
応用理工系学科2年　郭 逸群くん 

機械知能工学科3年　赤澤 眞之くん 機械知能工学科3年　赤澤 眞之くん 

環境社会工学科4年　石田 絵美さん 

特 集 
食事しっかり、頭すっきり 

知られざる「食」のエンジニアリング 

　「今日は疲れたから自炊したくないけど、しっかり食べたい！」

そんな気分の時は学校帰りに友達と夕食を食べに行きます。北大

周辺には定食屋さん、中華料理屋さん、スープカレー屋さんなど

たくさんのお店があり、どこに行こうか迷ってしまうほど。どの

お店も美味しくてボリュームたっぷり！夜遅くまで開いている

ので、帰る時間が遅くなった日も安心です。私は、月に4回くらい

は夕食を外食にしています。 

▲いただきまぁ～す！！ 

▲ビュッフェ（オニオンリング、なすのみぞれ煮、揚げ餃子、肉豆腐、ごはん） 
　これで380円！！ 

　私は、節約のために3食とも自炊していますが、お昼ご

飯は学食で食べることもあります。作り置きできる料理は、

次の日にも食べられるのでとても便利！また、じゃがいも

など長持ちする食材は安いときにたくさん買い置きして

います。 

▲ごはん・鮭・肉じゃが・納豆・麦茶 

▲北大生に人気のラーメン 

　期末試験やレポートの締切直前などに、図書館で勉強していると、

気づいたら20時近く…家に帰ってからご飯を作る気力もなくなって

しまいます。そんなときはここ！北大生の胃袋の面倒を一手に引き

受ける学食！安くてとても便利です。 

▲北海道名物！石狩鍋 

　僕たち北大生は友達の家に集まってみんなで料理を作

ることが多いです。鍋は手軽に作れて値段お手ごろ。種類

も豊富。特に北海道の鮭と野菜でつくる石狩鍋は絶品です！

また、大勢で食べるご飯の美味しさは格別ですよ！ 

大学院工学研究科修士課程1年 
（応用理工系学科卒） 
山形 享子さん 

自炊しました！ 

学食で食べました！ 

友達とラーメン！ 

友達の家で 

鍋パーティ！ 

この日の朝食・昼食は？ 
［朝食］ごはん・みそ汁・ウインナー・卵焼き 
［昼食］ラーメン（学食） 

この日の朝食・昼食は？ 
［朝食］焼き魚定食（学生会館） 
［昼食］ハンバーグ定食（学食） 

この日の朝食・昼食は？ 
［朝食］トースト・野菜ジュース 
［昼食］牛とろ丼（学食） 

この日の朝食・昼食は？ 
［朝食］シリアル 
［昼食］パン・サラダ（学食） 

▲20人分のカレー 

恵迪寮伝統の「エッセン」 

▲みんなで食べるのが楽しい！ 

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 

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 

取材協力 
恵迪寮 情報・宣伝対応 
入江 道雄さん 

　北大の恵廸寮には、「エッセン」という食事制度があります。エッセンとは、

ドイツ語で「食事」という意味です。10～20人のグループで、毎日担当を決め

て、みんなの夕食をまとめて作ってしまおう！というもので、とっても経済的！

毎日食べるものは、やっぱり

手作りのものが良いですよね。 

　今日の夕食はカレー。カレ

ールーを使わずにスパイスから作ります。こだわりの

手作りカレーはとっても美味しかったです！ごちそう

さまでした！ 

　ちなみに、日曜日には、100人分の仕出しを作って寮

内で配るそうです。スケールが違いますね！！ 

人によっては、ラーメン
のスープのダシを前日
からとったりするとか！
こだわってるなぁ。 

 気になる「食と工学の関係」は2・3面へ！ 

学 ぶ 楽 し さ 、 北 大 工 学 部 か ら ！  
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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。 
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あなたの食生活を工学研究の成果が支えています。例えば食事をするとき、 
どんな研究成果が身の回りにあるのか見てみましょう。 

