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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
月16日（火），北海道大学ディス

更なる研究の進展が見込まれるととも

ティングイッシュトプロフェッサー称

に，本学の名誉を著しく高めることが

号授与式を執り行い，関係者列席の

期待できる本学の教員等へ称号を付与

下，今年度新たにディスティングイッ

します。

なお，今年度の被称号付与者は，以
下のとおりです。
（総務企画部人事課）

シュトプロフェッサーの称号を付与さ
れた者（加藤昌子教授，三澤弘明教
授）に対し，笠原正典総長職務代理か
ら記念楯が授与されました。
北海道大学ディスティングイッシュ
トプロフェッサー制度は「北海道大学
創基150年に向けた近未来戦略」の策
定を機に，教育研究の一層の推進に資
することを目的として，平成26年度に
創設したものです。人格が高潔で，世

授与式後の記念撮影
（左から加藤教授，笠原総長職務代理，三澤教授）

界水準の優れた研究業績を有し，今後

所

属

職名

氏

名

称号付与期間

理学研究院

教授

加藤 昌子

平成31年 月 日〜令和 年 月31日

理学研究院

教授

澤村 正也

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

電子科学研究所
附属グリーンナクノロジー
研究センター

教授

三澤 弘明

平成31年 月 日〜令和 年 月31日

遺伝子病制御研究所

教授

藤田 恭之

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

環境健康科学研究
教育センター

招へい教員
岸
（客員教授）

玲子

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

デイビット チャールズ ジャクソン

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

ロレーナ エリザベス ブラウン

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

エリザベス ルイーズ ハートランド

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

ウィリアム ウォースリー ホール

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

アーナブ ペイン

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

教授

コスタンティノ クレトン

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新

国際連携研究教育局
（GI-CoRE）

招へい教員

マイケル ルビンスタイン

平成31年 月 日〜令和 年 月31日
※付与期間更新
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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。

北大フロンティア基金情報

24,147件

基金累計額（ 月30日現在）

4,856,077,967円

4月のご寄附状況
法人等16社，個人171名の方々から20,457,688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）

寄附者ご芳名（法人等）
医療法人社団いずみ会 北星病院，医療法人菊郷会，社会医療法人社団三草会 クラーク病院，東京エルム27会，
医療法人社団なかむら整形外科クリニック，日本化薬株式会社，日本甜菜製糖株式会社，医療法人社団ひぐち耳鼻咽喉科，
医療法人北晨会 恵み野病院，株式会社北洋銀行，株式会社ワンズファーム

寄附者ご芳名（個 人）
合川 正幸

相川 忠夫

青木 良仁

麻生 邦之

阿保 大介

安斉 俊久

石川 康暢

井出 雅洋

井守 輝一

入澤 秀次

岩野 弘幸

江丸 貴紀

大谷 文昭

大谷 恭久

大塚 紀幸

大橋 和彦

大原

岡

奥田

英信

小田原一史

小内

透

鏡

哲也

香取

賢一

金川

眞行

究

亀田

啓

川田晋一朗

河渕

則良

河辺

隆夫

河本

充司

木野

紀

金

慶彰

日下

大器

小林

公民

小林

清一

斉藤

久

坂牧

勉

坂本

大介

佐々木鉄人

佐藤

哲也

澤村

正也

三升畑元基

志済

聡子

嶋村

抄苗

清水

文彦

下沢

英二

蛇川

忠暉

新帯

朋子

菅原

恵理

杉江

和男

鈴木

貴之

瀬名波栄潤

曽我

時久

曽山

武士

髙島

利彦

高畑

雅彦

高山

芳幸

田代

典夫

土家

琢磨

土屋

裕

寺澤

睦

天満

太郎

戸田

純子

豊田

威信

永井

利幸

中塚

英俊

長嶺

正紀

中村

良明

西尾

妙織

西岡

信博

西田

実弘

樋口

一也

福永

悟郎

船津

明

舩津

保浩

不破

直秀

前田

博

政氏

伸夫

松原

謙一

皆川

一志

宮田

信幸

村上

幸夫

横山

考

吉田

広志

吉田真美子

米澤

安衛

米野

範幸

上正原

正範

木村

勝
成二

國太郎

神谷

矢ヶ崎啓一郎
和田

剛志

山形由紀子
渡邉

牧田憲太郎
横井

成尚

昌也

銘板の掲示（20万円以上のご寄附）
（法 人）
社会医療法人社団三草会

クラーク病院，医療法人北晨会

恵み野病院

（個 人）
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安斉

俊久，井出

雅洋，井守

輝一，大橋

永井

利幸，西岡

信博，和田

剛志
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和彦，金

慶彰，澤村

正也，下沢

英二，新帯

朋子，高畑

雅彦，

全学ニュース

感謝状の贈呈

梶井 直文 様（平成31年4月9日）

繁富 よしえ 様（中央左）
（平成31年4月9日）

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 様（中央）
（平成31年4月16日）

アジア航測株式会社 様（中央）
（平成31年4月16日）

岩田地崎建設株式会社 様
（平成31年4月23日）

ご寄附のお申し込み方法
北大フロンティア基金ホームページの「教職員の方によるご寄附について」にアクセスして下さい。
https://www.hokudai.ac.jp/fund/howto-staﬀ.html
①給与からの引き落とし
ホームページから「北大フロンティア基金申込書（兼・給与口座からの引落依頼書）」をダウンロードし，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。払込取扱票をお送りします。
③現金でのご寄附
寄附申込書に現金を添えて，基金事務室にご持参ください。
申込書は，ホームページから「北大フロンティア基金申込書（教職員現金用）」をダウンロードしてご記入いただくか，
基金事務室にもご用意していますので，基金事務室にお越しいただいてからご記入いただくことも可能です。
④クレジットカード決済・コンビニ決済でのご寄附
北大フロンティア基金ホームページ
（https://www.hokudai.ac.jp/cgi-bin/fund/bin/xRegist.cgi）の寄附申し込みフォームから申込をお願いします。

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）

（総務企画部広報課）
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高額寄附者 佐々木俊夫氏へ紺綬褒章が授与

左から，皆川一志理事，笠原総長職務代理，佐々木氏，
上野昌美経済学部同窓会長，岩本栄一経済学部同窓会副会長

北大フロンティア基金に多額の寄附

ました。平成24年

月に同公庫を退職

をされた佐々木俊夫氏へ紺綬褒章が授

された後，同年

与されました。

業し，教室長を経て，平成30年からは

佐々木氏からは，これまでに

度に

わたり本学へご寄附をいただいてお

月に個別指導塾を起

オーナーを務めていらっしゃいます。
月

日（水）に行われた伝達式で

※紺綬褒章とは，公益のために私財（個人
の場合500万円以上）を寄附した者を対象
に，表彰されるべき事績の生じた都度，各
府省等の推薦に基づき審査され，授与され
るものです。
国，地方公共団体又は公益団体（公益を

