
平成22年度 入学式が執り行われる平成22年度 入学式が執り行われる

新入生歓迎会を開催

春の恒例、各町内会合同大学周辺ゴミ拾いを実施春の恒例、各町内会合同大学周辺ゴミ拾いを実施

語学研修・交換留学の報告会と留学生歓迎会が行われる語学研修・交換留学の報告会と留学生歓迎会が行われる

道工大生の手づくりコンピュータ、宇宙に飛び出す!道工大生の手づくりコンピュータ、宇宙に飛び出す!

選抜奨学生および課外活動団体特別助成金の証書授与式が行われる選抜奨学生および課外活動団体特別助成金の証書授与式が行われる

全国大会への切符獲得!北海道学生空手道選手権大会で優勝全国大会への切符獲得!北海道学生空手道選手権大会で優勝

鈴木昭弘さんがSI2009優秀講演賞を受賞鈴木昭弘さんがSI2009優秀講演賞を受賞

スポーツ複合施設(新体育館)の建設計画が始まるスポーツ複合施設(新体育館)の建設計画が始まる

116日間セーフティラリー始まる116日間セーフティラリー始まる

岡村俊邦教授 新川通さくら並木の整備を行うことに岡村俊邦教授 新川通さくら並木の整備を行うことに

専門職公開講座「生産管理エキスパート塾」がスタート専門職公開講座「生産管理エキスパート塾」がスタート

男子バスケットボール部 春季選手権大会で準優勝男子バスケットボール部 春季選手権大会で準優勝

クラブ活動報告
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札幌コンサートホールKitaraでの入学式（2010.4.7）

平
成
22
年
度

入
学
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た

春

C O N T E N T S

2010
Spring



1

平成 22年 4月14日（水）、丘珠空港そばのスポーツ
交流施設「つどーむ」で北海道工業大学協学会が主催す
る「新入生歓迎会」が開催されました。
小雪の降る天候ではありましたが、屋内アリーナで新

入生たちは、学科別チームに分れ「綱引き」「ドッジボール」
「リレー」「クイズ」を通じ、新しい友人・教職員と親睦を
深めていました。
また、クラブ模擬演技・クラブブースの設置によるク

ラブ紹介も行われました。

新入生歓迎会を開催

平成 22年 5月5日（水・こどもの日）に春の恒例イベ
ント、本学学生（700 名以上）と大学周辺 5つの町内会
による大学周辺ゴミ拾いが行われました。
今年は晴天に恵まれたゴミ拾い日和、学生たちは、大

学周辺各町内会のほかJR手稲駅からの通学路（4コー
ス）、新川河川敷など額に汗を浮かべながらゴミを拾って
おりました。

最後にこれもまた恒例となったゴミを前に記念撮影を
行いました。

春の恒例、各町内会合同大学周辺ゴミ拾いを実施

大学総合

平成 22年度 入学式が4月7日 (水 )、札幌コンサー
トホールKitaraで執り行われました。
また、同会場にて入学記念コンサートが行われました。

平成22年度 入学式が執り行われる

大学総合

地域・産学連携
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平成 22年 5月 25日 (火 ) 本学 5106 講義
室において、平成 22年度選抜奨学生および課
外活動団体特別助成団体への証書授与式が行
われました。
選抜奨学生は、平成 22年度奨学生選抜入

試において成績優秀であった学生に対して奨学
金を給付する制度です。
奨学生36 名の皆さんには、今後の活躍を期

待しております。
また、課外活動団体特別助成は、平成 21

年度に顕著な活動実績または大学への貢献が
あったと認められた団体に対して特別助成金を
給付する制度です。

選抜奨学生および課外活動団体特別助成金の証書授与式が行われる

受給団体の 26 団体には、課外活動の活性
化に貢献いただくよう期待しております。

受給団体(26団体)
チアリーダー部、アーチェリー部、空手道部、
硬式野球部、サッカー部、柔道部、基礎スキー
部、卓球部、羽球部、バスケットボール部、山
岳部、バレーボール部、少林寺拳法部、アイス
ホッケー部、ラグビーフットボール部、ハンド
ボール部、弓道部、アメリカンフットボール部、
YOSAKOIソーラン会、エアーライフル射撃同
好会、サニーフィールズ・ジャズ・オーケストラ、
美術部、自動車部、放送芸術部、ふるさと交流
会、写真部

学生の活躍

5月21日6時 58分22秒、金星探査機「あか
つき」と共に搭載された相乗り衛星「UNITEC-1」
は、種子島宇宙センターから金星に向けてH-2A
型ロケットで打ち上げられました。
この相乗り衛星「UNITEC-1」は、おのおの創

意工夫したコンピュータ（回路基盤／モジュー
ル）を搭載し、過酷な宇宙空間での耐久性を競
うための衛星で、大学宇宙工学コンソーシアム
が募集したコンペをパスした本学を含む6大学
により行われます。

道工大生の手づくりコンピュータ、宇宙に飛び出す!

