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１．サステナビリティ・ウィーク 2010 の概要 １．サステナビリティ・ウィーク 2010 の概要



本年の特徴 

・開催テーマ ： ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して 

・企画実施期間： 2010 年 9 月 25 日～12 月 8 日 
- コア期間：2010 年 10 月 25 日～11 月 7 日 

・企画数   ： 47 企画 

・参加者数  ： 11,196 人 

・特筆事項    ：  

- これまでは自然環境に係る議論が多かったことから、開催 4 年目に初

めて人間に焦点を当てたテーマを掲げた。結果、包括する学問分野

と扱う課題の多様さが増し，サステナビリティ・ウィークは世界に

類を見ないユニークな社会貢献と国際交流の集中週間へと成長した。 
- SW2010 開催の数週間前にノーベル化学賞の受賞が決まった鈴木章

名誉教授へ、北海道大学の教職員および学生がお祝いの気持ちを伝え

る機会として、10月25日に開催したサステナビリティ・ウィーク2010
オープニング・セレモニーの中で、受賞を祝す会を設定した。 

- 新しく協定を締結したばかりの大学から代表者を招き、各大学におけ

るサステナビリティの取り組みを様々な企画を通じて紹介してもら

うことで、北海道大学の教職員や学生の協定校理解を促進した。 
- 本年を含む過去 4 年間のデータを累計すると企画数が 100、参加者数 
が 2 万人を突破した。 

- 市民を対象とした「北海道サステナビリティ・フォーラム 2010」を

北海道新聞社と共催した。北海道新聞では、サステナビリティ・ウィ

ークの開催告知広告を連載するとともに、鈴木章名誉教授の受賞を祝

す企画広告記事を掲載した。 
- 環境科学院の学生によるベロタクシーの学内運行企画「自転車タクシ

ーDE おしゃべり&ECO」の実施にあたり、資金支援と広報を兼ねて

サステナビリティ・ウィークの広告をベロタクシーに掲載した。 

 

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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北海道大学
サステナビリティ・ウィーク
2010 10月25日（月）スタート

未来に続く「いのち」のために
持続可能な社会をめざして

改訂版
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プログラム

「さっぽろこども環境コンテスト」
（札幌市主催）を応援します。
札幌市内の小中学生が、日頃の環境
保全活動について発表します。北海
道大学は、優秀な取り組みに「サス
テナビリティ賞」を授与します。

■11月27日（土）札幌エルプラザにて開催され、
誰でも発表を聴くことができます。

■問い合わせ先:札幌市環境局環境計画課
　TEL: 011-211-2877

行事名
概要
会場
講演言語
申し込み
主催
共催
問い合わせ先

0 日時

【凡例】

【参加申込み】

このマークが付いている行事は、ウェブサイトから参加の申込みができます。

バックの色は各行事のカテゴリーを表しています。

https://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/application/

ごあいさつ

北海道大学 総長　佐 伯　 浩

1876年に札幌農学校として創立以来、北海道大学は自然と人間が共存する社会づく

りに貢献してきました。21世紀に入ってからは、より視野を広げ、環境・社会・経済・個人の

調和を目指し「持続可能な社会（サステナビリティ）の実現」を掲げて、研究と教育に取り

組んでいます。

2008年には「G8大学サミット」を札幌で開催し、海外の20大学、日本の14大学そして

国連大学と共に、「札幌サステイナビリティ宣言」を採択し、私ども大学は持続可能な社

会を実現するための原動力になることを誓い合いました。

この宣言を具現化させるべく今年も「北海道大学サステナビリティ・ウィーク」を開催しま

す。  これは、持続可能な社会づくりに寄与する研究と教育の推進週間です。  4年目を

迎える今年のテーマは、『ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して』。

　この人類の課題について、シンポジウムや講演会、ワークショップや展示を集中的に開

催し、世界の研究者、学生、市民と共に、より良い未来のために議論を行います。

ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して
～わたしたちが直面する危機の原因を包括的に探る～

 9:00～10月25日（月）～26日（火）オープニング行事：北海道大学「持続可能な発展」国際シンポジウム

すこやかに
人間らしく生きる

わたしとあなたと
自然との関わり

サステナブル
キャンパス

未来への学び

●セッション1：自然と社会の健康への影響
 Yun-Chul HONG　ソウル国立大学校環境医学研究所長
 岸玲子 北海道大学環境健康科学研究教育センター長

●セッション2：生態系劣化と生活劣化
 Jamsran TSOGTBAATAR　モンゴル科学アカデミー地球生態学研究所長
 藤田昇 総合地球環境学研究所准教授
 石川守 北海道大学地球環境科学研究院准教授

●セッション3：社会のしくみと生活
 湯浅誠 反貧困ネットワーク事務局長
 中島岳志 北海道大学公共政策大学院准教授

1：社会の持続的発展の次世代主体 ─いまある「こども」の危機─
 •主催：教育学研究院 •講演言語：日本語

2：ユーラシア・エコトーン帯：モンゴルにおける生態系の持続的利用
 •主催：地球環境科学研究院GCOE •講演言語：英語

3：世界の水の危機とWell-being
 •主催：工学研究科 •講演言語：英語

4：高齢社会の健康と介護：幸せとは？
 •主催：医学研究科 •講演言語：日本語

10月25日（月）

10月26日（火）

1

■北海道大学 学術交流会館　 
　日本語／英語（全体会のみ通訳あり） 
　必要（無料）ウェブサイトにて受付 　
　北海道大学
　サステナビリティ・ウィーク事務局
　TEL:011-706-2093 
　FAX:011-706-2095
　E-mail:office1@sustain.hokudai.ac.jp

　ひとり一人が身体的、精神的、社会的に良好な状態（Well-being）
で質の高い生活（Quality of Life）を送る世界は、あるべき「持続可能
な社会」の姿です。そして、Well-beingを享受する人々は、社会を持続
的に発展させる原動力となって、より望ましい世界に近づきます。
　しかし現実には、興味関心と欲望が牽引する人間活動によって、地
球温暖化や有害な化学物質による汚染や生物多様性の減少など自
然環境の劣化が急速に進んでいます。同時に、貧困や孤独など社会
的な矛盾が目に見えて拡大しています。これらの問題が最終的に行き
着く先はWell-beingの朽廃であり、人間の生存の危機です。
　本シンポジウムでは、Well-beingの劣化現象を包括的に捉え、私
たちの持続可能性を破壊する内在的な原因に迫り、ひとり一人がすこ
やかに人間らしく生きる社会を目指すうえでの障害を取り除く方策を
考えます。

●全体会

●オープニングセレモニー

●分科会

●全体会／総合討論

基調講演　Keith F. TAYLOR　ダルハウジー大学特別代表
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【市民向け講座】　少子化と持続可能な未来

