
街が僕らのアカデミア進路を考えるきっかけに。

先輩たちの研究を学ぶチャンス。

今、函館で学べることが見えてくる。

函館市内にある８つの大学・短大・高専では、学生・教員らが持つ「体験」

「発想」「探求心」から生まれる様々な研究がそれぞれのキャンパスで進行

中です。これらの一端を市民の皆様方にわかりやすくご披露し、各研究

テーマの協力・連携の可能性を探るべく一堂に集結します。

今年は、昨年と同様のWeb上のポスター・スライドや動画による発表に加

えてZoomを使用してライブ形式による発表も行います。ここ函館を舞台

に日々繰り広げられている研究活動に触れていただくことができます。

中学生・高校生の皆さんには今後の進路決定の参考にできる機会に、企

業の皆さんには学生の発表から新たなアイデアを探し出す機会になると

思いますので、ぜひともご覧になってください。心よりお待ちしています。

合同研究
発 表 会

はこだて高等教育機関

2021

W E B

オンデマンド形式による発表
2021.11.26 FRI

12:00 12.19 SUN
20:00－

2021.11.23TUE
10:00-12:30

ライブ形式による発表

ZOOMでの視聴申込はこちらから
申込期限 受付後参加URLをお送りします。11.14（日）

https://onl.tw/8D327Gm

https://www.cc-hakodate.jp/academiclink-web/

閲覧はこちらから

事前申込必要

申込不要

YouTubeでの同時配信は下記の「オンデマンド形式による発表」のURLより視聴してください。

ZOOM

事前申込必要
視聴・質問可能

YouTube

申込不要
視聴のみ

2021.11.23TUE
10:00-12:30

ライブ形式による発表

株式会社いちたかガスワン・株式会社エスイーシー・
株式会社シンプルウェイ・株式会社近藤商会・
株式会社東和電機製作所・株式会社函館新聞社
株式会社北海道新聞社 函館支社・有限会社三和印刷  
（敬称略・順不同）

アカデミックリンクの開催にあたり
各企業の皆様からご協賛を賜りました。
ありがとうございました。

産学連携「クリエイティブネットワーク」・市立函館高校・
北海道渡島総合振興局・株式会社道南ラルズ・株式会社北洋銀行・
特定非営利活動法人函館市青年サークル協議会・
北海道退職校長会函館支部・北海道中小企業家同友会函館支部・
北海道教育庁渡島教育局・函館市経済部

出展ブース、ステージの審査にあたっては、
次の企業・団体などの皆様にご協力賜ります。
ありがとうございます。

公式サイトは
QRコードからアクセス
https://www.cc-hakodate.jp/

 主　 催 ：キャンパス・コンソーシアム函館
加盟団体 ：公立はこだて未来大学／函館大谷短期大学／

函館工業高等専門学校／函館大学／函館短期大学／
北海道教育大学函館校／
北海道大学大学院水産科学研究院・水産学部／
ロシア極東連邦総合大学函館校／函館商工会議所／
函館市

 後　 援 ：北海道教育庁渡島教育局

お問い合わせ

〒041-8655
北海道函館市亀田中野町116番地2　公立はこだて未来大学内
TEL . 0138-34 -6121   FAX . 0138-34 -6101
MAIL . info@cc-hakodate.jp

