシンポジウム等を開催
・「北大テニュアトラック事業説明会」を開催
・研究者のためのスキルアップセミナー⑩「プレゼンテーションのための非言語表現」を開催
・TERRACE－科学とアートが出会う場所－Act 1「北海道というヴァナキュラーな風景」を開催
・TERRACE MEETING「大友良英×中垣俊之と語るTERRACEってなんだ？」を開催
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・北海道大学×技術ベンチャーセミナー「研究開発型ベンチャー創出サミット」を開催
11月号 ・文化功労者にユニバーシティプロフェッサー・名誉教授　喜田　宏氏

・秋の叙勲に本学から3氏
・平成29年度科研費審査委員の表彰に本学から6名
・名和総長が第4回日本・インドネシア学長会議に出席
・名和総長がインドネシア同窓生との夕食会に出席
・笠原理事・副学長が第10回日中学長会議に出席
・「北海道大学進学相談会」を大阪で開催
・北大フロンティア基金
・イチョウ並木の一般開放を実施
・サクシュコトニ川リフレッシュの実施
・北海道大学総長奨励金給付証書並びに北海道大学私費外国人留学生特待プログラム留学生採用証書授与式を挙行
・平成29年度秋季外国人留学生ウェルカムパーティーを開催
・秋のガレージセールを開催
・北海道地区FD・SD推進協議会総会及び北海道FD・SDフォーラム2017を開催
・高等教育推進機構等自衛消防訓練を実施
・インターナショナルハウス等で消防避難訓練を実施
・留学生と札幌市民で行く防災バスツアーを実施
・情報セキュリティ対策セミナーを開催
・キッズ フォレスト2017に参加
・アグリビジネス創出フェア2017に出展
・地域の中核人材育成プログラム「地域協働ファシリテーター育成講座」を始動
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第32回「赤い糸会＆緑の会」を開催

12月号 ・平成29年度医学教育等関係業務功労者表彰に本学から2氏
・総合博物館　小林快次准教授に北海道新聞文化賞
・AO入試合格者の発表
・国際総合入試合格者の発表
・帰国子女入試合格者の発表
・大学入試センター試験，本学一般入試個別学力検査等　実施体制等の決定
・北大フロンティア基金
・給付型奨学金「きのとや奨学金」を創設
・平成29年度北海道大学ユニバーシティ・アドミニストレーター育成講座を実施
・情報セキュリティセミナーを開催
・2017年新渡戸スクールメンターフォーラムを開催
・「日露青年フォーラム2017」を本学で開催
・高等教育研修センターにて講演会等を開催
・「テニュアトラック交流会」を開催
・「SAPPOROおみやげパワーアップフェア in 北大」を開催
・「製薬企業5社合同 共同研究公募事業説明会」を開催
・第31回ビジネスEXPO2017に出展
・研究者のためのスキルアップセミナー⑪「北大にFacebookがやってくる～執行役員に聞くSNSの本当の使い方～」を開
催

　部 局 ニ ュ ー ス　
1月号 ・工学系部局がインド工科大学ハイデラバード校と部局間交流協定を締結

・歯学研究科が全北大学校歯医学専門大学院との姉妹校提携25周年記念交流行事を開催
・歯学研究科で香港大学歯学部学生団体との交流行事を開催
・スラブ・ユーラシア研究センターが冬期国際シンポジウム「体制転換から四半世紀：ポスト共産主義社会の多様化を再
考する」を開催
・国際広報メディア・観光学院で国際シンポジウム「地方創生と国際化－北海道の未来への挑戦」を開催
・平成28年度　薬学部成績優秀賞授与式を挙行
・観光学高等研究センター公開講座「明日の観光を考える」が終了
・工学系部局でアクティブラーニングに関するFDを開催
・工学系部局で安全衛生管理講演会を開催
・文学研究科で研究室運営に関するFD研修を開催
・環境科学院・地球環境科学研究院でFD研修会「国際的な教育プログラム構築に向けて」を開催
・環境科学院・地球環境科学研究院で「ハラスメント予防FD研修会」を開催
・農学研究院で平成28年度第2回FD研修会を開催
・生命科学院がアクティブラーニング形式の「Research Ethics Workshop for IGP students」を開催
・低温科学研究所技術部で第22回技術報告会を開催
・総合博物館で「はじめての人工雪－誕生80年記念企画 中谷宇吉郎展」を開催
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・環境健康科学研究教育センターが第2回世界保健機関西太平洋地域協力センターフォーラムに参加
・「脳科学研究教育センター合宿研修」の開催
・北海道大学病院で「第55回ふれあいコンサート　クリスマスの夕べ」を実施
・附属図書館で「救命導入（AED）講習会」を開催
・タイ・バンコクにおいて「第3回国際食資源学フォーラム－アジアの食資源問題と大学の果たすべき役割－」を開催