サイエンスカフェ「地球の調べ方・カフェ」（第1回～第3回）

経済学部主催「第７回プレゼン・ディベート大会」

特別企画「自転車タクシーDEおしゃべり＆ECO」

第2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　Ⅰ

【市民向け講座】　北海道大学サステナビリティ・フォーラム

SW2010オープニング行事
北海道大学「持続可能な発展」国際シンポジウム
ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して
～わたしたちが直面する危機の原因を包括的に探る～

 グリーン回路とシステムに関する国際ワークショップ

[学生企画] 第５回フェアトレードフェア

留学希望者向けセミナー：SD on Campus: A Global Quality of 
International Campus Life

インフルエンザなどの人獣共通感染症を克服する～統合科学実験展示～

[学生企画]　第1回 サステナブル・キャンパス・コンテスト

サステナブル・キャンパスツアー

再生可能エネルギー国際シンポジウム

国際シンポジウム
「サステイナビリティ学教育のグローバルキャンパス化をめざして」

シンポジウム「北の山で何が起きているのか：変容の持続的観測」

[学生企画] CLARK THEATER 2010

「崩壊する地球生態系を救えるか？」（仮題）生態炭素と生物多様性の鍵
―熱帯泥炭・森林―

北海道地域医療シンポジウム

シンポジウム
「都市・農村の地域連携を基礎とした低炭素社会のエコデザイン」

アムール・オホーツクコンソーシアム 第二回会合　準備ワークショップ

シンポジウム「グリーンな福祉国家は可能か─社会保障・環境・経済の新しい連携─」

シンポジウム
「子どもの未来可能性を大切にする社会の実現をめざして」

国際講演・実習：顎関節症診断法の国際基準

環境政策セミナー　～生物多様性保全と気候変動～

公開講座「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」

市民向け講座―衛星画像・データとGISの新展開とその先進的利用―
（第3回センチネルアース国際シンポジウム記念行事）

第3回センチネルアース国際シンポジウム
―衛星画像・データとGISの新展開とその先進的利用―

産学官セミナー　地理空間情報が拓く未来Ⅱ

北海道海洋生物科学シンポジウム

第14回アイヌ語弁論大会　イタカン　ロー　
～アイヌ語で話しましょう！～

国際シンポジウム「子どもの貧困と対抗戦略」

国際シンポジウム
「持続可能な女性の健康のために：歴史の中の避妊と中絶を問う」

特別講演「高齢化社会における世代間正義と健康」

市民向け講座「サステナビリティ水産科学の理論と実践」

日本学術会議北海道地区学術講演会
「北海道から発信するグリーンイノベーション」

行  事  名日 程

9/25（土)

10/13(水)～15(金)

10/16（土）

10/24（日）～31（日）

10/24(日) ～29(金)

10/22（金）

10/25（月）～26（火）

10/25（月）

10/25（月）～11/6（土）

10/27（水）

10/26（火）～11/3（水・祝）

10/27（水）

10/27（水）

10/28（木）

10/29(金）

10/29(金）

10/29（金）～11/3（水・祝）

10/30(土）午前

10/30(土）午後

10/30(土）

11/1（月）

11/1（月）～2（火）

11/1（月）

11/2(火）

11/3(水・祝）

11/3(水・祝）

11/3(水・祝）

11/3(水・祝）

11/4(木）～5（金）

11/4（木）

11/5（金）

11/6（土）

11/6(土）

11/6（土）

11/7（日）

11/9（火）

11/15（月）

専門的
な内容

新聞レベル
の内容

専門家
大学院

中学生
以下

高校生
大学生・市民

○ 参加歓迎

○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○

○

● 主な対象

●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

●

○●

○●

○●

○●

○●

●

●

○

● ●

● ●

●

○●

○●

●

●●

○●●

●●

●

○●

○

●

●

●

● ●

○●

●

○●

●

●

●●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

イベントスケジュール

10/31
まで 10/31

11/2

10/29

11/3
まで

11/6
まで

10/31

10/29

10/26

10/25

10/30

11/1

10/24

10/24

11/3
まで

(　

 

は
定
休
日)

11/1

11/5
まで

10/31

(　

 

は
休
館
日)

3428 29 30 32

【市民向け講座】　みんなで考えよう─身近な環境と子どもの健康─10/24(日) ●○ ○

第2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　Ⅱ10/31(日)～11/5(金) ● ○

●

●

JSPS拠点大学交流事業セミナー「持続可能な水産業への提言」12/8（水） ○● ●
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※行事が変更になる場合があります。最新の情報はウェブサイトにてご確認ください。　 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/ 5
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北海道大学  学術交流会館 小講堂　　日本語　　不要 （無料）　　北海道大学保健科学研究
院　　北海道大学 環境健康科学研究教育センター,女性研究者支援室　　北海道大学保健科
学研究院（庶務担当）TEL: 011-706-3315  E-mail: shomu@hs.hokudai.ac.jp

北海道大学  学術交流会館　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　不要 （無料）　　北海道大学　
ジュネーブ大学　　北海道大学医学研究科 国際保健医学分野
FAX: 011-706-7374   E-mail: sw2010@ghe.med.hokudai.ac.jp

北海道大学  学術交流会館 講堂　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　必要（無料）
ウェブサイト,E-mailまたはFAXにて受付  申込締切：10月31日（日）
北海道大学教育学研究院　　貧困研究会　　北海道大学教育学研究院 （担当：松本、鳥山）
FAX: 011-706-3114   E-mail: tmadoka@edu.hokudai.ac.jp

11月6日（土）

北海道大学  保健科学研究院 6階会議室　　日本語　　必要 （無料） ウェブサイト,E-mailも
しくは電話にて受付  申込締切：10月29日（金）　　北海道大学保健科学研究院公開講座委員
会　　北海道大学保健科学研究院（庶務担当）
TEL: 011-706-3315  E-mail: shomu@hs.hokudai.ac.jp

13:00 ～

すこやかに
人間らしく生きる

ひとり一人が身体的、精神的、社会的に良好な状態
（Well-being）で質の高い生活（Quality of Life）を送る
ことのできるコミュニティをつくります。

シンポジウム「子どもの未来可能性を大切にする
社会の実現をめざして」
子どもの未来可能性を大切にする社会の実現をめざし、子どもの体力と健康、子どもの精
神発達、文化と子育て、男女共生社会における子育ての観点から、議論を行います。
少子高齢社会に突入し、日本の人口は減少し始めました。未来を担う子どもが健やかに育
ち、世界につながる新しい日本を創造することが大切です。
子どもの健康や子育てに関心を持つ市民、学生、専門家が集まり、子どもの未来可能性
を広げる社会の実現を一緒に考えましょう。

国際講演・実習：顎関節症診断法の国際基準

北海道大学  学術交流会館  第1会議室　　日本語　　必要（1,000円,学生無料） ウェブサ
イトまたはE-mailにて受付　　北海道地域医療研究会　　北海道大学病院卒後臨床研究セン
ター　　北海道大学医学研究科医療システム学分野 (担当：二階堂）
TEL: 011-706-7005   FAX: 011-706-7628　E-mail: nikaido@med.hokudai.ac.jp 

