
建設工学専攻博士後期課程の湯川崇さんが学術奨励賞を受賞
高橋北海道知事との座談会に夢プロの木村茂喜さんが参加
林 号太さんの卒業設計作品が日本建築学会北海道支部賞を受賞
手稲区連協・手稲区役所・本学の三者による意見交換会が行われる
学部優秀奨学生および学科優秀奨学生の証書授与式が行われる
オウル工科大学からの交換留学生による報告会が行われる
椎野研究室のゼミ生3名が札幌市の広聴リポーターとなる
手稲区の夏の風物詩　第19回「ていね夏あかり」が開催される
人間社会学科主催　HIT寄席（講演会）が開催される
「青少年のための科学の祭典」が開催される
日本代表選手　岩本衣美里さんが世界の頂点に！
岩本衣美里さんが和道会全国空手道競技大会で優勝
第25回総合定期戦が東北工業大学を会場に開催される
第22回北海道学生柔道体重別選手権大会で準優勝
福田助教と同ゼミ生3名が手稲区内史跡8ヵ所を現地視察
第43回北海道学生空手道選手権大会及び全国大会予選団体戦で優勝
学長賞の表彰式が行われる
父母懇談会が開催される
第43回体育祭が開催される
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平成 22年 7月1日（木）、北海道庁本庁舎で行われた
高橋はるみ知事と大学生ボランティアとの座談会に本学
夢プロジェクト「ECO-プロジェクト（ペットボトルキャップ
の回収運動）」の機械システム工学専攻修士課程1年の
木村茂喜さんが参加しました。この座談会は、道内の 9
大学が参加し、高齢者・障がい者支援、環境保全、子育
て支援など各大学で行われているボランティア活動の事
例を知事に紹介し、社会貢献活動を通じて得たこと・考
えたことを知事と意見交換するものです。
本学の紹介内容（「ECO-プロジェクト」の企画概要）
CO2 の削減を第一の目的とし、ペットボトルキャップ
の回収運動を行うこと、また、回収したキャップをエコ
キャップ推進協会にリサイクルしてもらい、その売却益で
ワクチンを購入してもらうというもので、今年で活動 3年
目になります。これまでの活動で引き渡したペットボトル
キャップの個数は75240 個となり、592kgあまりのCO2
が削減でき、94人分のポリオワクチンを購入できる量と
なったことを説明しました。
この座談会の模様は、次の日時の「ウィークリー赤れ

んが」で放送されました。
また、この放送の中で、平成 22年 5月5日（水）に実

施した本学学生（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の模様も紹介されました。

タイトル：こころの絆をつなげよう！ボランティア活動！

ＨＴＢ：7/17（土）  6：00 ～  6：05
ＴＶＨ：7/17（土）  17：15 ～  17：20
ＵＨＢ：7/18（日）  6：55 ～  7：00
ＨＢＣ：7/18（日）  16：54 ～  17：00
ＳＴＶ：7/19（月）  11：46 ～  11：52

高橋北海道知事との座談会に夢プロの木村茂喜さんが参加

本学大学院建設工学専攻博士後期課程 3年の湯川
崇さんは、「雪処理に配慮した住宅地計画に関する研究
業績」で、平成 21年度日本雪工学会学術奨励賞を平成
22年 6月28日の同学会総会で受賞しました。
この賞は、研究が優れた独創性と将来発展の期待で

きる萌芽的内容に富むと認められた場合に贈られる名誉
ある賞です。
受賞記念講演は、平成 22年 9月27日～ 29日に仙

台市で開催された「2010年度雪氷研究大会」で行われま
した。
湯川さんの今後の活躍を期待しましょう。

建設工学専攻博士後期課程の湯川崇さんが学術奨励賞を受賞

学生の活躍

地域・産学連携
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平成22年7月8日(木)本学図書館AVホールにおいて、
手稲区連合町内会連絡協議会・手稲区・本学の三者によ
る意見交換会が開催されました。
この意見交換会は、平成 20年 3月18日に手稲区連

合町内会連絡協議会・手稲区および本学との三者間で締
結された「地域連携協定」に基づき開催されたものです。
今回の意見交換会には、手稲区連合町内会連絡協議

会関係者13 名、手稲区関係者 20 名、大学関係者16
名が参加しました。
手稲区連合町内会連絡協議会関係者および手稲区

関係者の皆さんは、意見交換会の前に、学内見学に参加
して興味深く施設を見学していました。
本学西 安信学長からの挨拶の後、メディアデザイン

学科三橋龍一教授、人間社会学科濱谷雅弘教授、高等
教育支援センター教務系職員宮吉晃大さんの３名による
ミニ講義が行われ、参加者の皆さんは、メモをとるなど興
味深く講義に耳を傾けていました。