2月号 ・北海道大学病院で陽子線治療に関するIAEA技術協力研修を開催
・経済学部で北海道財務局理財部長の特別講演会を開催
・農学研究院で平成28年度第3回FD研修会を開催
・農学院・農学研究院・農学部において「留学生新年会」を開催
・工学系部局で「第2回こころのケアに関する講習会」を開催

3月号 ・低温科学研究所がハワイ大学マノア校化学科と部局間交流協定を締結
・歯学研究科がカトマンズ大学歯学部と部局間交流協定を締結
・獣医学研究科と札幌市円山動物園が連携協定を締結
・在札幌オーストラリア領事館　ロナルド・デイビッド・グリーン領事が農学院・農学研究院・農学部を訪問
・教育学部　ESDキャンパスアジア・パシフィックプログラム2016の全日程が終了
・平成28年度水産科学院・水産学部外国人留学生送別懇談会を開催
・先端生命科学研究院でFDSD研修会「総会2016」を開催
・平成28年度北海道大学北方生物圏フィールド科学センター耕地圏・水圏技術職員研修を開催
・附属図書館で第3回北海道大学の国際競争力強化のためのオープンサイエンスワークショップを開催
・総合博物館で冬季企画展示「北大古生物学の巨人たち」を開催
・医学部卒業生髙須泰彦氏から関係資料を大学文書館で受贈

4月号 ・国際広報メディア・観光学院が株式会社JTB北海道と連携協定を締結
・総合化学院と南京大学化学化工学院がダブル・ディグリー・プログラムの覚書を締結
・「総合化学院ラーニング・サテライト」を国立台湾大学，南京大学で実施
・水産科学院各種表彰授賞式を挙行
・水産学部キャンパス移行式及びくろしお賞授賞式を挙行
・会計専門職大学院でメルコ学術振興財団と共催セミナーを開催
・北方生物圏フィールド科学センターで「公開水産科学実習」を開催
・第1回保健科学研究院市民公開シンポジウム「高齢者をとりまく社会と健康」を開催
・薬学研究院が第9回薬学研究院研究発表会（FD研修会）を開催
・工学系部局で平成28年度工学系産業技術フォーラムを開催
・工学研究院で寄附分野「原子力支援社会基盤技術分野」の開設式を挙行
・観光学高等研究センター「観光地域マネジメント寄附講座研究部門」開設10周年記念シンポジウムを開催
・医学部寄附講座「探索病理学講座」が終了
・社会科学実験研究センターで2016年度SAGE-北大社会科学国際優秀論文賞授与式を挙行
・環境健康科学研究教育センターが平成28年度後期「社会と健康」ディプロマ授与式を開催
・脳科学研究教育センター発達脳科学専攻第13期修了生に修了証書授与
・総合博物館「知の交差点」で卒論ポスター発表会を開催

5月号 ・教育学院・教育学研究院がタイ・ナコーンパトムラチャパット大学大学院教育学院と学術交流プログラムを開催
・国際食資源学院で学院の看板を掲出
・農学研究院でJAグループ北海道と共同セミナーを開催
経済学部でメンタルヘルス講演会を開催

