
演習 「計画・設計演習」 

実  験 

起
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3限・4限 

「計画・設計演習」の 
延長戦 

講義 「都市地理学 入門」 

1限 

空きコマ 

2限 

起
　
床 

研究室で 勉強 

田井 沙保里さん 田井 沙保里さん 

特 集 

環境社会工学科2年 

暮らし快適、SAPPORO 
キャンパスライフ、自分流！ 

北大中央食堂でアルバイト 
（アルバイト先でまかないをいただいて夕食に☆） 

機械知能工学科4年 坪田く
んの 1日 

1日 田井さ
んの 

就
　
寝 

自分だけのキッカケ、 
　　探してみませんか？ 

取材協力 
文学部　橋本 雄一先生 

▲講議の様子 

▲実験の様子 
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設計演習がない時は、友達とケ
ーキを食べに行ったり、家での
んびり本を読んだりして自由
気ままに過ごしています。大切
な息抜きタイムです。 

10：00

8：00

取材［学生編集委員］ 
大学院工学研究科修士課程1年（応用理工系学科卒） 

山形 享子 

▲演習の様子 

北大工学部ってどんなところ？ 大学生活って高校生活とどう違うの？？ みなさんのそんな疑問に学生編集委員がお答えします。 

16：00

▲テラ
ス席で

ランチ
！ 

　社会を読み解くツールとして地図を使う。「都市地理学入門」は

そういった講義です。建築を学ぶ私にとって、地図上の都市も建築

を中心に捉えがちでしたが、この講義で歴史、経済学、心理学など、

さまざまな視点で考えることを学びました。その結果、建築という

私の専門分野への興味だけでなく、都市地理学への興味が一層深

まりました。橋本先生は、「この講義は『分かりやすく楽しく』、『日

常的な風景をもう一度新しい視線で見つめるキッカケを作る』と

いうことを心がけています。そして、興味を持って語り合えたら嬉

しいです。」と笑顔で話してくださいました。 

12：00

坪田 陽一くん 坪田 陽一くん 

アルバイトがない日の夜には
アルバイト仲間や友人と遊び
や食事に出かけたり、大勢でわ
いわい過ごすことが多いです。
僕のアパートにも頻繁に友人
が遊びに来ます。 

　4年生になると研

究室に配属され、研究

生活が始まります。研

究室には、自分の机と

パソコンが用意されて

いて、そこで本を読んだ

り勉強したりします。 

　僕が所属している量

子ビーム応用計測学研

究室は、10:30～16:30

がコアタイムです。この時間は、研究室で海外の論文を読んだり、

実験室で実験しています。 

　僕の実験は無機結晶の合成なので、一度実験を始めると終わる

までつきっきりになり、長いときには数日間大学に泊まることも

あります。泊まりがけで実験するときには、持参した寝袋にくるま

って寝ることも。一人では心細くても、共同

研究している友人と一緒なので

頑張れます。 

泊まりがけの実験も 
仲間と一緒なら乗り切れる！ 

授業で知った 
          実践の楽しさ 

工学部食堂が 
　　光いっぱいにリニューアル！ 

　工学部食堂は、今年の4月に移転・リニューアルしたばかりで、

とても明るくて綺麗！設計に携わった小篠先生は、食堂を「食

事の場」だけではなく友人や先生との「交流の場」として考え

ています。光の入り具合や照明計画に工夫がされており、屋外

にはテラスもあります。さすが工学部、自然エネルギーを利用

した室温調節を可能とする建築の仕組みや、屋上緑

化などの環境技術も導入されています。居心

地が良いので、ついつい私は長居をしてしま

います（笑）。皆さんも、新しくなった食堂を

上手に活用して、光あふれるキャンパスライ

フを描いてみませんか？ 

▲新築した共用実験棟 
　（建築都市スタジオ） 

取材協力　環境社会工学科　小篠 隆生先生 

昼食時の様子▼ 

▲作製した模型 

14：00

　「計画・設計演習」では、札幌に実在する

土地を想定し、4人1チームで住宅を設計

しました。私のチームは「視界の誘導」をテ

ーマに、周辺関係への眺望や住人同士

の視線の交わりなどに配慮しました。

図面の書き方、建築を考案していく

過程で必要なスキル・専門知識が身につき、将来自分が実際に

住宅建設に携わる際に役立つ設計技術を学んでいるのだと実

感します。また、一方的な講義による伝授ではなく、先生か

ら技術を盗み取る、徹底して文献を漁るなど、自ら学ぶ姿

勢を会得しました。締め切り前は皆製図室（新築！）にこ

