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No.

本誌の愛称「KUON～久遠（くおん）～」は、北海道大学恵　寮歌「都ぞ弥生」の“さやめく甍に久遠の光～”という一節から
名づけました。「無限の時間、永遠」を意味する言葉です。工学部校舎の北西には、「都ぞ弥生」の歌碑が残されています。 
本誌は、高校生の皆さんに少しでも北大工学部を知って欲しい! という想いから、現役の北大生の学生編集委員が中心
となって取材・執筆をしています。 

けいてき いらか くおん 

今、理系が熱い！ 
北大工学部に進学した5つの理由 
多様な分野を学びながら、 
広い分野への進路をゆっくり・じっくり探せる！ 

特 集 

1

情報エレクトロニクス学科卒 
大学院情報科学研究科修士課程1年 
ナノエレクトロニクス研究室 
畠山 智行さん（北海道出身） 

環境社会工学科2年 
田中 甫幸さん（茨城県出身） 

理由 

取材協力 
環境社会工学科 
角 幸博先生 建築史意匠学研究室 

歴史や文
化の 

研究をし
ている 

研究室も
あります！

 

　この研究室では、日本建築の歴史と創造との関わりを意識し
ながら、建築創造の過程や創造に関わる組織や人、歴史的建造物
の保存活用手法・技術などの研究、調査活動をしています。理系
と文系を融合した研究分野ですが、文系的要素が強いです。 
　建築は、建物の構造のみならず、歴史や芸術（彫刻や絵画など）
についても調査が必要で、総合的な知識が求められます。 

どうしてこの研究を 
しているのですか？ 
　もともと理系＋文系のことが研究したかった。
古い建物の資料が捨てられていたのをもった
いないと貰って整理しているうちに、さらに詳し
く自分で調べたくなったことが、今の研究のベー
スです。人生の中で出会う何が進路を決めるきっ
かけになるかわからないものですよ。 

建築史とはどんな学問ですか？ 
　建築史は明治頃から存在する歴史の一分
野で、私は工学の目線から建物の貴重さを証
明するために、学生とともに北海道を始め日本
各地や海外に残る建物の保護や改築のため
に構造や歴史的背景などを調査しています。フィー
ルドワークが多いため体力勝負です！ 

▲北大キャンパスに残る 
歴史的建造物・古河記念講堂 

▲サハリンで実測 
する学生たち 

卒業後の 
進路を選ぶ 

研究室を選ぶ 

コースを選ぶ 
　機械系・航空系の工学を
学びたかったので高校では
理系クラス、そして他の大学

を目指していました。ですが、次第に“水の環境”
に関する研究に興味が沸いてきて、その分野で研
究レベルが高いと聞いた北大工学部への進学を
選びました。入試直前でしたが、やりたいことを高
いレベルで学べる大学をじっくり・しっかり調べたこ

とは功を奏しましたね。 
　大学入学後は、北海道東部の湿原の水環境を
学ぼうと自転車旅行をしました。北海道だからでき
ることです！ 地域の人とふれ合いながら実際に見
て・感じることを通じて、自分の考え方や進路を見
直しました。北大工学部では入学後にコースが決
められるのですが、その時に、学ぶことや研究の方
向性を改めて考えてみる学生は少なくありませんよ。 

　北大工学部を受験した理由は、漠然
とですが、金属に関わる研究をしてみ
たかったからです。 
　応用理工系学科では、入学してから
専門分野で分けられた応用物理工学・
応用化学・応用マテリアルの3コースか
ら１つを選択します。僕が選んだのは応
用マテリアルコース。このコースには、
金属の腐食を調べる研究室や放射線
照射に強い材料を開発する研究室、金
属の凝固過程をコンピュータシミュレーショ

ンする研究室などがあり、そこで行
われている研究はどれもが独創性に
富み、かつ最先端です。金属に関わる色々
な専門知識を学ぶにつれ、金属材料を
作る研究がしたくなり、材料の組織を制
御して新たな材料を作成する組織制
御学研究室への配属を希望しました。 
　各学科やコースには色々な研究室
があるので、きっとどこかで皆さんが興
味を持っていることを研究しているはず
です。 

　北大工学部では、基礎を重視し幅広く学ぶことが重要と考
え、４学科16コースからなる教育体制を導入しています。科
学技術の開拓を通じて社会に貢献できる人材の育成を目指し、
教養を学ぶと共に、さまざまな工学分野で通用する基礎の上
に立って次第に専門性を高めながら卒業研究やその先の大
学院課程へと展開していく組み立てになっています。 

幅広い工学の基礎から、それぞれの専門へ 
－ 4学科16コース体制 

詳しく教えて！　建築史意匠学研究室の活動 

取材[学生編集委員] 
応用理工系学科3年 
細田 真梨子 

もっと詳しく知りたい方は、建築史意匠学研究室のホームページを見てね！ 
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/rekishi/topj.html

▲電子顕微鏡でナノサイズの 
材料を観察 

　小さなころか
ら壊れたラジオを
分解して中を覗
いたり、近所の
電気店に通ったりと電子機器に強い興味があ
り、現在の情報エレクトロニクス学科に進学す
るのに、あまり悩みはありませんでした。 