医師不足が起因となって崩壊の危機にある地方の医療を守るために、住民と行政はどの
ような共同作業ができるのか、その可能性について議論します。持続可能な地域社会を実
現するには、もはや医療従事者のみに健康を守る活動を任せてはいられない状況です。住
民、行政、福祉従事者そして医療従事者が、それぞれの役割と課題を明確にした上で、協
働する仕組みが必要です。医療と福祉の質の向上に関心を持つ、大学生、市民、自治体、
専門家の参加をお待ちしています。

北海道地域医療シンポジウム

10月30日（土）

13:00 ～

10:00 ～

11月2日（火）

11月3日（水・祝）

13:00 ～

13:00 ～

健康の質の向上をめざした研究動向について、健康科学の基礎から生活機能を改善する
応用技術まで幅広く最新の成果を3時間で紹介します。
特に、①生活習慣病の予防をめざした蛋白性食品の機能性評価の研究、②自閉症、アス
ペルガー障害などの診断と治療の研究、③身体の安定性を考慮した理想的な車いす・オ
フィスチェアの開発に焦点を当てます。保健医療に関する基礎科学や、介護福祉等に資
する技術に関心のある市民、高校生、大学生、専門家の参加をお待ちしています。

公開講座「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」

11月3日（水・祝）

子どもの貧困に関する政策課題と社会的意識の醸成について日英間の討論を行ない、
対抗戦略のこれからを構想します。子どもの貧困を食い止めようと、先駆的な市民活動を
イギリスで展開してきた「Child Poverty Action Group」 の元代表を招へいします。子ど
もの成長と発達を阻害する貧困の問題は、日本においても教育・福祉・保健・医療など広
範な政策と実践の課題です。解決を願う市民、学生、教育関係者、専門家の参加をお待
ちしています。

国際シンポジウム「子どもの貧困と対抗戦略」

北海道大学  学術交流会館　講堂　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　必要 （無料） ウェブサイ
トまたはE-mailにて受付　　北海道大学歯学研究科　　北海道大学歯学研究科（担当：有馬）
TEL: 011-706-4275 FAX: 011-706-4276  E-mail: tar@den.hokudai.ac.jp

超高齢社会を迎えた日本において生活習慣病となりつつある顎関節症（あごが痛い、口が
開かない）の診断方法を学ぶワークショップです。
最近、顎関節症の国際診断基準（RDC/TMD）が制定されました。この制定に中心的な役
割を果たしたThomas List博士（スウェーデン）とPeter Svensson博士（デンマーク）か
ら、診断方法を教授いただきます。最新研究を反映した世界初のワークショップへ、多くの
開業歯科医師、歯学研究者の参加をお待ちしています。

9月25日（土）

市民向け講座「少子化と持続可能な未来」
「持続可能な発展と健康」をテーマに、市民向けの公開講座を開催します。海外大学の研
究者の話を交えながら、保健医療の視点から捉える「持続的発展」とは何かについて、わか
りやすく紹介します。
特に日本の少子化問題を取り上げ、出生率の国際比較などを通じて将来を展望し、持続
可能な社会の構築に向けて総合的な検討を行います。身の回りから世界まで、健康と社
会の関わりについて関心のある市民、高校生、大学生の参加をお待ちしています。

15:00 ～

北海道大学 学術交流会館 講堂　　日本語　　必要（無料）ウェブサイトにて受付
北海道大学　　北海道新聞社
北海道新聞社広告局　サステナビリティ・フォーラム係（担当：中瀬, 星）
TEL: 011-210-5712　土日祝を除く9：30～17：30    FAX: 011-210-5727
E-mail: kokoku3@hokkaido-np.co.jp

10月22日（金）

【市民向け講座】
北海道大学サステナビリティ・フォーラム 
「すこやかに人間らしく生きる」ことについて、「個人」という切り口と、人間を支える「環境」と
いう切り口から考えます。北海道大学の研究者とゲストによる対談を通じて、人間の内面、
人とのつながり、自然環境、都市環境といった観点から「生きる」ことを共に考える機会をご
提供します。ちょっと思索する週末を過ごしたい市民の皆様のご参加をお待ちしています。

18:30 ～

10月24日（日）

北海道大学環境健康科学研究教育センター設立記念　
市民公開講演会
「みんなで考えよう－身近な環境と子どもの健康－」
私たちをとりまく身近な自然環境ならびに社会環境が人々、特に生まれてくる赤ちゃんや子
どもたちの健康に与える影響について講演します。これまでに私たちが北海道や札幌市で
行ってきた研究成果を報告するとともに、来年スタートする環境省「子どもの健康と環境に
関する全国調査」を紹介します。また、環境と子どもの健康について参加者の皆様と討論
したいと思います。多くの市民、学生、自治体や専門家の参加をお待ちしています。
北海道大学 学術交流会館 講堂　　日本語　　必要（無料）ウェブサイトにて受付〔申込締切
10月15日（金）〕　　北海道大学 環境健康科学研究教育センター　　
北海道大学 環境健康科学研究教育センター（担当：半田、高松）
TEL: 011-706-4747    FAX: 011-706-4725  E-mail: e.h.s@med.hokudai.ac.jp

13:30 ～

11月1日（月）

シンポジウム「グリーンな福祉国家は可能か
～社会保障・環境・経済の新しい連携～」
自然環境、社会保障、経済社会がバランス良く成り立つ解決策として、グリーンな福祉国
家の可能性を考えるシンポジウムを開催します。今日、従来排他的な関係にあった、自然環
境（環境政策）、世代再生産（社会保障政策）、経済社会（経済財政政策）の３領域の持
続可能性の連携が注目されています。定常型社会の視点から福祉政策を論じてきた千葉
大学の広井良典教授の基調講演と、本学の山口二郎教授などによるパネルディスカッ
ションに是非お越しください。
北海道大学 学術交流会館 小講堂　　日本語　　不要 （無料）　　北海道大学大学院法学研究
科附属 高等法政教育研究センター　　文部科学省科学研究費基盤研究（A)  「日本型福祉・雇用
レジームの転換をめぐる集団政治分析」,文部科学省科学研究費基盤研究（S)  「市民社会民主主
義の理念と政策に関する総合的考察」  　北海道大学大学院法学研究科  附属高等法政教育研究
センター  TEL: 011-706-4005   E-mail: jcenter@juris.hokudai.ac.jp

14:00 ～



15

14

17

18

19

13

11

12 16

北海道大学  学術交流会館 第4会議室、小講堂　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　不要 （無料）
北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター　　北海道大学サステイナビリティ学教育
研究センター （担当：広瀬）　TEL: 011-706-4530　FAX: 011-706-4534 

北海道大学  学術交流会館 講堂　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　不要 （無料）
北海道大学「持続可能な低炭素社会」づくりプロジェクト　　北海道大学 公共政策大学院 
（担当：近藤）TEL & FAX: 011-706-4717  E-mail: low-carbon@hops.hokudai.ac.jp