・文学研究科で文系博士のキャリア構築に関するFD研修を開催
・薬学部で新入生歓迎会を開催
・平成29年度薬学実務実習開始セレモニーを挙行
・脳科学研究教育センター発達脳科学専攻の開講式を挙行
・北海道大学病院で新規採用者多職種合同歓迎会を開催
・理学研究院AL推進室・ALP企画シンポジウム「専門教育のためのアクティブラーニング」を開催
・北大－NIMSジョイントシンポジウムを開催
・附属図書館で映画上映会「図書館×映画」を開催
・応援団・恵迪寮関係資料を大学文書館で受贈

6月号 ・歯学研究院・歯学院が香港大学牙醫学院と部局間交流協定を締結
・保健科学研究院が岩見沢市と連携協定を締結
・函館キャンパスで「春のキャンパス一斉清掃」を実施
・経済学院・会計専門職大学院と経済学部で北海道財務局特別講演会を開催
・経済学院・経済学研究院・経済学部でFD研修を開催
・会計専門職大学院で日本内部監査協会と共催セミナーを開催
・獣医学部で「地方自治体等合同就職説明会」を開催
・農学研究院で平成29年度第1回FD研修会を開催
・国際広報メディア・観光学院で平成29年度履修証明プログラム「デスティネーション・マネージャー育成プログラム」
がスタート
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・北方生物圏フィールド科学センターで「植物販売会」を開催
・植物園の夏期開園とオリジナルグッズの販売
・大学院授業の一環として学生がミュージアムグッズを開発
・有賀一郎旧蔵資料を大学文書館で受贈
・看護週間－「看護の日の夕べ」ほか様々な催しを実施
・北海道日本ハムファイターズがひまわり分校の子どもたちと交流

7月号 ・北海道大学大学院工学院－九州大学大学院工学府共同資源工学専攻開設式を挙行
・農学研究院と国際食資源学院が北海道と農林・食分野の連携協力に関する覚書調印式を実施
・経済学部成績優秀者表彰式を挙行
・環境科学院で北大祭・研究施設公開「知っておきたい環境科学」を開催
・6研究所・センター合同で一般公開を開催
・薬学部で薬害をテーマにFD研修会を開催
・保健センターで第5回健康キャンパス北大「健康づくり支援セミナー」を開催
・突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点が「北海道防災・減災シンポジウム2017」を開催
・北大と東北大のリーディングプログラムが合同シンポジウムを開催

8月号 ・「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
・工学研究院で建築家・安藤忠雄講演会「自由と勇気」を開催
・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
・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，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
・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
・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
・薬学部で第20回生涯教育特別講座夏季講演会を開催
・工学系部局で救急救命講習会を実施
・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
・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
・北大農場公開2017「夏の北大農場を味わおう」
・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
・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
・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
・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
・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「第56回ふれあいコンサート　七夕の夕べ」を実施
・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

9月号 ・「北海道大学－北京科技大学　協定締結30周年記念式典」を開催
・工学研究院で「日中韓工学系合同シンポジウム関係校会議」を開催
・水産科学研究院でひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～「これが意外とムズカシイ！ヤドカリた
ちの社会関係」を実施
・北海道大学獣医学部×札幌市円山動物園　市民公開講座「科学する動物園―大学と動物園の連携が拓く未来―」を開催
・北方生物圏フィールド科学センターでサステナビリティ・ウィーク2017公開講座「日米における古くからの農法から農
業のサステナビリティを学ぶ」を開催
・北方生物圏フィールド科学センターで「じゃがいも掘り」を開催
・法学研究科・附属高等法政教育研究センター公開講座「社会の分断をいかに乗り越えるか？」が終了
・法学研究科サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題―著作権・不正競争・意匠・商標編―」を開催
・公共政策大学院が「地方公務員向け・地方議員向けサマースクール」を開催－夕張市の財政破綻の経緯を踏まえ自治体
財政の健全化について討議－
・薬学研究院が「第10回薬学研究院研究発表会」を開催
・教育学部でESDキャンパスアジア・パシフィックプログラム2017（夏季北大プログラム）を開催
・農学院において「留学生オリエンテーション」を開催
・北海道大学納骨堂慰霊式を挙行
・附属図書館でフィンランドをテーマとした図書展示を開催
・附属図書館で「数学」「物理学」「統計学」入門図書展示を開催