 高校時代から一人暮らしをしていたこともあり、
これ以上は親に経済的負担をかけられないと
考え、学部卒業で就職するつもりでいました。もっ
と広い知識を手に入れたい、と考えるようになっ
たのは4年に進級してから。卒業研究のテーマ
が電子関係だけでなく物質の性質が絡んだ内
容で、これが大変面白く、奨学金制度を利用し
て大学院修士課程へ進学することにしました。 
　将来は広い分野に渡る仕事をしたいと考え
ているのですが、就職するか大学院博士後期
課程に進学するか、現在悩んでいるところです。 

1札幌や函館の歴史的な建築物や著名な建築家によって設計された建築物の平面図
や写真などをまとめ、出版しています。また、札幌市内の歴史的建築物とその場所を
分かりやすくまとめたマップなども作り、より多くの地域の人々に知ってもらう試
みも行っています。このように、建築物の価値評価をすることは、その建築物を保存
するために必要なことです。 

2学生は、先生とともに数多くの調査をしています。北海道や日本各地、時には海外へ
も調査に行きます。最近では、ロシアの南サハリンに残る日本領土時代の歴史的な

建築物の文化的価値評価をするための実測調査
や現況調査を行っています（写真：上）。 

3北大キャンパスにある古河記念講堂の屋根の葺き替えや色を塗りな
おす際には、学生が古い文献を調べて当時の葺き方や色を再現しまし
た（写真：下）。 

4重要文化財に指定されている函館の遺愛女子高等学校本館の実測調
査は、学生が行いました。 

5札幌市内や北海道内の文化財建造物の今後の保存方針検討のための
基礎的調査も多いです。 

ふ 

ふ 

応用理工系学科卒 
大学院工学研究科修士課程1年 
組織制御学研究室 
小嶋 桂介さん（北海道出身） 

学部1年 
工学部に入学 
各学科で教養や 
基礎を学習 

学部2年 
後期からコースに分属 
さらに専門的な分野へ 

学部3年 

学部4年 

就職 他 

約20％ 
就職 他 

研究室に配属 
より深い研究へ 

大学院［修士課程］進学 

約80％ 
大学院［　 　］ 

進学 

博士後期 
課　　程 

応用理工系学科 機械知能工学科 

情報エレクトロニクス学科 

応用理工系学科 

情報エレクトロニクス学科 

機械知能工学科 

環境社会工学科 

環境社会工学科 

●応用物理工学コース 
●応用化学コース 
●応用マテリアル工学コース 

●情報工学コース 
●コンピュータサイエンスコース 
●電子情報コース 
●生体情報コース 
●メディアネットワークコース 
●システム情報コース 

●機械情報コース 
●機械システムコース 

●シビルエンジニアリングコース 
●国土政策学コース 
●建築都市コース 
●衛生環境工学コース 
●資源循環システムコース 

入学 

その数は 
100以上！ 



理科基礎★ 

主題別科目 
総合科目 
一般教育演習 
共通科目 
外国語科目 
外国語演習 

理科総合★ 
物　　理★ 
化　　学 
生　　物 
地　　学 

高校で学ぶ科目 

北大で学ぶ科目 
（全学教育科目） 

研究領域（研究室） 

北大工学部環境社会工学科で 
学べる専門教育科目 

応用理工系学科で学べる科目 

情報エレクトロニクス学科で学べる科目 

機械知能工学科で学べる科目 

芸　　術 

計画・設計 

計画設計論 

近代建築都市史 

建築史通論 

地理歴史 

情　  　報 

数　  　学 

理　  　科 
国　　語 

教養科目 

（数学）（理科） 
（実験系） 

基礎科目 

外 国 語  

公　　民 

建築計画 
建築材料 

基礎図形科学 
構造力学 

建築調査解析 

建築都市学 
都市計画 

建築序説 
住居計画 

環境社会工学 

応用数学 
応用図形科学 

建築算法 
コンピューティング 

建築都市法規 

保健体育 

家　　庭 

高校で学ぶことそれぞれに意
味があり、この図で線の繋が
っていない科目で学んだこと
を活用する機会もあります。 

建築史意匠学研究室 

［学生編集委員］ 
情報エレクトロニクス学科卒 

大学院情報科学研究科修士課程１年 
情報プロセス学研究室 

日詰 洋平 

［学生編集委員］ 
情報エレクトロニクス学科卒 

大学院情報科学研究科修士課程１年 
情報プロセス学研究室 

日詰 洋平 

★は、特につながりの深い科目です。 

水理学 

建築生産 

都市環境計画 

建築施工 

寒地工学 

コミュニティデザイン 

土の力学 
環境工学 

パブリックデザイン論 

科学技術英語 

応用地質学 

※全科目の一部を掲載 

国際プロジェクト論 

地球科学 

測量学 

都市交通システム計画論 

火薬及び爆破工学 

環境フィールド学 

建築環境計画 

地震工学 

防災計画論 熱工学 

都市エネルギーシステム工学 

環境社会工学入門 

コンストラクションマネジメント 

システム工学 