北海道大学  学術交流会館 第1会議室　　英語 （通訳あり）　　不要 （無料）　　北海道大学
文学研究科・応用倫理研究教育センター　　北海道大学文学研究科　応用倫理研究教育セン
ター (担当：中地）TEL: 011-706-2865  E-mail: mnakachi@let.hokudai.ac.jp

わたしとあなたと
自然との関わり

人間を含めたあらゆる生き物で構成される生態系が健全な
ものとなるよう、健全な水環境と大気環境を実現させるのと
同時に、望ましい共生のかたちを探ります。

13:00 ～

北海道大学  人文・社会科学総合研究棟W409号室　　英語（通訳なし）　　不要 （無料）　
北海道大学文学研究科・応用倫理研究教育センター　　北海道大学文学研究科　応用倫理研
究教育センター (担当：眞嶋）TEL: 011-706-3062  E-mail: caep@let.hokudai.ac.jp

高齢化社会における健康の促進と、そのために必要な医療資源の配分について、「公衆
衛生の倫理」研究の第一人者であるハーバード大学ノーマン・ダニエルズ教授に講演い
ただきます。高齢化が進む中、適切な医療にあずかることができる人と、そうではない人がい
ます。このような問題を「正義」という観点から考えます。また医師や薬、医療器具といった
「医療資源」はどのように配分すれば公衆衛生の促進につながるのか考えます。英語の講
演ですが、多くの若者や市民の参加をお待ちしています。

特別講演「高齢化社会における世代間正義と健康」

11月7日（日）

14:00 ～

13:00 ～

18:30 ～

「地球の調べ方」は、研究、科学、環境、地球、生物などを、身近な世界に感じてもらうシリー
ズイベントです。遠くの外国や街も、旅番組を見たり、本を読むことで、自分にとってなじみ
の場所になるようなイメージです。今回の「地球の調べ方・カフェ」では、3夜に渡って「身近
な生き物や自然の話」を、各ゲストにお話ししていただきます。話題の生物多様性について
も繋がる内容です。中高校生、大学生、市民の参加をお待ちしております。

サイエンスカフェ「地球の調べ方・カフェ」（第1回～第3回）
※3夜連続開催

10月13日（水）～15日（金）

10月28日（木）

太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーを開発し普及させるための方策や、
その将来展望について、北海道はもとより国内外から研究者や実務家を招き議論します。
再生可能エネルギーは、利用過程で排出される二酸化炭素量が少ないため地球温暖化
を抑制します。また、石油や石炭といった資源を十分に持っていない日本のような国のエネ
ルギー自給率を高めます。世界各国で、日本で、そして北海道で積極的に取り組むべき、こ
の重要課題に関心を持つ市民と学生の参加をお待ちしています。

再生可能エネルギー国際シンポジウム

北海道大学  情報科学研究科 大会議室（11階17号室）　　英語 （通訳なし）　　不要 （無料）
北海道大学情報科学研究科 GCOEプログラム「知の創出を支える次世代IT基盤拠点」
北海道大学情報科学研究科　　北海道大学情報科学研究科GCOE事務局 
 FAX: 011-706-7890   E-mail: gcoe@ist.hokudai.ac.jp

10月25日（月）

最先端無線ネットワークの研究で世界的に著名なルイジアナ大学Magdy A. Bayoumi
教授を招へいし、“グリーンシステム” 技術の方向性について講演いただきます。さらに、
学生が研究成果を発表し、次世代情報通信システムやマルチメディアシステムの最新技
術に係る研究討論を行います。電話回線やインターネット回線、携帯電話網など、あらゆる
情報システムを統合し省エネ化を図ろうとする世界の動きに関心を持つ、市民、企業関係
者、学生の参加をお待ちしています。

グリーン回路とシステムに関する国際ワークショップ

10月29日（金）

大雪山など北日本の山では、高山帯のお花畑の消失に象徴される急激な環境変化が進
んでいます。長年の現場観測や衛星観測で明らかになったこれらの変化を紹介します。さら
に、北方山岳の生態系サービスの持続性を評価するため、そして昨年の高齢登山者遭難
事故のような気象災害を未然に防ぐためには、どのような「環境観測・監視ネットワーク」が
必要か議論します。山の生態系や生物多様性に関心を持つ市民、学生、専門家の参加を
お待ちしています。

シンポジウム「北の山で何が起きているのか：変容の持続的観測」

11月6日（土）

国際シンポジウム「持続可能な女性の健康のために：歴史
の中の避妊と中絶を問う」
女性の健康と福祉について、アメリカと日本の第一人者の歴史家が語ります。
中絶・避妊・出産など生殖に関する決定は、経済発展や伝統の存続、家族の在り方、性モ
ラル、社会保障制度、国家の防衛力への影響が多大であることから、家、コミュニティ、国
家、宗教などから様々な規制を受けてきました。この状況は、女性や子どもの福祉に悪影
響を与えてきました。男女ひとり一人が最も望ましい決断をし、かつより良い社会を築くた
めには、何を変え何を残すべきかについて一緒に考えてみませんか。

北海道大学  学術交流会館 第1会議室　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　不要 （無料）　　
北海道大学環境科学院,農学院　　「気候変動における森林帯ー高山帯エコトーンの多様性消
失の実態とメカニズムの解明」（環境省環境研究総合推進費D-0904）　　北海道大学環境科
学院GCOE支援ユニット （担当：近藤）TEL: 011-706-4862  FAX: 011-706-4867
E-mail: a.kondoh@ees.hokudai.ac.jp

午前：「炭素イニシアチブ構想」を掲げ、熱帯泥炭低湿林の研究において最先端を行く北
海道大学の研究者が、国際ネットワークの構築に向けて研究者と議論します。

午後：破壊が進む熱帯泥炭素湿地の現状と保全に向け課題について、市民や高校生向
けに解説をします。東南アジア島嶼部、ブラジルアマゾン、中央アフリカに広がる熱帯
泥炭素湿地に貯蔵されている膨大な量の炭素はどうなるのか、豊かな生物多様性は
どのような危機に直面しているのか理解を深めてください。

10月30日（土）

「崩壊する地球生態系を救えるか？」（仮題）
生態炭素と生物多様性の鍵　─熱帯泥炭・森林─

北海道大学  学術交流会館 第1会議室　　日本語 　　不要 （無料）
北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター　　大阪大学,立命館大学　　北海道大学
サステイナビリティ学教育研究センター （担当：佐藤）　TEL: 011-706-4586  
 FAX: 011-706-4534　E-mail: toshikisato@census.hokudai.ac.jp

地球温暖化を引き起こす二酸化炭素の排出量が少ない社会（低炭素社会）をアジアに実
現させるための研究の成果を報告します。農村から出るバイオマス資源を、都市で使うエネ
ルギーへ効率的に活用するシステムなど、農村と都市の連携のあり方について研究してき
ました。北海道や中国の事例を通じて見えてきた、エネルギーと物質のあるべき資源循環
システムを紹介しつつ、アジアの将来シナリオについて意見交換します。学生や市民、企
業関係者の参加をお待ちしています。