り，今回は，修学が困難な学生に対し

は，本学関係者，及び経済学部同窓会

目的とし，法人格を有し，公益の増進に著

て財政的に支援する「修学支援基金」

関係者が見守る中，笠原正典総長職務

しく寄与する事業を行う団体であって，当

としてご寄附をいただきました。

代理から褒章，褒章記が伝達されまし

該団体に関係の深い府省等の申請に基づき

月に本学経済

た。本学から紺綬褒章を伝達するのは

賞勲局が認定した団体）に対する寄附が授

学部を卒業後，中小企業信用保険公庫

佐々木氏が初めてのこととなります。

与の対象となります。

佐々木氏は昭和57年

（現・日本政策金融公庫）に入庫され
（総務企画部広報課）

新入留学生オリエンテーションを実施
本年

月に入学した外国人留学生を

続き，留学生相談室の石井治恵副室長

きや生活の注意点，学生支援課から災

対象とした，新入留学生オリエンテー

から日本の学生生活に適応するための

害への備えや事故への対処法等が話さ

ションを

日（木）に実施しまし

ヒントについての講演があり，北海道

れました。最後に，卒業後の進路を見

た。このオリエンテーションは留学生

警察サイバーセキュリティ対策本部及

据えた学生生活を送るようにと人材育

が一日も早く本学での学生生活に慣

び札幌方面北警察署から日本の交通

成本部の飯田良親特任教授から話があ

れ，戸惑いや不安を解消し，新しい環

ルールやサイバーセキュリティの説

り，参加者は聞き入っていました。

境へ適応してもらうことを目的として

明，先輩留学生から大学内外での手続

月

オリエンテーション終了後は，留学

います。オリエンテーションは英語
セッション，バイリンガルセッショ
ン，日本語セッションの

部構成で進

められ，46の国と地域から新しく渡日
した合計280名の新入留学生が参加し
ました。
オリエンテーションでは，ミシェ
ル・ラフェイ・ケイ総長補佐の挨拶に

4
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会場の様子

国際交流関連団体の活動紹介ブースの様子

全学ニュース
生サポート・デスクのスタッフが希望

明を受けました。また，会場前のホワ

へ熱心に質問をする姿が見られまし

者に対して日本語・英語・中国語の

イエには留学生及び外国人支援を行っ

た。

言語でキャンパスツアーを実施し，こ

ている様々な団体の活動紹介ブースが

れから過ごすキャンパスについての説

設けられ，新入留学生が各団体担当者

（学務部学生支援課）

「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
本年

月入学の「北海道大学短期留

学前の大使館推薦の国費留学生に対し

学プログラム（HUSTEP）
」
「日本語・

て開設されている

日本文化研修コース（日研コース）」

備教育を行う研修コースです。

及び「日本語研修コース」の入学式
を，

月

日（木）に学術交流会館に

おいて行いました。

集合写真の撮影を行いました。

か月間の日本語予
（学務部国際交流課）

今回入学したのはHUSTEPに43名，
日研コースに12名，日本語研修コース
に18名の73名です。

HUSTEPは，本学の国際交流協定

出席者の紹介が行われた後，各プロ

校に在籍する留学生に対して原則とし

グラム担当教員によるプログラム紹介

て英語による授業を実施するプログラ

があり，学生は起立，一礼し，温かい

ム，日研コースは，母国で日本語・日

拍手で迎えられました。続いて，長谷

本文化に関する教育を行う学部に在籍

川晃高等教育推進機構長から祝辞が述

している留学生に対して日本語，日本

べられました。

文化に関する教育を行う研修コース，

最後は，学生たちの緊張もほぐれ，

そして日本語研修コースは，大学院進

和やかな雰囲気の中，笑顔いっぱいで

北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）留学生

長谷川高等教育推進機構長による祝辞

日本語・日本語文化研修コース（日研コース）留学生

日本語研修コース留学生
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農業・食品産業技術総合研究機構との第１回連携協議会を開催
本学と国立研究開発法人農業・食品

「Society5.0実現のための

つの萌芽

的な連携体制について活発な協議が行

産業技術総合研究機構（農研機構）

研究領域に関するプラットフォームの

は，日本における農業・農村及び地域

運営状況」「ロバスト農林水産工学国

最後に，西井準治理事・副学長か

の活性化や国民生活の向上に寄与する

際連携拠点の活動状況」などについて

ら，今後は地域の活性化を見据え，地

ことを目的に，昨年

説明がありました。

方自治体なども交えた幅広い連携が必

月に連携協力協

定を締結しました。
月 日（木）
，第 回目の連携協議
会を本学で開催しました。
連携協議会では，農研機構の折戸文
夫理事から挨拶があった後，本学の増

われました。

続いて，農研機構の田中健一産学連

要であるとの挨拶があり，両機関が協

携室長から，農業界と産業界との連携

力して連携を深めることを確認しまし

強化に向けた取り組み実例などについ

た。

て紹介がありました。
その後，野口

伸農学研究院副研究

（研究推進部産学連携課）

田隆夫工学研究院長（協議会当時）か

院長が進行役となり，これからの両機

ら「 海 外 研 究 機 関 と の 連 携 状 況 」

関の連携テーマ，分科会の構成，具体

農研機構・折戸理事（中央）による開会挨拶

増田工学研究院長（協議会当時）による活動報告

農研機構・田中産学連携室長による活動報告

野口農学研究院副研究院長による進行

連携協議会の様子

西井理事・副学長による閉会挨拶

産業技術総合研究所との連絡協議会を開催
本学と国立研究開発法人産業技術総

長から「産総研触媒化学融合研究セン

ンター所長代理からは，平成30年度に

月

ターとの連携状況」について報告があ

おける共同研究や連携大学院などとの

に連携協定を締結し，学術研究と教育

りました。産総研の長尾二郎北海道セ

連携実績と状況報告がありました。

産総研・村山宣光理事による開会挨拶

連絡協議会の様子

合研究所（産総研）は，平成17年

の発展，科学技術の向上に取り組んで
きました。
その一環として，

月14日（木）
，

産総研北海道センターにおいて，第
回連絡協議会を開催しました。
連絡協議会では，本学から増田隆夫
工学研究院長（協議会当時）による「ロ
バスト農林水産工学国際連携拠点」の
現況報告，長谷川淳也触媒科学研究所
6
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全学ニュース
最後に，西井準治理事・副学長か
ら，我が国の研究が発展するために
は，今後も継続して両機関が一層の連
携を深めるとともに，様々な研究分野
において連携・協力する必要がある旨
の挨拶がありました。
協議会終了後，産総研の植物工場と
メタンハイドレート実験施設の見学会

