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正門
noski un apa

1936年、昭和天皇の来学にあたり新たに築造さ
れた門。赤レンガ造の旧正門の門柱は南門に移設
されました。

1 新渡戸メアリー寄贈のハルニレ
Nitobe Mary ekte cikisani

新渡戸稲造夫人のメアリー・エルキントンが札幌を
去った後も札幌農学校を想い、1905年校舎新築
の際にハルニレ24本を寄贈し、宮部金吾博士の細
心の注意の下、路傍樹として構内各所に植樹され
たうちの5本。樹齢はおよそ110年を数えます。

5

予科記念碑
hoski kanpinuye us i esikarun suma sos

1907年札幌農学校が東北帝国大学農科大学に昇
格したときに発足した「大学予科」は、新制大学へ
の移行に伴い、1950年に43年の歴史を閉じまし
た。2004年6月、事務局建物（旧予科校舎）前に
記念碑が建立されました。

6

百年記念会館
asikne hot ne pa esikarun cise

創基100周年記念事業の一環として1977年建
設。建設費は全て寄附金で賄っています。1階に会
議室とレストランがあり、2階ロビーでは北海道大学
の沿革史展示が行われています。

8

古河講堂
Furukawa esikarun uweyayhanokka cise

1909年、古河財閥の寄附により建設されました。
当時は林学教室でしたので、円形欄間に「林」の
文字がデザインされています。戦後、教養部本館と
して使用し、2019年3月まで文学研究科の研究室
として使用しました。

9

学術交流会館
kanpinuye utar uwekarpare us i

世界に開かれた北海道大学を目指し、国内外の学
術交流の場として1985年落成。学会、講演会、
国際会議に使用されています。

7

事務局
kanpikar us i

旧制大学予科の校舎として1935年から2年がかり
で完成。戦後、文系学部が使用し、1966年から
本部（事務局）庁舎になりました。

2

佐藤昌介像
Sato Shosuke esikarun kane noka

佐藤昌介は、札幌農学校第1期卒業生。農学校
長、帝国大学総長として約40年在職。北海道大
学を自然科学系総合大学として確立させた大功労
者です。

4

インフォメーションセンター
「エルムの森」
sonko us i “Erumu no mori”

ご案内カウンターでは、学内のイベント情報や構内
散策のご案内を行っています。本学の広報誌閲覧
コーナーやショップ、カフェも併設。木の温もりに溢
れ、環境・省エネ対策やバリアフリーにも配慮した
建物です。
　TEL 011-706-4680
　開館時間 8：30～17：00
　※年末年始を除く

3

各施設名の下にアイヌ語表記を記載しています。

お願い
～キャンパスを

散策される皆様へ～
　北海道大学は、地域に根ざした教育・研
究機関であることを目指し、キャンパスの一
部を開放しています。
　皆様の安全確保と円滑な大学運営のた
め、以下のルールを遵守いただきますようお
願いいたします。

■ お車での入構はご遠慮ください。
■ 交通ルールをお守りください。
■ 写真・動画は歩道で撮りましょう。
■ ドローンを飛ばすのはやめましょう。
■ ごみは必ず持ち帰りましょう。
■ 樹木の落枝や倒壊には注意しましょう。
■ 野生動物への餌やりや植物の採取はやめ
　 ましょう。
■ 建物に無断で立ち入るのはやめましょう。
■ 花壇に立ち入ったり、枝を折るのはやめま
　 しょう。
■ 火気の使用はやめましょう。
■ 構内は禁煙です。

以下は広告欄です。
内容については広告主にお問い合わせください。
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中央ローン
noski un mun us i

10約12,000㎡の緑地。豊平川扇状地の北端に位置
し、サクシュコトニ川が流れていました。（現在は人
工流水）。昭和初期までここにサケが遡上していま
した。
11創基125周年記念事業の一環として、かつて学内
を流れていたサクシュコトニ川を2003年12月に再
生。“サクシュ”は「浜の方を通る」。“コトニ”は「くぼ
地」。サクシュコトニ川は「くぼ地を流れる川のうち、
豊平川に最も近い川」という意味です。

10
サクシュコトニ川
sa kus kotoni11

クラーク像
Clark esikarun kani noka

ウィリアム・スミス・クラークは札幌農学校初代教頭。
“lofty ambition（高邁なる大志）”“Be ambitious
（大志を抱け）”といった名言は北海道大学のモッ
トーでもあります。1926年、創基50周年事業とし
て建立されました（現在の像は戦後再建）。

12

クラーク会館
Clark esikarun uwekarpa cise

1959年建設。国立大学では日本初の大規模な学
生会館。創基80周年事業の一環として実現しまし
た。学生のキャンパスライフになくてはならない施設
として利用されています。

