
2014年4月
北海道科学大学へ。

機械工学科／情報工学科／電気電子工学科
建築学科／都市環境学科

看護学科／理学療法学科／義肢装具学科
臨床工学科／診療放射線学科

メディアデザイン学科／人間社会学科

● 工学部

● 保健医療学部

● 未来デザイン学部

2014年４月、「3学部12学科」へ。 いよいよこの春、北海道工業大学は

大きな進化に向かう節目を迎えます。

北海道工業大学がこれまで歩んできた歴史と、

これから目指す未来ビジョンをご紹介します。

これまでの歴史、
これからの未来。
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と、

11月16日、本学合同講義室において、寒地ヒューマン
サポートシステム研究所（ＨＳＳ研究所）主催、札幌市
教育委員会後援、日本機械学会北海道支部および北海
道ロボット教育推進協議会協賛によるＨＳＳ研究所開所
記念特別講演会を開催しました。ロボットクリエイター
の高橋智隆氏を講師に招き、テーマ「ロボット時代の創
造」と題し、ご自身が開発したロボットの紹介やＣＭ撮

影での秘話、ロボットと暮らす未来など、小型の人形コ
ミュニケーションロボットを交えながら講演が行われまし
た。小学生から高齢者の方まで、幅広い方々約170名が
参加され、会場には報道関係者も取材に来られていまし
た。講演終了後には積極的な質疑があり予定終了時間を
過ぎるほどでした。

明治末頃から北海道に自動車が移入され始めました。大正3年、道内にはわずか
数台が走るばかり。同7年、北海道大博覧会にタクシーが5台登場したことで、自
動車への関心が高まりました。自動車時代の到来を見越して、大正13年（1924
年）8月10日、伏木田隆作氏は「自動車運転技能教授所」を開設しました。これが
北海道工業大学を有する、学校法人 北海道尚志学園の起源です。

北海道工業大学の
“今”がわかる、旬の話題!

Check!

北
海
道
工
業
大
学
の
歩
み

1967年 1969年 1970年

時代は
高度経済成長期！

製造業が好調に!
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時代 ふりかえる

インフラの整備が
急ピッチで
進みました!

開 学

第一回入学式典 入学式後に行われた校舎落成披露式典 「北海道工業大学学報」創刊号 竣工した3階建ての体育館

「北海道工業大学学報」創刊 体育館竣工

寒地ヒューマンサポートシステム研究所開所記念特別講演を開催。HIT Release!HIT Release!

経営工学科に
最新コンピュータが導入（1969年）

大講堂で挙行された第1回卒業式
（1971年）

校歌（服部正作詩作曲、藤井義夫補作）の
ソノシート

全国大会に出場した空手道部
（1973年）

敷地内に
学生寮（1968年）と
学生食堂（1970年）が竣工

学生募集広告
（1967年3月1日付
「北海道新聞」）

HIT Release!HIT Release!

1924年「尚志学園ことはじめ」

1968年 工学部 
電気工学科
開設

1967年 工学部 
機械工学科・
経営工学科開設



11月28日、本学体育館HIT ARENAにおいて、避難所
参集訓練が行われました。この訓練は、平成25年3月に
手稲区連合町内会連絡協議会・手稲区・本学の3者間
で締結された「防災連携協定」に基づくもので、札幌市
の基幹避難所として指定された体育館を、地域住民の
方々に知っていただくとともに避難経路の確認と地域防
災力を向上させることを目的として手稲区が実施したもの

です。訓練当日は約300名の方が参加しました。HIT 
ARENAは、平成25年3月に札幌市の収容避難所の指
定を受け、同年4月には「札幌市避難場所基本計画」の
策定に伴い、大学としては初めて基幹避難所に指定され
ています。11月27日には、備蓄物資の第1弾として札幌
市から「190名分の毛布と寝袋」が搬入されました。