もって辛い状況が続き

ますが、それに勝る実践

の楽しさ、時間を気にせ

ず作業に没頭できる居

場所があることの幸せ

を感じます。 

学 ぶ 楽 し さ 、 北 大 工 学 部 か ら ！  
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久 遠 
［くおん］ 

北海道大学 
工学部広報 

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、現役北大生の学生編集委員が中心となって取材・編集をしています。 

けいてき いらか くおん 
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キャンパス内の食堂 

お弁当屋さん 

スープカレー屋さん 

スーパー 

コンビニエンスストア 

北大生の居住エリア 

学内バス路線 

JR 

地下鉄 

獣医学部 

獣医ローン 

第二農場 

北キャンパス 

北部食堂 北部食堂 はるにれ 

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト 

野球場 野球場 

教養エリア 教養エリア 

サッカー場 サッカー場 

ホッケー場 ホッケー場 サークル会館 サークル会館 

第一農場 

陸上競技場 陸上競技場 

平成ポプラ並木 平成ポプラ並木 

医学部 

大学病院 

歯学部 

中央食堂 中央食堂 

野球場 野球場 武道場 

廣田剣道場 

プール 

恵迪寮 恵迪寮 

体育館 体育館 

エンレイソウ エンレイソウ 

薬学部 医学部 
（保健学科） 

弓道場 弓道場 

サ
ク
シ
ュ
コ
ト
ニ
川 きゃら亭 

総合博物館 

恵迪の森 恵迪の森 

理学部 

図書館 

教育学部 

文学部 

法学部 

経済学部 

中央ローン 中央ローン 

生協 生協 

エルムの森 エルムの森 

農学部 

工学部 工学部 

大通公園 

クラーク会館 クラーク会館 

霜星寮 霜星寮 

遺跡保存庭園 遺跡保存庭園 

北18条門 北18条門 

北13条門 

正門 

研究室に大っきな水路が！ 
環境社会工学科 

▲実験用のマウス 

取材協力 
大学院工学研究科修士課程2年 
沿岸海洋工学研究室 
石崎 真一郎さん 

不気味！真っ黒な部屋！？ 
応用理工系学科 

沿岸海洋工学研究室のホームページ●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/coast/

取材協力 
応用理工系学科 
岡 和彦先生 

ええっ？工学部で細胞培養実験!?

機械知能工学科 

フォトニクス研究室のホームページ 
●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/photonic/index-j.html

取材[学生編集委員] 
環境社会工学科2年 
田中 健 

取材協力 
大学院情報科学研究科博士後期課程3年 
細胞情報工学研究室 
岩淵 禎弘さん 

2階から落下する小箱は一体！？ 

取材[学生編集委員] 
応用理工系学科4年 
太田 裕介 

取材協力 
機械知能工学科 
藤田 修先生 

宇宙環境応用工学研究室のホームページ 
●http://york-me.eng.hokudai.ac.jp/

細胞情報工学研究室のホームページ●http://cell-c.ist.hokudai.ac.jp/

▲光を計測する実験装置 

　全長24mもの巨大な水路があるのは沿岸海洋工学研究室。工学
部の中で唯一「海」に関する研究をしている研究室です。 
　海に囲まれた日本、そして
北海道。時に荒々しく打ち寄
せる波は海に欠かせない景観
の一部ですが、同時に災害の
要因となることもあります。

例えば、襟裳岬の北に位置する黄金道路では、波飛沫（なみし
ぶき）の影響で交通障害や物的・人的被害が生じることがあ
ります。このような沿岸域災害に対する被害予測モデ
ルやハザードマップ構築のツールとなりうる波飛沫
生成メカニズムの解明が石崎さんの研究テーマです。石
崎さんは、水路で起こした波を壁に衝突させ、打ち上がる波
飛沫の研究を行っています。飛沫は微少で、かつ高速で飛び
散るので、計測が難しいため、高速度カメラを用いた独自の
撮影方法や画像解析法を用いて計測しています。膨大な数の
データが必要で楽ではないけれど、時には大好きな海で実験
も行うから嬉しいという石崎さん。世界的にもあまり行
われていない研究に取り組むパイオニアであるこ
とが研究への原動力になると話してくれました。 

