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サステナビリティ・ウィーク2009行事一覧

11/1（日） 
環境省北海道地方環境事務所、北大映画館プロジェクト実行
委員会2009、北海道大学「持続可能な低炭素社会づくり」プ
ロジェクトチーム( 公共政策大学院、地球環境科学研究院)

北大映画館×北大低炭素ＰＴ×環境省    地球温暖化政策セミナー

日 程 主 催タ イト ル・分 野

10/4(日）～7（水）
北海道大学大学院情報科学研究科グローバルCOEプログラ
ム、APSIPA ASC 2009組織委員会2009年アジア太平洋信号処理連合学会アニュアルサミット・国際会議

プ レ 企 画

10/11（日）～14（水）

物理探査学会、アメリカ物理探査学会、ヨーロッパ物理探査学
会、オーストラリア物理探査学会、韓国物理探査学会、ベトナ
ム物理探査学会、アメリカ環境工学物理探査学会、北海道大
学理学研究院地震火山研究観測センター

第9回物理探査学会国際シンポジウム

10/24（土）、 11/2（月） 北海道大学経済学部学生提言『グリーン・ニューディール』第6回ディベート大会及び最終発表

10/30（金）～11/3（火・祝） 北大映画館プロジェクト実行委員会2009CLARK THEATER 2009

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ・ウ ィ ー ク

11/2（月） 北海道大学
サステナビリティ・ウィーク2009オープニングシンポジウム
北海道大学「持続可能な開発」国際シンポジウム
～持続可能なグローバル社会に向けた5課題解決への提言～

11/2（月） 北海道大学国際交流室北大から世界へ！～国際キャリアパスの入口へ～"SD on Campus"　

11/3（火・祝） 北海道大学大学院医学研究科国際保健医学分野、
世界保健機関神戸センター、ジュネーブ大学、デササル大学ジョイントシンポジウム「都市化と健康～2010年の世界保健デーに向けて～」

11/3（火・祝） 国際連合大学、北海道大学
国連大学グローバル・セミナー北海道最終記念セッション　
持続可能な社会の担い手となるために
―2015年までに国際社会が達成すべきミレニアム開発目標の現状を知る―

11/3（火・祝） 北海道大学、アジア工科大学、アラスカ大学、パランカラヤ大
学、宇宙航空研究開発機構第2回センチネル・アース国際シンポジウム - 市民向け講座-

11/4（水）～5（木）
北海道大学「持続可能な低炭素社会づくり」プロジェクトチー
ム

国際シンポジウム「持続可能な低炭素社会を目指して
～グリーン・ニューディールとグローバルチェンジ～」

11/4（水）～5（木）
北海道大学、アジア工科大学、アラスカ大学、パランカラヤ大
学、宇宙航空研究開発機構

第2回センチネル・アース国際シンポジウム　
－衛星データ・衛星画像データの高度利用研究－

11/6（金） 北海道大学グローバルＣＯＥ“統合フィールド環境科学の教育
研究拠点形成”国際シンポジウム「気候変動による地域固有システムへの影響」

11/6（金） 
セラミド研究会事務局、文部科学省 知的クラスター創成事業、
北海道大学先端生命科学研究院次世代ポストゲノム
研究センター

第2回 セラミド研究会 学術集会

11/7（土） 北海道大学水産科学研究院国際シンポジウム「明日の海と食を守る水産海洋サステナビリティ学」

11/7（土） 北大ガイアプロジェクト地球交響曲―ガイアシンフォニー第五番上映会&龍村仁監督特別講演会

11/7（土）～8（日） 

北海道大学低温科学研究所　環オホーツク観測研究セン
ター、北海道大学スラブ研究センター、総合地球環境学研究
所、北見工業大学未利用エネルギー研究センター、国土交通
省北海道開発局、国際科学技術センター、北海道大学「持続可
能な開発」国際戦略本部”

国際シンポジウム
「オホーツク海の環境保全に向けた日中露の取り組みにむけて」

11/8（日） 北水サイエンスアシスト実験展示：Let’s サイエンス!!