10月号 ・タイ王国農業・協同組合省副大臣，同地理情報・宇宙技術開発庁副長官及び内閣府官房審議官が農学研究院を視察
・歯学部創立50周年記念事業（記念講演会，記念式典，記念祝賀会）を開催
・工学研究院で土木工学研究棟改築記念式典を挙行
・北海道大学病院が夕張市と連携協定を締結
・経済学研究院で嶺南大学校商経大学との共同セミナーを開催
・国際広報メディア・観光学院が英国シェフィールド大学及びフィンランド・ヘルシンキ大学との教育・研究交流「TLLP
スタディ・ウィーク」を開催
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・平成29年度 地球環境科学研究院公開講座「健康を目指す環境科学」を終了
・薬学研究院で障害者差別解消とハラスメントをテーマにFD研修会を開催
・FD研修「新渡戸ポートフォリオ（理学生命科学版）について」を開催
・医学部・歯学部合同慰霊式を挙行
・動物慰霊式を挙行
・北海道大学病院で災害医療訓練，CBRNE災害対策訓練を実施
・北海道大学病院が第2回北海道国際医療ネットワークを開催
・附属図書館で北海道大学インターンシップを実施
・北図書館で札幌市立高等学校「職場体験学習」の生徒を受入れ
・環境健康科学研究教育センターが平成29年度前期「社会と健康」ディプロマ授与式を開催
・リーディングプログラム新プログラム生10名を採用
・獣医学系事務部の近藤哲仁主任が全国レク大会スポーツチャンバラで総合優勝

11月号 ・人獣共通感染症リサーチセンター，獣医学研究院及び水産科学研究院が「ISO17025」の認定を取得
・生命科学院が「第5回生命科学国際シンポジウム」を開催
・保健科学研究院公開講座「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」を開催
・平成29年度水産学部公開講座「海をまるごとサイエンス！」が終了
・国際食資源学院でFD研修会を開催
・経済学研究院で研究会「地域格差をどう考えるか」を開催
・経済学研究院地域経済経営ネットワーク研究センターでセミナーを開催
・経済学部で第4回プレゼン大会を開催
・経済学院・経済学部で「学部生，研究生のための大学院ガイダンス」を開催
・法学研究科・法学部・公共政策大学院で留学生パーティーを開催
・「法科大学院に関するアドバイザリーグループ会議」を開催
・北方生物圏フィールド科学センターで「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」を開催
◆生き物の個性から学ぶ豊かな森の守り方
◆体験！ベリー研究の最前線“君も育種家になろう！”
◆動物の動きを測ってみよう～装着型記録計による行動計測～
◆海の森の調査隊～おしょろの“こんぶ”を知る，守る～
◆のぞいてみよう海の底，北海道の魚たちをまるごとリサーチ
◆北大農場での生物資源の循環をみてみよう
◆挑戦！イクラをさかなにしてみよう！

・北方生物圏フィールド科学センター七飯淡水実験所でIBBP技術講習会を開催
・北方生物圏フィールド科学センター和歌山研究林で一般公開事業「和歌山研究林の歴史的建造物と照葉樹天然林」を開
催
・北方生物圏フィールド科学センターで畜魂祭挙行
・函館キャンパスで「防災訓練」と「秋のキャンパス一斉清掃」を実施
・消防訓練等の実施
・脳科学研究教育センターで合宿研修を開催
・総合博物館「ミュージアム・カフェ 金曜ナイトセミナー＆コンサート」を開催
・「トビタテ！北海道」の活動に附属図書館が協力

