
　表 紙　
1月号 ・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第33回「赤い糸会＆緑の会」を開催
2月号 ・女子中高生の理系進路選択支援プログラム　講義型科学体験イベント「しっかりサイエンス！～大学院生のセンパイと

も語ろう～」全3回を開催
3月号 ・一般入試前期日程の合格発表（2018.3.7）
4月号 ・平成30年度入学式
5月号 ・構内初の新感覚コンビニエンスストアオープン発表と株式会社セコマとの「地域創生連携協定」締結
6月号 ・「第1回日露大学協会総会」及び「日露学生フォーラム」を開催
7月号 ・5研究所・センター合同で一般公開を開催
8月号 ・新感覚コンビニエンスストア セイコーマート北海道大学店 グランドオープン
9月号 ・平成30年度オープンキャンパスを開催
10月号 ・北海道大学ホームカミングデー2018「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 ・SAPPOROおみやげパワーアップフェア in 北大

　裏　　 表 　　紙　
1月号 ・北の鉄道風景（58）札幌市電
2月号 ・北の鉄道風景（59）霧氷の朝
3月号 ・北の鉄道風景（60）キハ183系気動車
4月号 ・北の鉄道風景（61）残雪の山
5月号 ・北の鉄道風景（62）エゾヤマザクラ
6月号 ・北の鉄道風景（63）北海道新幹線
7月号 ・北の鉄道風景（64）ジャガイモの花咲く頃
8月号 ・北の鉄道風景（65）夜行列車が往く
9月号 ・北の鉄道風景（66）初冠雪を迎えて
10月号 ・北の鉄道風景（67）晩秋の石勝線夕張支線
11月号 ・北の鉄道風景（68）雪晴れの山線を駆ける汽車
12月号 ・北の鉄道風景（69）終焉近き札沼線

　総 長 告 辞 等　
1月号 ・年頭の挨拶
4月号 ・告示（学士学位記授与式，入学式）

　全 学 ニ ュ ー ス　
1月号 ・瀬川信久名誉教授が日本学士院会員に選定

・大学入試センター試験の実施
・第20回ソウル大学校－北海道大学ジョイントシンポジウムを開催
・特別フォーラム：Special Forum：University's Role in Mega Sports Events
・分科会2：2017 International Workshop on New Frontiers in Convergence Science and Technology
・分科会3：The 12th Japan-Korea International Symposium in Ophthalmology
・分科会4： 2017 SNU-HU-NTNU-KU Joint Symposium for Scince Education - New perspectives on educational research

and practice for the knowledge society
・分科会5：Infection and Immunity - from the Basic to Applied
・分科会6：Sociological Refl ections on Current Issues in East Asia
・分科会8： The 6th HU-SNU Joint Symposium on Materials Science and Engineering:Recent Progress on Microstructure-

Process-Property Relationship in Minerals
・分科会9：5th SNUH-HUH-SHH Joint Symposium

・北大フロンティア基金
・平成29年度補正予算案（第1号）案等（本学関係分）の主要事項
・株式会社北海道新聞社と包括連携協定を締結
・中国科学院大学と大学間交流協定を締結　海外オフィスの設置について合意
・イギリスの最先端の研究者2名による講演会を開催
・平成29年度第1回HUCIフォーラム「大学の国際化に向けて」を開催
・高等教育研修センターにて研修会を開催
・「平成29年度冬山登山講習会」を開催
・産学連携からベンチャー始動　海藻資源をビジネス化
・ライフサイエンス系　新技術説明会を開催
・ものつくり系　新技術説明会を開催

北大時報掲載記事事項別一覧（平成30年掲載分）
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・第1回食品産業エルム会 in 大阪「機能性食品セミナー」で講演
・学生による社会企業のアイデアコンペ「ハルトプライズ」の学内選抜会を開催
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第33回「赤い糸会＆緑の会」を開催

2月号 ・インドネシアリエゾンオフィス開所式及び大学交流デーを開催
・北海道大学一般入試の志願状況
・AO入試合格者の発表
・国際総合入試合格者の発表
・北大フロンティア基金
・ロシア・太平洋国立大学学長等が来学
・ソウル大学校新聞会が本学を訪問
・新渡戸フェローゼミ全体発表会を開催
・女子中高生の理系進路選択支援プログラム　講義型科学体験イベント「しっかりサイエンス！～大学院生のセンパイと
も語ろう～」全3回を開催
・北海道大学・東北大学・名古屋大学の若手研究者による合宿を開催
・北海道大学・東北大学・名古屋大学合同シンポジウム～連携型博士研究人材総合育成システムシンポジウム2017～を開催

3月号 ・平成29年度北海道科学技術賞に本学から2氏
・梅村孝司名誉教授が「平成29年度北海道社会貢献賞（国際協力功労者）」を受賞
・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
・韓国北海道大学ヨルリョンチョ会総会を開催
・北海道大学欧州同窓会を設立，ヘルシンキで同窓会懇談会及びアンバサダー委嘱状交付式を開催
・北大フロンティア基金
・平成30年度予算案（本学関係分）の主要事項
・平成29年 北大ペンハロー賞授与式を挙行
・国際連携機構日本語研修コース修了式（2017年10月入学者）
・平成29年度春季外国人留学生フェアウェルパーティーを開催
・ルワンダ大学で「日本留学フェア」を開催
・高等教育研修センターにて研修会を開催
・レアアース（希土類）レスモータを「札幌モーターショー2018」に出展
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第34回「赤い糸会＆緑の会」を開催
・国際連携研究教育局（GI-CoRE）食水土資源グローバルステーションが「バイオマスリファイナリー：バイオマス作物か
ら化成品・バイオ燃料生産に関する国際シンポジウム」を開催