西井理事・副学長による閉会挨拶

メタンハイドレート実験施設見学会の様子

が行われました。
（研究推進部産学連携課）

高エネルギー加速器研究機構との第９回連携協議会・シンポジウムを開催

連携協議会出席者による記念撮影
（KEK 幅理事：前列左から4番目，本学 西井理事・副学長：前列右から4番目）

月27日（水），大学共同利用機関

淳二理

素粒子と宇宙の謎に挑む，日本最大級

法人高エネルギー加速器研究機構

事により，両機関の現況報告があった

の国際プロジェクトである「BelleⅡ

（KEK）つくばキャンパスにおいて，

後，「共同利用・共同研究，共用のあ

実験」の見学会もありました。

第

り方」をテーマとして，両機関の研究

協議会の終わりには，我が国の高加

者による連携状況報告や今後に向けた

速器科学研究推進のため，今後も両機

活発な協議が行われました。

関が連携体制を一層強化するととも

回目の連携協議会及びシンポジウ

ムを開催しました。
本 学 とKEKは， 平 成22年

月に高

理事・副学長，KEKから幅

加速器科学分野の発展に寄与するため

連携シンポジウムでは，物質の構

に連携協定を締結して以降，毎年連携

造・機能の解析に関する研究発表があ

協議会とシンポジウムを実施していま

り，両機関の研究者による活発な意見

す。

交換がありました。また，シンポジウ

連携協議会では，本学から西井準治

触媒科学研究所・朝倉清髙教授による発表

に，継続して協議会やシンポジウムを
実施することを確認しました。
（研究推進部産学連携課）

ムに平行し，加速器と測定器を用いて

連携協議会の様子

見学会の様子
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本学研究者限定の 「A-STEP説明会&相談会」を開催
月19日（金），産学・地域協働推