12月2日からの三日間、本学と教育・研究等に関する連携協定を締
結している東北工業大学からキャリアサポート課の伊藤まり子さんが
本学を訪れました。就職支援課での研修に参加したほか、本学事務
職員との意見交換が行われ、窓口対応の工夫や、職員研修などのア
イディアを情報交換し、有意義な時間となりました。11月には本学
総務課の職員が東北工大において同様の研修を行っています。

1972年 1980年 1986年
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ハイテク産業
中心の輸出増に！

タイムカプセルのプレート

新図書館竣工
（1986年）

手稲キャンパスに新造成された工大のグランド開き（1988年）

構内で行われた
安全運転実技講習会（1982年）

「HITタイムカプセル」
埋設作業（1987年）

工学部土木工学科・
建築工学科開設

寒地
総合技術センター開設

工学部
応用電子工学科開設

土木・建築工学科用校舎（３号館）が増築 構内道路と校舎の舗装が完成

学生ホール

センターの設置を報ずる新聞
（1980年7月28日付「北海道新聞」） 増築竣工した5号館

「道工大ニュースレター」創刊号

応用電子工学科棟（7号館）の竣工

1987年

開
学 

20
周
年
！

避難所参集訓練を実施。 東北工業大学との職員交流を行いました。

大学生のマイカー通学問題を
工大を例に特集した新聞記事
（1979年5月14日付「北海道新聞」）

HIT Release!HIT Release! HIT Release!HIT Release!

１９６０年の手稲キャンパス
（当時、北海道自動車学校手稲分教場）



10月19日、札幌市曙図書館において、本学医療福祉工学科の
山本八千代教授が講師となり、テーマ「ロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群）を知っていますか？」と題し、曙図書館との
合同講演会を開催しました。講演では「ロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群）」についての紹介とともに、ロコモ予防にも
なるストレッチ運動を体験していただきました。また、10月23
日・24日の二日間、手稲区民センターにおいて「北海道工業

大学市民公開講座～道工大、地域とともに歩む2013～」を本
学と手稲区民センター運営委員会の共催で開催しました。一日
目は、機械システム工学科の中村香恵子准教授による「映画で
学ぶ異文化」、二日目は、電気デジタルシステム工学科の矢神
雅規准教授による「原子力発電と放射能」というテーマで講座
を開催。二日間とも講演終了後に、質問や感想が述べられ、講
演テーマへの興味の高さがうかがえました。

1990年 1991年 1992年

高齢化率上昇、
高齢社会へ！
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大学院の開設

竣工した大学院棟（8号館） 大学院工学研究科修士課程第1回入学式

同窓会設立20周年記念祝賀会（1991年）

芦原ニセコ山荘の
新築工事地鎮祭（1991年）

工学研究科博士後期課程
第1回入学式（1992年）

1997年頃の
ニュースレター

大学院修士論文発表会
（1992年）

第２部室が竣工 増築された大学院棟（8号館）

第2部室竣工 大学院増設承認

曙図書館と手稲区民センターで公開講座を行いました。 三澤教授、登坂教授が各賞を受賞。
HIT Release!HIT Release! HIT Release!HIT Release!

手稲まつりで建築工学科が
「手稲駅北側再開発計画」を提案（1990年）

本学電気デジタルシステム工学科の三澤顕次教授が、電気保安に優れた
業績を上げた者に贈られる「澁澤賞」を受賞しました。澁澤賞は、民間で
唯一の電気保安関係表彰として各界から認められている権威ある賞で
す。また、機械システム工学科の登坂茂教授が、2013年度日本機械学会
北海道支部貢献賞を受賞しました。この賞は登坂教授が、第 52 期日本
機械学会北海道支部長として、支部の運営に携わったことなどから、北海
道支部の多大な功績を残したとして推薦され、受賞に至ったものです。



2001年 2007年 2008年

インターネット、
携帯・パソコンの
急速な広がり。
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IT時代に対応する
学科が登場