11月1日（月）

シンポジウム「都市・農村の地域連携を基礎とした低炭素
社会のエコデザイン」

11月1日（月）～2日（火）

モンゴル・ロシア・中国を流れるアムール川の流域とその下流に広がるオホーツク海の環
境保全をめざす学術ネットワーク「アムール・オホーツクコンソーシアム」は、来年に第2回
会合を開催するため、今年は議題づくりをします。2009年11月に発足した本コンソーシア
ムは、地域経済や社会および文化の多様性を損なうことなく、持続可能な状態で環境を利
用するための共通認識の構築をめざしています。国際的な環境保全の枠組み作りに興味
を持つ学生や市民の参加をお待ちしています。

アムール・オホーツクコンソーシアム　
第二回会合  準備ワークショップ

13:00 ～

13:00 ～

9:30 ～

13:00 ～

10:00 ～

Sapporo 55ビル 1階インナーガーデン （紀伊國屋書店札幌本店正面入口前）　　日本語　
不要 （無料）　　地球の調べ方実行委員会　　北海道大学大学院環境科学院IFES-GCOEプ
ログラム環境教育研究交流推進室　　北海道大学IFES－GCOEプログラム環境教育研究交
流推進室 (担当：佐藤） E-mail: shirabekata@ees.hokudai.ac.jp

北海道大学 スラブ研究センター 大会議室　　日本語　　不要 （無料）　　北海道大学 低温科学研究所＆
スラブ研究センター, 北見工業大学未利用エネルギー研究センター　　総合地球環境学研究所,北海道大
学GCOEプログラム「境界研究の拠点形成　スラブ・ユーラシアと世界」,国土交通省北海道開発局　　
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FAX: 011-706-7142  
E-mail: ao-symposium@lowtem.hokudai.ac.jp  URL: http://www.chikyu.ac.jp/AMOC/
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函館市地域交流まちづくりセンター 2F 市民交流フロア　　日本語 / 英語 （通訳あり）　　必
要 （無料）  6月1日（火）～10月29日（金）の間ウェブサイト, E-mailおよびFAXにて受付　　
北海道大学水産科学研究院　　日本学術会議,函館市　　北海道大学水産科学研究院 （担
当：帰山）TEL & FAX: 0138-40-5605   E-mail: salmon@fish.hokudai.ac.jp

北海道大学  地球環境科学研究院D棟201号室　　日本語　　不要 （無料）　　北海道海洋
生物科学研究会,北海道大学IFES-GCOEプログラム　　北海道大学地球環境科学研究院 
（担当：沖野） TEL & FAX: 011-706-4519  E-mail: okino@ees.hokudai.ac.jp

未来への学び
地域固有の歴史や文化を敬い、叡智や課題を分かち合うこと
を通じて、新たな未来を切り開く心、ちから、友情を育みます。

14:00 ～

函館湯の川  花びしホテル  (函館市湯川町1-16-18)　　日本語 / 韓国語（通訳あり）　　
不要（無料）　　北海道大学, 釜慶大学校　　日本学術振興会(JSPS),韓国科学財団(KRF)　
北海道大学函館キャンパス事務部（担当：澤田）
TEL: 0138-40-5504   E-mail: sawa3@jimu.hokudai.ac.jp

13:00 ～

水産業における日本と韓国のこれからの協力関係についてお話します。これは，北海道大
学と韓国釜慶大学校が10年間取り組んだプロジェクト「水産資源変動の解明と非環境
負荷・ゼロエミッション型水産業の構築」を総括する機会です。日韓共通の海洋で行われ
る水産業が、その周辺の自然環境に負荷を与えることなく、水産資源を無駄なく有効に利
用する新たな水産業の姿、つまり「持続可能な水産業」を提案します。

JSPS拠点大学交流事業セミナー
「持続可能な水産業への提言」

12月8日（水）

北海道大学  人文・社会科学総合教育研究棟 W101、 102、 201、 202　　日本語　　
不要 （無料）　　北海道大学経済学部　　北海道大学経済学部主催「第７回プレゼン・ディベー
ト大会」運営事務局  （担当：塚田）  TEL: 011-706-4066    FAX: 011-706-4947
E-mail: sacade@econ.hokudai.ac.jp

 10:00 ～17:00

北海道大学のさまざまな分野の学部生や大学院生がチームを組み、「農業再生～ビジネ
スの新しいデザイン～」をテーマに独自のアイディアを発表（プレゼン）し、論戦（ディベー
ト）の中でその長短所を検証します。7回目となる今年も、日本のビジネスの現状を正確に
把握しつつ、事態に対応するための独創的なデザインを競い提言します。参加チームは、
夏から調査と分析を重ね、農業再生に向けた提言を行います。市民、高校生、大学生、院
生、農業ビジネス関係者のご来場をお待ちしています。

経済学部主催「第７回プレゼン・ディベート大会」

10月16日（土） 

地球温暖化や海洋酸性化、そして人間活動の影響が、北海道の海洋生物にどのような変
化をもたらしているか、将来どのような変化が起こりうるかについて考えます。
太平洋、日本海、オホーツク海という異なる3つの海に囲まれた北海道は、類まれなる海洋
生態系、水産資源の宝庫です。最新の研究成果をもとに、海洋の生態系保全、そして水
産資源の持続的利用に向けて、市民、学生、漁業関係者、専門家が一緒になって議論しま
す。

11月5日（金）

北海道海洋生物科学シンポジウム

11月3日（水・祝）

国際動向を踏まえて、生物多様性保全ならびに気候変動問題について政策面から考える
セミナーです。10月に名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）では、何が議論され、政策にどう活かされるのかを紹介し、北海道に住む私たち
はどのように行動すればよいのかを考えます。また、11月にメキシコで開催される気候変動
枠組条約第16回締約国会議（COP10）を見据え、気候変動問題に関する国際的な議論
の動向や国内施策の動向を紹介します。ぜひ一緒に、生物多様性保全や気候変動問題
の環境政策について考えてみましょう。

環境政策セミナー　～生物多様性保全と気候変動～

北海道大学  学術交流会館 第1会議室　　日本語　　必要 （無料）  ウェブサイト,E-mail,電
話,FAXにて受付　　北海道大学「持続可能な低炭素社会」づくりプロジェクト　　環境省北海
道地方環境事務所　　環境省北海道地方環境事務所　環境対策課 （担当：安田）
TEL: 011-299-1952  FAX: 011-736-1234  E-mail: reo-hokkaido@env.go.jp

北海道大学  学術交流会館 小講堂　　市民講座：日本語/シンポジウム：英語（通訳なし）　　
不要 （無料）　　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,ソウル大学,
宇宙航空研究開発機構,リモートセンシング技術センター　　
北海道大学情報科学研究科 (担当：石毛）　TEL: 011-706-7691  FAX: 011-706-6295