の密接な関係を解き明かす！？ 

▲PHA生産菌 

▲「のど越し測定装置」の振動流発生装置と 
　超音波流速分布計（写真上） 

▲味覚受容体の形 

▲化学反応で水素を作り出す装置 

▲水の安全性を評価する実験装置 

▲情報推薦システムのイメージ図 

▲発色試薬で現れる細菌量による色の違い 

▲細胞観察のための装置 

▲成長する脂肪細胞 

生ごみからプラスチ
ックができるなんて
びっくり！環境に良
い技術ですね！ 

取材[学生編集委員] 
機械知能工学科3年 
杉本　恵 
 

取材協力 
環境社会工学科 
佐藤 久先生 

「流体工学」が扱う現
象には解明されてい
ないことが多いそう
です。未知の分野に挑
戦するってわくわく
しますね！ 

取材[学生編集委員] 
応用理工系学科2年 
郭 逸群 

取材協力 
機械知能工学科 
田坂 裕司先生 

取材[学生編集委員] 
環境社会工学科4年 
藤原 美津穂 

取材協力 
情報エレクトロニクス学科 
峯田 克彦先生 

未来の車は、生ごみで
走っているかも！？映
画「バック・トゥ・ザ・フ
ューチャー」のラスト・
シーンは夢じゃない！ 

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 

取材協力 
機械知能工学科 
首藤 登志夫先生 

効率的に水の再利用
ができるようになれば、
世界的な水問題が解
決するかもしれませ
んね！ 

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 

取材協力 
環境社会工学科 
岡部 聡先生 

Web上の膨大な情報の
中から効率よく必要な
情報が得られるなんて、
とても便利ですね！ 

取材[学生編集委員] 
応用理工系学科3年 
小畠 佑介 

取材協力 
大学院情報科学研究科 
博士後期課程2年 
調和系工学研究室 
山下 晃弘さん 

構造バイオ情報科学研究室のホームページ 
●http://ibio.jp/

流動場システム工学研究室のホームページ 
●http://ring-me.eng.hokudai.ac.jp/j_index.html

水環境保全工学研究室のホームページ 
●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/aqua/

応用熱工学研究室のホームページ 
●http://mech-me.eng.hokudai.ac.jp/̃netsu2/

水質変換工学研究室のホームページ 
●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/water/

調和系工学研究室のホームページ 
●http://harmo.complex.eng.hokudai.ac.jp/

取材[学生編集委員] 
環境社会工学科4年 
石田 絵美 

取材協力 
応用理工系学科 
石田 晃彦先生 

生物計測化学研究室のホームページ 
●http://bioanal-mc.eng.hokudai.ac.jp/BioanalLab_jp/Top.html

取材[学生編集委員] 
機械知能工学科3年 
赤澤 眞之 

取材協力 
応用理工系学科 
永山 昌史先生 

生物物理工学研究室のホームページ 
●http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/BioPhysics/

私たちの食の安全も
工学の技術が守って
くれているのですね！ メタボの研究もでき

るなんて、工学の研究
対象は幅広いですね！！ 

　食品が衛生的かどうかを色で簡単に判定できる方法が

あったらすごいと思いませんか？ 従来、食品衛生検査の

判定には、特殊で高額な装置が必要でした。しかし、石田

先生の研究グループが開発した新技術は、なんと装置要らずで、しかも１時間ほどで判定できるのです！ 

　先生は、生物に必ず存在するATP（アデノシン三リン酸）という物質に着目し、数種類の薬品を巧みに利

用してATPから発色成分を生成させ、最後に発色試薬で細菌量を判定する技術を開発しました。細菌の数

が多いほどATPの量も多く、発色成分も多くなり、最終的な色の変化に現れるという仕組みです。細菌量

が可食基準値以下だと黄色

～だいだい色、基準値を超え

ると紫色、と色の違いがはっ

きりとしているので誰でも

容易に判定できます。 

　「将来的には、利便性をさ

らに高めるために改良を重ね、

社会に広めていきたい」と石

田先生。シンプルな方法なれ

ばこそ将来有望な技術です。 

 

