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① 挑戦したい課題が決まったら
DEMOLA HOKKAIDOの
Apply 画面からENTRY

もしくは
https://demola-hokudai.jp/apply/ にアクセス
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https://demola-hokudai.jp/apply/
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②ご希望のCASEのカテゴリーを選択

カテゴリーの確認は
DEMOLAHOKKAIDOホームページの
CASEページに記載がありますので
確認ください

https://demola-hokudai.jp/case/

Select the category of CASE you want.



③課題を選択
Choose an assignment.

⑤メールアドレスを入力
＊大学のメールアドレスやgmailなどを推奨
University email address or gmail is recommended. 4

まずは、あなたのprofile
を作成します。

④エントリー
Entry



5

⑥氏名を入力してください
Please enter your name.

⑦電話番号を入力してください 例）090-1234-5678の場合 +819012345678
Please enter your phone number, e.g., 090-1234-5678 +819012345678

⑨学生の種類を選択して
ください
Please select the type of 
student

⑧選択してください。どこでDEMOLAを知りましたか？
Please select one: How did you hear about DEMOLA?

⑩大学を選択してください
（無い場合はotherを選択し大学名を入力）

Please select a university.
(If not, please select "other" and enter 

the name of the university)



6

⑪学位を選択して
ください
Please select your 
degree.

⑫研究分野を選択してください
Please select a study field

⑬チェックをいれてください

⑭こちらをクリックします

Please check the box.

Click here.
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あなたのアドレスにＥ
メールが送信
されます。
An email will be sent to 
your address.

⑮こちらをクリックします。
Click here.



登録したメールアドレス宛に、
このようなメールが届きます！
＊無くさないように！
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⑯このページにあるNo information providedの箇所をすべて入力ください。
Please fill in all the No information provided fields on this page. 9



⑰Why are you interested in joining Demola?
DEMOLAへの参加動機を記入ください。

⑱Which skills or characteristics make you a good co-creator?
あなたが良い共同制作者であるためのスキルや特性は何ですか？

⑲What kind of role do you usually have in project groups?
チームの中での役割など、実現したいことを記入ください。

⑳Upload your CV 
履歴書をPDF形式でアップロードしてください
あなたの情報が多いほど、よりマッチしたプログラム・チームへの
参加が可能となります。（フォーマットは自由です）
Please upload your resume in PDF format.
The more information we have about you, the more likely we are to match you to a 
program/team. The more information you provide, the more likely we are to match you 
with the right program/team. (Any format is acceptable)

※熱意をアピールしましょう!付録に記載例があります。
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㉑普段使っているSocial Networkを記
入ください。
記入後Saveを押してください。
Please fill in the Social Network that 
you usually use.
Please click "Save" after filling in the 
form.
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㉓参加年度の時期を選択ください
→紫色に変わります！
. Please select the time of year of 
participation
→It turns purple!

㉒予想され
る卒業年度
を記入くだ
さい。
Your
application 
is valid until

㉕Timezone
Japanを
選択してく
ださい
Please 
select Japan. 12

㉔該当者のみ記入してください。
Please complete only if applicable.

このチャレンジは約8週間継続して行われます。
この期間中に何か時間的な制約がありますか
（フルタイムの仕事、もうすぐ始まるインターン
シップなど）？
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㉖あなたのprofileが完成です。
Opportunitiesを押してください。
Your profile is now complete.
Please press Opportunities.



㉗志望動機を入力します
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㉘こちらからカテゴリー
を選択
Select a category here.



㉙課題を選ぶ
Choose an assignment.

㉚こちらをクリック
Click here
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※熱意をアピールしましょう!付録に記載例があります。
Let's show off our enthusiasm! You can find examples in the Appendix.

複数課題へエントリーする場合は、
この欄に〈第〇希望〉の記載を
お願いいたします。
If you wish to enter more than one proposal, please 
enter your "0th choice" in this field.
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㉛なぜこのチャレンジに参加したいのですか？
Why do you want to be a part of this challenge?