13

農学部
toyta kanpinuye  us i 

雑誌やテレビなどで北海道大学を代表する建物とし
て紹介されています。1933年から建設が始まり、
戦争の影響もあって本館が完成したのは1960年で
した。

14

聖蹟碑
iruesikarun suma sos

1936年北海道で陸軍特別大演習が行われた際、
農学部に「大本営」が設置され、昭和天皇の「行
在所」（仮御所）になったことを記念する碑。翌
1937年除幕、日高産の柘榴石製。

15

旧昆虫学及養蚕学教室
kikir kanpinuye/saranpe kar kikir respa kanpinuye teeta tunpu

札幌農学校の校舎群が開校当初の位置（現・札
幌市時計台あたり）から現キャンパスに移転した時
に建てられた校舎の中で現存する最古のものです。
1901年建設。松村松年博士の昆虫学の業績の多
くはここから世に送り出されました。

16

旧図書館
teeta kanpi pu

昆虫学及養蚕学教室とほぼ同時期（1902年）に
建てられました。設計者は中條精一郎。建築後60
余年の間、中央図書館としての役割を果たしまし
た。現在は北海道大学出版会が一部を使用してい
ます。

17

エルムの森
uwekarpa cise “Erumu no mori”

数十本のエルム（ハルニレ）がそびえています。後
年の補植もありますが、樹齢100年を超える巨木
は、札幌農学校が移る以前から自生していました。
ここは豊平川扇状地の末端部で、地下水に富み、
エルムの自生に好適でした。

18

小麦研究記念碑
munki kanpinuye esikarun suma sos

木原均博士は、坂村徹博士の研究を引き継ぎ、小
麦の細胞遺伝学的研究の新領域を切り開きました。
木原博士の研究着手の地を記念して、1976年、
染色体の単位を図式した碑が建立されました。

19

総合博物館
rupne ikor oma kenru

1999年4月、全学的な学術資料の集約とその情
報を学内外に発信提供するために設置されました。
多分野の学術標本の他、学部等での教育研究の
成果を公開展示しています。ミュージアムショップや
カフェを併設。建物は旧北海道帝国大学理学部本
館として1929年に建設されました。
　TEL 011-706-2658
　開館時間 10：00～17：00 
　休館日 月曜
　　　　 ※祝日は開館し、翌平日は休館
　　　　 　年末年始、その他臨時休館日あり

20

人工雪誕生の地記念碑
upas kar us i esikarun suma sos

この地にあった常時低温研究室で、1936年3月、
中谷宇吉郎博士が世界初の人工雪結晶をつくるこ
とに成功しました。1979年、雪の六角平板結晶を
模した記念碑が建立されました。

21

ファカルティハウス「エンレイソウ」
uwekarpa cise “Enreisou”

学内外で活躍する教育・研究者が利用するゲスト
ハウスとして、大野池そばに、1995年に建設。
1階にはラウンジやギャラリースペース、2階には会
議室があります。

23

大野池
Ono to

大野和男工学部教授の立案により、湿地帯を池に
整備しました。その後エコキャンパス推進事業の一
環として1998年に整備されて以来、多くの人々の
憩いの場所になっています。春には様々な植物が芽
吹き、野生の鴨が飛来。初夏にはエンレイソウ、夏
にはスイレンの花、秋には紅葉などが楽しめます。

22

新渡戸稲造博士顕彰碑
Nitobe Inazo hakase reka suma sos

新渡戸稲造は、札幌農学校の第2期卒業生。農学
校教授。遠友夜学校創設者。教育者、思想家、
また国際連盟事務次長として、平和文化活動に貢
献した国際人として知られています。1996年10
月、創基120周年を記念して、顕彰碑が建立され
ました。

24

都ぞ弥生歌碑
Miyakozoyayoi itak ipe aenuye suma sos

1912年恵迪寮歌「都ぞ弥生」（横山芳介作詞・赤
木顕次作曲）の歌碑は、創基80周年を記念して、
1957年建立されました。筑波産白御影石製。碑
面の歌詞は横山自身の筆跡。恵迪寮同窓会が恵
迪寮命名100年事業の一環として修復、2007年
11月に除幕しました。

28

寄宿舎跡の碑
rewsi cise ru esikarun suma sos

現在の恵迪寮建物の完成により取壊された旧寮
（1931～ 83年）の跡地に、1983年9月、碑が
建立されました。碑銘は「恵迪」の典拠を示す佐藤
昌介の筆跡。碑文は有江幹男第12代学長筆。輝
緑凝灰岩製。

29

遺跡保存庭園
urespa ru eyam mintar

9～ 10世紀頃、このあたりに擦文土器を使う人々
の集落がありました。その住居跡は札幌市街地の
全域に散在していたと思われますが、大部分は都市
開発のため消滅しました。30ヶ所以上の竪穴式住
居跡を群として観察できるこの一画は、古代史をう
かがえる貴重な文化財です。

30

遠友学舎
“Enyuyagakko” esikarun uwekarpa cise

創基125周年記念事業の一環として建設され、
2001年9月に竣工披露が行われました。かつての
「遠友夜学校」にちなんで名付けられました。地域
社会と大学との交流の場になることを目的としてい
ます。