手稲区連協・手稲区役所・本学の三者による意見交換会が行われる

　

平成 22年 3月に本学建築学科を卒業した林号太さ
んの卒業設計作品｢うつろいの家｣が、平成 21年度日
本建築学会北海道支部賞（卒業設計優秀作品）大学の
部で「銅賞」を受賞しました。
また、同学会北海道支部賞（卒業設計優秀作品）工業

高校の部において、今年本学建築学科に入学した池本
進さん（札幌工業高等学校出身）が「森の中の小規模小
中学校」で「銀賞」、本学卒業生の小林敏道さん（株式会
社コバエンジ二ア）が「屋根に形成される雪庇防止装置
の開発」で「技術賞」を、それぞれ受賞しました。
受賞した3名の皆さんの更なる活躍を期待しましょう。

林 号太さんの卒業設計作品が日本建築学会北海道支部賞を受賞

学生の活躍

地域・産学連携
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平成 22年7月14日 (水 )16:30より本学G203 講義
室において、オウル工科大学（フィンランド）からの交換留
学生マルック・アンテロ・ソロネンさんによる報告会が行
われました。
7週間の留学期間中に経験したこと、彼の専門分野「分

析化学」の視点から見た環境問題などの話があり、学生・
教員約80名の参加者は興味深く耳を傾けていました。
報告会の最後に、留学期間中にお世話になった先生・

学生の皆さんへのお礼の言葉で報告会は終了しました。

学生の活躍

平成22年7月12日 (月)本学 5106講義室において、
平成22年度学部優秀奨学生および学科優秀奨学生の証
書授与式が行われました。
学部優秀奨学生は、平成21年度における成績が優れ、

学部学生の模範となる2年次生以上の学生に対して、学科
優秀奨学生は、平成21年度における活動実績が優れ、他
の学生の模範となる2年次生以上の学生に対して奨学金を
給付する制度です。
学部優秀奨学生14名および学科優秀奨学生72名の皆

さんには、今後の活躍を期待しております。

学部優秀奨学生および学科優秀奨学生の証書授与式が行われる

オウル工科大学からの交換留学生による報告会が行われる

 

本学工学部環境デザイン学科、椎野研究室のゼミ生3名
（指導教官　椎野 亜紀夫 准教授）が、札幌市「広聴リポー
ター制度」に参画することになりました。
「広聴リポーター制度」は、市政に対する市民の参加の拡
大と広聴活動の拡大を目的に、市民の視点で意見聴取し、
札幌市へ提案する制度です。
今回の調査テーマは、「幼児保育に求められる都市公園

の機能について」で、札幌市中央区・西区・手稲区の認可保
育所・認可外保育所を対象にアンケート調査等を行い、提
案書を作成することとなります。
平成22年12月上旬には、提案書手交式に出席し、札幌

市長と懇談する予定です。

椎野研究室のゼミ生3名が札幌市の広聴リポーターとなる

地域・産学連携

地域・産学連携
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平成22年7月19日（月）第19回「ていね夏あかり」が、
本学の学生と藤女子大学の学生および地域の団体で構成
される実行委員会の主催により、「てっぽく・ひろば」（札幌
市手稲区）で開催されました。
今年は、「ほたる」をテーマに約1万500個のちょうちん

が夏の夜を彩りました。
学生たちは、区内の全16小学校や老人ホームなどでちょ

うちんの制作指導、会場の飾り付け部材の制作などに携
わってきました。 
18時30分、一斉にろうそくへ火が灯され、幻想的な空間

が広がり来場者から歓声が湧き上がりました 。

［本学・藤女子大学の参加学生］
＜本学＞
　未来デザイン学部　人間社会学科
　（2・3年夏あかりプロジェクトゼミ生、1～3年生有志学生）

　工学部　環境デザイン学科
　（4年生濱谷ゼミおよび有志学生）

　工学部　建築学科
　（4年生谷口ゼミおよび有志学生）

手稲区の夏の風物詩　第19回「ていね夏あかり」が開催される

＜藤女子大学＞
　人間生活学科
　（大垣ゼミ・船木ゼミおよび有志学生）

　保育学科
　（2年生有志学生）

 