12月号 ・平成29年度低温科学研究所公開講座「広がる低温の魅力～低温科学の最前線～」が終了
・メディア・コミュニケーション研究院公開講座「民意は誤りうるか？－思想史からみるデモクラシー」が終了
・歯学研究院で「健康長寿社会を担う歯科医学教育改革」平成29年度連携シンポジウム in 札幌を開催
・総合化学院が「第13回北海道大学－南京大学ジョイントシンポジウム」を開催
・「総合化学院ラーニング・サテライト」をチュラロンコン大学，南京大学で実施
・環境健康科学研究教育センターで平成29年度ラーニングサテライト事業－ソウル大学校との共同講義を開講
・医理工学院が第1回学生研究発表会／第1回企業・医療機関・行政との交流会を開催
・農学・食資源学特別講演会「統合的水資源管理と排水再利用」を開催
・農学院・農学研究院・農学部で第9回Sapporo Alumni Lecturesを開催
・文学研究科で特別支援室の活動に関するFD研修を開催
・経済学研究院・経済学院・経済学部で外国人留学生懇親会を開催
・経済学部で公認会計士・監査審査会会長の特別講演会を開催
・経済学部で札幌国税局長の特別講演会を開催
・経済学部特別講演会を開催
・経済学研究院地域経済経営ネットワーク研究センターでシンポジウムを開催
・工学系部局で安全衛生管理講演会を開催
・歯学研究院で「動物供養祭」を挙行
・薬学研究院・薬学部で「実験動物慰霊祭」を挙行
・薬学研究院・薬学部で消防訓練を実施
・北海道大学病院で指導医ワークショップを開催
・北海道大学病院で平成29年度地域連携懇話会を開催
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・北海道大学病院で総合防災訓練を実施
・北極域研究センターで北極域課題解決人材育成講座「北極域科学概論」を開催
・第15回脳科学研究教育センターシンポジウム「脳を知る」を開催
・保健センターで第6回健康キャンパス北大「予期せぬ危険から身を守ろう」を開催
・物質科学リーディングプログラムが第5回国際シンポジウムを開催

お 知 ら せ　
2月号 ・過半数代表候補者の決定
3月号 ・共済組合員の皆様へ　被扶養者の認定又は取消等の届出は速やかに
4月号 ・大学文書館公文書室が「国立公文書館等」の指定を受ける

・平成29年度 人間ドックの実施について
5月号 ・北海道地区福祉共同事業契約宿泊施設の開設

・グローバルファシリティセンター機器分析受託部門を創成科学研究棟に移設
7月号 ・「北海道大学の役職員の給与等の水準（平成28年度）」の概要について

・第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
・夏季期間における工学系建物の閉鎖の実施について

8月号 ・被扶養者の要件の確認
9月号 ・ドイツから返還されたアイヌ民族のご遺骨の安置について

・外国人留学生向け賃貸住宅仲介店舗を設置
10月号 ・医療費通知事業の実施 
11月号 ・グローバルファシリティセンターで新たな社会貢献活動～産学協働によるものづくりイノベーション

　寄　　 稿 　　等　
3月号 ・定年退職を迎えるにあたって

　博士学位記授与　
1月号 ・課程博士24人，論文博士2人
4月号 ・課程博士299人，論文博士19人
7月号 ・課程博士24人，論文博士4人
10月号 ・課程博士99人，論文博士7人

　同窓会との交流　
2月号 ・恵迪寮同窓会「新年寮歌歌始めの会」
5月号 ・函館同窓会「総会及び懇親会」
8月号 ・京都エルム会総会

・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

レクリエーション
3月号 ・平成28年度　北大山岳会事業登山記録
8月号 ・教職員テニス大会の開催

・平成29年度学内職員バドミントン大会（個人戦）の開催
9月号 ・学内教職員ソフトボール大会の開催

・平成29年度学内バレーボール大会の開催
・教職員テニス大会の開催

10月号 ・教職員卓球大会の開催　－団体戦・ペア・個人戦－
・平成29年度学内教職員フットサル大会の開催

11月号 ・平成29年度 第47回札幌社会人サッカーリーグ及び第32回札幌リーグカップに出場
・教職員テニス大会の開催

　諸会議の開催状況　（平成28年12月～平成29年11月分掲載）

学 内 規 程　
1月号 ・国立大学法人北海道大学職員災害補償法定外給付規程の一部を改正する規程

・国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学契約職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学特任教員就業規則の一部を改正する規則
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・国立大学法人北海道大学職員労働時間，休憩，休日及び休暇規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学船員労働時間，休日及び休暇規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程
・北海道大学病院規程の一部を改正する規程