㉜これまでの経験や趣味などで、
今回のチャレンジに役立つものはありますか？
Is there something in your past experience, hobbies etc.
that would be beneficial for this challenge?

㉝こちらをクリックして
アップデート
Click here＆update

㉞Closeをクリックして
エントリー終了です。
Click Close to finish the entry.



<付録>

例）
私は介護福祉業界に携わり、日本の介護技術を世界に伝える一助になりたいと考えています。
私は高校時代にフィンランド留学を経験しました。フィンランドは子育て環境がとても整ってお

り、世界に通用する福祉国家の素晴らしさを実感しました。しかし、同時に、福祉に力を入れてい
る国でも介護に関しては充実した環境はまだ少なく、特に高齢化が進む日本だからこそ、先進的な
取組を行う役割を担っていると深く実感しました。この時から、日本の介護を充実させ世界に広げ
たいと考えるようになりました。
介護業界でのICT化推進や教育プログラムを展開している企業の課題だからこそ、一緒にDEMOLAに

取り組むことで、今まで世界になかった新しい介護のモデルを創造できると思っています。
そのために、今までに私が大学で学んできた心理学の知識をチームのために活かしたいと思いま

す。

※熱意をアピールしましょう!
【志望動機を書くPOINT】
・DEMOLAで成し遂げたい目標
・なぜその目標にこだわるのか？理由を説明
・「なぜ、その課題／DEMOLAなのか？」を説明
・「チームに入った際には、そう貢献できるのか？」展望を説明
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＊あなたの持つ能力や適性をアピールしましょう
【自己紹介を書くPOINT】
• やる気・性格をアピール
• スキル・経験をアピール
• 実績・評価をアピール

例） 私は大学で心理学を専攻しており、特に孤独感や対人不安について研究してまいりました。そして、
学外では生活支援センターでアルバイトを行い精神疾患を持つ方の援助活動を行ってきました。応募した企
業課題の業界は私が学生時代に取り組んできた研究と正に合致していると考え、自分の強みを最大限活かせ
ると考えました。

例） 様々なことへの好奇心は誰にも負けません！私は今までアルバイトで、ファーストフード店の店長と
して業務を行ってきました。通常の店舗運営の仕事以外にも興味があった私は、積極的に商品企画の会議に
参加したり、採用活動のアシスタントをしたり、時には企画職のキャンペーンに参加をしたこともあります。
様々な経験を積むことで、色々な角度から自分を知ることができました。そこで「幅広い業務を手掛けるこ
と自体が好きなのだ」ということに気づきました。この好奇心をDEMOLAという幅広い視野が必要なプロ
ジェクトに活かして、もっと成長したいと思います。
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DEMOLAプログラムでは、知的財産や秘密情報を取り扱うため、
守秘義務契約等の契約が発生します。契約内容等の説明をいたします。

DEMOLA HOKKAIDOに初めて参加される希望者は、
エントリーと合わせて事前契約説明会に必ず出席してください。

＊開催日程はHP上でお知らせします。
その日程が難しいという方、まずは下記までご連絡ください！

In order to handle intellectual property and confidential information in the DEMOLA program, 
theNondisclosure agreements and other agreements occur. 

We will explain the contents of the contract. 
Those who wish to participate in DEMOLA HOKKAIDO for the first time are requested toBe

sure to attend a pre-contract information session in conjunction with your entry.
The schedule will be announced on the website.

If you find it difficult to make that date, please contact us first!

demola@mcip.hokudai.ac.jp
HP: https://demola-hokudai.jp

お疲れ様でした！！
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Thank You.
Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net 
+358 40 566 7182

Tommi Järvinen
Vice President

tommi@demola.net 
+358 40 555 9877

Itsuro Sugimura
Demola Hokkaido
Hokkaido University 
Sapporo, Japan

demola@mcip.hokudai.ac.jp
itsuro.sugimura@demola.net
+81 11 706 9556

https://demola-hokudai.jp/

HOKKAIDO
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