平成22年7月23日（金）17：00から本学HITプラザ2
階で、「落語家　柳家　三三師匠」と「紙切り師　林家　二
楽師匠」をお招きし、本学人間社会学科主催による「HIT寄
席」が開催されました。
両師匠の演芸を楽しもうと、90名を超える本学学生・教

職員、一般の方などが詰めかけました。手稲区マスコット
キャラクターの｢ていぬ｣も1番前の席を陣取って、今かい
まかと開演を待っていました。
柳家　三三師匠の１席目で寄席が始まり、軽快な語り口

で会場を魅了しておりました。
続いて、林家　二楽師匠による紙切りが行われ、テンポ

の良い話術とはさみ裁きで、あっという間に作品を仕上げて
おりました。
中入りには、人間社会学科の学生から次回の同学科主催

イベント親子で楽しむ「HITシネマ／HITジャズ」について紹
介がありました。
中入り後、柳家　三三師匠の2席目が始まり、会場は笑

いの渦に包みこまれ、90分におよぶ「HIT寄席」は無事終了
しました。

人間社会学科主催　HIT寄席（講演会）が開催される

地域・産学連携

学内イベント
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平成 22年 8月21日 (土 )・22日 (日)浦安市運動公
園総合体育館および日本武道館を会場に開催された「第46
回和道会全国空手道競技大会」で、環境デザイン学科4年
　岩本衣美里さんが｢一般女子形個人の部｣で見事優勝し
ました。
また、同大会の大学団体組手でも3位となりました。

【大学団体組手出場者】
機械システム工学科 4年 八十嶋祥浩さん
機械システム工学科 4年 三浦将司さん
都市環境学科　 3年 長谷川壮さん
機械システム工学科 2年 飯田将史さん

空手道部の益々の活躍を期待しております。

岩本衣美里さんが和道会全国空手道競技大会で優勝

　

平成 22年 8月14日（土）・15日（日）に愛知県体育館
（名古屋）で開催された「和道会ワールドカップ2010　女
子形」で、日本代表選手として出場していた環境デザイン
学科 4年　岩本衣美里さんが、見事優勝しました。
この大会は、5年に一度、日本をはじめとする世界各

国の代表選手がトーナメント形式で各種目の頂点を目指
すものです。
今回、岩本さんは、1回戦にイングランドの選手、2回

戦にフランスの選手、3回戦は不戦勝、準決勝にスイス
の選手など強豪相手に勝利し、決勝へとコマを進めまし
た。決勝戦は、日本人同士の対決となり、5-0で勝利し
ました。
全試合を終えてみれば、すべて5-0の完全勝利。
和道会女子形において世界の頂点に立ちました。

日本代表選手　岩本衣美里さんが世界の頂点に！

平成 22年 8月7日（土）10:00から15:00ま
で、本学ＨＩＴプラザ1階（学生食堂）で小中学
生を対象とした「青少年のための科学の祭典（手
稲大会）」が開催されました。
この「青少年のための科学の祭典」は、科学

やものづくりに対する関心や興味を高め、創造
性を育む場や機会を提供することを目的に、Ｎ
ＰＯ法人「北海道科学活動ネットワーク」が主催
し、本学も協力したものです。
科学の工作・実験等を体験し、小さな子供は

もちろん、いっしょに来た保護者の方もたいへ
ん楽しんでいました。

出展ブースは23ブース、来客者は620 名と
大盛況で終了しました。
主催者の方 、々出展されたボランティアの
方 、々ほんとにお疲れ様でした。

「青少年のための科学の祭典」が開催される

地域・産学連携

建築学科　　 2年 大山祥朋さん
都市環境学科 2年 櫻岡壮太さん
医療福祉工学科 2年 川崎博生さん

学生の活躍

学生の活躍
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平成22年8月24（火）・25日(水)東北工業大学（仙台
市）を会場に第25回総合定期戦が開催されました。
総合定期戦は、両大学の建学の精神に基づき課外活動

を通して心身を錬磨し、両大学の親交を深め、技術の交換、
向上を図り、もって両大学の発展に寄与し、体育・文化の
高揚に努めることを目的に毎年開催しております。
今年度の総合成績の結果は、8勝5敗で北海道工業大

学の総合優勝となりました。　　

第25回総合定期戦が東北工業大学を会場に開催される

【各種目戦績】
　　　　種　　　目
サッカー　 
ラグビーフットボール（7人制）
ソフトテニス　 
硬式テニス　 
バスケットボール　 
剣道　　 
柔道　　 
アメリカンフットボール
バレーボール　 
ハンドボール　 
弓道　 
バドミントン　 
卓球　 

 