用化を目指す研究開発フェーズを対象

事業提案に向けたブラッシュアップな

進機構の主催による，本学研究者限定

とする技術移転支援プログラムです。

ど，具体的なサポートを行いました。

の「A-STEP説明会&相談会」を，工

説明会では，産学連携推進本部の寺

今後も産学連携に関する情報提供を

学部フロンティア応用化学研究棟及び

内伊久郎本部長からの開会挨拶の後，

行い，共同研究や競争的資金の獲得に

インターネット中継により水産学部大

JSTマッチングプランナーである伊藤

向けた様々な取り組みを行います。

会議室の

公裕氏から事業の説明のほか，課題提

箇所で開催しました。

「A-STEP」とは，大学・公的研究

案書の書き方指導などがありました。

機関等で生まれた国民経済上重要な科

相談会では，産学連携推進本部のマ

学技術に関する研究成果を基にした実

ネージャーが18件の個別相談を受け，

産学・地域協働推進機構 寺内産学連携推進本
部長による開会挨拶

JST マッチングプランナー伊藤氏による事業説明

（産学・地域協働推進機構）

会場の様子

「学際研究交流会&SDGs勉強会 in 北大」を開催
人材育成本部は，

月17日（水）に

ての人に健康と福祉を）に関連する

つけ，懇親会を行いました。初対面同

本学総合博物館において「学際研究交

件の講演がありました。

件目は，先

士でもSDGsが話のきっかけとなり，

流会&SDGs勉強会 in 北大」を開催し

端生命科学研究院の石原誠一郎テニュ

参加者同士の交流を深めることができ

ました。この交流会はテニュアトラッ

アトラック助教より「Mechanobiology

ました。

ク教員が自分の研究テーマを異分野の

of cancer: for better healthcare」と題し

大学の「持続可能な開発目標（SDGs）
」

研究者にわかりやすく解説し，部局を

た講演， 件目は医学研究院 Houman

への貢献が問われる時代となり，本学

越えた交流や共同研究等につなげるこ

GOUDARZIテニュアトラック助教より

でも様々な関連イベントが行われてい

とを目的として開催しています。今回

「Eﬀects of environmental chemicals

ますが，「学際研究交流会&SDGs勉強

は新たな試みとしてSDGsの勉強会も

and obesity on human health」と題し

会 in 北大」は参加者自身の研究とSDGs

兼ねた企画としました。本イベントは

た講演がなされ，異分野の研究者にも

との関わりを考える良い機会となった

英語で実施し，外国人を中心に学生

わかりやすい説明に対して参加者から

と思います。次回は秋の開催を予定し

名を含む30名が参加しました。

活発な質問が寄せられ，講演者の研究

ています。

最初に，先端生命科学研究院の出村
誠教授より， SDGsとは何か？

8

と題

内容や研究の社会貢献に関する理解を
深めることができました。

して本交流会の概要と趣旨の説明があ

後半は，自分の研究分野が関連する

りました。それに続き，SDGs3（すべ

SDGsアイコンの名札を参加者全員が

出村教授による概要説明

石原テニュアトラック助教による講演
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（人材育成本部）

GOUDARZIテニュアトラック助教による講演

■ 部局ニュース

広域複合災害研究センター開所式を挙行
本学は，効果的な減災に資する教育

団体を代表して，一般財団法人砂防・

に活かす人材育成機能も持たせます。

研究の促進や減災ガイドラインの策

地すべり技術センターとアジア航測株

そのため，25人の学内教員が参画して

定，人材育成のため，平成31年

式会社に感謝状が贈呈されました。そ

おり（平成31年

の後，来賓挨拶に続き，山田

孝セン

後半には出席したCNHR参画教員全員

（Center for Natural Hazards

ター長からCNHRの研究，人材育成・

から研究紹介がありました。最後に，

Research）」
（以下，CNHR）を設置し

アウトリーチ活動に関する紹介があり

笠井美青副センター長からCNHR設置

ました。これを受け，同 月16日（火）

ました。さらに，北海道立総合研究機

に尽力された関係者及び開所式参加者

に，設置の背景と目的，活動計画の概

構の丸谷知己理事から「近年の自然災

への感謝と今後の活動に対する意気込

要などについて広く情報提供を行うた

害と北海道の脆弱性」，一般財団法人

みが閉式挨拶として述べられました。

め，工学部フロンティア応用科学研究

砂防・地すべり技術センターの南

哲

今後は，広域複合災害研究の促進，

棟レクチャーホール（鈴木章ホール）

行理事長から「災害の複合化・激甚化

道内で自然災害が発生した際に編成さ

において開所式を挙行しました。開所

に向けた次世代防災技術者の確保と育

れる広域複合災害アドバイザーチーム

式には，行政機関や民間コンサルタン

成」，アジア航測株式会社の小川紀一

の活動のための体制づくりや，学外教

トの防災に関わる技術者や大学関係

朗代表取締役社長から「航空測量・建

員の招聘，学外研究員の受け入れ，減

者，報道関係者など北海道内外から約

設コンサルタント業界から大学に期待

災ガイドライン策定，及び人材育成の

150人の参加者がありました。

月

日付で「広域複合災害研究センター

月末時点）
，開所式

すること」と題して，それぞれ特別講

ためのアウトリーチ活動の拡充が予定

CNHRは， 学 内 共 同 施 設（ 研 究 施

演がありました。また，CNHRは異分

されています。

設）として位置付けられ，基本的には

野融合を柱として災害研究を行い，

寄附金により運営されます。そこで，

農，工，理，文，経済及び公共政策な

開所式冒頭では笠原正典総長職務代理

どの多面的なアプローチを特徴とし

の開式挨拶に引き続き，寄附のあった

て，その成果を大学院レベルでの教育

笠原総長職務代理による開式挨拶

感謝状の贈呈を受ける南理事長（左）

感謝状の贈呈を受ける小川代表取締役社長（左）

山田センター長によるCNHR紹介

丸谷理事による特別講演

笠井副センター長による閉式挨拶

（広域複合災害研究センター）
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釜慶大学人文韓国プラス（HK+）事業団が文学研究院長を表敬訪問
月10日（水）に

Yoon教授は日本の大学で学位を取得

釜慶大学人文韓国プラス事業団の表敬

文学研究院では，

しており，本訪問では日本語での挨拶

文学研究院では，佐々木教授と客員

訪問を受けました。

に始まり，通訳のないスムーズな意見

研究員IL Yoon釜慶大学教授を中心に

交換や懇談が行われました。

教員間の交流や同事業団が主催する学

釜慶大学人文韓国プラス事業団は世
界的な人文学研究所の育成を目標とし
て，2017年11月に

東北亜海域と人文

ネットワークの力動性研究

懇談では，同事業団で刊行した研究
叢書や

カ月ごとに発行される冊子，

事業を開

月に釜山で開催される学術大会の紹

始し，昨年は中国，今年は日本との共

介のほか，日本海をとりまく北東アジ

同研究に重点を置く方針の一環で，こ

ア諸国による人文社会系での共同研究

について情報交換が行われました。

術会議への学生派遣から始め，将来的
には学生交流や共同研究等へ発展させ
たいと考えています。
（文学院・文学研究院・文学部）

のたび北海道へ来訪されました。今回
の本研究院への表敬訪問は，同事業団
に所属するIL Yoon釜慶大学教授が
2019年

月より客員研究員（佐々木啓

教授・文学研究院宗教学インド哲学研
究室が受け入れ）として研究をしてい
るつながりでの訪問でした。
同事業団・団長であるSON Dong-Ju
教授をはじめ，訪問団のCHOI Minkyung
教授，YANG Minho教授，KIM ChangGyeong教授，そして客員研究員のIL

山本文彦研究院長（左），佐々木教授（中央奥），
事業団の研究者

文学研究院長室にて記念撮影

公共政策大学院がアメリカ・ブラックコーカス訪問団との
国際交流会を開催
様々な質問が投げかけられました。
第

部では，公共政策大学院在学生

名が北海道の自治体が抱える問題に
ついて発表を行いました。えりも町前
町議会議員の近藤一郎氏（公共政策大
学院修士

年）は，道内の地方自治体

が直面している問題，特に人口減少や
農漁業の存続に関する課題などについ
て，南幌町議会議員（現職）の菅原文
集合写真

子氏（同修士

年）は，特に子供の教

育問題や住民との交流の大切さなどに
月14日（木）
，公共政策大学院（公

公共政策大学院からは一般学生・社会

ついて述べ，訪問団からは，人口減少

共政策学教育部・公共政策学連携研究

人学生等約10名が参加し，

の解決策として移民の受入はどうなの

部）では，アメリカ・ブラックコーカ

交流を行いました。

ス訪問団の来学を受けて，国際交流会
を開催しました。

第

部構成で

部では，まず同大学院の池

か，なぜ若い人たちが農漁業を継ごう
直

としないのか等について質問が相次ぎ

美講師から日本における外国人労働者

ました。

今回の訪問団は，日本外務省が対日

及び移民の現状についてレクチャーを

続く第

理解促進交流事業「カケハシプロジェ

行いました。訪問団からは日本におけ

大学院在学生が

クト」の一環として全米で募った24名

るマイノリティの現状や課題，

月か

後日本とアメリカが直面する最大の問

のアフリカ系アメリカ人の若手リー

ら施行された新しい滞在許可の仕組

題は何か」をテーマにグループワーク

ダーたちによって組織されたもので，

み，技能実習生の問題などについて，

を行いました。各々のグループより，
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部では，訪問団と公共政策
班に分かれ，
「10年

部局ニュース
伝統的な安全保障の問題（北朝鮮問
題，中国の台頭）から人間の安全保障
の問題（移民，環境破壊，気候変動，
食糧自給）まで様々な課題が挙げら
れ，交流会が終了した後も熱心な議論
が続きました。
（公共政策学教育部・公共政策学連携研究部）

グループワークの様子

講義聴講風景

公共政策大学院がタイ国立開発行政研究院公共経営大学院
（NIDA）の訪問団に対し特別講義を実施

集合写真

月

榎本教授の特別講義の様子

日（木），タイ国立開発行政

続いて，榎本芳人教授（公共政策大

研 究 院 公 共 経 営 大 学 院 のBoon-Anan

学院実務家教員，厚生労働省より出向

Phinaitrup院長をはじめとする25名の

中）が「日本の社会政策の現状と課

訪問団が，公共政策大学院（公共政策

題」というテーマで特別講義を行いま

学教育部・公共政策学連携研究部）を

した。榎本教授はタイにおいて実施さ

来訪しました。

れた「要援護高齢者等のための介護

当日は，公共政策大学院副院長の鈴

サービス開発プロジェクト」に従事し

木一人教授の挨拶に続き，同大学院の

た経験があり，タイ語を交えての講義

池

直美講師が本学と公共政策大学院

に，訪問団からは日本の配偶者控除の

の紹介を行い，訪問団からは本学の各

問題，後期高齢者の医療問題などにつ

らなる交流を展開する上でも，大変貴

学部や大学院の充実度，また公共政策

いて質問が相次ぎ，活発なやりとりが

重な機会となりました。

大学院が行っている様々なプログラム

行われました。

について強い関心が示されました。

今後，NIDAと公共政策大学院のさ

鈴木副院長（左）とPhinaitrup院長（右）

（公共政策学教育部・公共政策学連携研究部）
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部局ニュース