4月号 ・平成29年度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30年度入学式の挙行
・総長告辞（入学式）
・平成30年4月　教育研究組織の改革
・本学永年勤続者表彰に55氏
・名誉教授に11氏
・国立研究開発法人農業・職員産業技術総合研究機構と連携・協力に関する協定を締結
・「サステイナブルキャンパスマネジメント本部」を設置
・平成29年度「北海道大学総長表彰」表彰式を挙行
・平成29年度「北海道大学職員表彰」表彰式を挙行
・北海道地区国立大学教養教育連携実施事業成果報告フォーラムを開催
・平成30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29年北大えるむ賞授与式を挙行
・平成29年度北海道大学大塚賞授与式を挙行
・平成29年度北海道大学クラーク賞授与式を挙行
・平成29年度北海道大学鈴木章記念賞－自然科学実験－表彰式を挙行
・平成29年度北海道大学特別修学支援活動賞授与式を挙行
・平成29年度北海道大学企業研究セミナーを開催
・タイリエゾンオフィス開所式及び大学交流デーを開催
・フィリピンリエゾンオフィス開所式及び大学交流デーを開催
・中国北京リエゾンオフィス開所式及び中国科学院大学丁仲礼（テイ・チュウレイ）学長北海道大学名誉学位記授与式の開催
・平成29年度第2回HUCIフォーラム「HUCI構想の軌跡と大学のグローバル化・グローバル教育の将来像」を開催
・北海道大学交流デー（ウメオ大学）を開催
・北海道大学交流デー（浙江大学）を開催
・名和総長が清華大学を訪問
・高等教育研修センターにて研修会を開催
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・「大学等における安全保障貿易管理勉強会」を開催
・北海道大学特別学生「onちゃん」が第2学年に進級決定
・本学入学式において産学連携の取り組みをアピール

5月号 ・中村太士農学研究院教授に紫綬褒章
・春の叙勲に本学から1氏
・構内初のコンビニエンスストアオープン発表と株式会社セコマとの「地域創生連携協定」締結
・北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号授与式を挙行
・名和総長がロシア大学学長会議総会に出席
・北大フロンティア基金
・北大フロンティア基金「北大みらい投資プログラム」の創設
・「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
・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

6月号 ・「第1回日露大学協会総会」及び「日露学生フォーラム」を開催
・林 芳正文部科学大臣が本学を視察
・名和総長が日中大学フェア＆フォーラムに出席
・名誉教授称号授与式の挙行
・北海道大学アンバサダー（フィンランド）委嘱状交付式を開催
・北大フロンティア基金
・札幌キャンパスで第15回「キャンパス・クリーン・デー」を実施
・春のガレージセールを開催
・平成30年度新渡戸カレッジ入校式を挙行
・平成30年度新渡戸スクール入校式を挙行
・平成30年度CoSTEP開講式を開催
・高等教育研修センターにて研修会を開催
・「米国外交官に学ぶ異文化コミュニケーションセミナー」を開催

7月号 ・清水建設株式会社と次世代高性能材料開発に向けた産学共同研究に着手
・北海道大学発のベンチャー企業2社が「北洋SDGｓ推進ファンド」の第一号出資先に決定
・「北海道大学入試改革フォーラム2018」を開催
・名和総長が浦項工科大学校（POSTECH）の教職員研修で講演
・北大フロンティア基金
・北大フロンティア基金「秋の特別キャンペーン」のお知らせ
・平成30年度北海道大学宮澤記念賞授与式を挙行
・平成30年度北海道大学レーン記念賞授与式を挙行
・平成30年度科学研究費助成事業大型研究種目に採択
・「キャンパスマスタープラン2018」説明会を開催
・情報セキュリティセミナーを開催
・北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会の開催に併せ情報セキュリティインシデント模擬訓練を実施
・化学物質取扱講習会及び化学物質管理システム取扱説明会を開催

8月号 ・船水尚行名誉教授が「平成30年度北海道社会貢献賞（国際交流・協力功労者）」を受賞
・タイ農業協同組合省（MOAC），地理情報・宇宙技術開発期間（GISTDA）との連携協定を締結
・名和総長が英国4大学を訪問
・新感覚コンビニエンスストア セイコーマート北海道大学店 グランドオープン
・北海道大学　緑のビアガーデン2018を開催
・緑のジンギスカンWineガーデン＆Beer祭りを開催
・海外同窓会代表者の情報交換会を開催
・北海道大学アンバサダー（英国）委嘱状交付式を開催
・北大フロンティア基金
・平成30年度北海道大学入試説明会を実施
・清華大学・北海道とフォーラムを共催
・忠北大学校 尹 汝杓（ユン・ヨピョ）総長に北海道大学名誉博士を授与
・平成30年度北海道大学新渡戸賞授与式を挙行
・平成30年度「ホリデーイン日高」を開催
・平成30年度北海道大学公開講座「去る時代，来たる時代を考える」が終了
・平成30年度「ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞」を北方生物圏フィールド科学センターの荒木教授が受賞
・札幌キャンパスで特定外来生物防除を実施
・「第3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
・「BIO tech 2018アカデミックフォーラム」に出展
・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6回人獣共通感染症克服のためのコンソー
シアム会議を開催