平成22年9月4日（土）　千歳市開基記念総合武道館
で行われた第22回北海道学生柔道体重別選手権大会に
おいて、女子70kg以下級で準優勝を果たし、平成22年10
月9日（土）に日本武道館で開催される第26回全日本学生
柔道体重別選手権大会に出場することとなりました。
本学柔道部女子としては、初めての快挙であり、今後の

活躍が期待されます。

女子70kg以下級　準優勝
医療福祉工学科1年　小山田広美さん

第22回北海道学生柔道体重別選手権大会で準優勝

大学総合

学生の活躍

　
戦　　　績
5対3

　　　　　　　25対0
1対4
4対1

　　　　　　  103対84
2勝2敗3分（代表戦による勝敗）

2勝3敗2分
不戦勝
 1対3
23対24
95対64
5対0
5対0

　
北海道工業大学

○
○

○
○

○

○
○
○

　
東北工業大学

○

○
○

○
○
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平成22年9月10日（金）メディアデザイン学科福田菜々
助教と同ゼミ生3名は、「ふるさと手稲歴史案内板」の設計・
デザインに伴う現地視察を行いました。
この「ふるさと手稲歴史案内板」の製作は、手稲区役所か

ら依頼を受けたもので、手稲郷土史研究会が案内板に掲載
する説明文を担当し、本学学生が案内板の設計・デザイン
を担当するものです。
今回の現地視察には、本学関係者のほか、手稲郷土史

研究会関係者3名、手稲区担当者2名が参加しました。
手稲コミュニティセンター会議室で手稲郷土史研究会　

副会長の茂内義雄氏から手稲区の歴史についての講義を受
けた後、手稲区内65カ所ある史跡のうち8カ所を視察しま
した。
意外な場所に史跡があり、参加した学生から「なんでー」

と驚きの声が上がりました。
手稲区役所会議室に場所を移し、視察の感想と今後のス

ケジュールについて確認を行い、現地視察を終了しました。
史跡に案内板が設置され、一人でも多くの方々に歴史あ

る手稲を知ってもらえる日が待ち遠しいですね。　

福田助教と同ゼミ生3名が手稲区内史跡8ヵ所を現地視察

 

平成22年9月11日(土 )　北海道大学第二体育館で
行われた「第43回北海道学生空手道選手権大会及び全国
大会予選団体戦」において、男子団体組手で見事優勝を果
たし、平成22年11月21日(日)　日本武道館 (東京 )で
開催される「全日本学生空手道選手権大会団体戦」に出場
することとなりました。
今後の活躍を期待しております。

【男子団体組手出場者】
機械システム工学科 4年 八十嶋祥浩さん
機械システム工学科 4年 三浦将司さん
都市環境学科　 3年 長谷川壮さん
機械システム工学科　 2年 飯田将史さん
建築学科　　 2年 大山祥朋さん

第43回北海道学生空手道選手権大会及び全国大会予選団体戦で優勝

都市環境学科　 2年 櫻岡壮太さん
医療福祉工学科　 2年 川崎博生さん
都市環境学科　 1年 半田真凡さん
都市環境学科　 1年 桃井了さん
医療福祉工学科　 1年 久志本丈裕さん

学生の活躍

地域・産学連携
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大学総合

 

平成22年9月18日（土）旭川、北見、帯広、釧路、函館、
青森、9月25日（土）本学（札幌）で父母懇談会を開催しま
した。
父母懇談会は、ご子女の学修、生活、就職・進路等につ

いて親しく懇談することを主な目的としています。
各会場合わせて、530組のご父母が出席されました。
ご父母の皆さまは特に学業成績をはじめ授業の出席状

況や就職・進路支援状況に関心を持たれていたようで、どの
ブースでも熱心に教職員に相談や質問をされるご父母の姿
が見られました。
また、懇談会終了後には懇親会を開催し、各会場あわせ

て522名のご父母が出席されました。

父母懇談会が開催される

 

平成22年9月24日(金)本学学長室において、学長賞
の表彰式が行われました。
学長賞は、学術的にすぐれた業績を挙げた者または団体

および課外活動で優秀な成果を収めた者または団体に対し
て表彰する制度です。
学長から学生4名と学生団体1クラブに対して表彰状お

よび副賞が授与されました。
受賞者の皆さんおめでとうございます。

学長賞の表彰式が行われる

【学長賞受賞者】

○工学部　情報デザイン学科　4年　桑野孝光　さん
　情報セキュリティスペシャリスト試験に合格

○創生工学部　情報フロンティア工学科　3年　安田雄揮さん
　エンベデッドシステムスペシャリスト試験に合格

○基礎スキー部
　・第37回全国学生岩岳スキー大会基礎スキーの部において
　　男子団体演技第1位および男子総合第6位
　・第28回北海道学生スキー技術選手権大会において
　　男子団体戦第1位