平成31年度理学院優秀研究奨励賞授与式を挙行

今年度の受賞者と網塚学院長（中央），河村 裕教授（中央右）

理学院では，

月26日（金）に理学

ら，この賞の趣旨説明とお祝いの言葉

一層喚起するものとなることを期待し

部大会議室において，平成31年度理学

が述べられた後，表彰状が一人ひとり

ています。

院優秀研究奨励賞授与式を挙行しまし

に手渡されました。今後も，この賞が

た。

本学院学生の基礎科学に関する深い洞

この賞は，理学に関する優れた研究

（理学院）

察力と創造性，研究立案能力の向上を

を推進する学生を表彰し，研究のさら
なるステージアップを支援することを
目的に，博士後期課程学生
年生を対象として平成30年

年生及び
月に設

けられました。
今年度は，創造性に富む卓越した研
究計画を立案し，これに取り組んでい
る18名が受賞者に選ばれました。
授与式では，網塚

浩理学院長か

祝辞を述べる網塚学院長

賞状を受け取る受賞者

薬学部で新入生歓迎会を開催
薬学部では，

月12日（金）
，薬学

部多目的講義室において，後期入試で
薬学部へ入学した

年生26名及び薬学

部へ移行してきた

年生79名の歓迎会

を開催しました。
歓迎会には，薬学部・薬学研究院全
体で約130名の参加があり，佐藤美洋
薬学部長の挨拶の後，学年や研究室を
越えて互いに交流を深め，盛会のうち
に終了しました。
（薬学研究院・薬学部）
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佐藤学部長の挨拶

学生・教員との交流

部局ニュース

植物園で夏期開園を開始
本学植物園では， 月29日（月・祝）

ただけるようになりました。

に夏期開園を開始しました。植物園は

季節によって移り変わる植物の鮮や

教育・研究を目的に北方生物圏フィー

かな姿を堪能できる植物園に，ぜひ皆

ルド科学センター耕地圏ステーション

様でご来園ください。

に設置された本学の施設ですが，植物
の多様な世界を知っていただくため，

（北方生物圏フィールド科学センター）

例年，一般の方にも園内を公開してお
り，多くの市民・観光客に親しまれて
います。
本年は，日頃から本園の活動にご協
力いただいている植物画の団体「ﬂos
society」様の寄贈による新しい案内
看板を夏期開園にあわせて園内に設置
しました。看板は今まで以上にわかり
やすく美しいものに替わり，来園者に
とって，より一層植物園をお楽しみい

ﬂos society様から寄贈いただいた案内看板

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

新しく加わった履修生と基幹教員

脳科学研究教育センターでは，

新入生歓迎交流会の様子

月

生の自己紹介の後，小川宏人センター

開講式に引き続き，同会場にて新入

日（金）に，本学エンレイソウ第

教務専門委員会委員長（理学研究院教

生歓迎交流会が行われ，参加者は所属

会議室において，今年度入学した履修

授）から，修了要件についての説明が

部局の違いを超えて情報交換を楽しん

生の開講式を行いました。

あり，
「所属学院・研究院の課程のみ

でいました。

渡邉雅彦センター長（医学研究院教

を修了する大学院生に比べ，より多く

授）から，祝辞とともに発達脳科学専

の単位を修得する必要があり，さらに

（修士課程

攻の特色ある教育体制や研究指導内容

は当センターの合宿研修や発表会等で

わり，全体では30名の履修生が在籍す

について説明があり，新入生は，バー

研鑽を積むことになり大変ではある

ることになります。

チャル専攻の特徴を活かした大学院教

が，その経験は必ず将来の自信につな

育に，大きな期待を示していました。

がるので頑張っていただきたい」との

引き続き，出席した基幹教員と履修

本専攻には，今年度

名の履修生

名，博士課程

名）が加

（脳科学研究教育センター）

激励がありました。
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■ お知らせ

北海道地区福祉共同事業契約宿泊施設の開設
文部科学省共済組合北海道大学支部では福祉共同事業の一環として，毎年道内各地の宿泊所・保養所と利用契約し，宿泊
費の一部負担を実施していますが，本年度においても次のとおり実施しています。
なお，予算の関係上，割当枚数に達した場合は，契約期間中でも利用券発行を停止しますので，御了承願います。
．契 約 宿 泊 施 設

宿泊施設一覧表のとおり

．契

令和元年

約

期

間

月

年

月29日（土）

．共済組合負担額

利用者

．利

利用券の発行を受ける場合には，利用券発行申請書を所属部局の担当係へ提出してください。

用

方

法

人

日（土）〜令和

泊につき1,500円補助

発行された利用券はチェックインの際に施設受付で提示し，利用券を使用して宿泊する旨を伝えて
ください。なお，旅行代理店やインターネットにおける予約をご利用の場合は，宿泊利用券の使用
が認められないことがあります。また，事前にクレジットカード等を利用して宿泊料を支払ってし
まうと，利用券が使用できなくなりますのでご注意願います。
．利 用 資 格 者