「ていね夏あかり」に参加

G棟は学生たちが行き交う自慢のスポット

「AED」を構内4カ所に設置（2007年）

HIT SAT（人工衛星）
打ち上げに成功（2006年）

道工大祭パンフレット（2007年）

2006年頃のニュースレター

工学部６学科から8学科に改組 G棟（講義棟）竣工

福
祉
生
体
工
学
科
を

医
療
福
祉
工
学
科
に
改
称

工学部8学科を4学部8学科に改組

環境デザイン学科
情報デザイン学科
福祉生体工学科
建築学科
社会基盤工学科
機械システム工学科
情報ネットワーク工学科
電気電子工学科

近代的な建築デザインとIT環境が整った講義棟

10月9日、手稲警察署主催による「全国地域安全
運動」出動式がJR手稲駅自由通路「あいくる」で
行われました。本学メディアデザイン学科2年の
上ヶ嶋由季さんが一日警察官に任命され、全国地
域安全運動に伴い募集したポスター・標語の受賞

作品を紹介したほか、積極的な自主防犯活動を推
進し、安全で安心な街づくりを実現することを宣言
しました。また手稲警察署長、手稲区長をはじめと
した防犯パトロール隊のみなさんと、地域安全啓
発グッズを配布しました。

いきいきと学生生活を
送る道工大生の活躍をレポート！

Campus ReportCampus Report
!

本学学生が一日警察官に任命され、
地域安全宣言を行いました。

Campus ReportCampus Report

［創生工学部］
機械システム工学科
情報フロンティア工学科
電気デジタルシステム工学科　

［空間創造学部］
建築学科
都市環境学科　

［未来デザイン学部］
メディアデザイン学科
人間社会学科

［医療工学部］
医療福祉工学科



2012年

工業・医療・社会
科学を包括した

サイエンスの時代へ
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HIT ARENA 竣工 医療工学部 義肢装具学科開設

道内大学最大級のメインアリーナ 観戦可能なラウンジ 本格的なフィットネスマシン導入 義肢装具学科の実習風景

本学学生が各賞を受賞しました。
本学メディアデザイン学科の学生6名が、手稲区から依頼を受け手稲区を
紹介する冊子「ヒミツのteine」の第2号「2013 WINTER VERSION」
の作成に協力し、12月に発行されました。3月に発行された第1号に続く
もので、第1号と同様に手稲区の情報を学生ならではの視点で紹介してお
り、本学のメディアスタジオで写真撮影も行いました。「ヒミツのteine 
2013 WINTER VERSION」は、手稲区役所や手稲区内の施設などで
配布されました。

手稲区の情報誌「ヒミツのteine」第2号が完成！
Campus ReportCampus Report Campus ReportCampus Report

大学の体育館では珍しい
高さ13mのクライミングウォール

新体育館「HIT ARENA」
落成記念行事として
トップアスリートが来場し、
ジュニアスポーツクリニックを開催（2012年）

第46回道工大祭を開催（2013年）

新校舎建設開始
（2013年）

旧体育館の取り壊し工事（2013年）

10月3日、札幌市主催の「さっぽろ学生ITアイデアコンテスト
2013」で、本学メディアデザイン学科3年の渡部大樹さんのア
イディアが、優秀賞を獲得しました。コンテストは北海道の学
生を対象にITを活用した製品のアイデアを募集したものです。
11月8日、「第38回北の住まい住宅設計コンペ」で、本学
大学院建築工学専攻2年の狩原拓巳さんと、同1年の高
田圭太さんの作品が、最優秀賞を受賞しました。

2月6日、「札幌オールカマースポーツ倶楽部ロゴマーク・
エンブレムデザインコンペ」で、メディアデザイン学科3年
の三島諒子さんがロゴマーク部門最優秀賞を、工藤ゼミ
ナールの皆さんがエンブレム部門最優秀賞を受賞しまし
た。札幌オールカマースポーツ倶楽部は、地域住民ととも
に子供から熟年世代まで、各種スポーツに親しむこと等
を目的に設立された団体です。
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12月26日、本学体育館HIT ARENA、HITプラザを会場として「第1回未来デザイン学部合
同イベント」を行いました。このイベントは、未来デザイン学部の2学科（人間社会学科、メ
ディアデザイン学科）の学生同士の交流を促進することを目的に、学部の全学年を対象に開
催されました。人間社会学科主催によるトークイベントを皮切りに、メディアデザイン学科主
催によるゲームイベント、プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」の選手を招いたトー
クショー、スポーツ交流会を実施。会場をHITプラザへ移動して懇親会が行われました。大
変充実した内容に、学生、教員ともに大いに盛り上がりました。