工学部で行われている研究は、 
社会にいろいろな形で 
役立っているということを 
実感します！ 

工学部にも細胞や生物を扱う 
研究室があるなんて！ 
工学研究って本当に 
幅広いですね！ 

取材[学生編集委員] 
大学院工学研究科修士課程1年 
（機械知能工学科卒） 
松永 陽子 

実験中は天井にまで 
飛沫が飛ぶそうですよ! 
実験のたびに 
水をかぶるとか。 

　部屋の四方八方の壁を黒く覆われた、少し変わった研究室。こ
こフォトニクス研究室では、光を用いて物を測るという研

究をしています。研究対象は天体や生体、半導体とさま
ざまであり、対象から発せられる微弱な光を測
るのに、真っ黒な部屋は最適です。また、震動
が研究の妨げにならないように、空気を用いて
550kgもある台を浮かしています。 
　このような環境の中で、岡先生は主にハ
イテクの工業製品、例えば液晶テレビや
光ディスク、光通信器、半導体などを対象に高感度かつ高精度な測定技
術の研究をしています。光を用いると、複雑なものでも実際に触
れることなく計測ができます。このような研究は、半導体表面の
薄膜の厚みを非接触、非破壊で検査できる計測器の開発に役
立ちます。また、製造業での検査だけでなく、生体細胞の観察やがん
などの病気の発見にも応用できます。 

　情報エレクトロニクス学科のほとんどの研究室では、映像
や音楽などの“情報”を研究テーマとして取り扱いますが、細
胞情報工学研究室では生きている細胞からさまざまな“情
報”を引き出すことを研究しています。神経、心筋、皮膚、
癌細胞などを培養し、神経と心筋細胞はネズミから作製します。 
　この研究室では、細胞内の標的タンパク質やイオンを可視

化する技術を駆使して、心筋細胞が増殖できない“因子（情報）”の制御の仕組みを調べる心臓再生学に
関する研究や、原子間力顕微鏡（AFM）を用いて、細胞の表面や細胞自身の固さの“情報”を引き出す研
究を行っています。もし正常な細胞と癌細胞などで、この“情報”が異なれば、新しい診断

方法として確立できると考えられています。また、自由奔放に育つ細胞を任意に整
列させることができるシステムを開発しており、AFMを用いて短時間でこれまで

にない多くの“情報”が獲得できそうです。 

　2階の入り口を開けると目の前にはワイヤーの滑車のような
ものが!　このワイヤーは1階まで伸びており、その先には四角
い小箱が吊るされています。この小箱の中に自動で作動する実
験装置などを入れ、滑車の反対側に錘（おもり）をつけ落下させ
ることにより、いろいろな重力下の実験をすることができます。 
　この装置がある宇宙環境応用工学研究室は、1階と2階が吹き
抜けになっていて、1階から見るとかなり天井の高い部屋に見
えます。この高さを利用して、藤田先生は無重力における燃焼を研究しています。宇宙船内
での火災の原因は主に電線のショートです。従来は船内は気体の量が少ないため、燃焼しにくい
のではないかと考えられていました。しかし藤田先生は実験により無重力下においては電線が
地上で燃焼し始める電流量の半分ほどで燃焼を始めることを突き止めました。 
　また、地上では重力が生成の邪魔をする「カーボンナノチューブ」を、重力の影響のない宇宙ス
テーション内等で生産する研究などにも取り組んでいます。 
　このように、落下塔によって地上より弱い重力や無重力状態を作ることができ、
将来における宇宙での生活や生産に役立つ実験を行うことができるのです。 

▲広い実験室にある24m水路 

▲実験の様子 
　（水路に波を起こすところ） 

情報エレクトロニクス学科 

建物の中に無重力状態を作り出す 
実験装置があるなんて、びっくりです！ 

▲1階から見上げた落下塔 

取材[学生編集委員] 
機械知能工学科3年 
キム ヨンミン 

金 　旻 

Let's
 探検！

 