市民向け講座（11月3日）と専門家向けの国際シンポジウム（4日・5日）を開催します。市民
向け講座では、地球温暖化の大きな要因のひとつとして考えられる二酸化炭素の排出問題
を取り上げ、分りやすく解説します。国際シンポジウムでは、衛星の画像データを用いた地球
観測及び最新の利用方法についての研究成果を発表します。また、GIS（地理情報科学）の
最近の進展とその利用状況についての研究成果も発表します。さらに、アラスカとインドネシ
アの森林・原野火災におけるそれらの利用研究の成果について紹介します。

11月3日（水・祝）～5日（金）

第3回センチネルアース国際シンポジウム
―衛星画像・データとGISの新展開とその先進的利用―

北海道大学  学術交流会館 講堂　　日本語　　不要 （無料）　　北海道大学文学研究科,GIS
学会北海道地方事務局,北海道GIS・GPS研究会,NPO法人Digital北海道研究会
北海道大学文学研究科 （担当：橋本雄一）
TEL & FAX: 011-706-4019  E-mail: you@chiri.let.hokudai.ac.jp

産業振興、自然環境の維持管理、新しい福祉サービス創出など、産学官における『地理空
間情報』活用に関して最新動向を紹介します。地理空間情報とは、持続可能な社会を構
築するための道具として期待が高まっている社会的な情報基盤です。『地理情報システム
（GIS）』や『衛星測位』の技術とともに活用することで、北海道の代表的産業である農業・
水産業の振興や、高齢社会における効果的な社会福祉サービスの創出が可能です。この
情報基盤の発展的活用に関心を持つ企業、自治体、市民の参加をお待ちしています。

産学官セミナー　地理空間情報が拓く未来Ⅱ

13:00 ～11月4日（木）

サケやイワシ、マグロといった水産資源を、世界の人々が未来ずっと食べていくには、どうし
たらよいのか考えます。水産生物が漁獲されてから食卓にあがるまでの間に、どれくらい環
境へ影響を与えたのかを示す、フード・マイレージ、エコラベル、食料トレイサビリティ、養殖
などを話題にします。海洋生態系の保全と水産食料の持続的な確保が同時に可能となる
よう、学問と実践の両方を進める必要があります。「水産サステナビリティ」に関心を持つ
学生、市民、企業の参加をお待ちしています。

市民向け講座「サステナビリティ水産科学の理論と実践」

11月9日（火）

北海道大学 学術交流会館 ホール　　日本語 / 英語　　不要 （無料）　　北海道大学　　
サステナビリティ・ウィーク2010事務局　
TEL: 011-706-2093, FAX: 011-706-2095　E-mail: office1@sustain.hokudai.ac.jp

第2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
北海道大学の学生が、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
め直し、ポスターにまとめ日本語もしくは英語で発表します。100枚余のポスターは、2週間
に分けて掲示されます。火曜日には「コミュニケーション・タイム（CT）」が設定され、発表者
がポスターの説明をし、来場者と審査員の質問に答えます。優秀な発表には賞が授与され
ます。学生が未来をどう描いているのか、研究ポスター発表とはどのようなものかを知る機
会です。特に高校生、大学生、大学院生の来場をお待ちしています。

•10月24日（日）正午～   29日（金）正午>> CT : 10月26日（火）12:30 ～ 15:30
•10月31日（日）正午～11月5日（金）正午>> CT : 11月2日（火）12:30 ～ 15:30

9:30 ～

北海道大学  学術交流会館 講堂 　   日本語    　必要 （無料）  ウェブサイト,電話,FAXにて受付
日本学術会議北海道地区会議, 北海道大学　　北海道大学学術部研究協力課（担当：原田）
TEL: 011-706-2155  FAX: 011-706-4873  E-mail: suishin@general.hokudai.ac.jp

北海道の特徴である広い大地と豊かな自然、そして北海道で生み出される新たな科学・技
術の双方を活かした、新たな生活・産業・経済の形について提言を行います。｠自然環境へ
の負荷を緩和して自然を保全・再生し、さらに自然災害などの環境変化に適応するといった
「自然と人類との共生」を図りつつ、同時に「人類の発展」を進める「グリーンイノベーショ
ン」とはどのようなものか、その展望を語り新たな科学・技術のあり方を考えます。北海道発
の最新の学術成果に関心を持つ研究者、大学生、市民の参加をお待ちしています。

11月15日（月）

日本学術会議北海道地区学術講演会
『北海道から発信するグリーンイノベーション』

13:30 ～

13:00 ～

9:30 ～
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※行事が変更になる場合があります。最新の情報はウェブサイトにてご確認ください。　 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

北海道大学  クラーク会館　　日本語 / 英語/その他　　不要 （有料、一部無料プログラムあり）
北大映画館プロジェクト実行委員会2010　　北大ガイアプロジェクト
北大映画館プロジェクト実行委員会2010  E-mail: info@clarktheater.jp

北海道大学 生協会館店購買部(1F)　　日本語　　不要 （無料）　　国際協力学生団体「結～
yui」　　北海道大学生協組合　　国際協力学生団体「結～yui」 （担当：松島）
TEL: 080-1768-1640  E-mail: yui.international.cooperation@gmail.com

サステナブル
　　キャンパス

10月27日（水）はサステナブル・キャンパス・デーです。
キャンパスを社会の実験場とみなし、市民や自治体、企業と
一体となって、持続可能な新しい社会のモデルをつくります。

北海道大学内路上　　日本語　　不要 （乗車運賃無料）　　北海道大学大学院環境科学院
IFES-GCOEプログラム環境教育研究交流推進室　　特定非営利活動法人　エコモビリティ・
サッポロ　　北海道大学IFES－GCOEプログラム環境教育研究交流推進室 (担当：吉村）
TEL: 011-706-3355  E-mail: ynobu14001@ees.hokudai.ac.jp

環境科学院の学生が、自転車タクシー「ベロタクシー」を札幌キャンパス内外で運行しま
す。北海道大学の環境への取り組みがデザインされたベロタクシーを見つけたら、ぜひご
乗車ください。運転する学生と、コミュニケーションを楽しみつつ、CO₂排出ゼロの交通手
段でゆったりと会場間をご移動ください。

特別企画：自転車タクシーDEおしゃべり＆ECO

10月24日(日)～31日(日)

11月6日（土）

第14回アイヌ語弁論大会　イタカン　ロー　
～アイヌ語で話しましょう！～

北海道大学　北方生物圏フィールド科学センター　1階講義室　　日本語 / 英語 （通訳あり）
必要（無料）ウェブサイトにて受付　　北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター　　
北海道大学「持続可能な低炭素社会」づくりプロジェクト,北方生物圏フィールド科学センター
北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター （担当：辻）
TEL: 011-706-4533  FAX: 011-706-4534  E-mail: n-tsuji@sgp.hokudai.ac.jp