9月号 ・「北海道150年事業関連企画～MIT石井裕教授を北大に迎えて」を開催
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・札幌市と国際会議等（MICE）に関する連携協定を締結
・名和総長がインド工科大学ハイデラバード校及びボンベイ校他を訪問
・KDDI×北海道大学　中学生向けサイエンススクール「五感で感じる南極体験」を開催
・札幌キャンパスを駆け抜ける　－北海道マラソン2018－
・北大フロンティア基金
・平成30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30年度北海道大学鈴木章記念賞－自然化学実験－被表彰者の決定
・平成30年度小島三司奨学金受給者の決定
・平成30年度中島記念国際交流財団助成による留学生地域交流事業を剣淵町で実施
・2018年新渡戸スクールメンターフォーラムを開催
・高等教育推進機構日本語研修コース修了式（2018年4月入学者）
・高等教育研修センターにて各研修等を開催
・イノベーション・ジャパン2018に出展
・第4回食科学プラットフォームセミナー「海藻資源の新たな活用」を開催
・「ウラジオストク航海」に本学学生が参加
・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1回放射線生物サマースクール及び第5回医
学物理サマースクールを開催
・国際連携研究教育局（GI-CoRE）と遺伝子病制御研究所（IGM）が合同シンポジウムを開催

10月号 ・北海道大学ホームカミングデー2018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
文系4学部合同公開企画「いままでの北海道 これからの北海道－森田美由紀さんをお迎えして」・同窓会総会・同窓会懇親会
・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，懇親会～
・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，理学部同窓会
理学部ホームカミングデー　理学部企画・学科訪問，同窓会総会，理学部＆同窓会交流会
・薬学研究院・薬学部
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＠IMCTS2018（修了生meet在学生2018）
・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，情報科学研究科
北海道大学工学系イノベーションフォーラム2018，北工会サークル展示，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2018
・歯学院・歯学研究院・歯学部
北大の歯学教育，研究，臨床の現状－次の50年の第一歩として－
・獣医学院・獣医学研究院・獣医学部
獣医学部同窓会平成30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，植物園見学
・総合博物館
企画スタッフによる企画展「視ることを通して」展示解説，北大ミュージアムクラブMouseionによる展示解説
・大学文書館
企画展示「“北大”の愛称100年」，「女性が切り拓いた研学の場―女性の北大入学100年」
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－
・大学力強化推進本部
　「寄附で応援！北大の研究」　アンビシャスな交流会
・北海道大学校友会エルム
OB講演会及び在学生との懇談会，保護者会員懇談会・キャンパスツアー
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・ほっかいどう同窓会
ランチパーティー
・一般社団法人恵迪寮同窓会
寮歌の集い

・北大フロンティア基金
・平成30年度北海道大学インターンシップを実施
・名和総長がロシア連邦ハバロフスク市とウラジオストク市を訪問
・笠原理事・副学長が北極圏大学総会（UArctic Congress）に出席
・北海道大学交流デー（慶南科学技術大学校）を開催
・ケープタウン大学で「日本留学フェア・合同学術交流ワークショップ」を開催
・ウズベキスタン北海道大学アンバサダー　バフティヨル・イスラモフ教授及び同国フェルガナ州副知事ムクシンク
ジャ・アブドラモノフ氏との懇談会を開催
・「『研究』で笑い，『研究』で考える」を開催～イグ・ノーベル賞創設者 マーク・エイブラハムズ氏と，北大の受賞者が語
り合う～
・平成30年度教員免許状更新講習を開催
・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
・独立行政法人日本学術振興会　平成29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
表彰に工学研究院の松井教授が選出
・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
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第35回「赤い糸会＆緑の会」を開催

11月号 ・文化功労者に名誉教授　宇井理生氏
・秋の叙勲に本学から1氏
・平成30年度文部科学省国際拠点形成促進事業費補助金「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」に採択～「化学
反応創成研究拠点（ICReDD）」の開始～
・文部科学省「卓越大学院プログラム」（平成30年度）に本学の「One Health フロンティア卓越大学院」が採択
・文部科学省「超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」（平成30年度）に本学が採択
・文部科学省「データ関連人材育成プログラム（D-DRIVE）」（平成30年度）に本学が採択
・日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）の受託及びモスクワ国立大学で「日本留学フェア」を開催
・笠原理事・副学長が中国科学院大学設立40周年式典に出席
・北海道大学交流デー（モスクワ国立大学）を開催
・「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
・スイス北海道大学アンバサダー　エーリッヒ・ウィンドハブ教授及び武田靖名誉教授来学に際し，総長表敬及び欧州同
窓会関係者懇談会を実施
・「国民との科学・技術対話」推進に関する研究支援事業に20名の研究者が参加
・九州大学とキャンパス計画マネジメント交流会議を開催
・平成30年度補正予算案（本学関係分）の主要事項
・秋のガレージセールを開催
・新入留学生オリエンテーションを実施
・高等教育推進機構等自衛消防訓練を実施
・高等教育研修センターにて研修会を開催
・情報セキュリティ対策セミナー等を開催
・国際連携研究教育局（GI-CoRE）食水土資源グローバルステーションが「世界の食資源システムを回復させるための国際
シンポジウム」を開催