工学部 Let's
 探検！

 

工学部 
一人暮らしってどんなカンジ？？ 

▲ヨンミンくんの部屋（玄関から撮影） 

　工学部は、学生数・面積とも北大で最大の学部で、札幌キャンパスのほぼ中心に位置し、キャンパス

内のどこへ移動するにも便利です。建物内には全国有数の研究施設を有し、160以上ある研究室で

は最先端の研究が行われています。 

　また、札幌駅まで徒歩15分という都市部にありながら、ポプラ並木、イチョウ並木、サクシュコトニ川

や大野池など自然に囲まれた環境で学ぶことができます。 

札幌駅が近くて便利！環境も良い！ 

北大工学部は、 
キャンパスの中心！ 

復活！サクシュコトニ川 

取材協力 
環境社会工学科 
小篠 隆生先生 

取材[学生編集委員] 
環境社会工学科4年 
藤原 美津穂 

　四季の移ろいを体感でき、学生や市民の憩いの場となっている中央ローン（芝地）。

そこを流れるサクシュコトニ川は、昔は鮭が遡上するほど豊かな川でした。 
 しかし、時代は高度成長期。都市開発が進む一方で地下水

位が減少し、やがて枯渇してしまいました。その後、自然環

境に恵まれたキャンパスが持つ価値や意義を再認識した

北大は、「北大の“原風景”を取り戻そう!!」とサクシュコト

ニ川再生をキャンパスの環境整備計画に含めました。同時

期に札幌市が市内北部の小河川の水質改善事業を始めて

いたこともあり、北大の創基125周年（2001年）記念事業

として、市との協働プロジェクトによるサクシュコトニ川

再生事業をスタートさせました。この事業には、総合大学

のメリットを活かし、複数の学部の研究成果が活用されま

した。工学部は土壌、水質、キャンパス計画の分野で参画し、
川を自然に近い形で再生させる「親自然型工法」による水
路の設計に携わりました。2004年には完成を迎え、キャ
ンパス内の水環境が改善されたことで、生態系の回復や北

大の“原風景”の復活がますます期待されています。 

　「今後は、キャンパス内の環境維持・整備に学生たちの学

際的なアクションがあれば」と、小篠先生から期待を込め

たメッセージが贈られました。 

▲中央ローンを流れるサクシュコトニ川 

取材[学生編集委員] 
情報エレクトロニクス学科３年 
羽川 令子 

都心なのに 
家賃が安くて部屋が広い！ 
何より大学に近いのが便利！！ 

快適！1年生が過ごす教養エリア 

[学生編集委員] 
応用理工系学科３年 

小畠 佑介 

[学生編集委員] 
応用理工系学科３年 
小畠 佑介 

▲大教室での授業風景 

レンガ造りの建物からは 
歴史が感じられ、まさに 
「大学の図書館！」という 
雰囲気でわくわくします。 

北大生のパワーの素！ 

▲これぞ北海道の新名物！スープカレー！ 

[学生編集委員] 
大学院工学研究科修士課程1年 
（機械知能工学科卒） 
松永 陽子 

　北大生の大半が好きな食べ物と言えばこれ! 最近話

題のスープカレーです。北大周辺には20軒ほどのお店

　 があり、スパイスの香りがお店の外まで漂って、お腹

をすかせた北大生を誘惑します。お店によってスパイス

の調合や野菜の調理方法も異なり、同じスープカレーと

は思えないほどスープの味が違います。じっくり煮込ん

だやわらかいお肉に、いろんな種類のたくさんの野菜が
ごろんごろんと入っていて、栄養バランスもばっちりです! 
　あなたもスープカレー屋さん巡りをして好みのお店を

見つけてみませんか?