エネルギー工学 

都市学 

機械工学 

現代物理学 
生物工学 

生体工学 

現代化学 

材料工学 

★は、特につながりの深い科目です。 

は、学部共通科目。 
は、学科共通科目。 

それ以外は、コース専門科目。 

身
近
な
疑
問
を
工
学
か
ら
見
て
み
よ
う
！ 

応用理工系学科３年 
山形 享子さん（北海道出身） 

みんなにきれいになってもらいたい！ 
目標は、化粧品の研究員 環境に関するエンジニアになりたい 

北大工学部に進学した先輩たち計457名に聞いてみました！  
（学部1年生から大学院博士後期課程3年生まで） 

機械知能工学科３年 
田尻 研介さん（神奈川県出身） 

「
ポ
プ
ラ
並
木
」
は 
 

な
ぜ
根
元
か
ら
折
れ
た
！？
 

曲げる力 

曲げる力 

合計 

風の力 

反力 

2
理由 

憧れの職業に近づける！ 3
理由 

海外で活躍できる技術力や 
語学力を身につけられる！ 5

理由 

専門知識が得られる！ 4
理由 

“人を感動させること”を生み出す 
 陽気な理系人でありたい 

大学院情報科学研究科 
情報メディア環境学研究室 
山本 強先生（北海道出身） 

s移動する対象物もブ
レなく記録するために
研究室の大学院生と一
緒に開発した、プログ
レッシブ（1回の画面
表示を1回の走査で行
う）記録型全周動画像
カメラシステム 

▲全周360度を動画として記録・伝
送する全周動画像システムPanoVi

　平成16年に上陸した台風18号による暴風は、
道内観測史上初の最大瞬間風速50.2mに達し、小・
中・高校でも臨時休校の事態！！ 北大の「ポプラ並
木」を根元からなぎ倒しました！ 
　では、なぜ「ポプラ並木」は、木の上方ではなく
根元から折れたのでしょうか！？ 
　この現象を工学の目線で眺めてみましょう。風
の力で木が押されると、根元には木が動かないよう、
支える力（反力）が発生します。風の力は木の側
面全体にかかり、その力を足し合わせると、木の根
元に最も大きな曲げる力がかかります。風が強く
なるとこの力が徐々に大きくなり、根元が支えられ
る限界を超えてぽっきりと折れてしまったという訳
です。工学部では、この現象を「材料力学」など
の授業で勉強できるんですよ。 

tカメラが大好きな機械知
能工学科の成田吉弘先生（写
真）と佐々木一彰先生にア
ドバイスをもらいました！ 

　女性なら誰でも「きれいになりたい」という願望を
持っているのではないでしょうか？私は以前、何を
試してもまったく効果がなかったにきびやアトピー
を、ある化粧品で治した経験があります。この経験が
「化粧品を作りたい」という強い思いに繋が
っています。「世の中の女性、みんなにきれいになっ
てもらいたい！」と化粧品の研究員を目指し、応用化
学が学べる工学部に入りました。 
　でも、夢への道のりは楽ではありません！ 実
は、私は理系の教科があまり得意ではないのです。特
に数学。高校の時はそれほど苦手ではなかったので
すが、大学に入ってからは量も多く、理解するのも大
変です。また、物理を高校時代にまったく勉強してい
なかったことにも苦労しました。しかし、私は高校の
頃から生物が好きだったので、大学に入ってからの
生物の講義はとても楽しく学べました。好きな科目
は高校時代にとことん極めて、苦手な科目は高校
時代に少しでも学んでおくと大学で楽になりますよ！ 

●　●　● 

　大学の勉強ですが、２年次の後期から始まった応
用化学コースの実験では内容が専門的になり、レポ
ートなどの作業が増えます。また、後期の授業はほと
んどが専門科目で毎時間演習があり、
全く気を抜けない授業になり
ます。ほぼ初めて見聞き
することばかりでレポー
トは２週間に１本！ 睡眠時
間が短くなることもしばしばで
す。しかし、３年次になって慣れて
くると「今、何をやっているのか」が、
だんだん分かってきました。 
　そんなハードな日々を乗り越える
私の気晴らし方法は、音楽を聴
くこと。受験勉強をする時には好きな
曲を聴いて一緒に歌いながら数学を解
いていました。「♪ここで微分して～♪」

というふうに！ また、昔からの趣味だったお菓子作
りも、気晴らしのひとつです。 

●　●　● 

　楽しく充実した大学生活を送る今の私があるのは、
受験の時に心の支えとなった高校２・３年生の時の
担任の先生と父の存在があります。先生は悩んで志
望校のランクを下げようかと相談した時に、私のや
りたいことをしっかりと引き出してくれ、「化粧品の
研究がやりたい」と相談した私に「やりたいこと
があるなら挑戦してみても良いのでは？」と
おっしゃってくれました。 
　そして父は、進路についてあまり家族に相談せず、
受験大学も自分で全て決めてしまってから家族に打
ち明けるくらいの私を信じ、「やりたいようにやりな
さい」と言ってくれました。何も聞かずに、でも私が
頼りたい時には相談にのってくれるやさしさが嬉し
かったです。いくら感謝しても足りません。 