　飲み物や食べ物がのどを通るときに

感じる爽やかさを数値として表せない

だろうか？ 田坂先生は、「のど越し」を流

体力学の観点から評価する研究に取り組んでいます。CMなどでよく聞く言葉ですが、明

確な定義はなく、その良し悪しは専ら試飲アンケートなど主観的なものに頼っているよ

うです。「“のど越しがいい”ってどういう意味？ これを数値で表せたら面白い！」と思っ

て研究を始めたそうです。 

　のど越しの評価では、中に障害物を設置した細長いチューブに対象となる液体を満たし、

ピストンの運動で液体に振動を与え、超音波流速分布計※でその流れを調べます。障害物

がのど部を、チューブの材質と太さが年齢に応じた食道を、流れの振動がぜん動運動をそ

れぞれ模擬しています。研究は始まったばかりですが、将来的には飲みやすさやのど越し

に関する基準を作りたいと先生は意欲的に取り

組んでいます。 

　「この食品はのど越し値3.2だから、子供に飲

ませても大丈夫。」ということになれば、食品事

故の防止に役立つかもしれませんね。 

※超音波のドップラー効果を利用して液体の速度分布を測る装置。 
　牛乳など、不透明な液体にも使えるのが特徴。液体金属も測定できる。 

　食事を作ると、たくさんの生ごみがでますよね。

そんな食品廃棄物を発電に利用してしまおう！ と

いう研究をしているのが、首藤先生です。 

　もともと車やバイクが好きな先生は、水素などの代替燃料を使ったエンジンや燃料電池を開発しており、

水素エンジンや燃料電池の性能を大幅に向上させてきました。そんなエンジニア魂を持った先生に企業

から共同研究の誘いがあり、この廃棄物発電の研究はスタート。 

　生ごみなどの廃棄物を熱分解して水素と一酸化炭素を生成し、更に化学反応で一酸化炭素と水蒸気か

ら水素を作ります。あとは、水

素エンジンや燃料電池を利用

して発電！化石燃料を使わな

いため、環境に良く、ランニン

グコストもほとんどかかりま

せん。発電だけでなく自動車

を走らせることも可能です。 

　趣味から始まった研究が自

然破壊を止め、人類の幸福に

繋がるなんて、素敵ですね！ 

 

　食事に欠かせない要素のひとつに「おいしさ」があります。見

た目のおいしさはもちろんのこと、味覚の中にも「おいしく」感

じる要素があるのをご存知でしょうか。 

　おいしさを感じる「味覚」は人間の体にとって重要な感覚です。峯田先生の研究

グループは、味覚の認識にかかわる遺伝子の情報をコンピュータで解析し、舌から

脳に至る味覚の認識メカニズムの謎に迫っています。 

　人間が感じる5つの味「塩味・酸味・苦味・甘味・うま味」のうち、「おいしさ」に関係

するものは「甘味・うま味」の2つです。甘味は、食物内に核酸やアミノ酸があること

のサインで、人間の味覚はこの2つの味で

摂取すべき栄養素の存在を認識し、体内

に取り入れていきます。人によって遺伝

子の情報が違うので、感じる「おいしさ」

も違います。 

　将来は、一人ひとりの好みに合わせた

食べ物がつくられるかもしれませんね。 

 

　下水は都市における貴重な水資源。下水を再利用するためには、処理した水の安全性を迅速かつ正

確に評価することが必要不可欠です。下水には多種多様な化学物質が混在しており、岡部先生はヒト

の培養細胞を使って、下水処理水の安全性（毒性）を評価する研究を行っています。具体的には、遺伝子

がDNAからmRNAに転写される過程での異常を調べることで汚染化学物質の発がん性を評価してい

ます。この手法を用いると多種類の物質の毒性を同時に評価することができ、また比較的短期間に安価に評価すること

が可能です。さらに、毒性のわからない化学物質の毒性を推定することもできます。この毒性評価システムを応用する

ことで食品の安全評価もできるようになります。 

　世界中の人が安全・安心な水を飲めるように、

特別な設備や研究所がなくても水の安全性を評

価できる簡易測定キットのような形でこの手法

が広まることを夢見て、今日も先生は研究を続け

ています。 

 

