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実施部局名 講座名 講座内容 曜日 時間帯 総
回数

総
時間

講習料 募集
人数

受講対象者 問い合わせ先 会場 申込方法 関連情報

1
スラブ・ユーラシア研究セ
ンター

境界地域から北東ｱｼﾞｱ国際関
係を考える

北東アジアの国際関係を北海道や九州
など境界地域の視座から考える。具体的
にはロシア、中国、北朝鮮、韓国など国
や地域を絞りこみながら議論を展開しつ
つ、北東アジア全体の政治・経済・文化と
しての共同体づくりの可能性を論じる。

H29.5.8 H29.5.29 月曜日
及び金曜日

18:00-20:00 7 14 H29.4.3 H29.4.28
4,500円
（特定の講義のみ受
講可能：1回の講習料
1,500円）

80名 市民一般
ｽﾗﾌﾞ・ﾕｰﾗｼｱ研究ｾﾝﾀｰ事務室
TEL；011-706-2388
FAX；011-706-4952

人文・社会科学総合
教育研究棟

専用申込書 道民カレッジ

2 文学研究科 恋する人間

ひとはどうして恋こがれるのか、恋にはど
う対処すればよいのか、恋は人生を豊か
にすることにつながるのか。本講座では、
ひとの恋ばかりでなく、何かに夢中になっ
ている状態や、他者との関わり合いなど
を含めまして、古今東西の文学や思想、
歴史、社会科学などの広い知見から、恋
というテーマを深めていきます。

H29.5.17 H29.7.19 水曜日 18:30-20:00 10 15 H29.4.12 H29.5.8 5,000円 80名 市民一般

文学研究科・文学部 庶務担当
TEL；011-706-3060・3003
FAX；011-706-4803
E-mail；wwwadmin@let.hokudai.ac.jp

人文・社会科学総合
教育研究棟Ｗ１０３室

TEL，FAX，E-mail 道民カレッジ

3 薬学研究院
北海道大学薬学部生涯教育特
別講座 春季講演会

薬学部生涯教育特別講座は，北大薬学
部同窓生を含む医療関係及び関連領域
の仕事に従事される方を対象に，講義形
式により医療における諸問題について最
新の情報を提供します。

H29.5頃 H29.7頃 金曜日 18:30-20:00 1 1.5 設定無し 設定無し 無料 150名

北大薬学部
同窓生を含
む医療関係
及び関連領
域の仕事に
従事される
方

薬学研究院 臨床薬学教育研究ｾﾝ
ﾀｰ
TEL；011-706-3705
FAX；011-706-3705

薬学部 臨床薬学講
義室

4 工学研究院
ごみ処理・リサイクルの見方・考
え方

ごみ問題は多岐にわたり，処理やリサイ
クルにはさまざまな方法がある。しかし最
も重要なことは，なぜそのシステムとする
かの根拠を明確にし，住民に説明し，理
解を得ることであり，それには科学的な
根拠が必要となる。有料化やごみの分
類，環境影響の心配など，住民の関心が
高いテーマについて，考え方を説明す
る。

H29.6.1 H29.7.6 木曜日 16:30～18:00 6 9 H29.5.1 H29.5.31 7,000円 30名 市民一般

工学系事務部教務課学生支援担当
TEL：011-706-6707
FAX：011-706-6141
E-mail：k-gaksei@eng.hokudai.ac.jp

工学研究院
TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ

5
メディア・コミュニケーション
研究院

トランプのアメリカ

アメリカは二大政党の国だが、両党とも
に一枚岩ではなく、党内の支持者間の溝
は深い。第三軸的なトランプ大統領はそ
の隙間を突くことで勝利した。アメリカの
民主主義、大統領制はいかなるものか。
トランプ政権でアメリカはどう変容するの
か。米政界、テレビ報道での実務経験も
ある政治学者が現地情報も交えながら解
説する。

H29.6.14 H29.6.28 水曜日 18:30～20:00 3 4.5 H29.4.14 H29.5.12 2,500円 176名 市民一般

メディア・観光学事務部 総務担当
TEL：011-706-5115
FAX：011-706-7801
E-mail：soumu@imc.hokudai.ac.jp

