
м

Get to know your futures and implications
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エントリーマニュアル



②　Click here



③ Click here



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

⑤ あなたのProfileを作成します
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Select an Option 

⑫研究分野を選択してください
Please select a study field
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⑭こちらをクリックします
Click here.
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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！ 

あなたの個人ページ









㉒ 卒業予定年度を記入してください

㉓ あなたに適した参加時期を選択してください →紫色に変わります

㉔チャレンジ期間は８週間となります。本期間中に時間的制約（フルタイムの仕事、インターンシップなど
　の予定）があれば記入してください。

㉕ Asia/Tokyoを選択してください



㉗ チャレンジ課題を選択しましょう！
Please choose some cases you 
want to try.

㉖あなたのprofileが完成です。
Opportunitiesから課題を
選びましょう。
Your profile has been completed.
Please press Opportunities.



㉘ 選んだ課題へエントリー
Click here

㉙ この課題への志望動機は？What motivated you to apply to this case?

㉚ 今回のチャレンジに関連するあなたの特性は？What is your strengths related to this 
challenge?(Your hobbies, experiences, or any things about your self)
  （過去の経験や趣味、特技なども OK! 自己アピールしましょう！）

＊付録も参考に



<付録>

※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 What would you like to achieve through this DEMOLA project?
・なぜその目標にこだわるのか？理由を説明The reason for that above
・「なぜ、その課題／DEMOLAなのか？」を説明What interests you about this case/DEMOLA? 
・「チームに入った際には、そう貢献できるのか？」展望を説明Where do you see yourself in this team?

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。



＊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 Tips for introducing your self】

• やる気・性格をアピール Motivation/Personality

• スキル・経験をアピール Skills/Experience

• 実績・評価をアピール Performance/Records

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。



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!

E-mail: demola@mcip.hokudai.ac.jp

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

お疲れ様でした！！



Thank You

HOKKAID
O

https://demola-hokudai.jp/

https://www.youtube.com/watch?v=BmwPzAArb-M&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=JdU3Ad7aayc&t=8s

DEMOLA 動画　大学生／大学院生向け

DEMOLA HOKKAIDO紹介動画

<ナレーション>
藤女子大学  人間生活学科  小原 未来
羽

Let's create the future together!

https://demola-hokudai.jp/?fbclid=IwAR0nDW2jJwzv_zi2GurggA_M7QuIqGvY-m6-BlUe7NInP2aeXMkCvsfmtnw
https://www.youtube.com/watch?v=BmwPzAArb-M&t=6s
https://demola-hokudai.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=JdU3Ad7aayc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JdU3Ad7aayc&t=8s