自動車時代の到来を見据えて学校を設立した創設者
のDNAを受け継ぎながら、いつも時代を見つめ、社
会のニーズに応えてきた北海道工業大学。

ますます世界が複雑化、細分化するなかで、世界に
起こるさまざまな問題を解決するためには、さらに大
きな視野が必要になってきました。人の暮らしを支え
る工業、医療、社会科学、そのすべてを「科学＝サイ
エンス」として捉え「実学主義」を推進します。

『北海道科学大学』は実学系総合大学として、いっそ
う社会のニーズに応える人材輩出に努めていきます。

第1回「未来デザイン学部合同イベント」を開催。
12月5日、本学G203教室において、メディアデザイン学科の特別講演会、テーマ「幕別町に
おける公共交通の現状と課題」と題して、幕別町企画室企画情報担当副主幹の岡田直之さん
を講師として招き、講演会を開催しました。この講演会は、今年6月に幕別町と本学とで締結
した連携協定に基づくもので、前半は幕別町で運行を開始したばかりのコミュニティバスを中
心に公共交通の現状について講演いただき、後半は学生同士による意見交換を行い、まとまっ
たアイデアを岡田さんへ提案しました。講師の岡田さんは、本学の土木工学科を1986年に卒
業し、空手道部の主将としても活躍された方です。

Campus ReportCampus Report Campus ReportCampus Report

幕別町から講師を招き、メディアデザイン学科特別講演会を開催。

2014年4月、
北海道工業大学は
「北海道科学大学」へ！2014年2月 保健医療学部棟完成

2014年4月

北海道科学大学〈学部学科再編〉

2014年5月
北海道薬科大学
共用棟完成（予定）

2014年10月
北海道薬科大学
新棟完成（予定）

2015年4月

北海道科学大学短期大学部移転
北海道薬科大学移転

2017年
北海道科学大学
創立50周年

2024年
学校法人北海道科学大学
創立100周年

学園創立90周年

● 未来デザイン学部
メディアデザイン学科
人間社会学科

● 工学部
機械工学科
情報工学科
電気電子工学科
建築学科
都市環境学科

● 保健医療学部
看護学科
理学療法学科
義肢装具学科
臨床工学科
診療放射線学科

● 短期大学部
自動車工業科

北海道自動車短期大学が
「北海道科学大学短期大学部」に
名称変更

タイムカプセル開封！



※本文中の所属学部・学科名称は平成26年２月現在のものです。

● HIT EVENT INFORMATION

06  june

AO入試［前期］エントリー説明会
体育祭
オープンキャンパス

15
21
28

□日
□土
□土

□火
□土

03  march

一般入試［後期］
学位記授与式、卒業祝賀会
第4回オープンキャンパス

09
18
29

□日

4/1 TUE

４月から、法人名を「学校法人北海道科学大学」。
北海道工業大学を「北海道科学大学」、北海道自動車短期大学を
「北海道科学大学短期大学部」として新たにスタートします。

学校法人北海道科学大学発足記念式典
および祝賀会兼合同歓送迎会

05  may

開学記念日（7日 振替休日）
ミニオ－プンキャンパス

10
25
□土
□日

04  april

入学式
前期始講

03
09
□木
□水
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HP: www.hit.ac.jp
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● 会場 ： ロイトン札幌

16：00～19：00

企画編集・発行： 北海道工業大学 入試広報課

ヒューマニティ、コミュニケーション能力、問題発見解決能力、マネジメント
能力といった基盤能力を基に、専門性を身につけている人材が社会に
必要です。単なる「Professional」だけではなく、後付けの「Professional+」
でもない、基盤能力を前提とする「+Professional」を育成すること。すべて
の設置校に共通する、わたしたちのスローガンです。