10月27日（水）

北海道大学札幌キャンパス内の環境負荷低減の取り組みを紹介すべく、北方生物圏
フィールド科学センター（バイオガスプラント、堆肥化施設、ペレットボイラー）や、環境科学
院などを巡るツアーを行います。本学はサステナブル・キャンパスの実現をめざしており、そ
れに寄与する施設などを設置しています。これらの施設を一般公開し、市民、研究者、学生
を交えて意見交換をします。環境の仕事に関心のある学生もふるって参加ください。
※口蹄疫のために見学できない可能性もあります。

サステナブル・キャンパスツアー

北海道大学 学術交流会館　第1会議室　　日本語/英語　　不要（無料）　　
The Students Council for Sustainable Development in Hokkaido University
北海道大学公共政策大学院, 「持続可能な低炭素社会」づくりプロジェクト　　
The Students Council for Sustainable Development in Hokkaido University
 （担当：岡部）TEL: 080-5103-2733  E-mail: scsd-hokudai-info@freeml.com

北海道大学キャンパスを「持続可能な社会」のミニチュア版と捉え、どのよ
うなキャンパスが望ましいか、学生がアイディアを持ち寄り、日本語か英語で
発表し、優れたアイディアには賞が授与されます。発表希望の学部生と大
学院生は、ウェブサイトで申込用紙を入手し、10月8日までに提出してください。学生の自
由な発想や研究活動を活かした企画の応募をお待ちするとともに、環境やサステナブル
キャンパスに興味をお持ちの方々のご来場を心よりお持ちしております。

第1回サステナブル・キャンパス・コンテスト

人文社会科学から自然科学までのあらゆる学問を集約総合して、現代社会が直面する課題の解
決を図り持続的社会をめざす「サステイナビリティ学」の教育手法について、その課題と可能性を
議論します。インターネットで授業を交換している台湾やインドネシアなどから代表者を招へいし、
複数国の学生が一緒に学ぶ環境づくり「グローバルキャンパス化」に焦点を当てます。本シンポジ
ウムは文部科学省振興調整費「戦略的環境リーダー育成拠点形成事業」の支援で行われます。

10月29日（金）
国際シンポジウム「サステイナビリティ学教育の
グローバルキャンパス化をめざして」

北海道大学  学術交流会館 小講堂　　英語 （通訳なし）　　不要 （無料）　　北海道大学サステイナビリ
ティ学教育研究センター　　パランカラヤ大学,ブルキナファソ国際水環境研究所,台湾国立成功大学,浙
江大学,釜慶大学, Swinburne University of Technology,University Sains Malaysia,
ガジャマダ大学　　北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター（担当：田中晋吾）　
TEL: 011-706-4530  FAX: 011-706-4534　E-mail: jimu@census.hokudai.ac.jp

北海道大学  クラーク会館 講堂　　日本語 / アイヌ語 （通訳なし）　　不要 （無料）
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構　　北海道大学アイヌ・先住民研究センター
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構  TEL: 011-271-4171  E-mail: ainu@frpac.or.jp

アイヌ語を学ぶ人が、道内14箇所のアイヌ語教室をはじめ全国から集まり、日頃の学習
成果を発表します。今年で14回目を迎えるアイヌ語弁論大会「イタカン　ロー」には、弁論
部門のほか、カムイユカラをはじめとした口承文芸部門があり、子どもから大人まで50人ほ
どが出場します。日頃なかなか耳にすることのないアイヌ語をじっくり聴き、日本という国が
多文化・多言語・多民族であることを実感する貴重な機会です。小学生から大人まで多く
のご来場をお待ちしています。

“映像・映画を通じたコミュニケーションの場の創造”をめざし、文化的に優れた映画を楽
しむことのできる映画館を期間限定で設置します。
5年目となる今年のコンセプトは「ボーダーをこえて」。世代や立場をこえて、また映画のジャ
ンルやテーマの壁をこえて多様な映画をお届けします。北大発ショートフィルムやドキュメ
ンタリー映画「地球交響曲̶ガイアシンフォニー」の上映、ゲストのトークなど、多種多様な
企画が満載です。中高生、大学生、市民のご来場を心よりお待ちしています。

CLARK THEATER 2010

10月29日（金）～11月3日（水・祝）

(平日) 9:00 ～19:00
 (土)  10:00 ～15:00

第５回フェアトレードフェア

10月25日（月）～11月6日（土）

発展途上国の生産者に適正な賃金を支払い取引される商品（フェアトレード商品）の理解
者を増やすため、学生が買いやすい雑貨や食品を集めて販売します。
5回目となる今年も、フェアトレードの現状と課題について学ぶ講演会を同時開催します
（日時未定）。フェアトレード商品の購入は、生産者が持続的に生活を向上させることにつ
ながります。環境に配慮して作られたチョコレートやコーヒー等を揃えますので、多くの学
生、教職員、市民の皆様のご来場をお待ちしています。

北海道大学総合博物館　　日本語　　不要 （無料）　　北海道大学総合博物館　　北海道大学人獣
共通感染症リサーチセンター,GCOEプログラム,文部科学省「感染症研究国際ネットワーク推進プログ
ラム」,北大統合科学コンソーシアム　　北海道大学総合博物館（担当：松枝） 
TEL & FAX: 011-706-2754  E-mail: matsueda@museum.hokudai.ac.jp

インフルエンザなどの人獣共通感染症を克服する
～統合科学実験展示～
インフルエンザやエボラ出血熱といった人獣共通感染症の研究に使われる最先端設備を
展示します。パネル、ビデオ、模型、顕微鏡観察や実験体験を通じ、研究内容を学ぶことが
できます。人獣共通感染症の発生や流行を食い止めるには、医学、獣医学、薬学、工学、
理学といった分野が連携し、新しい見方で研究と教育を行うことが重要です。この新しい
科学のあり方を「統合科学」と位置づけ、その本質に迫ります。中高生、大学生、研究者、
市民の皆様のご来館をお待ちしています。

北海道大学  学術交流会館　第1会議室　　日本語 / 英語（通訳あり）　　必要 （無料）  ウェ
ブサイトにて受付　　北海道大学国際本部　　北海道大学国際本部国際支援課 （担当：河野）
TEL: 011-706-2182  E-mail: ryugaku@academic.hokudai.ac.jp　

留学希望者向けセミナー：SD on Campus
: A Global Quality of International Campus Life
北海道大学の学生を受け入れたいと熱心に考えている海外協定大学の代表者が、自らの
大学の魅力をアピールします。
集まるのは「持続可能な社会の実現(SD)」に力を入れている大学ばかりです。”Quality 
of Life”という観点から、各大学が生活や人生の質の向上に向けて取り組んでいる研究
そして教育を紹介します。留学に興味のある人、卒業後に海外で仕事をしたいと考えてい
る人、他大学の取り組みに関心のある人は、この機会をお見逃しなく！

10月27日（水）

•10月26日（火）～31日（日）　9:30 ～ 16:30
•11月 2日（火）～　3日（水）10:00 ～ 16:00
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■詳しい情報はウェブサイトで公開しています。
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I 情報科学研究科

J スラブ研究センター

K Sapporo 55ビル 1階インナーガーデン
（紀伊國屋書店札幌本店正面入口前）
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北海道大学 総長 佐伯 浩