取材［学生編集委員］青井 標野 

環境社会工学科２年 
青井 標野さん（北海道出身） 

きっかけは、小さな問題意識から 

▲建築都市コースで学ぶ先輩達が作った模型 

▲大学3年前期の実験で作った衛星のペー
パークラフト。僕の学科では、こんな面白い
実験があります。 

▲入試に際して、先生の協力のもとに作った自己分
析ノート。興味のある工学分野について調べたこと
や自分の考えを書き留めていました。 

▲先輩が実験しているところを見学 

　親が農業を営んでいたこともあり、自然にふれる
機会が多かった子どもの頃は、顕微鏡や望遠鏡、ラジ
オ製作にのめり込み、両親に頼んで買ってもらった
顕微鏡で植物の気孔などをよく観察しました。その
時の思い出は、今でも鮮明に覚えています。そのため
迷うことなく理系を選び、そして工学部電子工学科（現
在の情報エレクトロニクス学科）へと進学しました。 

●　●　● 

　私が一番やりたいことは、“人を感動させ
ること”。感動
させるための
研究内容のひ
とつに「網羅的
データベース
の作成」があり
ます。例えば、
写真撮影機能
が付いた携帯
電話を持って
いる人が1ヶ月
に1枚写真を撮
ったとすると、
日本全国では

膨大な量になるでしょう。しかしながら撮影された
データは溜まるだけで活用はされないことがほとん
どです。もし、この写真に撮影時間と場所を記録し、
まとめ上げたデータベースが完成したらどうなるで
しょうか。「北海道大学で2007年9月に撮影した写真」
とすれば検索でき、収集することができるのです。
撮影されるだけで利用されていなかったデ
ータが意味を持つデータになるのです。 
　しばしば人から「突拍子もないことをする」と言わ

れます。せっかくの成果を世に出さず自己満足して
いるだけでは意味がありませんから。自分の結果を
公開して人をあっと驚かせる陽気な理系人であり
たいですね。 

●　●　● 

　私は、工学は科学で探求された真理に基づいて“も
の”を作ることを目的とする学問と考えています。
高校生の皆さんにとって三角関数は単なる記号でし
かありませんが、私たちにとっては物理現象を紐解
くために必要な道具（真理）なのです。勉強内容と
その用途（実際にやる事）のとの関連が分かってくる
とやる気も出ますし、理解も深まります。 
　現代の子どもたちには、自然とふれ合うような“原
体験”が無くなっているのではないでしょうか。顕
微鏡遊びやラジオ作りが受験に出てくるわけではあ
りません。“本当は大切なこと”が受験に必要な
い(関係ない)ということで切り捨てられてしまって
います。そのせいか、目的なく工学部に来た学生が多
数いるように見受けます。入学する前に目的が見つ
からなかった人も、北大工学部に入学してから“本当
は大切なこと”を通じて探してみては？ 

取材［学生編集委員］秋山 征太郎 

▼私の１年次後期の講義スケジュール 

月曜日 
中国語Ⅱ 
線形代数学Ⅱ 
ー（英語） 
ー 
★スクリーンの奥の中国 

火曜日 
★イタリアの都市と芸術 
ー（英語） 
ー 

自然科学実験 

水曜日 
ー 
中国語Ⅱ 
微分積分学Ⅱ 
基礎物理学Ⅱ 
ー 

木曜日 
★食の健康学 
ー 
体育 
ー 
ー 

金曜日 
ー 
基礎化学Ⅱ 
基礎図形科学 
ー 
★大学と社会 

 
1時間目 
2時間目 
3時間目 
4時間目 
5時間目 

■は教養科目と基礎科目で★印が付いたものは選択科目です。■は、工学部の専門教育科目です。 

　文系・理系のどちらの科目にも面白さを感じてい
た高校時代。理系クラスを選択してから、「ものづく
りは面白そう」「理論よりも結果」という理由から
工学に興味を持ちました。中でも建築デザイン誌や
住宅情報誌などに載っている家の間取りを見るのが
好きで、次第に建築を研究したいと思い始めました。 
　受験勉強は、高校2年生の時から本格的にスタート
させました。当初は勉強すればするほど成績も上が
っていったので特に辛くはありませんでしたが、高
校3年生の時にスランプに陥り悩みました。そこで
励みになったのは、高校の先生や友達、家族の気遣い。
「落ち込んでいるようだけれど、大丈夫!?」という一
声や受験に臨む者同士での励まし合いがあったか
らこそ、スランプを乗り越えられたのだと思います。
そのころ励まし合った友人とは、今でも
親しくしています。 

●　●　● 

　環境社会工学科で学んでいる現在、
環境問題について興味が沸いてきま
した。特に発展途上国の生活環境改
善に関わり衛生工学やエネルギー開
発関連の研究がしたいと思っています。

衛生工学は、言葉の通り「生命を衛るための工学」。
以前に飢餓についての講義を受け、「地球環境の改善

で飢餓をなくせないだろうか」｢自分に何が出来るのか｣
という思いを抱き、環境と経済の関係について研究
したいと思い始めたのがきっかけです。そのために
図書館で関連の本を読むなどしています。今後は実
際に発展途上国へ行って、貧困問題などの実態を直
に見たいと思っています。これからもさまざまな問
題意識から自分の目標を見つけていきたい
です。 

●　●　● 

　大学では文系科目、特に英語を勉強しておくと、
入学後かなり有利です。北大ではTOEFL-ITPで
530点以上を取っておくと、１年次の英語の講義出
席が免除されます。私は、このシステムを活用しまし
た。本来であれば週２回ある英語の講義時間を、他の
科目を勉強する、またはボランティア活動するなど
の時間にしていました。 