○建設工学専攻　博士課程　3年　湯川　崇さん
　平成21年度日本雪工学会学術奨励賞を受賞

○電気工学専攻　博士課程　2年　鈴木昭弘さん
　・FIT2009　第8回情報科学技術フォーラムにおいて
　　ヤングリサーチャー賞を受賞

　・社団法人　計測自動制御学会第10回システムインテグレーション部門講演会において
　　SI2009優秀講演賞を受賞

学生の活躍
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平成22年9月30日(木）秋晴れの下、本学体育館・サッ
カー場などを会場に本学体育祭実行委員会主催による第
43回体育祭を開催しました。
開会式には、約1,000名の学生が正面玄関前に集合。
今年の体育祭から、チーム対抗から学科対抗に実施形態

を変更し、バスケットボール、サッカー、ソフトボール、バレー
ボール、スポーツチャンバラ、玉入れ、綱引き、リレー、鬼ごっ
この9種目で競い合いました。
参加された選手の皆さん大変お疲れさまでした。
全競技終了後は、体育祭に参加した選手一同で交流会を

行い、互いに健闘を讃えながら楽しいひと時を過ごしており
ました。

第43回体育祭が開催される

クラブ活動報告
アーチェリー部 
●北海道学生アーチェリー第30回レディース杯 
　新人男子RC2位（情フ1年　松實侑紀）
　新人男子RC3位（医療1年　小川拓実）
　新人男子RC6位（電気1年　佐藤伸哉）
　旧人男子RC5位（機械1年　小 竜弥）
　旧人男子RC6位（医療1年　西原岳人）

空手道部
●和道会空手道ワールドカップ2010
　女子個人形優勝（環デ4年　岩本衣美里）

●第46回和道会全国空手道競技大会
　女子形個人優勝（環デ4年　岩本衣美里）
　男子組手個人5位（医療2年　川崎博生）
　大学団体組手3位（機械4年　八十嶋祥浩
　　機械4年　三浦将司、都市3年　長谷川壮
　　機械2年　飯田将史、建築2年　大山祥朋
　　都市2年　櫻岡壮太、医療2年　川崎博生）

●第43回北海道学生空手道選手権大会及び全国大会予選団体戦  
　男子団体組手優勝
　（機械4年 八十嶋祥浩、機械4年　三浦将司
　  都市3年 長谷川壮、 機械2年 飯田将史
　  建築2年 大山祥朋、 都市2年 櫻岡壮太
　  医療2年 川崎博生、 都市1年 半田真凡
　  都市1年 桃井　了、 医療1年 久志本丈裕）

硬式野球部
●札幌学生野球2部秋季リーグ戦
　2部2位

柔道部
●第22回北海道学生柔道体重別選手権大会
　女子70kg以下級準優勝（医療1年　小山田広美）

テコンドー同好会                                            
●北海道テコンドー選手権大会 
　バンタム級3位（電電4年　渡邊久則）

少林寺拳法部
●第31回少林寺拳法北海道大会
　組演武男子四段以上の部優良賞（建築4年　山内逸孟）、　組演
　武男子初段の部優秀賞（建築3年　野島良介）

●少林寺拳法第41回北海道学生大会
　自由組演武男子弐段以上の部優良賞（建築4年　山内逸孟）
　自由組演武男子初段の部優秀賞（建築3年　野島良介）
　規定組演武男子見習いの部最優秀賞（都市1年　笹本貴仁）
　規定単独演武男子見習いの部最優秀賞（都市1年　笹本貴仁）

ラグビーフットボール部
●北海道ラグビーフットボール選手権大会2010 
　Gブロック準優勝

ソフトテニス部
●第42回秋季北海道学生ソフトテニス大会
　2部3位

弓道部
●第57回全道学生弓道選手権大会
　団体戦優勝、個人戦5位（機械4年　瓢子翔磨）

卓球部
●第80回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）
　出場

美術部
●私大合同展2010
　出展

自動車部
●道学連第3戦　HIT Good Run Summer 2010
　現役クラス3位（機械4年　江尻稔晶）
　現役クラス7位（機械4年　清水聡志）
　現役クラス8位（機械2年　中村真一）

学生の活躍

大学総合