12月号 ・総合博物館　小林快次准教授に北海道文化奨励賞
・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
・10年にわたる大型研究プロジェクト，WPI-ICReDDの幕開け前夜
・「国民との科学・技術対話」推進に関する研究支援事業で出張講義を実施
・「しなやかなタフポリマー」による革新的コンセプトカー“ItoP”を一般公開
・平成30年度国立大学法人運営費交付金の追加配分（本学関係分）の主要事項
・2018年第2回新渡戸スクールメンターフォーラムを開催
・北海道大学総長奨励金給付証書及び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
・2018WinGS Global Networking Award受賞者が決定
・人材育成本部上級人材育成ステーションS-cubicで第36回「赤い糸会＆緑の会」を開催
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・衛生管理者連絡会を開催
・「SAPPOROおみやげパワーアップフェア in 北大」を開催
・シンポジウム「北海道の魚類養殖－新たな可能性を探る－」を開催
・平成30年度第1回サステイナブルキャンパス推進員会議を開催
・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，人獣共通感染症グローバルステーションが外部
評価でＳ評価を獲得

　部 局 ニ ュ ー ス　
1月号 ・喜田　宏ユニバーシティープロフェッサー・名誉教授にタマサート大学（タイ）が名誉公衆衛生学博士号を授与

・平成29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「デスティネーション・マネジメントと地域のこれから」が終了
・スラブ・ユーラシア研究センター2017年度冬期国際シンポジウム「ロシア革命と長い20世紀」開催
・環境健康科学研究教育センターが環境と健康に関する市民講演会「これまでの成果と今後の展望～WHO研究協力セン
ターとしての役割～」を開催
・文学研究科で「LGBTフレンドリーなキャンパス作りのための教職員研修」を開催
・教育学研究院でフォーラム「子どもの貧困を考える－北海道・札幌市における子どもの生活実態調査から－」を開催
・農学研究院で安全保障輸出管理FD・平成29年度第2回農学研究院FD研修会を開催
・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
・第12回医学研究院連携研究センター研究成果発表会を開催
・低温科学研究所技術部で第7回技術部セミナーと第23回技術報告会を開催
・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 （研究倫理ワークショップ）」
を開催
・歯学研究院で自衛消防訓練を実施
・附属図書館で「救命導入（AED）講習会」を開催
・「院生・若手研究者のための英語論文執筆セミナー」を開催
・北大元気プロジェクトのイベント開催に附属図書館が協力
・総合博物館で生体展示「小さな小さなホ乳類　トウキョウトガリネズミ」を開催
・北海道大学病院で「第57回ふれあいコンサート　クリスマスの夕べ」を実施
・北海道大学病院が夕張市市民公開講座を開催
・北極域研究センターが第4回北極域オープンセミナーを開催
・北極域研究推進プロジェクト（ArCS）の国際シンポジウムを開催
・突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点が地域を守る防災技術者のリカレント教育に講師を派遣

2月号 ・薬学研究院が「創薬に向けた構造免疫学と構造ウイルス学の国際シンポジウム：オックスフォード大学との国際連携」
を開催
・文部科学省高等教育局専門教育課企画係長らが工学研究院を訪問
・工学研究院で「大学の世界展開力強化事業（インド）」のキックオフイベントを開催
・農学院・農学研究院・農学部において「留学生新年会」を開催
・地球環境科学研究院・環境科学院でFD研修会を開催
・経済学部で特別講演会を開催
・Ambitousリーダー育成プログラムが理系博士課程留学生を対象としたキャリアセミナーを開催

3月号 ・低温科学研究所が紋別市と連携協定を締結
・平成29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
・先端生命科学研究院でFDSD研修会「総会2017」を開催
・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で博士論文の指導法に関するFD研修会を開催
・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で平成29年度第2回研究セミナーを開催
・「大学院水産科学院・水産学部主催業界研究セミナー」を開催
・平成29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
・工学研究院で北海道工学教育協会研究集会を開催
・大学院授業の一環として学生がミュージアムグッズ「デスモスチルスUSB」を開発
・マサチューセッツ大学図書館員を附属図書館に招聘
・保健センターで第7回健康キャンパス北大「『うつ』って何？あなたの周りの人のための心の応急処置を学ぶ 」を開催