取材［学生編集委員］田尻 研介 

「やりたいこと」がある。だから、ハードな勉強や研究も頑張れる！ 

一
生
働
き
た
い
と
思
え
る 

企
業
と
め
ぐ
り
会
わ
せ
て
く
れ
た 

も
の
づ
く
り
と
化
学
へ
の
興
味 

▲反応実験を行って、生成物の測定 
結果をチェック 

理系の学部に進んだ人は、「数学や物理が好きな人」？ 

取材 
[学生編集委員] 
日詰 洋平 

暴風でポプラが受けた曲げる力を図で表してみました。 

▲真剣に講義を受けている1年生 

夢
見
て
い
た
仕
事
だ
か
ら
向
き
合
え
る
！ 

楽
し
く
、安
全
に
運
転
で
き
る
“ク
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マ
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く
り 

▲自分で実際に運転して、クルマの評価も 
行います。 

　高校の頃からクルマの魅力に
はまり、「将来、自動車会社で働く」
ことを夢見て一筋！ だから工学
部で“ものづくり”の広い分野に
対応できる物理を学ぼう、そして、
学びの場所は生まれ育った札幌
の誇り、緑豊かなキャンパスをもつ
歴史ある北大にしようと考えました。 
　大学院時代は、Ｘ線による実
験と計算機シミュレーションによっ

て耐熱合金の基礎的な研究を行いました。この研究で使う試験用物質の作製では、
数ヶ月に渡りさまざまな方法を試し、さらには他大学の研究室を訪ねるなどして試行
錯誤を重ねました。その時に学んだことが、
たくさんあります。 
　今の仕事は、“楽しく、そして安全に運転
できるクルマ”づくり。クルマの操縦安定性・
乗り心地といった運動性能に関する試験・
評価を行う研究的な仕事です。ずっと抱き
続けているクルマへの興味、そして大学で
身につけた失敗しても試行錯誤し続ける根
気強さは、専門分野が変わっても取り組み
の根本です。 

やりたいことがはっきりと見えて
いなくても、広く学んでいくうち
に自分の将来が見えてくることも
あります。選択肢が多いのは北大
工学部の魅力のひとつ。「化学工学」
というそれまでは知らなかった学
問との出会いが、坂元さんが進み
たい道を明確にしてくれたのですね。 

　高校時代、ものづくりと化学に魅力
を感じていたことから「進学するなら
工学部へ！」と考えながらも、有機化学
や無機化学などさまざまな化学の分
野のうち、どれを学ぶべきか決められ
ずに悩んでいました。そんな中、北大
工学部では広く化学について学べる
学科を開設していると知り受験しました。 
　それまで知らなかった「化学工学」

という“研究によって開発された化学物質とその性能の実用化について考える”
分野を知ることができたのは、北大工学部を選んだおかげです。こ
の分野を学んだことにより、就職先は“ものを製造している企業”
から広く選べましたし、一生働きたいと思える大手樹脂メーカー
から内々定を頂くこともできました。 
　北大工学部で学んだ知識と技術、そして「自分から学ぼうと
する気持ち」を活かして、働いた成果によって社会に貢献した
いと考えています。 

　幅広い応用力と創造力、そして問題を解決する能力を身につけて工学の
先端を究めるための基礎段階とされる学部教育では、１年次から４年次ま
で一貫した教育体制の下で体系的に学ぶための科目を用意しています。 
 
　入学後すぐに始まる全学教育科目では、基礎科目で工学の基礎とな
る自然科学の知識を身につけるとともに、教養科目で人間や社会、
文化に対する教養や発想、感性を培います。続いて２年次（一
部１年次）からは専門教育科目が始まり、工学の広い分
野で共通の基礎となる学部共通科目・学科共通科
目を学びつつ、２年次半ばから３・４年次に
かけては専門分野別のコースに分かれ
てコース専門科目を学習します。 

「Brush-up英語講座」
は10名以下、「実践科
学技術英語演習」は4
～7名の少人数で行
われています。 

　北大の基本理念は、技術や専門的能力を活かして世界の第一線で活躍する人材、そして国際的に通用す
る高度な学問的素養を持つ人材を育成することで、工学部ではこれを実践しています。 
　僕が所属する研究室の先輩は、卒業後、大学で得た高度な専門技術力を活かしてアジア諸国で通信基盤
を整備する事業に携わっています。北大工学部では国際的なフィールドでも活躍できる技術力を、講義や研究
の中で身につけていきます。 
　研究して技術に関する新たな成果が得られたら、それを広く世界中に知ってもらわなくてはなりません。その
ために学会で研究発表し、論文を執筆しますが、そこで使われる言葉はほとんどが英語です。 
　ですから、僕たちも研究活動をするにあたって最先端の情報を入手するため、あるいは自分の研究成果を世
界に向けて発信するために英語を使います。読む、書く、聴く、話す、すべての英語力を活用します。 
　学部では、科学英語演習などの講義の中で英語論文の読み方や書き方、英語でのプレゼンテーション方法を
勉強します。大学院に進学してからはCEED（シード）※の支援によって国際的なコミュニケーション能力開発の
プログラムに参加することができます。 
　僕は大学院に進学してからCEEDの「Brush-up英語講座」を受講し、気さくで面白い外国人講師と楽しく英
会話のレッスンをしています。この講座の所要費用の半額をCEEDが補助してくれるので、レッスンは格安です。 