2月号 ・国立大学法人北海道大学オープンファシリティ使用規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス規程の一部を改正する規程

3月号 ・北海道大学における講座等に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学設備市場規程

4月号 ・国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学役員給与規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学契約職員就業規則等の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職務発明規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学国際連携機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学組織規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学経営協議会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学人事委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学評価規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学安全衛生本部規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学情報セキュリティ委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学動物実験委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程の一部を改正する規程
・教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程の一部を改正する規程
・北海道大学獣医師受託研修生受入れ規程の一部を改正する規程
・北海道大学中国医学研修員規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員表彰規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学全学運用教員規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程の一部を改正する規程
・北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学北方生物圏フィールド科学センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学アイヌ・先住民研究センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学社会科学実験研究センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会規程
・北海道大学総合博物館運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学文書館運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学保健センター規程の一部を改正する規程
・北海道大学保健センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学における講座等に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学アドミッションセンター規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学創成研究機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学創成研究機構グローバルファシリティセンター分析・加工受託規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学国際連携機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学総合IR室規程の一部を改正する規程
・北海道大学入学者選抜委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学事務組織規程の一部を改正する規程
・北海道大学通則の一部を改正する規則
・北海道大学大学院通則の一部を改正する規則
・北海道大学学位規程の一部を改正する規程
・北海道大学現代日本学プログラム課程規程の一部を改正する規程
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・北海道大学文学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学教育学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学法学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学経済学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学理学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学医学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学歯学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学薬学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学工学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学農学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学獣医学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学水産学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学新渡戸カレッジ規程の一部を改正する規程
・北海道大学全学教育科目規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院特別教育プログラム新渡戸スクール規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム規程
・北海道大学大学院One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム運営委員会規程
・北海道大学大学院共通授業科目規程の一部を改正する規程
・北海道大学職業紹介業務規程の一部を改正する規程
・北海道大学職業紹介業務に係る個人情報適正管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学受託研究取扱規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学産業創出講座等規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学契約職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学特任教員就業規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学職員労働時間，休憩，休日及び休暇規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学船員労働時間，休日及び休暇規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学における人を対象とする医学系研究に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学百年記念会館規程の一部を改正する規程
・北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学公印規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学文書処理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学大学法人文書管理規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学文書館規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学文書館利用規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学文書館公文書室利用規程
・国立大学法人北海道大学における財務及び会計に関する職務権限規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学固定資産管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学旅費規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学寄附金規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学借上宿舎等規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学病院借上宿舎規程
・北海道地区国立大学大滝セミナーハウス規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学オープンファシリティ使用規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学入構車両規程の一部を改正する規程
・北海道大学病院規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学病院医療安全管理業務監査委員会規程
・北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程協議会規程
・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター規程の一部を改正する規程
・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター協議員会規程の一部を改正する規程
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・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター共同利用・共同研究拠点共同研究委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院文学研究科規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院法学研究科規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院情報科学研究科規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院理学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院農学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院生命科学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院教育学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院環境科学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院水産科学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院保健科学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院工学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院総合化学院規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院公共政策学教育部規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院工学院・九州大学大学院工学府共同資源工学専攻協議会規程
・北海道大学大学院経済学院規程
・北海道大学大学院経済学研究院規程
・北海道大学大学院医学院規程
・北海道大学大学院医学研究院規程
・北海道大学大学院医学研究院附属動物実験施設規程
・北海道大学大学院歯学院規程
・北海道大学大学院歯学研究院規程
・北海道大学大学院獣医学院規程
・北海道大学大学院獣医学研究院規程
・北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院規程
・北海道大学大学院医理工学院規程
・北海道大学大学院国際感染症学院規程
・北海道大学大学院国際食資源学院規程
・北海道大学遺伝子制御研究所附属感染癌研究センター規程の一部を改正する規程
・北海道大学附属図書館規程の一部を改正する規程
・北海道大学図書館委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学観光学高等研究センター運営委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学総合博物館施設利用規程