キャンパス・コンソーシアム函館 事務局

ZOOM

事前申込必要
視聴・質問可能

YouTube

申込不要
視聴のみ

Bridge　Lab

災害復旧用折り畳みトラス橋

チーム
函高専1

オストメイ党

お腹に袋ってどういうこと？

チーム
函館大2

たまご先生

函館市における大人の吸う自由と子どもの権利擁護 ( 吸わない権利 ) に関する考察

チーム
函短大3

川野勇樹とゆかいな仲間たち

都市化と昆虫～ハチたちから見る道南の海浜～

チーム
北教大4

やまちゃん＆まえちゃん

季節変動から紐解くダルス「MAAs」産業利用への試み

チーム
北大水5

しまむら小松店

北海道太平洋海域における海中生物の分布と海洋環境の調査

チーム
北大水6

チーム噴火湾

船上調査で海を探る～植物プランクトンと海水中の栄養成分～

チーム
北大水7

海藻

持続的な海藻資源のために～生存戦略・生活環の解明と深層海水の利用～

チーム
北大水8



出展内容の変更や出展取りやめが生じる場合があります

函教大心理学研

「STOP! ポイ捨て」実現のヒントを探る ～あなたは桜咲く五稜郭公園でポイ捨て出来ますか～北教大

チーム33

化学工学研究室・凝集分離チーム

環境に安全な凝集剤の可能性を探索せよ！北大水

チーム35金研究室

函館の観光防災北教大

チーム34

吸着分離班

雑草魂～オオイタドリを用いた有害金属の除去～北大水

チーム36 ダルス探検隊

ダルスが腸に届くまで北大水

チーム37

ヌメヌメん Brothers

海藻のヌメヌメ成分「フコイダン」の最大Maxパワー力を生かすために北大水

チーム38 ますますにじます

ニジマスにおける生理学的な成長指標の評価北大水

チーム39

ますますさくらます

サクラマスの成長・代謝に及ぼす塩分濃度の影響北大水

チーム40 生物有機化学研究室・アオコ

大沼由来の細菌でアオコを防ぐ北大水

チーム41

生物有機化学研究室・魚醤

魚醤に含まれる生理活性物質の探索と利用北大水

チーム42 縄文プロジェクト

ロシアから見た縄文文化極東大

チーム43

Пьянヶ丘ドスコイヴィチ

検証！北海道方言の助動詞ラサルとロシア語の無人称文は似ているか？極東大

チーム44 Красная рыба ( クラースナヤ・ルイバ )