▲附属図書館（本館） 

　北大の附属図書館（本館）はレンガ造りのかっこい

い建物です。本館の蔵書数は約170万冊。新渡戸稲造

の農学ノートなどの貴重な資料や珍しい本も保管さ

れています。驚いたのは雑誌が充実していること。授

業の合間などに雑誌を読みながらゆっくり過ごすこ
ともできます。期末試験の直前には大勢の学生が勉強

しています。僕もその一人です。静かな環境で勉強に
集中できていいですよ！ 

試験勉強にも息抜きにも 

Ｎ 

　北大生の約7割が一人暮らしをしています。しかも

そのほとんどが大学周辺に住んでいます。 

　ヨンミンくんの家は、工学部まで自転車で10分弱。
部屋が広くて家賃はなんと月額45,000円! 
　「一人暮らしは、何でも自分でしなくてはなりません。

風呂やトイレの掃除、朝のゴミ捨てなど、大変なこと

もたくさんありますが、夜遅くに帰ったり、友達を家

に呼んで遊んだりなど、自分の時間を持てることは大
きなメリットです。料理は、慣れれば問題なし!」とヨ
ンミンくんは語ってくれました。 

　また、北大周辺は、どこに住んでも近くにスーパー

があるのも魅

力です。みん

なも目指せ、

一人暮らし!

キャンパス内に 
川が流れる大学は、 
全国でも 
珍しいんですよ!!

　全学部の1年生が学ぶ高等教育機能開発総合センター（通称「教養棟」）

はとても広く、最初は迷子になる学生もたくさんいます。教室の数も多く、
高校のように机が並ぶ普通の教室はもちろん、席が階段状になっている
大教室もいくつかあります。この階段教室で受ける授業では高校までと
は違った雰囲気を味わえます。 

　教養棟の近くには図書館（北分館）や食堂、売店があります。この食堂
は北大で一番大きく、いつもたくさんの学生が利用しています。また、北

分館には、音楽CDや映画のDVDもあり、音楽を聴いたり映画を見るこ
ともできます。教
養棟周辺でほとん

どのことは済んで

しまい、ちょっと

した「街」を形成し

ているようです。 

 

取材協力 
機械知能工学科3年 
キム ヨンミン 

金 　旻くん 

みんなで一緒に 
巡りましょう！！ 

創成科学研究棟 創成科学研究棟 

クラーク像 クラーク像 

モデル・バーン モデル・バーン 

大野池 大野池 

工学部生の 
憩いの場 

週末は 
ジンパする 
人でいっぱい 

ジンパ＝ジンギスカン・パーティの略 

坪田くんが 
アルバイト 

キャンパス内 
の樹木は 
約11,000本!

キャッチボール 
する学生も 

ポプラ並木 ポプラ並木 

イチョウ並木 イチョウ並木 



編集 
後記 

No.11は、2009年9月発行予定です。お楽しみに！ 
ご希望の方にKUONバックナンバーを無料送付します。 
お申し込みはこちらから! 

●Webサイト 
　https://www.eng.hokudai.ac.jp/delivery/ 
●携帯サイト※「3.資料請求」から 
　http://www.eng.hokudai.ac.jp/mobile/ 

 
KUON Webサイトも見てね！ 
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/kuon/

オープンキャンパス オープンキャンパス 
自由参加プログラム ●日 

取材[学生編集委員]　太田 裕介 

　オープンキャンパスって、何のためにあるのでしょ

うか？お話を聞いて、学校を見るため？では、ちょっと

目先を変えて、未来の自分を見に行きませんか？一度

その目で北大を見てみましょう。自分にとっての“北大

の風景”が見えるはず。そして、その風景の中に、未来の

自分を置いてみるのです。私は、緑豊かなキャンパスや、

研究室にある最新鋭の実験設備を見て、「自分もこんな

ところで勉強してみたい！」と思いました。そして、勉

強で辛い時でも、“合格して北大に行っている自分”を

想像してみると、本当にヤル気が出ました！百聞は一

見にしかず。お待ちしています！ 

　私は、高校2年生と3年生の2回、オープンキャンパス

に参加しました。当時、将来自分が何をしたいか漠然と

していて、なかなか進路を決められず悩んでいました。

そんな時、オープンキャンパスに参加して、大学生にな

った気分で大学内を見学したり実験や講義を体験した

ことで、「環境問題について勉強し、将来はその解決に

向けて貢献していきたい」と思うようになり、勉強に対

するモチベーションも上がりました。あなたも、参加す

ればきっとなにか発見できるはず！ 

オープンキャンパスについての 
詳しい情報や参加予約はこちらから！ 

●PC版　http://www.hokudai.ac.jp/bureau/nyu/index.html 
●携帯版　http://daigakujc.jp/hokudai/