4月号 ・歯学研究院・歯学院がサッポロデンタルカレッジと部局間交流協定を締結
・法学研究科・法学部優秀賞授与式を挙行
・北海道大クラーク賞，函館市長賞及び水産科学院の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
・物質科学リーディングプログラム（ALP）パイロット生の修了式を挙行
・タイ王国司法裁判所研修団が法学研究科で特別講義を受講
・特別学部学生onちゃんが法学部を訪問
・経済学研究院で研究会「デジタル化時代の日本のものづくり」を開催
・経済学部でメンタルヘルス講演会を開催
・医学研究院寄附分野「総合女性医療システム学分野」感謝状贈呈式及び記念シンポジウムの開催
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・多様な色覚を持つ多くの人に配慮した理学部広報誌「Sci」第2号を発行
・工学系部局で平成29年度工学系企業研究セミナーを開催
・薬学研究院が「第11回薬学研究院研究発表会」を開催
・国際広報メディア・観光学院が上海と北京で留学説明会及び同窓会を開催
・国際食資源学院「ワンダーフォーゲル実習Ⅱ」をミャンマーで実施
・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
・国立東華大学（台湾）との国際合同実習「2018 Joint International Training Course on Ecological and Environmental
Research in Taiwan」を開催
・観光学高等研究センターが「第6回 CATS観光創造研究会」を開催
・「2017 SAGE-Hokkaido Award for Best Journal Article in Social Sciences（2017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29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14期修了生に修了証書授与
・数理・データサイエンス教育研究センターが「公開シンポジウム：数理・データサイエンスの人材育成と社会応用」を
開催
・総合博物館で第10回「卒論ポスター発表会」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 in 北大」を開催
・北海道大学病院で新規採用者多職種合同歓迎会を開催
・藤井純子関係資料を大学文書館で受贈
・保健センターで平成29年度第2回緊急対応研修を実施

5月号 ・ベトナム・ホーチミン市長を団長とする視察団が農学研究院ビークルロボティクス研究室の農業用ロボットトラクタを
視察
・第43回時計台サロン イグ・ノーベル賞受賞記念講演会を道新ホールで開催
・薬学部で新入生歓迎会を開催
・平成30年度薬学実務実習開始セレモニーを挙行
・環境科学院及び文学研究科による「北大道新アカデミー」への協力
・工学研究院で寄附分野「地域防災学分野」の開設式を挙行
・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
・総合博物館で写真パネル展「シマエナガさんの12ヶ月」を開催
・国際広報メディア・観光学院で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」開講式を開催
・物質科学リーディングプログラム（ALP）がタイ国立遺伝子生命工学研究センターで海外サマーキャンプを開催

6月号 ・「ロバスト国際農林水産工学キックオフフォーラム」を開催
・北極域研究センターがロシア北方（北極）連邦大学と部局間交流協定を締結
・獣医学研究院動物実験施設竣工記念式典を挙行
・獣医学院とエジンバラ大学獣医学部がコチュテル・プログラムの覚書を締結
・獣医学部で「地方自治体等合同就職説明会」を開催
・平成30年度理学院優秀研究奨励賞授与式を挙行
・函館キャンパスで「春のキャンパス一斉清掃」を実施
・メディア・コミュニケーション研究院でバイリンガル言語獲得に関する講演会を開催
・環境科学院で「留学生のキャリア支援セミナー」・「FD研修会」を開催
・植物園で夏期開園開始
・大学文書館で1970～1980年代学生関係資料を受贈
・看護週刊－「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 ・経済学部成績優秀者表彰式を挙行
・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「生産とロジスティクス－役割／特色／今後も－」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「日本にポピュリズムは存在するか？：米国ジャパノ
ロジストの洞察」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
・5研究所・センター合同で一般公開を開催
・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
・薬学研究院で薬害をテーマにFD研修会開催
・人獣共通感染症リサーチセンターがコンゴ民主共和国におけるエボラウイルス病対策に貢献
・突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点が北海道防災・減災セミナー「北海道における防災・減災の視点」を開催
・第3回トップオブザワールド北極圏ブロードバンドサミットを開催
・北極域観光国際会議“Sustainability is Cool in Arctic Tourism”を開催

8月号 ・獣医学研究院・獣医学部が札幌市動物管理センターと連携協定を締結
・薬学研究院・薬学部及び生命科学院が英国・オックスフォード大学と部局間交流協定を締結
・低温科学研究所が揚州大学生命科学及び技術学院と部局間交流協定を締結
・法学研究科，公共政策学連携研究部でFD研修を開催
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・経済学院・会計専門職大学院で公認会計士制度説明会を開催
・第11回日本数学会季期研究所及び市民講演会を開催
・薬学部で第21回生涯教育特別講座夏季講演会を開催
・平成30年度薬学研究院FD講演会を開催
・工学系部局で「第1回こころの健康セミナー」を開催
・農学研究院で平成30年度第1回FD研修会を開催
・ミュージアム学芸員リカレント教育プログラム開始～公開シンポジウムの開催
・スラブ・ユーラシア研究センター夏期国際シンポジウム「移りゆく北極域と先住民社会－土地・水・氷」開催
・メディア・コミュニケーション研究院公開講座「世界の言語と文化」が終了
・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
・総合博物館で博物館の「建物」に注目する学生企画ワークショップを開催～めぐる建物 感じる歴史 みんなのまなざし再
発見～
・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58回ふれあいコンサート 七夕の夕べ」を実施
・北海道大学病院が夕張市市民公開講座を開催
・北海道大学病院でデジタルサイネージを導入
・北海道大学納骨堂慰霊式を挙行
・フィンランドをテーマとした図書展示とブックトークを開催
・北海道大学150年史編集準備室を開室