高等教育推進機構（E
棟）1階　N2講義室

FAX，E-mail
，はがき，専用申込
書

道民カレッジ

6
理学研究院地震火山研究
観測センター

北海道の地震と防災

北海道で起こりうる地震災害・災害情報
の基礎的な知識に加え、家庭における実
践的な防災の取り組みや災害対応につ
いて講義・演習形式で学ぶ。

H29.6.10 H29.6.17 土曜日 10:30-16:15 6 9 H29.5.22 H29.6.5 無料 50名 市民一般

理学研究院 附属地震火山研究観
測ｾﾝﾀｰ 地震火山地域防災情報支
援室
TEL；011-706-3591
FAX；011-716-2165

理学部３号館講義室
（予定）

7 教育学研究院
発達臨床セミナー   WISC-Ⅳに
よる心理アセスメントの基礎を学
ぶ

心理アセスメントの基礎，倫理とコンプラ
イアンス，WISC-Ⅳの概要，実施法と検
査内容，解釈法，事例検討会を通して実
践スキルを学ぶ

H29.6.17 H29.6.18 土曜日及び日曜
日

10:00-17:00 1 14 H29.4.18

募集人数に
達したため，
募集は終了
いたしまし
た。

9,000円 20名

臨床心理
士，特別支
援教育士ま
たはそれに
準じる専門
職の方

教育学事務部 庶務担当
TEL；011-706-3082
FAX：011-706-4951
E-mail：shomu@edu.hokudai.ac.jp

文系共同講義棟
E-mail
専用申込書

8 教育学研究院
発達臨床セミナー  家族支援と
ペアレントトレーニングの実践ス
キルを学ぶ

保護者支援，ペアレントトレーニングの理
論と方法，ペアレントトレーニングの演
習，事例検討（お昼休憩1時間）などを話
していただき，支援者のスキルアップを図
る。

H29.6.25 日曜日 9:30-16:30 1 6 H29.4.26 H29.5.26 5,000円 80名

臨床心理
士，特別支
援教育士ま
たはそれに
準じる専門
職の方

教育学事務部 庶務担当
TEL；011-706-3082
FAX：011-706-4951
E-mail：shomu@edu.hokudai.ac.jp

文系共同講義棟
E-mail
専用申込書

9 北海道大学病院　看護部
家庭でできる救急救命処置－
AEDの使い方―

家庭でできる救急救命処置を学び、心臓
マッサージ、AEDの使用方法と技術を学
ぶ

H29.6.27 火曜日 16:00～17:30 1 1.5 H29.5.1 H29.6.16 無料 10名 市民一般
北海道大学病院 看護部　船木典子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

臨床研修センターセミ
ナー室（旧スキルスラ
ボ室）

FAX 道民カレッジ

開催期間 募集期間
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10 学務企画課
平成29年度北海道大学公開講
座（全学企画）『「非常識」が照ら
し出す私たちの未来』

現代的な課題に即した共通テーマについ
て，北海道大学の各分野の研究者が講
義する。

H29.7.3 H29.7.24 月曜日
及び木曜日

18:30～20:30
【7/17（月・祝）は
13:00～14:45，15:15
～17:00】

8 15.5 H29.6.1 H29.6.23
5,000円
（特定の講義のみ受
講可能：1回の講習料
1,500円）

100名
市民一般
（18才以上）

学務部学務企画課 総務担当（教育
支援）
TEL；011-706-5567
FAX；011-706-7854

情報教育館３階，
（7月17日のみ学術交
流会館）

詳細はお問い合わ
せください

道民カレッジ

11 北海道大学病院　看護部 家庭でできる骨盤底筋体操
加齢に伴う尿漏れを予防しましょう～骨
盤底筋体操～ H29.7.14 金曜日 13:30～15:00 1 1.5 H29.5.1 H29.6.30 無料 20名 市民一般

北海道大学病院 看護部　船木典子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

臨床研修センターセミ
ナー室（旧スキルスラ
ボ室）

FAX 道民カレッジ

12
北方生物圏フィールド科学
センター

葉っぱで作る植物図鑑
植物園内の植物を採集し、押し葉標本を
作製する。 H29.7.27 H29.7.28 木曜日及び金曜

日
9:30～11:30
13:30～15:30

4 8
H29.6下
旬

H29.7中
旬

無料
（実費として材料費と
傷害保険料が掛かり
ます）

40名 小学生

北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ
植物園
TEL；011-221-0066
FAX；011-221-0664
http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/

北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科
学ｾﾝﾀｰ 植物園

13 法学研究科
社会の分断をいかに乗り越える
か？

イギリスのＥＵ離脱、トランプ現象、移民・
難民の排斥、富裕層と貧困層の乖離など
に象徴される、現代社会の多層的で多元
的な分断を私たちはどのように乗り越え
ていけるのか、行政学、国際政治学、ア
メリカ政治、租税法の専門家に語って頂
く。