　誰かと食事をするとき、皆さ

んはどうやってお店を探しま

すか？ Webサイトを利用する

ことも多いのではないでしょうか？ もし、自分の好

みにぴったりのお店を探してくれる検索システムが

あったら便利だと思いませんか？  

　Web上で情報を収集する手段としては、キーワー

ド検索が一般的ですが、「近所にある自分にとってお

いしい飲食店」などの検索は困難です。そこで山下さ

んは、ブログを利用して住所等の基本情報と個人の

嗜好に基づく主観的情報を収集し、データを整理し

関連付け、個人の興味や嗜好に基づいた情報を提供

する「情報推薦システム」の構築に取り組んでいます。 

　このようなシステムは、レストランや宿泊施設、映

画など、人の興味や嗜好などが関係するものを検索

するのに有用です。 

　皆さんは、食事を残してしまったこと

はありませんか？ 残った料理や野菜の

くずなどは生ごみとして捨てられてし

まいます。その生ごみから生分解性プラスチックを生産する技術を研究しているの

が佐藤先生です。 

　生ごみは発酵させると乳酸や酢酸などの有機酸を生成します。この有機酸を取り

出し、PHA生産菌と混ぜるとPHA生産菌はPHA（ポリヒドロキシアルカン酸）という

物質を作り、体内にため込んでいきます。

PHAは生分解性プラスチックの原料であ

るため、そこからプラスチックを作ること

ができます。 

　プラスチックの原料である石油は有限

であり、このまま使い続けると、あと数十

年でなくなってしまうという説もあります。

現在の生分解性プラスチックは生産コス

トが高いという欠点がありますが、近い将来、

石油からつくるプラスチックの代わりと

なる日が来るかもしれません。 

 

この研究成果が、私た
ちの生活をより豊か
にしてくれるかもし
れませんね！ 

　メタボ※が話題になっている昨今、

永山先生は、ネズミの脂肪細胞を用

いて、「太るメカニズム」に関する研

究を行っています。 

　そもそも、人が「太る」のは、皮膚や腹部などにある脂肪細胞が油を蓄え、成長する

ためです。生体内の脂肪細胞を直接観察することはできないため、皿の上で脂肪細

胞を成長させ、定期的に写真を撮ることによって成長を記録しています。コンピュ

ータで制御して、5分間に1枚のペースで5日間写真を撮り続けることもあります。 

　将来的には、脂肪細胞を更に太らせることによって、メタボのメカニズムを解明し、

脂肪細胞の成長を抑えたり、既に太っている人を痩

せさせたりするための研究に発展させたいそうです。 

　ところで、太っている人の脂肪細胞は油を蓄え、

１つ１つが本当に大きく、丸く成長しているそうで

す。太っている人が「丸い」と言われるのも、本質だ

ったようですね。 

※メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の略。 

 

ごみ？いえいえ、プラスチックです。 

のど越しって何？ 味の好みは遺伝子が決める？ 

ごみ？いえいえ、エネルギーです。 

下水の再利用って大丈夫？ 

好みのお店が見つかる！ 

色で細菌の数が分かるって本当！？ 
メタボは細胞まで丸い！ 

▲北大名物ジンギスカン・パーティ（通称ジンパ） 

協力 
名誉教授 
野口 徹氏 

おいしいジンギスカ
ンを食べられるのも、
材料工学の研究の成
果なんですね！ 

[学生編集委員] 
機械知能工学科3年 
キム ヨンミン 

金 　旻 

▲NMR

取材協力 
応用理工系学科 
平沖 敏文先生 

実験でお酒のおいし
さが分かるなんて、び
っくりです！！ 

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 

　皆さんは、 NMRという装置を知っていますか？ NMRとは核

磁気共鳴装置のことで、電磁波を当てて物質の構造や動きを決

定する装置です。この装置によって水素や炭素や窒素を含む有

機化合物を分析できるので、新しい物質の分析などにも使われ

ています。 

　NMRでお酒（アルコール＋水）に含まれる酸素を調べると、水

分子中の酸素の動きが

分かります。この動き

が遅いと口に入れた時

の舌触りが悪く、つま

りおいしくなく感じる

のです。 

 

　皆さんはジンギスカン鍋を知っていますか？ ジンギスカン

鍋は鋳物用の鉄「鋳鉄」でできています。鋳鉄は普通の鉄よりも

炭素が多く含まれ、さらにケイ素も含まれています。そのため、

溶かしたときの流れがよく、薄くてきれいなジンギスカン鍋を

作ることができます。さらに黒鉛がたくさん含まれるために、熱

の伝わりがよく、また

油を適度に吸収・保持

するので、焦げが少な

くおいしいジンギスカ

ンが楽しめます。 



　北海道の秋は早い…本州ではまだ暑いであろ
う９月も、北海道では涼しく、季節の変化が身にし
みて感じられます。北工会※の同好会のひとつで
ある茶道同好会では、毎週木曜日のお昼休みに
お茶の練習をしています。会員は約２０名。茶道と
聞くと女子学生が多いように感じられるかもしれま
せんが、男子学生や教職員もおり、和気あいあい
とした雰囲気の中で点前（気持ちよくもてなす作
法）や客人への心遣いを学んでいます。 