6月号 ・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
・国立大学法人北海道大学職員兼業規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学リスク管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学災害等危機対策規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学文書処理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学法人文書管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学情報公開規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学個人情報管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学における個人情報の開示等に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学ソフトウェア資産管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学旅費規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学入構車両規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学内部監査規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程の一部を改正する規程

7月号 ・北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学総長選考会議規程の一部を改正する規程
・北海道大学病的材料検査に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学総合IR室規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学組織規則の一部を改正する規則
・北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター規程
・北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター運営委員会規程
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・国立大学法人北海道大学事務組織規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学公印規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学文書処理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程の一部を改正する規程
・北海道大学における講座等に関する規程の一部を改正する規程

8月号 ・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
・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
・北海道大学附属図書館規程の一部を改正する規程

10月号 ・国立大学法人北海道大学創成研究機構グローバルファシリティセンター分析・加工受託規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学事務組織規程の一部を改正する規程
・北海道大学通則の一部を改正する規則
・北海道大学大学院通則の一部を改正する規則
・北海道大学の第1年次の学生に係る履修，修学等に関する規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程
・北海道大学理学部規程の一部を改正する規程
・北海道大学インテグレイテッドサイエンスプログラム規程
・国立大学法人北海道大学百年記念会館規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学オープンファシリティ使用規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程の一部を改正する規程

11月号 ・国立大学法人北海道大学組織規則の一部を改正する規則
・国立大学法人北海道大学事務組織規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学経営戦略室規程
・国立大学法人北海道大学総長室規程の一部を改正する規程
・北海道大学病院借上宿舎規程の一部を改正する規程
・北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設規程の一部を改正する規程

12月号 ・北海道大学NITOBE教育システム運用会議規程
・北海道大学新渡戸カレッジ規程の一部を改正する規程
・北海道大学新渡戸スクール規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学全学運用教員規程の一部を改正する規程

　研 修　
1月号 ・平成28年度北海道地区国立大学法人等学生支援担当職員SD研修
3月号 ・平成28年度法人文書管理に関する研修会

・「相手に伝わる文章の書き方」講座～業務実績報告書の作成例を交えて～
5月号 ・平成29年度北海道地区国立大学法人等初任職員研修（一般職）
7月号 ・平成29年度北海道地区国立大学法人等中堅職員研修
8月号 ・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）

・平成29年度国立大学法人北海道大学会計実務研修
9月号 ・平成29年度北海道地区国立大学法人等技術職員研修
11月号 ・平成29年度北海道地区国立大学法人等会計基準研修

・平成29年度北海道地区国立大学法人等アドビイラストレータ研修
12月号 ・平成29年度北海道大学教務事務実務研修

表 敬 訪 問　
（国内）
1月号 ・JR北海道ホテルズ株式会社　代表取締役社長　石見　誠嗣　氏
3月号 ・日本特殊陶業株式会社　代表取締役会長兼社長　尾堂　真一　氏

（海外）
1月号 ・インド工科大学ハイデラバード校 Uday B. Desai 学長

・Aleksi Härkönen フィンランド北極担当大使
2月号 ・東義大学（韓国）Cho, Young-Ho 対外協力処長

・マレーシア・テレンガヌ大学 Mohd Lokman bin Husain 副学長
3月号 ・Hannes Heimisson 駐日アイスランド共和国大使
4月号 ・極東連邦大学（ロシア）Dmitry N. Bespalov 副学長

・華東理工大学（中国）Qu Jingping 学長
・中国江蘇省人民対外友好協会 Cai Xisheng 副会長
・コロラド州立大学（アメリカ）Thom Hadley 獣医生物医学 財務・戦略部長
・Fortunato T. de la Peña フィリピン共和国科学技術大臣
・オウル大学（フィンランド）Matti Sarén 副学長
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5月号 ・南京農業大学（中国）Zhou Guanghong 学長・教授
・淡江大学（台湾）Flora Chia-I Chang 学長
・台北駐日経済文化代表処 Lin, Shih-Ying 教育部長
・極東連邦大学（ロシア）Nikita Yu. Anisimov 学長