9月号 ・「学生相談総合センター」看板上掲式を挙行
・学芸員リカレント教育プログラム特論　装飾するギャラリートークと舞台芸術「アートが紡ぐ古代の物語」を開催
・夏の礼文島で考古学調査の国際フィールドスクールを開催
・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2018（夏季北大プログラム）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「アジアと向き合う－温故知新－」が終了
・法学研究科でサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題－特許法をめぐって－」を開催
・法学部同窓会寄附講義「Be　ambitious 2018」を開講
・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－地方創生について討議－
・薬学研究院で「第12回薬学研究院研究発表会」を開催
・薬学研究院で「The 4th Japan-Taiwan Joint Symposium for Pharmaceutical Sciences」を開催
・農学院・農学部及び国際食資源学院がシンガポール国立大学との「Joint Summer Programme in Japan and Singapore」～
Agriculture as a domestic culture & industry in a new globalization era ～を開催
・農学院で「留学生オリエンテーション」を開催
・「第1回東アジアイノベーション促進フォーラム～ The 1st Korea-China-Japan Joint Symposium 2018: Creationg Value
Through Interdisciplinary Collaboration for the 4th Industrial Revolution ～」を開催
・初代忍路丸船名板を水産学部で受贈
・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！海岸動物の
社会関係」を実施
・北大農場公開2018「ロボットトラクタ未来農業～ロボットたちが待っている，ちょっと未来を感じよう！～」
・電子科学研究所で物質・デバイス領域共同研究拠点活動報告会及びダイナミック・アライアンス成果報告会を開催
・第5回北極域オープンセミナーを開催
・東海林力蔵関係資料を大学文書館で受贈

10月号 ・学芸員リカレント教育プログラム（学藝リカプロ）くみたて和室×煎茶のコラボレーションイベントを開催
・理学部で「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
・理学院・理学研究院でPusan National Universityとの学生交流シンポジウムを開催
・医学部・歯学部合同慰霊式を挙行
・工学研究院で寄附分野「循環・エネルギー技術システム分野」の第4回シンポジウムを開催
・「防災技術イノベーション研究会　Robust BOSAIシンポジウム」を開催
・農学研究院で平成30年度第2回FD研修会を開催
・平成30年度水産学部公開講座「海をまるごとサイエンス！」が終了
・平成30年度地球環境科学研究院公開講座「化学物質から読み解く過去・現在・未来の地球環境」が終了
・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豪州メルボルン大学との教育・研究交流「TLLPスタディ・
ウィーク」を開催
・「酪農から見えてくる北大観光の未来」を開催
・電子科学研究所で「サイエンスレクチャー2018」を開催
・北方生物圏フィールド科学センターで「じゃがいも堀り」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
・北方生物圏フィールド科学センター和歌山研究林における台風被害について
・附属図書館で「柴田元幸トークライブ～アメリカ文学200年の魅力～」開催
・附属図書館本館に「論文の書き方コーナー」を新設
・故金田弘夫博士の旧蔵資料を大学文書館で受贈

11月号 ・歯学院・歯学研究院・歯学部が台北医学大学と部局間交流協定を締結
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・文学研究科でアカデミック・ハラスメントに関するFD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を開催
・経済学院・経済学研究院・経済学部で外国人留学生懇親会を開催
・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
・第10回ロバスト農林水産工学「科学技術先導研究会」を開催
・工学系部局で救急救命講習会を実施
・環境科学院・地球環境科学研究院でFD研修会を開催
・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，観光学高等研究センターで研究倫理に関するFD
研修会を開催
・メディア・コミュニケーション研究院で，留学生と中国語シニア学習者との学習交流ワークショップを実施
・動物慰霊式を挙行
・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
◆海の森の調査隊～おしょろで“こんぶ”の役割を考える～
◆体験！ベリー研究の最前線“君も育種家になろう！”
◆北海道の魚たちをまるごとリサーチ
◆生き物の個性から学ぶ豊かな森の守り方
◆農業をささえる名脇役～緑肥作物ってなんだろう？～
◆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で畜魂祭を挙行
・函館キャンパスで「秋のキャンパス一斉清掃」を実施
・消防訓練等の実施
・環境健康科学研究教育センター市民講演会「SDGsを考える～暮らし・教育・健康～」を開催
・第16回　脳科学研究教育センターシンポジウム「脳科学の最前線－活躍する女性研究者－」を開催
・リーディングプログラム新プログラム生の採用式を実施
・突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点及び公共政策大学院が北海道胆振東部地震緊急フォーラムを開催
・突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点で平成30年北海道胆振東部地震での土砂災害対応へ技術的な支援
・1920年卒業記念写真帖を大学文書館で受贈

12月号 ・学芸員リカレント教育プログラム（学藝リカプロ）平成30年度「大学における文化芸術推進事業」報告会に参加
・農学研究院ビークルロボティクス研究室の野口伸教授が人気小説シリーズ及びドラマへ協力
・農学研究院で第11回Sapporo Alumni Lecturesを開催
・生命科学院で「第6回生命科学国際シンポジウム」を開催
・第1回（平成30年度）法学研究科アドバイザリー会議を開催
・医理工学院で第2回学生研究発表会及び第2回企業との交流会を開催
・環境健康科学研究教育センター，人獣共通感染症リサーチセンターが第3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
・平成30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「中国文学の中の食－美食をめぐる謎－」が終了
・経済学部で札幌国税局長の特別講演会を開催
・経済学部で特別講演会を開催
・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
・第13回医学研究院連携研究センター研究成果発表会を開催
・工学系部局で安全衛生管理講演会を開催
・工学研究院等安全衛生管理室で企業等見学研修会を実施
・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
・北海道大学病院で平成30年度地域連携懇話会を開催
・平成30年度北極域課題解決人材育成講座「北極域科学概論」を開催
・脳科学研究教育センターで合宿研修を開催
・初代総長佐藤昌介の扁額を大学文書館で受贈
・田中義麿関係資料を大学文書館で受贈