取材［学生編集委員］ 
応用理工系学科4年 太田 裕介 

北工会茶道同好会 

編集 
後記 

　茶道同好会の一番大きな行事は、毎年１０月に
行われる文化祭でのお茶会ですが、お正月には
お正月茶事を開いたり、卒業生のために卒業茶
事を開いたり、日頃から行事を催してお茶を楽し
んでいます。 
　また、練習は、和やかで楽しい雰囲気の中で行
っており、井戸端会議になってしまうこともしばしば
あるそうです。 
　会員の中には高校から茶道を続けている人も
いますが、大学生になってから始めた人も多いで
す。中には大学院生になってから始めた人もいま
す。いつ始めてもきちんと点前を学ぶことができる
のもこの同好会の魅力のひとつです。 
　また、工学部はとても大きいため、学科・専攻や
学年が違う学生同士が知り合う機会は、あまり多
くないかもしれません。しかし、この同好会では、
茶道を通じていろいろな学生や教職員と仲良くな
ることができます。 
　おいしいお菓子となごやかな談笑、そしてさま
ざまな人との出会い…それがこの同好会の魅力
ですね。 
　皆さんも、秋の１日を、お茶を楽しみながら過ご
してみてはいかがでしょうか。 

　茶室に入ると、静寂の世界を感じ、ゆっくりとし
た時間の中で安堵の気持ちで満たされます。 
私は茶道初心者ですが、しんと静まり返った茶室
でお茶をいただくと、日本人の心が感じられます。 
　「茶道は伝統的な様式を踏襲して、客人をお
茶でもてなすものです。点前もさまざまなものがあ
り、ここまでやれば完璧！ というものではありませ
ん。勉強を続ければ続けるほど、自分がだんだん
と成長していくことが感じられます。また、自分が
学んだことを後輩に教えることができるというのも
素晴らしいことだと思います。」と田中さんは茶道
の魅力を語ってくれました。 

KUONバックナンバー＆No.12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※「4.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/

▲大盛況！工学実験教室 

夏・運動会 

冬・綱引き大会 秋
・
文
化
祭 

体感！ 工学の世界 
　工学祭が北大祭の期間（6月上旬）に行われ
るのは初めてのこと。僕は実行委員として企
画から当日の運営まで携わりました。 
　AIBOなどを使った工学部ならではの実験教
室やロボット展示、普段はなかなか入ること
のできない場所を巡る工学部見学ツアーなど
を行い、期間中はたくさんの人が訪れて楽し
んでくれました。特に子ども達の楽しそうな
笑顔を見ることができてとても嬉しかったです。 
　来年は、皆さんも是非工学祭にお立ち寄り
ください！ 

運動会で一致団結！ 
　工学部では、毎年6月末に運動会が行われます。チーム対抗で総合得点を競う
もので、リレーや綱引き、玉入れなど、白熱した戦いが繰り広げられます。先生
方も学生も一丸となって競技に挑むので、運動会を通じて仲間や先生方との結
束が強まります。この大会で上位になると商品がたくさんもらえるということ
もあり、皆大張り切り。今年最後に行われたリレーは逆転優勝をかけたレース
となり、大きな声援が響いていました。 

［学生編集委員］ 
応用理工系学科3年 
小畠 佑介 

当日は予想以上に大
勢の人が来場し、楽
しんでくれたので嬉
しかったです！ 

Art × Engineer

目指せ！ 
　　 優勝！！ 

▲目指せ大逆転!!リレー決勝戦 

昨年の冬の大会で私
のチームは準優勝！
嬉しかったです！！ 

No.12は、2009年12月発行予定です。 No.12は、2009年12月発行予定です。 No.12は、2009年12月発行予定です。 No.12は、2009年12月発行予定です。 