　その他、「実践科学技術英語演習」では、英語によ
る科学技術論文の書き方やプレゼンテーションの手法
をネイティブの指導で学ぶことができます。 
　英語力に自信がつくと、英語で論文を執筆できるよう
になり、海外でのインターンシップや国際学会に参加す
るチャンスもめぐってきます。同じ研究室の大学院生の
先輩は、国際的な学会へ参加するためにアメリカやオー
ストラリア、チェコ、ブラジルと、毎年のように海外へ出か

けています。実践的な英語力が身に付けば、就職後、企業によっては海外
派遣のチャンスがあるかも！？ 

※北海道大学大学院工学系教育研究センター。産学連携教育、国際性啓発教育、社会人教育の３
つのプログラム開発部により、工学研究科および情報科学研究科の学生に向けて、次世代産業社会
のリーダーとなれる人材を養成するプログラムを提供しています。 
CEEDホームページ　http://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/

▲無残に倒れたポプラ並木 ▲根元近くから折れた木 

　「エンジニアになりたい！」それが高校時代の僕の
目標でした。理学部ならば科学者、サイエンティスト
になれるというイメージがあったため、エンジニア
に一番近くて新しいことができるし、高校の頃から
好きだった物理を一番生かせるのは工学部かなと思
っていました。何より『機械知能』という学科名がか
っこいい！ 
　北大は第一志望。地元・神奈川県の高校の先生か
ら貰った「北大は良いところだぞ」という一言で北大
一本に絞りました。大学1・２年次に受ける教養科目
では、北大の色々な学部にいる世界的に著名な先生
の講義も受けられます。 

●　●　● 

　大学の講義は中身も量もヘビーで、ついて
行くのはとてもハードです。教科書は高校ほど丁
寧に書かれてはおらず、自分で理解しなくてはいけ
ないので大変！ 今持っている知識をフル活用して、
努力しなければ決して理解できません。特に物
理は、計算問題が多かった高校までのものとは大き
く異なります。 
　勉強は大変ですが、工学は日常生活にダイレク
トに通じており、知識欲をとても刺激されます。僕
にとって原子に関わる研究は医療にも活用されるな
ど秘めている可能性が大きい、生活に近い存在です。
だから『原子物理』という講義はためになるし、楽し
いです。原子の勉強なら、「もっと知りたい！！」と
いう気持ちになれます。 

●　●　● 

　高校の勉強で大切なの
は基礎固めです。そして、
目標を定めること。勉強は
目標があってこそ頑張れ
るものです。早いうちに「自
分の目標はこれで良いのか」
と立ち止まって考えてみ
てください。目標は「夢の

キャンパスライフを送りたい！」というようなこと
でもかまわないと思います。｢何のために勉強してい
るのか、頑張っているのか？｣という問いかけを忘れ
ないでください。 
　「引きずらないで次を目指そう！！」という気持
ちが大切です。僕は高校時代に文系科目も面白くなり、
文転しようかと考えた時期があります。でも、文系に
進んだと仮定した将来が自分とは重ならなかったた
め、気持ちを切り替え理系一筋で乗り切ってきました。 
　大学3年になった今は、なりたいものが２つありま
す。ひとつは環境に関するエンジニア。たとえば燃料
電池、効率のよいエネルギーなどを研究します。もう
ひとつは原子の研究者です。これは大学に入ってか
ら興味がわきました。
自分にとってどの
分野がいいかを見
定めるために、北大
工学部で行われて
いるさまざまな研
究を見ることで、
これからも自分
の進路を探して
いきたいと思っ
ています。 
取材 
［学生編集委員］
　　　 山形 享子 

工学部 応用理工系学科卒 
大学院工学研究科修士課程2年 
化学システム工学研究室 
坂元 真梨子さん 
（宮崎県出身） 

 
三菱自動車工業株式会社 
技術開発本部 機能実験部 所属 
工学部 応用理工系学科卒 
大学院工学研究科 修了 
小寺 拓朗さん 

（北海道出身） 

折れたポプラで作った、 
かわいいストラップ。 
北大生協などで販売され 
てます。 

例として１頁で紹介した建築史意匠学
研究室と高校や北大で学ぶ科目などと
のつながりを図にしてみました。 
つながりの深い専門教育科目を近付けました。 
環境社会工学科だけでも、 
こんなに広く学べるんですね！ 

まも 

▲建築史意匠学研究室では北大
キャンパスに残る歴史的建造物・
モデルバーンの調査も行いました。 

取材 
[学生編集委員] 
応用理工系学科3年 
関根 恵 

数学や物理が苦手という
皆さんへ! 僕は、数学は物
理や工学を語る「ことば」
だと思っています。大学で
微分方程式というひとつの「こ
とば」を理解したら、高校時代
に苦手だった物理が急に易し
く感じられるようになりますよ!

"高校で学ぶ数学や物理が何に役立
つのか、わからなかったから嫌いだ
った”という意見も多くありました。 
工学部では、これを“何か社会に役に立
つこと”を研究するための道具として使
いこなします。 

はい 
57％ 

いいえ 
28％ 

どちらでもない、　　　 
覚えていない 15％ 

はい 
41％ 

いいえ 
28％ 

高校の頃、　　　　　は好きでしたか？ 
物 理 
数 学 ［学生編集委員］環境社会工学科４年 

丸山 容平 

"科目を教える先生が嫌い ＝ 科目が嫌い
だった”という理由の人が多かったです。 
それだけで進路を決めるのは、もったいない!