部活動の
大会出場記録

［基礎スキー部］ 
●2014年小樽スキー技術選手権大会 兼 
　北海道スキー技術選手権大会小樽地区予選会（1月5日）
　女子第6位　中島 咲絵さん（人間社会学科）

［硬式テニス部］ 
●平成25年度北海道学生選抜室内テニス選手権大会（12月10日～13日） 
　男子シングルス準優勝　中田 慶吾さん（建築学科）

［卓球部］ 
●第80回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）
　北海道予選（9月1日・2日）
　男子シングルス第1位　沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　男子ダブルス第2位　　沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　　　　　　　　　　　中島 亮介さん（建築学科）
●平成25年度秋季全道学生卓球選手権大会（11月9日・10日）
　団体戦1部リーグ5位
　秋季全道ランキング男子シングルス第1位　沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　秋季全道ランキング男子シングルス第4位　中島 亮介さん（建築学科）
　秋季全道ランキング男子ダブルス第4位　　沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  中島 亮介さん（建築学科）
●第80回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）（11月13日～16日）
　ダブルス出場      中島 亮介さん（建築学科）
　　　　　　　 　沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　シングルス出場   沼 亮太朗さん（メディアデザイン学科）
　　　　　　　　  木村 亘宏さん（情報フロンティア工学科）
●平成25年度全道新人学生卓球大会 兼 中田杯争奪納会試合（12月7日・8日）
　男子団体第1位　北海道工業大学A
　男子ダブルス第1位　　木村 亘宏さん（情報フロンティア工学科）
　　　　　　　　　 　　森田 匡則さん（メディアデザイン学科）
　男子シングルス第1位　 木村 亘宏さん（情報フロンティア工学科）

［バドミントン部］ 
●第60回北海道学生バドミントン会長杯争奪戦選手権大会（11月7日～10日）
　男子シングルスB第4位　　立島 裕幸さん（電気デジタルシステム工学科）
　男子シングルスBベスト8　 吉田 卓也さん（メディアデザイン学科）
　男子ダブルスBベスト8　　 坂東 和樹さん（都市環境学科）
　　　　　　　　　　　　　塚原 康平さん（都市環境学科）

［バレーボール部］ 
●平成25年度第40回原崎杯北海道大学
　男・女バレーボールリーグ秋季大会（10月18日～20日）
　3部リーグ1位
●平成25年度第30回北海道大学
　男・女バレーボールリーグ道央地区大会（11月22日～24日）
　1部3位　北海道工業大学Aチーム
　3部3位　北海道工業大学Bチーム

［少林寺拳法部］ 
●第54回札幌市民体育大会・第24回少林寺拳法大会（10月13日）
　高校・大学有段の部 自由組演武第4位（敢闘賞）
　　高井 翔吾さん（電気デジタルシステム工学科）
●少林寺拳法第42回北海道学生新人大会（12月8日）
　自由単独演武弐段以上の部第5位　
　　高井 翔吾さん（電気デジタルシステム工学科）

［アイスホッケー部］ 
●第11回北海道学生アイスホッケーリーグ 兼 
　第86回インカレ北海道予選大会（10月19日～26日）
　2部リーグ3位

［リュージュ部］ 
●第13回京田食品杯リュージュ競技大会（1月19日）
　第4位　湯浅 貴文さん（機械システム工学科）
　第6位　棚瀬 蓮麻さん（機械システム工学科）
●第38回読売新聞社杯リュージュ競技大会（1月19日）
　第5位　湯浅 貴文さん（機械システム工学科）
●第39回ヤクルト杯札幌リュージュ競技大会（1月25日）
　第2位　髙橋 稜平さん（機械システム工学科）
　第5位　竹田 賢司さん（機械システム工学科）
　第6位　土肥 洋之さん（機械システム工学科）
●第54回札幌市民体育大会リュージュ競技大会（2月2日）
　第1位　湯浅 貴文さん（機械システム工学科）
　第4位　玉置 雄一さん（機械システム工学科）