組合員及びその被扶養者（小学生以上）とします。ただし，出張の際の利用はできませんので，ご
注意願います。また，一度につき，

泊以上の利用はご遠慮願います。

令和元年度 宿泊施設一覧
施設名
札幌ガーデンパレス

所在地

電話

〒060‑0001 札幌市中央区北 条西 丁目

011‑261‑5311

シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ

〒002‑8043 札幌市北区東茨戸132

011‑773‑2211

定山渓ビューホテル

〒061‑2302 札幌市南区定山渓温泉東 丁目

011‑598‑3223

定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌

〒061‑2302 札幌市南区定山渓温泉東 丁目192

011‑598‑2671

ＫＫＲはこだて

〒042‑0932 函館市湯川町

丁目

‑14

0138‑57‑8484

啄木亭

〒042‑0932 函館市湯川町

丁目18‑15

0138‑59‑5355

HAKODATE 海峡の風

〒042‑0932 函館市湯川町

丁目18‑15

0138‑59‑1126

望楼NOGUCHI 函館

〒042‑0932 函館市湯川町

丁目17‑22

0138‑59‑3556

グリーンピア大沼

〒049‑2192 茅部郡森町赤井川229

01374‑5‑2277

〒049‑3128 二海郡八雲町鉛川622

0137‑63‑3123

〒049‑5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉33

0142‑75‑2111

八雲温泉

おぼこ荘

洞爺観光ホテル
洞爺サンパレス

〒049‑5731 有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉

‑

0142‑75‑1111

湖畔亭

〒049‑5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉

‑

0142‑75‑2211

乃の風リゾート

〒049‑5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29‑

0142‑75‑2600

緑の風リゾートきたゆざわ
（旧名水亭）

〒052‑0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町300‑

0142‑68‑8126

きたゆざわ森のソラニワ（旧第二名水亭）

〒052‑0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町300‑

0142‑68‑6677

ホロホロ山荘

〒052‑0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町34

0142‑68‑6321

登別グランドホテル

〒059‑0592 登別市登別温泉町154

0143‑84‑2425

登別温泉

〒059‑0551 登別市登別温泉町173

0143‑84‑2145

石水亭

〒059‑0596 登別市登別温泉町203‑

0143‑84‑2255

望楼NOGUCHI 登別

〒059‑0551 登別市登別温泉町200‑

0143‑84‑3939

ニセコグランドホテル

〒048‑1511 虻田郡ニセコ町ニセコ412

0136‑58‑2121

御やど清水屋

ルスツリゾートホテル

〒048‑1711 虻田郡留寿都村字泉川13

0136‑46‑3331

かんぽの宿

〒047‑0154 小樽市朝里川温泉

0134‑54‑8511

休暇村

小樽

支笏湖

丁目670

〒066‑0281 千歳市支笏湖温泉

0123‑25‑2201

しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌

〒066‑0281 千歳市支笏湖温泉

0123‑25‑2211

新苫小牧プリンスホテル「和〜なごみ〜」

〒053‑0045 苫小牧市双葉町
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丁目

‑

0144‑32‑0222

お知らせ
星野リゾート トマム

〒079‑2204 勇払郡占冠村字中トマム

0167‑58‑1122

サホロリゾートホテル

〒081‑0039 上川郡新得町狩勝高原

0156‑64‑7111

大雪山白金観光ホテル

〒071‑0235 上川郡美瑛町白金温泉

0166‑94‑3111

層雲閣グランドホテル

〒078‑1792 上川郡上川町層雲峡温泉

01658‑5‑3111

朝陽亭

〒078‑1795 上川郡上川町層雲峡温泉

01658‑5‑3241

朝陽リゾートホテル

〒078‑1701 上川郡上川町層雲峡温泉

01658‑5‑3911

ホテル日航ノースランド帯広

〒080‑0012 帯広市西 条南13丁目

0155‑24‑1234

ホリデーイン ホテル十勝川

〒080‑0263 河東郡音更町十勝川温泉南16丁目

0155‑46‑2555

ニュー阿寒ホテル

〒085‑0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 丁目 ‑

0154‑67‑2121

あかん湖鶴雅ウイングス

〒085‑0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 丁目 ‑10

0154‑67‑4000

あかん遊久の里 鶴雅

〒085‑0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 丁目 ‑10

0154‑67‑4000

あかん鶴雅別荘 鄙の座

〒085‑0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 丁目 ‑

0154‑67‑5500

阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香

〒085‑0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 丁目 ‑

0154‑67‑2500

ＫＫＲかわゆ

〒088‑3465 川上郡弟子屈町川湯温泉

015‑483‑2643

知床第一ホテル

〒099‑4351 斜里郡斜里町ウトロ香川306

‑

‑15

0152‑24‑2334

サロマ湖鶴雅リゾート

〒093‑0216 北見市常呂町栄浦306‑

0152‑54‑2000

塩別つるつる温泉

〒091‑0163 北見市留辺蘂町滝の湯201

0157‑45‑2225

北天の丘

〒099‑2421 網走市呼人159

0152‑48‑3211

あばしり湖鶴雅リゾート

（文部科学省共済組合北海道大学支部）

■ 諸会議の開催状況
役員会（平成31年 月 日）
報告事項・理事及び副学長の職務分担について
・総長補佐の任命について

教育研究評議会（平成31年 月 日）
議

題・総長選考会議委員の選出について

報告事項・理事及び副学長の職務分担について
・総長補佐の任命について

役員会（平成31年 月 日）
報告事項・平成30年度実施会計専門職大学院認証評価結果について
・平成31年度学部入学者数について
・特定非常災害で被災した本学学部志願者への受験支援金の給付について

教育研究評議会（平成31年 月17日）
報告事項・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
・大学間交流協定の新規締結について
・平成30年度実施会計専門職大学院認証評価結果について
・寄附講座等の設置について
・国立大学法人等施設整備実施事業〈2018年度補正予算（第

号）〉について

・学生の懲戒及び懲戒解除について
※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。
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■ 学内規程
国立大学法人北海道大学東京オフィス利用規程の一部を改正する規程
（平成31年4月3日海大達第135号）

東京オフィスを定められた日時以外に使用する際の特例利用申請書の様式について，別に定めることとすることに伴い，
所要の改正を行ったものです。

北海道大学病理解剖受託規程等の一部を改正する規程
（令和元年5月1日海大達第136号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）が公布され，平成31年

月30日の翌日から施行されることに伴い，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。

■ 研修
研修名：平成31年度北海道地区国立大学法人等初任職員研修（一般職）
開催期間：平成31年

月10日〜12日

開催場所：学術交流会館第一会議室
研修目的：北海道地区国立大学法人等の職員としての心構えを自覚させるとともに，初任職員として必要な基礎的知識を付
与することを目的とする。

開講挨拶（笠原正典総長職務代理）

受講風景

特別講話（関 靖直理事・事務局長）

グループワーク

（総務企画部人事課）
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研修

研修名：平成31年度法人文書管理に関する研修会（初任職員向け）
開催期間：平成31年

月22日

開催場所：附属図書館大会議室及び大学文書館
研修目的：本学採用の初任職員に対して，法人文書管理に関する基礎知識を習得させると共に，本学大学文書館公文書室で
実施する法人文書の集中管理等について理解を深めることを目的とする。