結構いるねえ!　数学や
物理が嫌いだった人!!
　苦手な教科の勉強が辛
いという人!　右上で紹介
されている山形さんのよ
うに音楽で乗り切るなど、
自分なりに楽しむ方法を
見つけてみては？ 

どちらでもない、　　　 
覚えていない 31％ ［学生編集委員］応用理工系学科卒 

大学院工学研究科修士課程１年 
エコプロセス工学研究室 
秋山 征太郎 



編集 
後記 

馬との信頼関係を築くために 

　北海道にある大学のうち馬術部があるの
は３校だけです。そのうちの１校である北海
道大学馬術部の部員は28人、厩舎には12頭
の馬たちがいます。 
　集合は全員が集まれる朝５時。出欠確認、
準備体操、馬の手入れをして５時半に整列、
広い馬場での練習に入ります。練習は朝だ
けですが、昼・夕・夜にエサやりや、厩舎の掃
除、散歩をします。学校内での馬の散歩は馬
術部の特権です。男子部員は、厩舎の隣に
ある部室に泊り込みで馬たちの世話をするこ
とも。設備は比較的新しいのできれいです。 
　余談ですが、馬の名前には「北○○」とつ
けるのが伝統です。 
　馬術の醍醐味は、やはり馬とふれ合えるこ
と。毎日乗っているのに、毎日感覚が違いま
す。そこが馬術の難しいところであり、面白い
ところです。馬との関係がすべてなので、信
頼関係が大切です。 
　馬はもちろん、部員同士が一緒に過ごす
時間も多く、雰囲気のいい部です。練習メニ
ューは自分たちで考え、やりがいもあります。
部員は、札幌競馬場やレストランなどから馬
術部に依頼されるアルバイトをして部費とし
ています。 

まさに障害を乗り越えて！ 
北日本学生馬術大会 
そして全国大会へ！！ 

　馬術競技でもっとも多く行われるのが、馬
場馬術、障害馬術、総合馬術と呼ばれるもの
です。 
　馬場馬術は、２０×６０ｍの馬場を常足（つ
ねあし）、速足（はやあし）、駈足（かけあし）
という3種の歩き方で決められた経路をまわ
り、騎手の技術、馬の調教進度、人馬の一体
感、動きの活発さ、騎手への銃純正、リズム
感などの観点から審判員が採点し、その得
点を競います。 
　障害馬術は、馬場に設置された障害物を
決められた順序で跳び越し、いかにミスなく
制限時間内で回れるかを競う競技で、馬が
障害前で跳ぶのを拒んだり、障害にかかって
いるバーを落としたりすると減点となります。 
　そして総合馬術は、馬場馬術、障害馬術
に加え、森林中に設置された障害を走行し
人馬の耐久力を試す、野外走行と呼ばれる
競技が山場となっています。 
　いろいろな大会へ積極的に出場していま
すが、もっとも大事な大会は、全国大会へと
つながる『北日本学生馬術大会』。この大会
を目指して日々 練習しています。 

取材［学生編集委員］丸山 容平 

No.6は、平成19年12月頃の発行予定です。お楽しみに！ 

　北大では毎年6月に大学祭が開催されます。北
大の大学祭、通称北大祭がどのようなものか聞い
てみました。 

部 活 ・ サ ー ク ル 

を 楽 し む ！ 

北海道大学馬術部 

馬とふれ合うことの 
醍醐味 

北海道大学馬術部ホームページ 
http://circle.cc.hokudai.ac.jp/horse/homepage/

取材協力：主将 住江 康晴さん（獣医学部4年） 

北　大　祭 

運　動　会 

第49回 北大祭全学実行委員会 
経済学部2年川原 朋也委員長 

北大祭とはどんなお祭ですか？ 
　広い大学キャンパスで学部学年の枠を越え、大学生全体で盛り上が
る北大最大のイベントです。高校までの文化祭と違い、お店を出したり
企画を催したり、資金調達から運営まで全て学生が自主的に行います。
クラス単位でお店を出すことによって、特に新入学生にとって一体感を
感じることができ、いろいろな人に出会えるイベントとなっています。 

おすすめの企画はありますか？ 
　「公開講義」ですね。これは、学生が選んだ先生による大学の模擬

授業で、今年のテーマは「新型インフルエンザ流行に備える」「メタボ系
中年オヤジ、南極大陸を行く」「積雪寒冷地の都市地理学」。大学の
授業が体験できるので、高校生にお勧めの内容でしたね。 

高校生にむけてメッセージをお願いします！ 
　北大祭は北大で一番盛り上がるイベントです。ただのお祭りや、オー
プンキャンパスと異なり、普段の北大生の雰囲気を味わえます。次の開
催は、2008年6月5日～8日の予定です。将来の参考にもなるので是非お
越しください！ 

t▲大運動会の綱引きとリレー 

tステージではさまざまな面白い企画が 
行われます！ 

▲北大祭ではたくさんのお客さんが来ます!!