サケ・マスが繋ぐロシアと日本の食文化極東大

チーム45

東京理科大学葛飾キャンパス・ナノバイオ班

地域医療への貢献に向けたDNAナノ材料の構造設計特別参加

チーム46 青森公立大学　青森まちなかしかへらぁ～ s

青森市中心市街地活性化への取組特別参加

チーム47

青森中央学院大学山本ゼミ　経済分析チーム

経済格差は拡大しているのか？特別参加

チーム48 弘前大学　いしてまい

衣類回収 BOX特別参加

チーム49

弘前大学　ひろエネ

親子でひろエネらぼ特別参加

チーム50 函館大学付属柏稜高等学校　理科研究部

北海道南部産ダルス内の健康機能成分量に環境が与える影響特別参加

チーム51

北海道函館水産高等学校　海洋技術科　生産コース

生まれも育ちも函館湾のマガキ始めました特別参加

チーム52 ハコレコドットコム株式会社

Hakodate × IT　→World企業・団体

チーム53

公益財団法人南北海道学術振興財団

南北海道地域の学術研究と科学技術のために企業・団体

チーム54 Academic Portal HAKODATE

函館の魅力を発見！学生が記者として活動中！CCH

チーム55

はこだて祭ネット/ 大門合同学生祭実行委員会

はこだて祭ネットの活動内容についてCCH

チーム56 図書館連携プロジェクト ライブラリーリンク

人をつなぐ 本でつなぐCCH

チーム57

Bridge　Lab

災害復旧用折り畳みトラス橋函高専

チーム1 オストメイ党

お腹に袋ってどういうこと？函館大

チーム2

たまご先生

函館市における大人の吸う自由と子どもの権利擁護（吸わない権利）に関する考察函短大

チーム3 川野勇樹とゆかいな仲間たち

都市化と昆虫～ハチたちから見る道南の海浜～北教大

チーム4

やまちゃん＆まえちゃん

季節変動から紐解くダルス「MAAs」産業利用への試み北大水

チーム5 しまむら小松店

北海道太平洋海域における海中生物の分布と海洋環境の調査北大水

チーム6

チーム噴火湾

船上調査で海を探る～植物プランクトンと海水中の栄養成分～北大水

チーム7 海藻

持続的な海藻資源のために～生存戦略・生活環の解明と深層海水の利用～北大水

チーム8

すうぃふと 2021 地域 x 災害チーム

児童向け防災学習レクリエーションシステム「DID IT」未来大

チーム1

すうぃふと 2021 シビックテックチーム

観光地の案内をやさしい日本語で表示するスマホアプリ未来大

チーム2 すうぃふと 2021 高齢者支援チーム

函館市内の居場所の発見・共有を支援するアプリ「#いばしぇあ」未来大

チーム3

高度 ICT 演習 おさかな日和

魚料理をもっと身近に！「おさかな日和」未来大

チーム4 高度 ICT 演習 はこんだて

家庭と給食を繋ぐアプリ「はこんだて」の開発未来大

チーム5

高度 ICT 演習 はこだて Sweets

函館スイーツの魅力を伝えるアプリ「あまはこ」の開発未来大

チーム6 情報ゼミ .otn2021

EUCによる販売在庫管理大谷短

チーム7

マーケティングゼミ GROW

学内売店運営の課題と改善大谷短

チーム8 コミュニケーション心理ゼミ

函館市内高校生の友人コミュニケーションの違い大谷短

チーム9

IoT のひよこ

ワイヤレスで電力と情報を同時に送る！函高専

チーム10 鈴木研究室

産業ドローン用操作量計測アプリケーションの開発函高専

チーム11

KONBUMEN

昆布非可食部を用いた活性炭製造の検討 -ゴミ箱に一片の昆布無し -函高専

チーム12 水工学研究室

津軽海峡の流れに特化した潮海流発電装置の開発函高専

チーム13

柴田チーム (チームとは )

バリアフリーな世の中を目指して函高専

チーム14 CLS

プログラミングもカードで楽しく学習するぞ！函高専

チーム15

愛椅子家（アイチェアカ）

椅子が大学生の学習に与える影響に関する研究函館大

チーム16 商学実習Ⅱ田中クラス　交通アクセスチーム

定期観光バスの可能性 ～函館の世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」への交通アクセス向上に向けた予備的検証～函館大

チーム17

マイクロツーリズム班

函館近郊を対象としたマイクロツーリズムプランとその評価函館大

チーム18 養殖班

函館市のキングサーモン養殖に関する考察 －マーケティングの視点から－函館大

チーム19

Vegan Eats

カラダにPeace函館大

チーム20 ユートピア～西村と愉快な仲間たち～

函館に通う大学生の幸福度　Part2函館大

チーム21

佐藤ゼミ地産地消班

「フードツーリズム推進に向けたビジネスモデルの提案～道南ピザ街道～」函館大

チーム22 佐藤ゼミキッチンカー班

「道南食のプロモーション～キッチンカーによるオルタナティブセールス～」函館大

チーム23

佐藤ゼミスポーツ班

「ローカルスポーツツーリズムの推進～遊びと文化によるアプローチから～」函館大

チーム24 商学実習佐藤班公共交通チーム

「地方におけるMaaS の可能性」函館大

チーム25

函館 YOU

YOUは何しに函館へ函館大

チーム26 チーム  こば T

高血圧症と食習慣に関する考察函短大

チーム27

夢へ♪もう一度走ってみ隊

「生涯学べ」学び再開の意思決定と自己実現に向けたキャリアデザインの考察 －夢の実現と地域貢献を人生の地図に描こう－函短大

チーム28 土偶に恋♡を伝え隊

我が函館・世界文化遺産「縄文の愛を子どもに伝える方法2021」 －遊びの中から愛と夢を育てるクリエイティブ保育構想の実験的取組－函短大

チーム29

村田あきの

外国人妊産婦のための語彙リスト北教大

チーム30 木村アベンジャーズ

子どもたちの自己達成への手引き―反貧困学習に基づく提案―北教大

チーム31

ゴッドオブ育恵ゼミ

進学校における文理選択の在り方北教大

チーム32

ブースセッション参加チーム

ステージセッション参加チーム