11/9（月）～10（火） 北海道大学低温科学研究所国際シンポジウム「低温科学のフロンティア」

11/12（木）
特定非営利活動法人Digital北海道研究会，国土地理院北海
道地方測量部，北海道大学大学院水産科学研究院，北海道大
学大学院文学研究科

産学官セミナー「地理空間情報が拓く未来」

11/12（木） 北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター国際シンポジウム「持続的アジア社会構築に向けた日中の総合的大学間協力」

11/13（金） 北海道大学サステイナビリティ学教育研究センターシンポジウム「アジア・アフリカ開発援助と北海道大学」

11/13（金）
北海道大学（産学連携本部、情報科学研究科、「持続可能な開
発」国際戦略部）、トリノ工科大学

シンポジウム「サステナビリティな産学連携を求めて
－ イタリアCity State トリノの取り組みからのメッセージ－」

11/14（土） 北海道大学サステイナビリティ学教育研究センターシンポジウム「石油ピーク後の日本と北海道のあり方を考える」

11/14（土） 北海道大学農学研究院市民向け講座「日韓における農業からみた低炭素社会の展望」

11/14（土） 北海道大学グローバルＣＯＥ “統合フィールド環境科学の教育
研究拠点形成”意見交換会「地球に優しい社会への大学→市民の協働」

11/14（土）～15(日) 世界の子どもをつなぐ教室（CCC）CCC「世界の子どもをつなぐ教室」報告会
～カンボジア・インドと日本をつなぐ「青春の手紙」～

11/15（日） 北海道大学文学研究科国際シンポジウム「先住民族と自然資源－持続的資源利用の視点から－」

11/15（日） 北海道大学文学研究科・応用倫理研究教育センター国際シンポジウム「持続可能な社会の発展と専門職業人の使命」

11/16（月）～18(水) 
北海道大学低温科学研究所、農学研究院、環境科学院、北方
生物圏フィールド科学センター、ヘルシンキ大学、オウル大学、
ラップランド大学北極センター、フィンランドセンター

北方圏の環境研究に関する日本―フィンランド共同研究セミナー

ロ ン グ 開 催 企 画

11/2（月）～14（土） 国際協力学生団体「結～yui」第４回　結～yui～プレゼンツ　フェアトレードフェア

11/4（水）～13（金） 北海道大学総合博物館実験展示：統合科学が解明する「洞爺湖・有珠火山地域の過去と未来」

ポ スト 企 画

12/7（月）～9（水） 北海道大学触媒化学研究センター北海道大学触媒化学研究センター20周年記念国際シンポジウム
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学生企画 5企画

期間：2009年11月1日～11月18日
（プレ企画を10月4日～10月31日の間、またポスト企画を12月7日～9日に開催）

サステナビリティ・ウィークとは、
「持続可能な社会」の実現に寄与する研究と教育を推進させるために
北海道大学が主催する事業です。
2007年に産声を上げ、毎年全学を挙げて開催しています。
3年目となる2009年は、
より多くの若手研究者の参加を促しました。
国内外から研究者・教育者・学生・市民が集まり、
最新の科学知識を共有し議論することによって、
より良い未来に向けた次なる一歩を探りました。

（アンケートより抜粋）
皆様からの声

サステナビリティ・ウィーク2009

【データで見るサステナビリティ・ウィーク2009】

教育、研究、社会貢献における今後
の更なる発展を期待するとともに、
異分野の専門家同士の恊働にも期
待します。

低炭素社会実現のために今後とも
研究をお願いします。市民としてシ
ンプルな生活を心がけていますが、
参加して大変感動しています。

持続可能性こそ重要です。
持続的開催を期待しています。

市民、大学、企業、政府に対す
る具体的な行動提言を期待
します。

市民レベルの広がりに期待し
ます。

企画数 33企画
（プレ企画4、ポスト企画1を含む）

（うち、2大学から学長、3大学から副学長が参加）

（期間2009年4月1日～12月9日）

※ひとつの企画が複数の課題をまたぐものもあります。

課題別企画数

ウェブサイト訪問者数
25,776人

参加者数
8,440人

16/24ヶ国※ 28/76機関※
大学間交流協定校からの参加

気候・環境変動 19企画

知的革命・技術革新・社会変革 16企画

自然史・生物多様性・自然保護 13企画

食糧・水・衛生・健康 12企画

教育・人材育成・啓発 19企画

人権・文化・平和 8企画

（うち、海外から702人が参加）

※2009年11月1日現在
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ダイジェスト 詳しい情報は「サステナビリティ