「法人文書管理の概要」を受講後，大学文書館展示ホールを見学（井上高聡大学文書館准教授による解説）

大学文書館公文書室収蔵庫を見学
（山本美穂子大学文書館特定専門職による解説）

（総務企画部総務課）

■ 表敬訪問
海外
年月日
31. .25

来 訪 者
広州大学（中国）Guo Xingpeng 副学長

来 訪 目 的
両大学の交流に関する懇談

広州大学（中国）Guo Xingpeng 副学長（左から5人目）

（国際部国際連携課）
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■ 訃報
名誉教授

但野 利秋 氏
（享年84歳）

学研究室に入学，昭和40年に修了され
ました。帰国後，昭和43年

（平成

年〜10年）
，国際植物栄養科

月に北海

学会議組織委員長（平成 年〜 年）
，

道大学農学部作物栄養学研究室助手と

日本農学会評議員（平成 年〜10年）
，

なられ，翌年

日本有機資源協会副会長（平成12年〜

月に講師，昭和51年

月に助教授，昭和63年

月からは教授

19年），日本肥糧検定協会理事（平成

に なられました。昭 和50年10月には

14年〜19年），内閣府食品安全委員会

「水稲の鉄過剰障害対策に関する作物

委員（平成17年〜19年）と数多くの役

栄養学的研究」で北海道大学農学博士

職を歴任してこられました。国際共同

の学位を取得されました。平成12年に

研究にも積極的に参加され，インドネ

北海道大学を定年退官されるまで数多

シア，タイ，マレーシア，中国におけ

但野利秋先生が，平成31

くの学生たちの指導にご尽力をしてこ

る特に塩類土壌の回復に関する研究に

日にご逝去されました。先生

られ，特に作物の無機栄養を中心とし

従事されました。平成

は昭和11年11月28日に北海道紋別郡西

た研究を様々な方面に展開し，昭和52

国黄淮海平原に分布する塩類土壌地帯

興部村に但野家の

年には日本土壌肥料学会賞を受賞され

における環境に調和した持続的生物生

になり，北海道立興部小学校，上興部

ました。本学においては平成

年から

産技術の開発」プロジェクトの研究代

中学校，興部高校に進学され，美唄東

11年まで評議員として大学の管理，運

表者として問題に取り組んでこられま

高校に転学の後，昭和30年に北海道大

営にも貢献されました。平成13年から

した。

学教養学部に入学されました。昭和34

は東京農業大学応用生物科学部生物応

先生の長年にわたるご功績に敬意を

年

用化学科植物栄養学研究室教授とし

表し，多大な貢献に感謝申し上げ，こ

て，平成19年まで同大学においてもご

こに謹んでご冥福をお祈り申し上げま

の研究生となられました。昭和35年

自身の研究を通じて数多くの学生の指

す。

月より北海道立北見農業試験場に技師

導に取り組んでおられました。

名誉教授
年

月

男としてお生まれ

月に同大農学部農芸化学科を卒業

され，

年間同学科の土壌肥料研究室

として採用され，昭和38年

月より米

先生は研究室の運営のみならず関連

国マサチューセッツ州立大学大学院農

する研究分野全体の発展にも大変力を

学研究科修士課程の土壌及び植物栄養

入れておられ，日本土壌肥料学会会長

名誉教授

昭和55年

服部

昭仁 氏
（享年73歳）

月に北海道大学農学部畜産

学科の助手となられました。平成

（農学院・農学研究院・農学部）

死後硬直後の軟化について構造的な機

年

序を解明されました。家畜骨格筋形成

月には助教授に昇任され，平成11年

に関する研究では，それまで食肉科学

月には農学研究科教授となられまし

分野では注目されてこなかった筋肉の

た。平成19年

名誉教授

年からは「中

月からは農学研究院

発生機構に着目し，鶏の胚発生段階の

長・農学院長・農学部長を務められ，

骨格筋に特異的に発現する新規タンパ

また，この間，全国農学部系学部長会

ク質を発見するという意義深い業績を

議の会長に就任され農学教育を指導し

残されました。さらに，食肉タンパク

てこられました。平成15年から18年ま

質の水溶化に関する研究では，水不溶

では

年間にわたり日本畜産学会

性とされていた筋原線維タンパク質を

期

服部昭仁先生（元大学院

理事を務められ，平成19年から20年ま

独自の方法によって水に可溶化させる

農学研究院長・農学院長・農学部長）

では日本食肉研究会会長を務められ

技術を開発されて食肉タンパク質の新

が，平成31年

て，畜産学・食肉科学分野の研究教育

たな有効利用方法を提示されました。

の発展に大きく貢献されました。平成

こうした数々の業績により平成19年に

21年

は日本畜産学会功労賞（西川賞）を受

月

日にご逝去されま

した。
先生は，昭和44年

月に北海道大学

月に退職され，同年

月に北海

農学部畜産科学科を卒業された後，北

道大学名誉教授の称号を授与されてお

海道大学大学院農学研究科畜産学専攻

ります。

修士課程・博士課程に進学され，昭和
51年

月に農学博士の学位を取得され

賞されております。
先生の長年にわたるご功績に敬意を

先生は，大学院在籍中から一貫して

表し，多大な貢献に感謝申し上げ，こ

食肉タンパク質に関する研究を続けて

こに謹んでご冥福をお祈り申し上げま

月からは東京慈恵

こられました。熟成に伴う食肉の軟化

す。

会医科大学（法医学教室）助手，昭和

機構に関する研究では，筋原線維の構

55年

造変化という視点から研究を展開し，

ました。昭和51年

月からは講師を務められた後，
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訃報

名誉教授

飯澤

理一郎 氏
（享年70歳）

年間の特任教授時代を含めて

年間，

システム学会，日本流通学会，日本農

食料農業市場学研究室を主宰されまし

村生活学会等，多くの学会に所属して

た。平成24年に定年退職，北海道大学

研究成果を発表され，International

名誉教授となられました。

Association of Agricultural Economists

ご退職後は株式会社アジア地域連携

（IAAE）2006年大会ではポスター賞

研究所の代表取締役所長を経て，平成

を得られました。日本農業市場学会で

27年には一般社団法人北海道地域農業

は，設立以来長らく理事を務められ，

研究所の副理事長・研究所長に就任さ

平成20年から副会長，平成22年から会

れました。

長を務められました。

飯澤先生のご研究は，農業市場学の
名誉教授
31年

飯澤理一郎先生が，平成

月12日にご逝去されました。

先生はこれらの専門知識を活かし，

うち，食品産業の経済研究，花き流通

平成18年度から

年間，北海道農業・

分析，食品の安全性に関する経済分析

農村振興審議会の会長を務められ，平

先生は昭和23年，山形県にお生まれ

など多岐にわたるものでした。特に農

成22年には北海道卸売市場審議会の会

になり，昭和42年に北海道大学理類に

産物加工業研究については，加工農産

長にも就任されました。

入学されました。その後，理学部生物

物（食品）の市場構造の分析にとどま

現役の研究所長，審議会会長として

学科に進学，昭和48年に卒業された

らず，加工資本の財務諸表の分析をさ

まだまだ頼りにされる存在だった先生

後，大学院農学研究科に進学されまし

れ，市場再編をリードしているとされ

の急逝を惜しみつつ，長年にわたるご