総長あいさつ

1876 年に札幌農学校として創立以来、北海道大学は

自然と人間が共存する社会づくりに貢献してきまし

た。21世紀 に入ってからは、より視野を広げ、環境・社

会・経済・個人の調和を目指し「持続可能な社会（サス

テナビリティ）の実現」を掲げて、研究と教育に取り組ん

で います。

2008年には、「G8大学サミット」を札幌で開催し、海外

の20大学、日本の14大学そして国連大学と共に、「札

幌サステイナビリティ宣言」 を採択し、私ども大学は持

続可能な社会を実現するための原動力になるのだと誓

い合いました。 この宣言を具現化させるべく、持続可能

な社会づくりに寄与する研究と教育の推進週間「北海道大学サステナビリティ・ウィーク」を開催しまし

た。 4年目を迎える2010年のテーマは、『ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して』。

この人類の課題について、シンポジウムや講演会、 ワークショップや展示を集中的に開催し、世界の

研究者、学生、市民など一万人以上の参加者と共に、より良い未来のために議論を行いました。

2011年1月 北海道大学 総長 佐伯 浩

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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実行委員長 本堂武夫

総括

サステナビリティ・ウィーク2010を振り返って

サステナビリティ・ウィーク2010 実行委員長

国際担当理事・副学長 本堂 武夫

今年で4回目となる「北海道大学サステナビリティ・ウィーク」は，昨年

よりさらに包括する学問分野と扱う課題の多様さが増し，世界に類を

見ないユニークな社会貢献・国際交流週間へと成長し，本学を代表

する行事として発展しています。

2010年のテーマは「ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を

目指して」でした。このテーマの下，10月25日（月）から11月7日（日）ま

での2週間に，38の行事を集中的に開催しました。これに，ウィーク前

後を合わせると，47の行事が集いました。

【今年の特徴】

今年の特徴は，サステナビリティを考える上で，より焦点を絞ったテーマを掲げました。そのテーマは，

自然環境や社会環境の議論が多かったこれまでのサステナビリティ・ウィークを鑑み，人間にスポット

を当てたものにしたことです。

大量消費社会の限界が見えている今日，持続可能な社会を実現するためには，国の豊かさや国民の

幸せの指標をGDP（国内総生産）のような量を競う指標から，ひとり一人が身体的，精神的，社会的に

良好な状態（well-being）や生活の質（Quality of Life）に求める議論が最近盛んに行われています。

また，ひとり一人の健康や生活は，社会の仕組みや自然環境の影響を受け，逆に人間の活動はそれ

らに影響を与えます。このような視点で，健康，生態系，貧困，少子高齢社会を切り口に，自然界も含

めた人間社会の持続可能性を考えようと，「ひとり一人がすこやかに人間らしく生きる社会を目指して」

というテーマを掲げました。

【企画の全体像】

テーマに呼応し連日開催された行事は実に多様で，国際シンポジウムをはじめ，市民向けのセミナ

ー，博物館展示，映画上映，ディベート大会，学生研究ポスターコンテストといった例年行事に加え，学

生の発想を競う企画コンテストや実験サイトを巡るツアー，アイヌ語弁論大会，廃油から作ったキャンド

ル点灯，二酸化炭素の排出削減に向けた自転車タクシーの運行など，様々な方法で人類共通の課題

を考える機会が設けられました。

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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【協定校との連携】

人間の存続（持続性）を脅かす課題は一国一地域では解決ができず，「連携」が重要になります。そこ

で毎年，海外の大学間交流協定校に対し，ウィークへの参加や行事の共同開催を積極的に働きかけ

ています。

今年は，この1年間に協定を締結した比較的新しい大学との連携を強化しようと，ダルハウジー大学

（カナダ），マレーシア科学大学，ミュンヘン工科大学（ドイツ），四川大学（中国），ポーランド科学技術

大学（ポーランド），延世大学校（韓国）から代表者を招き，各大学におけるサステナビリティの取り組み

を，紹介いただきました。これは，学生にとっては短期留学を考える機会，教員にとってはサマープロ

グラムなど教育における協働を考える良い機会となったと好評でした。

特にダルハウジー大学のキース・タイラー副学長には，10月25日（月）に開催したオープニング・シンポ

ジウムの基調講演において，カナダの企業から卒業生をぜひ就職させたいと引き合いの多い同大の

サステナビリティ教育について，その精神と体系をご紹介いただき，本学の今後の全学教育や大学院

共通講義のあり方を考える上で，大変参考になりました。今後も，「サステナビリティ」を共通テーマとし

て協定大学と交流を続け，協働事業を行うなど互いの関係をより強固にしていきたいと考えています。

【北海道大学とサステナビリティ】

130余年の歴史を通じた北海道大学の基本理念は「フロンティア精神」「実学の重視」「全人教育」そし

て「国際性の涵養」です。これを時代の要請に照らし合わせると，持続可能な社会の実現に貢献する

人物の輩出と言えるでしょう。

そのような文脈から2008年に，本学がホスト校の一つとなって札幌市で開催したG8大学サミットは，一

つの大きな節目でした。世界35大学の代表がここ札幌市に集まり採択した『札幌サステナビリティ宣

言』の中で，「大学が持続可能な社会の原動力となる」と誓ったことを具現化するため，北海道大学は

サステナビリティを軸とした研究と教育をますます加速させています。

【来年に向けて】

『札幌サステナビリティ宣言』を具現化する一つの方策として，2011年も引き続きサステナビリティ・ウィ

ークを10月24日（月）から開催する予定です。今年集まった同志が，これから1年間の研究成果と活動

成果を持ち寄る機会となるよう，北海道大学はしっかり準備をしたいと思います。そして新たな仲間に

も加わっていただき，持続可能な社会の実現に向けた取り組みが，これまで以上に世界規模で活発に

なるような，きっかけと場を提供したいと考えております。

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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北海道新聞　サステナビリティ・ウィーク　インタビュー企画

　　　「北海道大学が考えるサステナビリティとは」

第一回　２０１０年９月２２日（水）　北海道新聞朝刊掲載 第二回　２０１０年１０月２日（土）　北海道新聞朝刊掲載

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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北海道新聞　サステナビリティ・ウィーク　インタビュー企画

　　　「北海道大学が考えるサステナビリティとは」

第一回　２０１０年９月２２日　北海道新聞朝刊掲載 第二回　２０１０年１０月２日　北海道新聞朝刊掲載

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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北海道新聞　サステナビリティ・ウィーク　インタビュー企画

　　　「北海道大学が考えるサステナビリティとは」

第五回　２０１０年１０月１８日（月）　北海道新聞朝刊掲載 第六回　２０１０年１０月２１日（金）　北海道新聞朝刊掲載

北海道大学サステナビリティ・ウィーク2010
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北海道大学　鈴木章名誉教授

ノーベル化学賞受賞記念特集

２０１０年１０月１０日（日）

北海道新聞朝刊掲載
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