北海道大学 学務部入試課 　（011）706-7485

参加無料 ●講義Ⅰ 「厳しい自然環境から生まれる世界的最先端技術 
　　　　  －インフラストラクチャの構築と維持管理－」 
●講義Ⅱ 「宇宙環境の利用－無重力をどう活用するか－」 

予約不要 

北海道
 

大学 

大学で学ぶということ、工学部で学ぶということ、 
なんとなく想像しているより、実際に体験してみよう！ 

●応用理工系学科（3コース） 
●機械知能工学科（2コース） 

●情報エレクトロニクス学科（6コース） 
●環境社会工学科（5コース） 

●マルチビーム超高圧電子顕微鏡 
●ローエネルギーハウス 
●大風洞実験施設 
●スーパークリーンルーム 

●瞬間強力パルス状放射線発生装置 
●光化学反応制御実験室 
●ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 
●サイバーフィールドリサーチラボラトリー 

先輩と話そう！ ー研究パネル紹介ー 

●応用理工系学科（AO入試を含む） 
●機械知能工学科 

●情報エレクトロニクス学科 
●環境社会工学科 

工学部入試コーナー ー入試相談ー 

最先端の8施設を見てみよう！ ー研究施設探訪ー 

工学部体験入学 
［高校生限定プログラム］ 
●月 

参加無料 ●講義Ⅲ 「省エネと自然エネルギ－発電を担う電力変換・制御技術 
　　　　  －パワーエレクトロニクス－」 
●講義Ⅳ 「原子の顔を見てみよう－電子顕微鏡の世界－」 

要予約（先着順） 

［応用理工系学科］（6テーマ） 
●スポンジを作ろう－ポリウレタンの化学合成－ 他 
［情報エレクトロニクス学科］（11テーマ） 
●笑うコンピュータ 他 
［機械知能工学科］（4テーマ） 
●ロケットの運動を調べよう 他 
［環境社会工学科］（5テーマ） 
●コンクリートを作る 他 

研究を体験しよう！ ー研究室で研究体験ー 

未来の自分を 
見に行こう！ 

参加して、 
新しい発見！！ 
［学生編集委員］ 
環境社会工学科4年 
石田 絵美 

［学生編集委員］ 
情報エレクトロニクス学科3年 
羽川 令子 

オープンキャンパスに関するお問い合わせ先 

部 活 ・ サ ー ク ル 

を 楽 し む ！ 

 北海道大学フォーミュラチーム（FHT） 

『ものづくり』が大好き！ 
 だから達成感もバツグン！ 

▲部品を溶接している様子 

▲3D製図ソフトを用いて車両を設計して 
　いる様子 

FHTのスタートライン 

目指すは大会上位入賞！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　北海道大学フォーミュラチーム（FHT：Formula -SAE 

Hokkaido Team）は、2006年に結成されたサークルです。FHT

は、年に一度開催される自動車技術会主催の「全日本学生フォー

ミュラ大会」に参戦しています。 

　FHTでは、企画から設計・製作にいたる車両を製作する際の『も

のづくり』のプロセスをすべて学生が行っています。パソコンで車

両の製図を行ったり、各パーツを設計･製作したり、実際に工場に

赴き、組み立てから車両の塗装や点検もします。 

　また、フォーミュラカーの製作には資金が必

要です。FHTでは、与えられた活動費のみで

はなく、スポンサー活動を通して企業の広告

塔となり、車両の制作費を調達しています。 

 

 