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 ・北海道大学病院 北海道で初の「臨床研究中核病院」として承認

・平成30年度 人間ドック・特定健康診査の実施について
5月号 ・北海道地区福祉共同事業契約宿泊施設の開設
6月号 ・加藤紘之名誉教授が平成30年春の叙勲で瑞宝中受賞を受賞

・「セイコーマート北海道大学店」の開店について
・「緑のビアガーデン」を開催
・「緑のジンギスカン＆ワイン＆ビア」を開催
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7月号 ・学術コンサルティング制度の新設について
・「北海道大学の役職員の給与等の水準（平成29年度）」の概要について
・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 ・組合員証等の検認
9月号 ・総合博物館へのご寄附について
10月号 ・「キャンパス復興支援」について

　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28人，論文博士5人
4月号 ・課程博士292人，論文博士14人
7月号 ・課程博士33人，論文博士2人
10月号 ・課程博士91人，論文博士7人

　同窓会との交流　
4月号 ・函館同窓会「総会及び懇親会」

レクリエーション
3月号 ・教職員フットサル同好会が2018“コンサドーレ・エスポラーダカップ”全道市町村サッカー・フットサル大会に参加
8月号 ・平成30年度学内職員バドミントン大会（個人戦）の開催
9月号 ・平成30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 ・学内教職員ソフトボール大会の開催

・平成30年度　第48回　札幌社会人サッカーリーグに出場
・第57回　全日本教職員バドミントン選手権大会に出場

11月号 ・教職員テニス大会の開催

　諸会議の開催状況　（平成29年12月～平成30年11月分掲載）

学 内 規 程　
1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病院特定臨床研究監査委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学学生相談室規程の一部を改正する規則
・北海道大学特別就学支援室規程の一部を改正する規則
・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則
・北海道大学低温科学研究所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ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院医学研究院死亡時画像診断受託規程
・北海道大学環境健康科学研究教育センター規程の一部を改正する規程

3月号 ・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における独立行政法人等非識別加工情報の提供等に関する規程

4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基金室規程を廃止する規程
・国立大学法人北海道大学フロンティア基金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室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サステイナブルキャンパスマネジメント本部規程
・国立大学法人北海道大学大学力強化推進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事務組織規程の一部を改正する規程
・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
・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
・北海道大学新渡戸カレッジ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
・北海道大学大学院共通授業科目規程の一部を改正する規程
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・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
・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における教員のクロスアポイントメントの適用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宿舎貸与規則の一部を改正する規則
・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
・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遺伝子組換え実験等安全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病原体等安全管理規程の一部を改正する規程
・国立大学法人国立大学法人北海道大学有害廃液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旅費規則の一部を改正する規則
・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外国人研究者及び外国人留学生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オープンファシリティ使用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
・北海道大学水産学部附属練習船利用規程
・北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用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
・北海道大学大学院理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
・北海道大学大学院経済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
・北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター規程の一部を改正する規程
・北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院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

5月号 ・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
・北海道大学病院諸料金規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学学術コンサルティング規程
・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

6月号 ・国立大学法人北海道大学内部監査規程等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個人情報管理規程等の一部を改正する規程
・北海道大学電子科学研究所規程の一部を改正する規程

7月号 ・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
・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
・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等の一部を改正する規程
・北海道大学NITOBE教育システム運営会議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の一部を改正する規程
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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インターナショナル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インターナショナルハウス使用料等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

8月号 ・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組織規則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
・北海道大学教務委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学学生委員会規程の一部を改正する規程
・北海道大学NITOBE教育システム運営会議規程等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程
・北海道大学大学院通則の一部を改正する規程
・北海道大学研究生規程の一部を改正する規程
・北海道大学学生寮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高等教育推進機構日本語・日本文化研修コース規程
・国立大学法人北海道大学高等教育推進機構日本語研修コース規程
・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
・北海道大学学生相談総合センター規程
・北海道大学学生相談総合センター運営委員会規程
・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

9月号 ・北海道大学遺伝子病制御研究所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事務組織規程及び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技術支援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技術支援本部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高等教育推進機構日本語・日本文化研修コース規程の一部を改正する規程
・国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の任命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における教授会への意見聴取事項等に係る規程
・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長候補者選考会議規程
・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
・北海道大学大学院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ナノテクノロジープラットフォーム事業による設備利用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管理運営協議会規程
・北海道大学大学文書館公文書室利用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化学反応創成研究拠点規程
・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における研究活動上の不正行為に関する規程の全部を改正する規程
・北海道大学掲示等に関する内規を廃止する規程

12月号 ・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
・国立大学法人北海道大学資金運用管理規程
・国立大学法人北海道大学ナノテクノロジープラットフォーム事業による設備利用規程の一部を改正する規程
・北海道大学情報基盤センター大型計算機システム利用規程の一部を改正する規程