た。昭和61年に農学博士の学位を取得

る独占的な農産加工資本といえども，

功績に敬意を表し，多大な貢献に感謝

され，名寄女子短期大学に赴任されま

その拡大再生産＝蓄積の力は微弱であ

申し上げ，ここに謹んでご冥福をお祈

した。その後，専修大学北海道短期大

り，それは資本主義の矛盾の表れでも

り申し上げます。

学を経て，平成

あることを明らかにされました。

年10月に助教授とし

て北海道大学農学部に戻ってこられま
した。平成18年に教授に昇任され，

学会活動に関しては，日本農業経済

（農学院・農学研究院・農学部）

学会，日本農業市場学会，日本フード
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■ 資料
役

職

員

数
令和元年 月 日現在

職 種

1人

5人

2人

8人

人

人

人

人

人

人

人

4

事務局

部 局 等
役 員
政策調整室
監査室
総務企画部
財務部
学務部
研究推進部
施設部
国際部
附属図書館
法学研究科・法学部
水産科学院・水産科学研究院・水産学部
函館キャンパス事務部
環境科学院・地球環境科学研究院
環境科学事務部
理学院・理学研究院・理学部
理学・生命科学事務部
薬学研究院・薬学部
薬学事務部
農学院・農学研究院・農学部
農学・食資源学事務部
生命科学院・先端生命科学研究院
教育学院・教育学研究院・教育学部
教育学事務部
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
メディア・観光学事務部
保健科学院・保健科学研究院
工学院・工学研究院・工学部
工学系事務部
総合化学院
経済学院・経済学研究院・経済学部
経済学事務部
医学院・医学研究院・医学部
医学系事務部
歯学院・歯学研究院・歯学部
歯学事務部
獣医学院・獣医学研究院・獣医学部
獣医学系事務部
医理工学院
国際感染症学院
国際食資源学院
文学院・文学研究院
文学事務部
情報科学研究院
公共政策学教育部・公共政策学連携研究部
北海道大学病院
低温科学研究所
電子科学研究所
遺伝子病制御研究所
触媒科学研究所
スラブ・ユーラシア研究センター
情報基盤センター
人獣共通感染症リサーチセンター
アイソトープ総合センター
量子集積エレクトロニクス研究センター
北方生物圏フィールド科学センター
観光学高等研究センター
アイヌ・先住民研究センター
社会科学実験研究センター
環境健康科学研究教育センター
北極域研究センター
広域複合災害研究センター
脳科学研究教育センター
外国語教育センター
総合博物館
大学文書館
学生相談総合センター
保健センター
埋蔵文化財調査センター
国際連携研究教育局
技術支援本部
情報環境推進本部
アドミッションセンター
人材育成本部
創成研究機構
創成研究機構化学反応創成研究拠点
高等教育推進機構
サステイナブルキャンパスマネジメント本部
安全衛生本部
大学力強化推進本部
産学・地域協働推進機構
総合ＩＲ室
国際連携機構
北キャンパス合同事務部
合
計

総 長 理 事 監 事 小 計 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 小 計 URA職 専門職

35
25

16
35

2
23

2

55
83

17

24

9

1

51

69

64

11

44

1

189

16

6

9

21

52

43

35

31

16

125

12
11

4
21

3

5
4

24
37

25

23

1

5

54

21
90

13
94

6
3

32
85

72
272

2

25

18

43

2

23
11
1
42
10
26
1

8
10

67

技術
合 計
職員
人
8人
4
5
12
111
79
92
1
36
27
38
14
90
76
37
120
4
27
51
11
18
208
2
44
3
55
10
11
136
2
28
24
37
8
54
10
72
50
324
3
70

8
30

29

18

68

2

147
44

18

19

1

40

78

17

15

1

15

48

10

13
2
4
1
3

16

50

30

8

88

3
16

38
12
4
13
15
9
8
7
7
5
1
3
13
3
1

34
4
15
10
14
3
6
2
5
3
1
3
19
2
6

3

1
1

3

1
1
3

17
2
52
1
6

3

83
22
19
11
6
2
2
1
1

1

8
1

2

4

8
1

3

9
1
4
1
1
39

1

1
21(40)

9(29)

4(8)

89
18
154
46
48
29
20
12
14
12
3
6
40
5
8

1
5(18)

117
9

656
9
10
7
6

2
2
20

70

(9)
5

1
(1)
12

1
(1)
9

2
3
7

2

1

2

1

5

2

8

2

1

1

8

11
30

1

3
12
10

681

602

155

573

8

2,019

8
1
16

3
31

9
3
7
8
1
39

4

12
2

91
16
89
18
927
64
58
36
26
12
14
14
5
6
130
5
8

1

26

2

45
8
160
46
82
11
51
16

8
1

1

※国際連携研究教育局の職員数の（ ）内は，北海道大学ユニットの本務者数で内数。当該職員は，原籍組織の職員数に計上。
※創成研究機構化学反応創成研究拠点の職員数の（ ）内は，主任研究者（PI）で内数。当該職員は，原籍組織の職員数に計上。
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3

事務
職員
人
4
5
95
79
92
35
11
14
90
18

17
897

974

5
17
3,945

編集メモ
新緑がまぶしく感じられる季節と

をご覧いただくべく，四季折々の景色

なりました。キャンパス内にも花々が

を収めた動画を作成・公開しており，

咲き始め，自然豊かなキャンパスでは，

今後も随時公開していきます。その他

色鮮やかな風景を多くの方が写真にお

にも，北大キャンパス，学生生活，研

さめていらっしゃいます。

究，教育に関する動画を複数公開して

●

●

本学を紹介する動画をホームペー

ジで公開しています。普段中々見るこ

いますので，ぜひご覧ください。
◆ https://www.hokudai.ac.jp/movie/

とが出来ない空からのキャンパス風景
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北の鉄道風景

74

函館本線

渡島大野（現 新函館北斗）～仁山（北斗市）

咲き誇る梅の花

元号が「平成」から「令和」に改められた。この

風景を今回とりあげたい。今から丁度10年前の春，

新しい元号は，日本最古の歌集「万葉集」にある和

函館本線の難所「仁山越え」に挑む「SL函館大沼

歌「初春の令月にして

号」
。梅の花が見事に咲き誇るなかで，蒸気機関車が

の粉を披き

気淑く風和らぎ

梅は鏡前

蘭は珮後の香を薫す」からの引用に

煙を高々と上げながら急勾配に挑む光景である。

よって決められたという。新元号「令和」の出典と
された，この和歌にちなんで，梅の花を絡めた鉄道
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