6月号 ・オタゴ大学（ニュージーランド）Richard Blaikie 副学長
・Jukka Reino Siukosaari 駐日フィンランド共和国大使
・モンクット王ラカバン工科大学（タイ）Nida Larpsrisawad 学部長アドバイザー

7月号 ・国立東華大学（台湾）Kurtis Jai-Chyi Pei 環境学院長
・Richard Court 駐日オーストラリア大使
・ラジャマンガラ工科大学 タンヤブリ校（タイ）Prasert Pinpathomrat 学長
・Jean-François Paroz 駐日スイス大使

8月号 ・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
・慶南科学技術大学校（韓国）Nam- Kyeong Kim 総長
・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）
・ブレーメン大学（ドイツ）Eva- Maria Feichtner 教授

9月号 ・タマサート大学（タイ）Somkit Lertpaithoon 学長
・西交利物浦大学（中国）Xi Youmin 学長
・ノースカロライナ大学チャペルヒル校（アメリカ）Michael Rubinstein 教授，パリ市立工業物理化学高等専門大学（フ
ランス）Costantino Creton 教授
・中国教育部 高等学校社会科学発展研究センター Wang Binglin センター長
・ザンビア大学（ザンビア）Luke Evuta Mumba 副学長
・国立台湾海洋大学（台湾）Ching-Fong Chang 学長
・RJE3プログラム関連5大学（極東連邦大学，北東連邦大学，イルクーツク国立大学，サハリン国立大学，太平洋国立大
学）学長及び教職員
・プリンスオブソンクラー大学（タイ）ご一行

10月号 ・Irit Savion Waidergorn 駐日イスラエル大使館公使
・南京大学（中国）Chen Jun 学長
・カントー大学（ベトナム） Tran Trung Tinh 副学長

11月号 ・モンゴル国立大学（モンゴル）Tumurbaatar Yadmaa 学長
・慶南科学技術大学校（韓国）Choi Jine-Shang 産業福祉大学院長
・アフリカ地域持続可能な開発目標センター Belay Begashaw 総裁

12月号 ・在中イラン大使館　Yousef Hojjat サイエンスカウンセラー

　訃　　　　　　報　
1月号 ・名誉教授　竹山　太郎　氏
2月号 ・准教授　　福嶋　正巳　氏

・名誉教授　篠原　邦夫　氏
3月号 ・名誉教授　上山　英一　氏

・准教授　　眞﨑　睦子　氏
・名誉教授　後藤　寛治　氏
・名誉教授　米光　宰　氏

4月号 ・名誉教授　横山　眞太郎　氏
6月号 ・名誉教授　須田　勝彦　氏

・名誉教授　石井　邦宜　氏
・名誉教授　羽田野　六男　氏

7月号 ・名誉教授　白田　平　氏
9月号 ・名誉教授　塩川　洋之　氏

・名誉教授　大野　公男　氏
・名誉教授　太田原　高昭　氏
・名誉教授　村田　和美　氏

10月号 ・名誉教授　松川　健二　氏
11月号 ・名誉教授　深澤　和三　氏

・名誉教授　内山　洋一　氏
12月号 ・名誉教授　高橋　邦秀　氏

　資　　　　　　料　
4月号 ・平成29年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ

・平成29年度入学者の都道府県分布及び地域比率
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5月号 ・役職員数（平成29年5月1日現在）
6月号 ・在籍学生数（平成29年5月1日現在）

・平成29年度外国人留学生数（平成29年5月1日現在）
・平成29年度国別外国人留学生数（平成29年5月1日現在）
・平成28年度卒業・修了者の就職等状況一覧

11月号 ・役職員数（平成29年10月1日現在）
・在籍学生数（平成29年10月1日現在）
・広報誌等一覧（平成29年10月調査）

12月号 ・平成29年度外国人留学生数（平成29年11月1日現在）
・平成29年度国別外国人留学生数（平成29年11月1日現在）
・北大時報掲載記事事項別一覧（平成29年掲載分）
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