［弓道部］ 
●第59回全道学生弓道争覇戦 男子I・IV部戦（10月12日・13日）
　男子I部リーグ団体戦3位
　男子I部リーグ団体戦皆中賞　石黒 芳樹さん（機械システム工学科）
●第59回全道学生弓道争覇戦（女子の部）（10月19日・20日）
　II部残留

［ライフル射撃部］ 
●2013年度夏季北海道学生ライフル射撃選手権大会（8月30日～9月1日）
　10mAR競技団体第2位
　10mARS60M第1位　瀧澤 俊介さん（建築学科）
●文部科学大臣賞争奪 
　第60回全日本学生ライフル射撃選手権大会（10月17日～20日）
　10mARS60M出場　瀧澤 俊介さん（建築学科）
●2013年度幹事長杯争奪新人戦・引退戦・最終戦（11月9日・10日）
　10mAR3×20（引退戦）第1位　 瀧澤 俊介さん（建築学科）
　10mARK20（引退戦）第1位　　瀧澤 俊介さん（建築学科）
　10mARS60M Final（引退戦）第4位　瀧澤 俊介さん（建築学科）

［ダンス同好会］ 
●第44回創作舞踊発表会 出演（10月12日）

［サニーフィールズジャズオーケストラ］ 
●Sunny Fields Jazz Orchestra 第45回定期演奏会 主催・演奏（11月22日）

［美術部］ 
●第2回道工大美術部展 主催・出展（12月17日～23日）

［茶道部］ 
●札幌第二青年部・学校茶道合同茶会 参加（10月13日）

［自動車部］ 
●Red Bull KART FIGHT JAPAN FINAL 出場（10月13日・14日）

［ロボット製作部］ 
●NEDO講座 レスキューロボット試験評価会 in IRS 出場（11月24日）

［サッカー部］ 
●平成25年度 第32回北海道学生サッカーリーグ（7月15日～10月14日）
　3部リーグEAST第6位

［アーチェリー部］ 
●2013年度北海道学生アーチェリー第33回レディース杯（6月30日）
　男子RC旧人優勝　　増田 涼さん（電気デジタルシステム工学科）
●2013年度第44回北海道学生アーチェリー個人選手権大会（8月17日・18日）
　CP男子第2位　　　 松實 侑紀さん（情報フロンティア工学科）
　RC男子第7位　　　 赤井 寿徳さん（医療福祉工学科）
●2013年度モーモー杯（9月18日）
　CP男子30m第1位　 酒井 駿さん（建築学科）
●2013年度第45回北海道学生アーチェリー新人選手権大会（10月13日）
　RC男子第3位 　増田 涼さん（電気デジタルシステム工学科）
●2013年度第37回北海道学生アーチェリー秋季インドア大会（12月15日）
　CP男子優勝　　松實 侑紀さん（情報フロンティア工学科）
　CP男子第3位　 酒井 駿さん（建築学科）
　CP男子距離賞　松實 侑紀さん（情報フロンティア工学科）
　RC男子第4位　 増田 涼さん（電気デジタルシステム工学科）

［空手道部］
●第44回北海道学生空手道選手権大会新人戦（10月26日）
　男子個人組手の部ベスト8　齋藤 省悟さん（医療福祉工学科）
　男子個人組手の部ベスト8　寿崎 凱人さん（医療福祉工学科）
●第47回和道会北海道空手道競技大会（11月3日）
　一般男子組手団体戦準優勝
　一般・高校男子個人形優勝　　小林 宥斗さん（人間社会学科）
　一般・高校男子個人形準優勝　佐々木 悠太さん（人間社会学科）
　一般男子個人組手ベスト8　　 寿崎 凱人さん（医療福祉工学科）
　一般男子個人組手ベスト8　　 小林 宥斗さん（人間社会学科）
●第57回全日本大学空手道選手権大会（11月17日）
　男子組手団体戦 出場

● HIT SCHEDULE CALENDAR 2014

※一部抜粋

発足記念祝賀会並びに
法人合同歓送迎会第2部

発足記念式典第１部
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