　研 修　
1月号 ・平成29年度北海道地区国立大学法人等係長研修
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・平成29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29年度「プレゼンテーション」講座
5月号 ・平成30年度北海道地区国立大学法人等初任職員研修（一般職）

・平成30年度法人文書管理に関する研修会（初任職員向け）
9月号 ・平成30年度北海道地区国立大学法人等中堅技術職員研修
10月号 ・平成30年度北海道地区国立大学法人等中堅職員研修

・平成30年度Excelを用いたテキストデータ取扱講座
・平成30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）

11月号 ・平成30年度アドビイラストレータ研修
12月号 ・平成30年度国立大学法人北海道大学会計実務研修

・平成30年度北海道地区国立大学法人等事務情報化講習会（Access研修クエリ編）

表 敬 訪 問　
（海外）
1月号 ・ケンブリッジ大学 Matthew Gaunt教授，Astex社 Tom Heightman博士，David Reesチーフサイエンティフィックオ

フィサー
・駐日ナイジェリア大使館 Mohammed Gana Yisa大使
・中国科学院大学（中国） Ding Zhongli学長

2月号 ・忠南大学校（韓国）　Oh Deog-Seong 学長
・太平洋国立大学（ロシア）Sergei Ivanchenko 学長

3月号 ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（米国）Evan H. DeLucia教授，ダートマス大学（米国） Lee Lynd教授
4月号 ・エステルイェータランド県（スウェーデン）Elisabeth Nilsson知事
5月号 ・ベトナム・ホーチミン市教育訓練局Le Hong Son局長

・北京師範大学（中国）Zhou Zuoyu副学長
・東北大学（中国）Zhao Ji学長

6月号 ・駐日ウズベキスタン共和国大使館 Gayrat Fazilov大使
・駐日エストニア共和国大使館 Jaak Lensment大使
・駐日ロシア連邦大使館 Mikhail Galuzin大使
・ハルビン工業大学（中国）Xu Dianguo副学長
・ポートランド州立大学（アメリカ）Rahmat Shoureshi学長
・ラップランド大学（フィンランド）Outi Snellmn国際部長

7月号 ・駐日イタリア大使館 Enrico Traversa科学技術部長
・韓国国立外交院 Cho Byung-jae院長
・中国医薬大学（台湾）Wen-Hwa Lee学長

8月号 ・忠北大学校 Yun Yeo-Pyo総長
・在日インド大使館 Purnima Rupal参事官（科学技術担当）
・国立台湾大学 Kuo-Hsien Su社会科学院院長

9月号 ・台北医学大学 Chien-Huang Lin学長
10月号 ・タイ農業協同組合省 Waraporn Prompoj統括監察官
11月号 ・Natural Resources Institute Finland　（フィンランド）　副所長，Kolström Taneli 博士，ワシントン州立大学（米国）

Juming Tang教授
・中山大学（中国） Jun Luo学長
・スイス連邦工科大学チューリッヒ校 Erich J.Windhab教授，武田　靖本学名誉教授

12月号 ・駐日フランス共和国大使館　Laurent Pic 大使
・駐日ポルトガル共和国大使館　Francisco Xavier Esteves　大使
・大連理工大学（中国）Guo Dongming　学長
・Engineering Research and Development for Technology フィリピン大学ディリマン校Rizalinda De Leon工学部長

　訃 報　
１月号 ・名誉教授　中路　貴彦　氏

・名誉教授　田中　利光　氏
・名誉教授　高橋　忠義　氏

２月号 ・名誉教授　大賀　晧　氏
４月号 ・名誉教授　梨本　勝昭　氏

・名誉教授　米田　德彦　氏
５月号 ・名誉教授　入江　敏博　氏

・財務部長　松本　歩　氏
６月号 ・名誉教授　山岸　俊男　氏
７月号 ・名誉教授　沢口　悦郎　氏

・名誉教授　須貝　新太郎　氏
８月号 ・名誉教授　森田　穣　氏

資料



９月号 ・名誉教授　三谷　鉄夫　氏
・名誉教授　石井　忠雄　氏

10月号 ・名誉教授　松原　嘉市　氏
11月号 ・名誉教授　田部　浩三　氏

・名誉教授　西　信三　氏
・名誉教授　稲辺　保　氏
・准教授　　髙見　敏子　氏

12月号 ・名誉教授　有馬　俊六郎　氏

　資 料　
4月号 ・平成30年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ

・平成30年度入学者の都道府県分布及び地域比率
5月号 ・役職員数（平成30年5月1日現在）
6月号 ・在籍学生数（平成30年5月1日現在）

・平成30年度外国人留学生数（平成30年5月1日現在）
・平成30年度国別外国人留学生数（平成30年5月1日現在）
・平成29年度卒業・修了者の就職等状況一覧

11月号 ・役職員数（平成30年10月1日現在）
・在籍学生数（平成30年10月1日現在）
・広報誌等一覧（平成30年10月調査）

12月号 ・平成30年度外国人留学生数（平成30年11月1日現在）
・平成30年度国別外国人留学生数（平成30年11月1日現在）
・北大時報掲載記事事項別一覧（平成30年掲載分）
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