31

1903年にポプラの小規模な植林が行われ、さら
に、1912年に林学実科生徒の実習としてほぼ現在
のような植苗が行われました。2004年9月の台風
18号により、半数近くのポプラが倒壊しましたが、
全国からの寄附金で、倒木の立て直し、若木の植
樹が行われました。「立入禁止」の並木道もウッドチッ
プが敷かれ、約80ｍ散策が可能になりました。

ポプラ並木
kurunni upeka ikir25

北13条通りとも呼
ばれる長さ約380ｍ
の道路の両側に、
70本のイチョウが植
えられています。イ
チョウが植樹された
のは1939年5月。
秋の黄葉が圧巻で

す（例年の見頃：10月下旬～ 11月上旬）。イチョ
ウ並木になる前は、サクラとカエデの並木道でした。

イチョウ並木
ico ni upeka ikir27

創基125周年記念事業の一つとして、2000年10
月、第一農場の北西部の車道、遊歩道が整備さ
れた全長約300ｍの両側に、合わせて70本の苗木
を植樹しました。この苗木は、現在のポプラ並木か
ら枝を採取し、挿し木により育成しました。

平成ポプラ並木
Heisei kurunni upeka ikir26

札幌農学校第2農場
Satporo toyta kanpinuye us i kor iyeetu toy32

「札幌農学校第2農場」は、クラーク博士の構想によっ
て一軒の酪農場をイメージした畜舎と関連施設を並
べ、北海道最初の畜産経営の実践農場として1876
年に開設。1909年～1912年に現在地へ移転し、
1969年には国の重要文化財に指定されました。

附属図書館
kor kanpi pu 

1876年設置の「書籍庫」、1903年建造の旧図書
館を経て、1965年現在地に建てられました。
2012年に全館リニューアルし、生涯学習の場とし
て一般市民にも利用されています。初代図書館長
は新渡戸稲造。

33

大学文書館
poro kanpinuye cise kor kanpi eyam kenru

2005年設置。北海道大学に関する歴史的な資料
の収集・整理・保存・公開・研究調査を行っています。
閲覧室では資料を閲覧でき、展示ホールでは北海
道大学の歴史に関する展示を見ることができます。

34

植物園
mosir ka us pe nukar us i35

1886年、宮部金吾博士の設計により築造、開園しま
した。現在、約4,000種類の植物を保存。面積約
133,000㎡。北海道大学北方生物圏フィールド科学
センターの教育研究施設ですが、札幌市
民の憩いの場としても親しまれています。
【住所】
　札幌市北区北3条西8丁目
　TEL　011-221-0066　
　開館時間 4/29～9/30  9：00～16：30 
　　　　　 10/1～11/3  9：00～16：00
　　　　　 冬季　温室のみ開館
　　　　※入園は閉館時刻の30分前までとなります。
　　　　　詳しくはHPをご確認ください。
　休館日　月曜　※祝日は開館し、翌平日は休館
　　　　　年末年始

食べる・買う
カフェdeごはん
札幌市北区北8条西5丁目 
インフォメーションセンター「エルムの森」内
カフェの営業時間 平日 7：45～22：30（LO 22：00）
 土日祝 8：30～20：30（LO 20：00）
ショップの営業時間 平日 7：45～22：30
 土日祝 8：30～20：30

：飲食店

：グッズショップ

北大マルシェ
Café&Labo
札幌市北区北9条西5丁目
百年記念会館1階
営業時間　4月～10月 10：00～18：00
　　　　 11月～ 3月 10：00～17：00
定休日　火曜日

ミュージアムショップぽとろ
札幌市北区北10条西8丁目　総合博物館1階
営業時間　当面の間 10：00～17：30
定休日　総合博物館の休館日に準拠

北海道大学生協食堂
北部店：札幌市北区北17条西8丁目
営業時間　10：00～18：30
クラーク会館：札幌市北区北8条西8丁目
営業時間　11：00～14：00
中央：札幌市北区北11条西8丁目
営業時間　10：00～18：30
レストランポプラ：札幌市北区北21条西10丁目
レストラン営業時間　11：00～14：00　購買営業時間　10：00～17：00
※平日11時30分～13時は学生・教職員が多く利用します
　のでこの時間帯での利用はご遠慮ください。
※各学部の食堂のご利用はお控えください。

ミュージアムカフェぽらす
札幌市北区北10条西8丁目　総合博物館1階
営業時間　当面の間 10：00～17：30
定休日　総合博物館の休館日に準拠

北海道大学生協購買
生協会館：札幌市北区北8条西7丁目
営業時間　10：00～17：00
北部店：札幌市北区北17条西8丁目
営業時間　10：00～17：00セイコーマート北海道大学店

札幌市北区北11条西7丁目
営業時間　24時間営業

営業時間を変更する場合があります
ので、最新の情報は各店舗に直接
お尋ねいただくか、QRコードにてご
確認ください。