　「全日本学生フォーミュラ大会」は、年々参

加チームが増え、昨年行われた第6回大会で

は7カ国15の海外

チームを含む77チ

ーム、3,000人以上

が参加しました。 

　大会に出場する

条件は、「学生達

自らが車体を設計・

製作すること」です。

大会では、スピード

やコーナリング、燃

費などの「動的審

査」だけではなく、

コストやデザインなどの「静的審査」も重要なポイントです。 

　参戦1年目は62チーム中58位、そして昨年は参戦2年目にして

77チーム中20位という好成績で、国際自動車技術会連盟から

FISITA賞を贈られました。しかし、FHTと上位チームの間には

大きな差があるため、今年は「総合6位以内入賞」することを目標

として日々 活動しています。 

　「今年度の車両のコンセプトは『Smart』（洗練された、おしゃれ

な）。コスト審査・デザイン審査に重点を置き強豪チームをしのぐ車

両を製作していきたいです。」と長沼さん

は語ってくれました。 

 

 

　最後に「サークルの魅力」について、長

沼さんに語ってもらいました。 

 

　『ものづくりが好き！』という人には、この

サークルはとても面白いと思います。私は

サークルに入った当初は車のことがよくわかりませんでしたが、実

際に作ることに携わって初めて、街を走っている車の内部がこん

なにすごいのかと感心しました。また、ゼロから車を作るときのパー

ツ同士が組み合わさって一つの形になる達成感はひとしおです。 

　それから、スポンサー活

動を通して、企業の社長さ

んと接することもでき、人間

的に成長できたと思います。 

　また、このサークル活動

を通じて「数学や物理など

の学校の勉強がどのように

社会の役に立っているのか」

ということが目に見えてわか

るようになりました。このことはこのサークルの魅力でもあり、また工

学部の魅力でもあると思います。 

ゼロからの達成感 

▲第6回大会にて 

取材協力：プロジェクトリーダー 

長沼 伸司さん 
（大学院工学研究科修士課程2年） 

●学年とともに生活がガラリと変わる。それも大学生活の一つの醍醐味ですね。学年が上がるたびにいろいろな発見ができ、そしていろいろな人と出会える生活は素晴らしい！の
一言です。（坪田陽一＜No.10編集リーダー＞） ●まだまだ知らないことの多い構内ですが、今回の製作に関わってまた新たなことを知れたのはとても嬉しいです。（小畠佑介） ●工
学部では面白い研究をたっくさんやっています。また、工学部はとても広いです。僕が1年生の頃、内部を探険しようと入ったら、違う出口に出て、入口に帰れなくて困った記憶があ
ります。（太田裕介） ●今回、この号の製作に携わってみて、北大について自分の知らないことがたくさんあったことに驚きました！北大は、校内でも周辺でも楽しめる、素敵な学校
です。（羽川令子） ●北海道の魅力が伝わってくる北大。そして幅広い工学部。皆さんにも北大工学部でいろいろなことを楽しんでいただければいいなと思います。（金　 旻） ●初め

て研究室に行って、実験器具の設備にとても驚きました。また、取材を受けてくださった先生も大変親切で、本当にお世話になりました。（田中 健） ●
取材で久しぶりにお話した橋本先生は相変わらずエネルギッシュで、たくさんの刺激を受けました！自分の分野ばかりでなく、違う世界に触れる大
切さを改めて実感しました。北大はその機会を得られる場ですよ！（田井沙保里） ●北大キャンパスや周辺地域には、私たちの大学生活を彩る、たく
さんの魅力がひそんでいます。自分自身が思い描く大学生活にはない、予想しない出来事が起こるかも…なんて期待してしまうほどです。（藤原美津
穂） ●リニューアルした食堂は予想以上にきれいで快適でした。いつもついつい長居してしまいます。他学部生も来るほどに素敵な食堂は工学部生
としてとても誇らしい場所です。ぜひいらしてください♪（山形享子） ●登下校のとき、授業の合間、日々変わる風景に思わず見惚れる今日この頃。個
性溢れる大学生活を描くための「色」の多さを感じていただければ幸いです。（松永陽子） ●雪が融けると、北大構内は馬の散歩コースになります。一
行が工学部前を通過するのは朝7:00頃。early birdしか知らない、北大の秘密です。（工学部入試広報室 永田晴紀＜No.10編集責任者＞） ●札幌と北
大キャンパスを、いかに自分の生活の舞台として使いこなせるか？工夫次第で、可能性は無限に広がります。皆さんが、一生の想い出になるような学
生生活を送れることを願って。（工学部入試広報室 小澤丈夫＜No.10副編集責任者＞） 