金星までの約 200日、どこまで正常な動作
ができるか、結果が楽しみです。

コンピュータを搭
載した大学は、北海
道工業大学・慶応
義塾大学・電気通
信大学・東京理科
大学・東北大学・
高知工科大学の 6
大学です。

学生の活躍

平成 22年 5月 21日（金）、平成 21年度海外研修・
交換留学の報告会が本学G203 講義室で行われ、その
後本年度交換留学生として来学したマルック・アンテロ・
ソロネンさんの歓迎会が本学HITプラザ2階で行われ
ました。
海外研修・交換留学の報告会では、ポートランドへの

語学研修（平成 22年 2月26日～ 3月25日）に参加し
た学生９名とオウル工科大学（平成 21年 8月28日～11
月7日）へ交換留学した小嶋涼司さんが、期間中の体験
談等を流暢な英語で報告した後、参加者からの活発な質
問にも積極的に答えておりました。

また、歓迎会では、交換留学生のマルック・アンテロ・
ソロネンさんが上手に箸を使い、日本通をアピールしてお
りました。

語学研修・交換留学の報告会と留学生歓迎会が行われる

地域・産学連携
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鈴木昭弘さんがSI2009優秀講演賞を受賞

本学大学院電気工学専攻博士後期課程2年の鈴木昭
弘さんが平成21年12月に開催された、(社 )計測自動制
御学会主催の第10回システムインテグレーション部門講
演会 (SI2009)において、優秀講演賞を受賞しました。
この賞は研究内容および発表内容がとても優秀であっ

た講演論文に対して贈られる名誉ある賞で、受賞の連絡と
賞状が5月末に届きました。鈴木さんの今後の活躍を期
待しましょう。

学生の活躍

学生の活躍

平成22年5月8日(土)　北海道大学第二体育館で行
われた第40回北海道学生空手道選手権大会個人戦兼全
日本学生空手道選手権選抜大会において、女子個人形お
よび男子個人組手で見事優勝を果たし、平成22年6月20
日(日)　大阪で開催された第54回全日本学生空手道選
手権大会に出場することとなりました。
また、環境デザイン学科4年　岩本衣美里さんについて

は、全日本空手道連盟和道会　2010ナショナルチームの
「女子形」指定選手にも選ばれました。
今後の活躍を期待しております。

全国大会への切符獲得!北海道学生空手道選手権大会で優勝

女子個人形　優勝
環境デザイン学科4年　岩本衣美里さん

男子個人組手　優勝
医療福祉工学科2年　川崎博生さん
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平成 22年 6月11日（金）本学G104講義室において
116日間セーフティラリー開会式が行われました。
セーフティラリーは、本学学生および教職員の交通安全

意識の向上を図ることを目的として毎年実施している恒例行
事となります。
17回目の開催となる今年の実施期間は6月11日から10

月4日までの116日間で、期間中無事故・無違反を競います。

今年度は、昨年以上の達成率になるよう安全運転で無事
故・無違反を目指します。

116日間セーフティラリー始まる

大学総合

学生生活の満足度をより高めるため、
アリーナ、武道館、マシーンジム、クラブハウ

スからなるスポーツ複合施設を2012年 3月の
完成を目処に建設することとなりました。

メインアリーナは、サブアリーナ、武道館、ク
ラブハウスの建築群に囲まれたアトリウム空間
（アトリウムとは陽の入る屋根付きの中庭のよう
な空間のこと）で、G棟のガレリア（陽の入る屋
根付きの街路）とともに冬でも楽しめる開放的
な半屋外空間をキャンパスに提供いたします。

施設内には、一般学生が気軽に利用できる
半屋外のスポーツ広場やサブアリーナも完備。

スポーツ複合施設(新体育館)の建設計画が始まる

メインアリーナを囲い込む建築群から突き出
たボックスからは、マシーンジムでの休憩やクラ
ブのミーティング時に練習、試合を眺めること
ができます。

[主要諸室]
メインアリーナ（バスケット2面）、サブアリーナ、
武道館、多目的練習場、マシーンジム、クラブハ
ウス（体育系、文化系）、合宿場、シャワールーム、
ミーティングルーム、コリドール、スポーツ広場