オープニングシンポジウム
「持続可能なグローバル社会に向けた5課題解決への提言」

オープニングを飾るシンポジウムとして、
“「持続可能な開発」国際シンポジウム～
持続可能なグローバル社会に向けた5課
題解決への提言～”を開催しました。数
ある課題の中でも特に喫緊の5課題であ
る、「感染症の拡大の阻止」、「水の総合的
管理」、「低炭素・循環型社会の構築」、「食
料とエネルギーの確保」、「地球温暖化時
代の新たな枠組みづくり」をテーマに、
文部科学省、環境省などの省庁関係者や
研究者を始め、漁業関係者、酪農家、新聞
記者など様々な立場の方々が講演し、活
発な議論を交わしました。

「持続可能な社会の担い手となるために～2015年までに国際社
会が達成すべきミレニアム開発目標の現状を知る～」と題し、
国際社会の課題解決に貢献したいと望む、全国9大学から集
まった学生48名が、人類共通の目標であるミレニアム開発目
標の達成状況を学びました。分科会では参加者と講師との間で
熱心な議論が交わされ、参加した学生からは、現場の声が聞け
て将来のキャリアプランを考える機会となった、等の感想を寄
せられま
した。

第1回  北海道大学サス
学生研究ポスターコンテ
学生が今取り組んでいる自らの研究を「持
続可能な社会づくりへの貢献」という観点
で見つめ直すように学生に奨励すると共
に、人類共通の課題解決に挑む逸材の輩
出を目指し、11月2日のオープニングシ
ンポジウムの一部として「第1回北海道大
学サステナビリティ学生研究ポスターコ
ンテスト」を開催しました。12の大学院と
4つの学部から募集枠を超える72件の参
加があり、あらゆる学問分野の視点から
持続可能性について議論が交わされ、異
分野交流の良い機会となりました。同日
夜には「第1回北海道大学サステナビリ
ティ研究ポスター賞」の授賞式が執り行わ
れました。

国連大学グローバル・セミナー
北海道最終記念セッション

北海道大学が協定を結んでいる世界の有力大学との連携に力を
入れた今年は、期間中16 ヶ国28の海外協定校から多数の研究
者が本学を訪れました。中でも、アジア工科大学（タイ）、オウ
ル大学（フィンランド）、パランカラヤ大学（インドネシア）、トリ
ノ工科大学（イタリア）、デラサル大学（フィリピン）、ジュネー
ブ大学（スイス）、アラスカ大学（アメリカ）とはそれぞれジョイ
ントシンポジウムを
開催し、地球環境分
野はじめ、健康、産
学連携など様々な分
野において、組織ぐ
るみで連携を深める
機会となりました。

協定校ジョイントシンポジウム

会場からの質問に答える講演者

オープニングシンポジウム会場

国連大学グローバル・セミナー集合写真

分科会の様子
オウル大学等とのジョイントシンポジウム
「日本ｰフィンランド共同研究セミナー」

トリノ工科大学とのジョイントシンポジウム
「サステナビリティな産学連携を求めて」
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・ウィーク2009」ウェブサイトで公開しています。

テナビリティ
テスト

協定校プロモーションイベント

サステナビリティ・ウィーク参加のために来
学した海外協定校関係者のうち、7大学の学
長・教員らが一同に会し各大学のPRをするプ
ロモーションイベント「北大から世界へ！～国
際キャリアパスの入り口へ～“SD on Campus”」
を開催しました。このイベントでは、各大学
が持続可能な開発(Sustainable Development 
=SD)についてどのような教育を行っている
か、また学生が授業や課外活動でどのように
SDに関わっているかを紹介し、会場に入り
きれないほど集まった学生達からは、一度に
色々な国の大学の話を聞ける大変貴重な機会
であったという声が多く聞かれました。また
協定校関係者らにとっても、学生達に自分の
大学を直接アピール出来る絶好の機会であっ
たと大変好評でした。

