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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://applications.demola.net/ にアクセス

Hokkaidoを選択

https://applications.demola.net/


課題を選ぶ
Choose an assignment.

エントリー
Entry

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.



メールアドレスが間違っていないか確認し、名前・電話番号を記入してください。
Demola privacy policyをよく読み、同意された方は”Consent”のチェックボックスにチェック！
Please make sure your email address is correct and fill in your name and phone number.
If you have read and agree to the Demola privacy policy, please check the "Consent" box!



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！

初期パスワード

あなた個人用のページ



DEMOLAの課題に
チャレンジする方

将来DEMOLAのパートナー企業で
働きたいと思っている方

海外インターンシップを検討している方



Student type 
Degree student (在学生)
Exchange student (留学生)

Degree level 
Bachelor‘s Degree (学部生)
Master‘s Degree (修士)
Doctorate (博士)

Home university
北大、小樽商大の学生はプルダウンから選択。
それ以外の方は最下部のOtherを選択し、
大学名を記入ください

How many years have you studied so far towards your current degree?
参加する課題の年度における学年を記入ください

What are you studying?
専門分野、得意分野など具体的に
記入してください。日本語でも大丈夫です。

Estimated graduation date
卒業予定を記入ください



普段使っているSocial Networkを
記入ください（任意）

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

Which skills or characteristics make you a good co-creator?
あなた自身のプロフィール（趣味や特技、性格など）を記入ください。

What 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。

Upload your CV (Optional)
履歴書をPDF形式でアップロードしてください（任意）
履歴書の添付は必須ではありませんが、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

※熱意をアピールしましょう! 付録に記載例があります。



チャレンジ課題の名前を確認
Check the name of the challenge assignment.

ここをクリック
→紫色に変わります！
Click here.
→It turns purple!

※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.



これで終了です！

“Applied”が表示されます！



<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



＊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。



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://demolahokkaido.wixsite.com/hokudai/case

お疲れ様でした！！



CEO

ville@demola.net 
+358 40 566 7182

Vice President

tommi@demola.net 
+358 40 555 9877

Demola Hokkaido
Hokkaido University 
Sapporo, Japan

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

https://demolahokkaido.wixsite.com/hokudai