[構造]
鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

スポーツ複合施設（新体育館）の模型は、本
学 2号館1階中央ホールに展示しておりますの
で、是非ご覧ください。

大学総合
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6月8日(火 )13:00から本学5205室において、今年で
4年目となる専門職公開講座｢生産管理エキスパート塾｣
の入塾式が行われました。
入塾式では、苫米地副学長の挨拶で始まり、全15日間

55時間のカリキュラムがスタートしました。

14名の受講者は、入塾式に続き、初回のテーマ｢北海道
型QCD改善のためのKAIZENの見方・考え方｣を真剣に
受講していました。

｢生産管理エキスパート塾｣は12月7日まで実施され、
生産性と人間性を融合させた真の生産性向上の『実践と理
論』を学び、ものづくりの課題解決に向けた『KAIZEN力』
と生産工程をトータルに統制できる『マネージメント力』を有
する生産現場の人材を育成します。

専門職公開講座「生産管理エキスパート塾」がスタート

地域・産学連携

平成 22年 6月11日（金）新川通において、風害や塩
害により今まで植樹してきたサクラの枯死対策として、都
市環境学科岡村　俊邦教授が植栽・整備方法の調査を
始めました。

平成 20年 3月に本学・手稲区連合町内会連絡協議
会および手稲区で締結した「地域連携協定」による活動
の一環として、先日、本学と手稲区で新川通さくら並木
植栽に関しての覚書を交わしたことによるものです。

岡村教授が開発した自然林の再生法である「生態学的
混播・混植法」を応用した植栽方法により平成 26 年 3
月31日まで整備を行うこととなります。

この調査の模様は、6月12日（土）7:30からのNHK
総合テレビジョン「おはよう北海道」において放送および
北海道新聞 6月12日（土）朝刊にも掲載されました。

新川通のさくら並木で春を感じとれる日が待ち遠しい
です。

岡村俊邦教授 新川通さくら並木の整備を行うことに

生長調査のため、エゾヤマザクラの実生ポッ
ト苗（10～15cm）を植栽

地域・産学連携
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クラブ活動報告
アーチェリー部
●第３９回北海道学生アーチェリー男子王座決定戦 
　ＣＰ男子１位（機械３年　山下直哉）

空手道部
●第４０回北海道学生空手道選手権大会個人戦兼
　全日本学生空手道選手権選抜大会
　女子個人形優勝（環デ４年　岩本衣美里）
　男子個人組手優勝（医療２年　川崎博生）
　男子個人組手ベスト8（都市３年　長谷川壮）

●第54回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦  
　女子個人形出場（環デ４年　岩本衣美里）
　男子個人組手出場（医療２年　川崎博生）

硬式野球部
●札幌学生野球２部春季リーグ戦
　２部３位

フットサル部
●第５回全道大学フットサル大会兼
　第６回全日本大学フットサル大会北海道予選
　ベスト８

ソフトテニス部                                            
●第４２回春季北海道学生ソフトテニス大会 
　団体戦３部１位（２部昇格）

卓球部
●春季全道学生卓球選手権大会
　男子団体１部３位
　男子シングルスベスト４（メディア１年　沼　亮太朗）
　男子ダブルスベスト８（機械３年　新井孝弘、
　メディア３年　塚本哲郎）
　男子ダブルスベスト８（機械３年　雨夜俊明、
　メディア１年　沼　亮太朗）

●第80回全日本大学対抗卓球大会北海道予選兼
　第４３回会長杯争奪卓球大会
　男子団体戦３位
　男子シングルスベスト４（メディア１年　沼　亮太朗）
　男子ダブルスベスト８（機械３年　新井孝弘、
　メディア３年　塚本哲郎）

バスケットボール部
●第60回北海道大学バスケットボール春季選手権大会 
　準優勝

YOSAKOIソーラン会
●第19回YOSAKOIソーラン祭り
敢闘賞

学生の活躍

平成22年6月3日(木 )～ 6日(日)の期間、湿原の
風アリーナ釧路を会場に行われた第60回北海道大学バス
ケットボール春季選手権大会において、本学男子バスケット
ボール部が見事準優勝を果たしました。

今後の活躍を期待しております。

[戦績]
1回戦　札幌学院大学（107対101）
2回戦　北翔大学（88対87）
3回戦　酪農学園大学（101対78）
決勝戦　札幌大学（65対117）

男子バスケットボール部 春季選手権大会で準優勝

学生の活躍