若者の視点で積極的な活動を続け「北大元気プロジェクト」に
採択されている学生団体のうち５つの団体が、「持続可能性」と
いう合い言葉のもとウィークに参加しました。期間限定の映画
館設置に始まり、フェアトレード商品の展示・販売と講演会や、
途上国の子どもとの交流支援の報告会、「地球交響曲ガイアシン
フォニー」の上映会、小学生
を対象とした科学の実験企画
などが、学生の手によって企
画・運営されました。次世代
を担う学生の活動に多くの市
民・学生・研究者が足を運び、
どの企画も大盛況のもと終了
いたしました。

学生企画
情報の溢れる現代において、人々が持続可能な社会づくりに向
けた正しい情報を選び取る手助けをするために、一般市民が気
軽に参加出来る市民向け講座を数多く用意しました。地球温暖
化問題やエネルギー資源問題、持続的な農業技術など、人々の
関心の高い分野において、最新の研究成果を広く公開いたしま
した。参加者にとっては日頃疑問に思っていることを聞く絶好
の機会となり、また研究者にとっても、市民の大学に対する期
待の声を直接聞く良
い機会となりました。

市民向け企画

http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw2009/jp

科学の面白さを伝えた
「Let'sサイエンス」

フェアトレード商品の
販売を行った
「フェアトレードフェア」

市民も気軽に参加できる
行事を開催

意見交換会「地球に優しい社会への大学→市民と
の協働」

総長と記念撮影する受賞者

活発な議論が繰り広げられた

協定大学留学生からの説明

ポートランド州立大学学長からの大学紹介
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2009年12月発行

北海道大学の今後の展開
G8大学サミット「札幌サステイナビリティ宣言」の具現化に向けて、

北海道大学は次の４項目に重点的に取り組みます。

サステナビリティ・ウィークの開催
持続可能な社会づくりに寄与する研究と教育を加速させるため、毎年2～ 3週間を「サステナビリティ・
ウィーク」と定め、国際シンポジウムや国際会議、市民向けの公開講座や展示を集中的に行います。これには、
学術界や教育界、産業界、NGOで活躍する人をはじめ学生や市民が世界中から集まり、人類共通の課題
について認識を深め、解決策を議論します。次回は2010年10月25日からの開催に向け、世界から企画
を募っています。

1

サステナビリティ・ネットワークの牽引
一国一地域では解決が難しい課題に取り組む際に重
要なのは「連携」です。そこで、国内外の大学や研
究機関、国際機関とのネットワーク構築において
リーダーシップを発揮すべく、英語のウェブサイト
「Hokudai Network for Global Sustainability」
を運営し、国内外から寄せられた記事や、収集した
情報を発信します。
また、アジア-太平洋地域の大学院ネットワーク
「ProSPER.Net」に加盟する機関と、ESD大学ラン
キングコミュニティーづくりなどの協働事業を行い
ます。

Hokudai Network for Global Sustainability
http://www.sustain.hokudai.ac.jp

2

未来のサステナビリティを担う人材育成
人類共通の課題に協働で取り組む人材をさらに増やすべく、世界各地で活躍している技術者、政策担当者、
教育関係者、研究者など専門家を対象に短期研修コースを提供します。これまでに、鳥インフルエンザ防
除対策コース、HIV感染予防対策コース、寒冷都市の上下水道管理コース、廃棄物処理コース、森林エコツー
リズムコースなどを開設しました。
北海道大学の学生向けには、サステイナビリティ学教育研究センターが中心となって、社会の課題を俯瞰
的に捉えることのできる分野横断型の教育プログラムを提供します。

3

サステナブル・キャンパスの構築
１日に数万人が出入りする広大なキャンパスを「実験の場」とみなし、持続可能な社会の新しいモデルを試
行します。それには、最先端の研究成果に、学生の斬新なアイデアとバイタリティを融合させ、勉学、研究、
経営、生活などあらゆる側面から、サステナブルなキャンパスをつくります。この取り組みを通じて学生は、
次世代を築くために必要な知識や技術そして行動様式を育んでいきます。
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■サステナビリティ・ウィーク2009の詳細、報告はウェブサイトで公開しています。

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2009
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