▲総力戦！玉入れ 

▲靴に縄を巻いて踏んばる！！ ▲生け花・書道展示 

春
・
工
学
祭 

●初めて編集リーダーを務めましたが、みんなの協力のおかげで、緊張しながらも楽しく会議に参加することができました。取材を通して、工学部って面白い！と再認識しました。
（石田絵美＜No.11編集リーダー＞） ●今回の取材で「食」という一番身近なことの工学を知ることができました。さまざまな学科がいろいろな角度で食に関わっているってすご
いって感じました。（小畠佑介＜No.11サブリーダー＞） ●のど越しという感覚でしか分からないものを、数値化することでより正確に把握できるようになれば、食品事故も防げ
ると感じました。（郭 逸群） ●読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋！僕は世界三大珍味やマツタケ、それに回らない寿司等を食べたことがないですが、この時期の食べ物は
おいしいと思います。（太田裕介） ●食事一つとっても、お店を検索したり、ごみをエネルギーやプラスチックの材料として再利用したりと、“工学”の無限の可能性を改めて感じ

させられる号でした！（羽川令子） ●「食」という身近なことに関して、さまざまな研究を知ることができて面白かったです。工学部は未来に繋
がっていく学部だと編集を通じて感じました。（杉本 恵） ●これまで身近だけれど知らなかった「太る」ということのメカニズム。自分の専門
ではない学科に取材し、工学部が持っている分野の広さを改めて感じました。（赤澤眞之） ●一人暮らしをすると、料理は必ずしなければなり
ません。しかし、料理は仕方なくするのでなく、楽しむものです。そのうち一人暮らしをする（かもしれない）皆さん、料理を楽しんでください。
（金　 旻） ●食前・食事中・食後の各場面に、工学研究がいろんな形でかかわっていて、とても興味深く編集に取り組めました。私たちの食を支
えてくれる工学の力に感謝しながら、食を楽しみたいと思います。（藤原美津穂） ●まさかお酒の味がNMRで判別できるとは思いませんでし
た。身近な「食」について工学的に知ることで、KUONを読んでいる皆さんが工学部により親しみを感じてくれると嬉しいです。（山形享子） ●
食と工学というと一見別世界のような気がしますが、よく見るとさまざまな結びつきがあることに気づきました。この特集が工学の裾野を広
げるきっかけになればと思います。（工学部入試広報室 小澤丈夫＜No.11編集責任者＞） ●好きなものこそ、ものの上手なれ！きっと「食」に
携わる技術者・研究者は食いしん坊なんでしょうね！今回の特集で工学が「食」に貢献していることを理解していただければ幸いです。（工学部
入試広報室 廣吉直樹＜No.11副編集責任者＞） 

［学生編集委員］ 
機械知能工学科3年 
杉本 恵 

［学生編集委員］ 
環境社会工学科4年 
藤原 美津穂 

　イチョウ並木が鮮やかに色づく頃、工学部にも“芸術の秋”
が到来します。毎年10月末に行われる文化祭では、同好会が日
頃の活動成果を発表します。ステージのライブに酔いしれ、写
真や書道の展示作品を味わい、生け花をめでながら、お茶席で
おいしいお茶とお菓子をいただき…と、イベント盛りだくさん！ 
　また、毎年恒例の金魚すくい大会では、豪華賞品獲得を目指
して、白熱した試合が繰り広げられます。 
　今年の文化祭は10月29～30日です。皆さんも気軽に足を
運んでみてください。 

冬でも綱引き、元気いっぱい工学部！ 
　北海道の厳しい寒さを実感する冬、工学部では毎年1月末に綱
引き大会が開催されます。優勝を目指し、出場選手は頭にハチマキ
を巻いて一致団結して綱を引き、仲間がその周りで一丸となって
応援します。優勝を勝ち取るために作戦を練って挑んだり、掛け声
をかけながら綱を引いたり、勝負にかける気迫が伝わってきます。私も毎
年応援に参加し、一緒に掛け声をかけます。ツルツル地面でのちょっと変わっ
た綱引きには、北海道ならではの楽しみがありますよ！ 

［学生編集委員］ 
環境社会工学科4年 
石田 絵美 

▲子どもたちに大人気！ロボット展示 

▲真冬の熱い戦い！

友達の隠れた才能を
発見することも！！ 

部 活 ・ サ ー ク ル 

を 楽 し む ！ 

おいしいお菓子と 
なごやかな談笑、 
そしてたくさんの出会い 取材協力：代表 田中 林菜さん 　　　　 （大学院工学研究科修士課程2年） 

歓迎茶会でのお点前 ▲文化祭でのお茶会 

▲練習風景 

工学部はイベント盛りだくさん！！ 

▲真剣！金魚すくい大会 

秋ののどかな日には 

茶道の魅力 

一期一会 

※工学部の学生と教職員の親睦組織。 