▼北大祭事務局員も活躍しています！ 

t仲間と一緒に作る模擬店はとっても楽しいですよ！ 

　工学部独自の体育大会は、年に4回開催されます。大運動会、卓球大会、
テニス大会、雪中綱引き大会です。今年6月に開催された大運動会では、工
学部の各学科と職員チーム合わせて13チームが100ｍ競走、長距離走（2000
ｍ）、借物競走、二人三脚、玉入れ、綱引き、リレーで競いました。 
　各学科のモチベーションは違います。優勝すればレポートが少なくなる学
科や、逆に負けてしまうと大量のレポート課題と試験が課される学科もあるそ
うです。教職員も学生と一緒に競技に参加します。 
　中でも一番気合の入っていた競技は綱引きでしょう！ 円陣を組んで気合を
入れ、各学科さまざまな作戦をもとに戦っていきます。応援側も必死に応援し、
自分のチームの勝利を願います。 

ご希望の方に、KUONを無料送付します。発行済みナンバーの
お申し込みと発行予定ナンバーのご予約は、こちらから! 

●ウェブサイト 
　http://www.eng.hokudai.ac.jp/news/publication/kuon/ 
●携帯サイト※「3、資料請求」から 
　http://www.eng.hokudai.ac.jp/mobile/ 

 
KUONウェブサイトも見てね！ 
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/kuon/ 
※同じアドレスで携帯からも見られます。 

●人数も増え、女性の割合もぐっと増えたKUON編集委員。今までになく華やかでやる気のある編集委員は、これまで以上に取材に、編集会議に、そして懇親会に（?）気合いが
入っています。（秋山征太郎＜No.5 学生編集委員リーダー＞）●今回初めてKUONの制作に携わり、慣れないことばかりでしたがとても面白かったです。編集委員の皆さんそ
れぞれが独自の考えを持って北大工学部にいることがわかり、嬉しく思いました。次号ではもっと積極的に携わって、より親しめるKUONにするよう頑張りたいです。（山形享
子）●KUONの制作に携わって、今まで知らなかった北大工学部の一面を知ることができました。私が所属する学科以外の学科にも、面白そうな分野がたくさん隠れていました
。北大工学部の幅広さを改めて知ることができて良かったです。（細田真梨子）●編集の際、一番難しかったのは、高校生がどんな情報を必要としているのかを読み手の立場に
立って考えること。普段大学の授業を聞いて情報を得るだけの私ですが、情報を発信する立場に立つ難しさと面白さを知りました。（関根恵）●今回は青井さんへのインタビュ

ーと北大祭の記事を担当しました。記事を書くのには結構苦労しました…。しかし、学部や学科の異なる学生同士の取材は今まで知らなかった貴重な話を聞
けて、とてもいい経験になりました！（田尻研介）●今号から女性スタッフが新たに4人加わりました！ 北大工学部の女子学生数は（学科にもよりますが）昔
よりも増えていて、高校生のみなさんがイメージするほど少なくはないと思います。（青井標野）●前号に比べ、北大工学部らしさを紹介できたのではない
かと思っています。他の学科の人がどのような動機で北大工学部に入ってきているのかを聞くことで、やはり北大工学部は広くて色々な研究が行われて
いるんだなと感じました。（丸山容平）●今号では理系について、工学について皆さんに語っていただき、読み応えのある内容になったかと思います。進路
を考えるときの参考にしてくださいね！（日詰洋平）●今号は企画構成の段階から学生編集委員諸君がいい提案をたくさん出してくれました。引き続き
取り上げられそうな話題もありますので、次号以降もお楽しみに。（情報科学研究科 広報・情報室 室員 菅原広剛＜No.5 編集責任者＞：写真右）●今年
の北海道はとても暑い夏でした。真夏が去り秋を迎えると、高校生の皆さんは進学を今まで以上に真剣に考えるようになると思います。今号の先輩と
学生の経験や話が役立つように願っています。（工学研究科 広報・情報管理室 室員 荒井正彦＜No.5 副編集責任者＞：写真左） 

t▼地球環境とエネルギー、
原子力について考える『原子
力オープンスクール』（主催：（社）
日本原子力学会北海道支部、
会場：北大工学部）。機械知能
工学科の学生が「霧箱」の製作
を熱心にサポートしています。
放射線が飛んだ後にできる“飛
行機雲のような飛跡”を肉眼
で見る小学生。 

▲研究施設見学で、超高圧電子顕微鏡について、エネ
ルギー変換マテリアル研究センター・坂口紀史先生
から説明を受ける高校生の皆さん。 

▲理系学部への進学を考える高校生を対象にした
セミナー。情報検索技術の面白さについて熱心に語
る情報エレクトロニクス学科・長谷山美紀先生。 

北大そして工学部は 
イベントも充実！ 

取材［学生編集委員］田尻 研介 

取材［学生編集委員］丸山 容平 

▲毎朝、キャンパス内で騎乗練習しています（写真左）。また、夏には日高で合宿練習も（写真右）！ 

工学の
 

面白さ
は 

学内外
へ 

　北大工学部では学びの場を求めるだけでな
く、工学セミナーやオープンスクール、公開講座、
研究施設見学など学内外のさまざまな場面で、
高校生を始めとする多くの人々に工学の面白
さを伝える「学びの場」を企画しています。 