H29.7.27 H29.8.24 木曜日
（8/17は除く）

18:30～20:30 4 8 H29.6.23 H29.7.7 3000円 50名 市民一般

法学研究科・法学部 庶務担当
TEL：011-706-3124,3119
FAX：011-706-4948
E-mail：shomu@juris.hokudai.ac.jp

人文・社会科学総合
教育研究棟

FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ

14
北方生物圏フィールド科学
センター

親子木工教室
研究林の製材を使用して親子で木工作
業を行う。また、将来を担う子ども達に木
材の良さを直に感じてもらう。

H29.8.6 日曜日 10:00～12:00 1 2 H29.7.1 H29.7.31
無料
（実費として材料費と
傷害保険料が掛かり
ます）

20名
小学４年生
以上の親子

北方生物圏フィールド科学センター
和歌山研究林
TEL：0735-77-0321
FAX：0735-77-0301
和歌山研究林ホームページ：
http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/ne
w-home/new-index.html

北方生物圏フィールド
科学センター 和歌山
研究林

15 水産学部 海をまるごとサイエンス！

北大水産学部は、おもに「海・川・湖を舞
台とした総合的な理科（生物学、化学、物
理学、地学）」の教育・研究をしています。
そのなかには、実習船で大海原に乗り出
して調査するものも、室内で緻密な実験
を重ねるものもあります。本公開講座で
は、北大水産学部でおこなわれている多
様な研究内容について紹介します。

H29.8.7 H29.10.9 月曜日，土曜日
及び日曜日

第１回13:00-14:00
第2回15:10-16:10
第3回以降13:30-
15:00

5 6.5 H29.6.1 H29.8.4
3,000円
（特定の講義のみ受
講可能：1回の講習料
1,000円）

100名～200名
市民一般
（高校生以
上）

函館ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部 研究協力担当
TEL；0138-40-5563
FAX；0138-40-5048
E-mail；kenkyo@fish.hokudai.ac.jp

水産学部講義棟大講
義室および管理研究
棟6階大会議室

TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ

16 教育学研究院
生きていて誰もが出会うことを心
理学の角度から考える

人は生を受け、成長し、成熟し、やがて衰
え、いずれ死に至る。その過程の中で誰
もが出会う、養育者との愛着関係、自己
有能感、自分は何者なのかという問題、
愛と性、達成と喪失、といった問題の中
で、私たちはどのような体験をしているの
だろうか。こういった問題について、心理
学的な角度から考えてゆきたい。

H29.8.7 月曜日 13:30-15:00 1 2 H29.4.1 H29.8.7 無料 100名 高校生

教育学研究院 教育研究支援室
TEL；011-706-2603
E-mail：support-
edu@edu.hokudai.ac.jp

人文・社会科学総合
教育研究棟

TEL，E-mail 道民カレッジ

17
北方生物圏フィールド科学
センター

森のたんけん隊－古座川編－
和歌山研究林内で、自然観察・生物樹種
同定を行い、自然生態系の成り立ちを学
ぶ。

H29.8.18 金曜日 9:00～15:30 1 7 H29.7.1 H29.7.31
無料
（実費として材料費と
傷害保険料が掛かり
ます）

25名
小学４年生
～小学６年
生

北方生物圏フィールド科学センター
和歌山研究林
TEL：0735-77-0321
FAX：0735-77-0301
和歌山研究林ホームページ：
http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/ne
w-home/new-index.html

北方生物圏フィールド
科学センター 和歌山
研究林

18 地球環境科学研究院 健康を目指す環境科学

きれいな水が使えるようになって人間の
寿命は伸びてきました。私たち環境科学
者は、健康に過ごすことのできる環境づく
りを目指しています。本公開講座では、
身の回りの環境が私たちの健康にどのよ
うに影響するか、よい環境を守るための
しくみ、健康を守るための薬などを解説し
ます。

H29.8.22 H29.9.26 火曜日 18:00～19:30 6 9 H29.7.10 H29.7.21
3,500円
（特定の講義のみ受
講可能：1回の講習料
1,500円）

70 市民一般

環境科学事務部 教務担当
TEL：011-706-2205
FAX：011-706-4867

大学院地球環境科学
研究院　D201

申込期間内に申込
みを行った者に対し
「払込取扱票」等を
送付し，入金期間内
の入金確認をもって
受付完了

道民カレッジ
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19 公共政策学連携研究部
2017地方公務員向けサマース
クール

基調講義・事例紹介・グループ討議演習・
全体討議演習等を通じて地方自治の課
題についての理解を深めてもらうことによ
り、地方公共団体職員のスキルアップに
つなげる。

H29.8.22 H29.8.23 火・水曜日
1日目14:00～19:30

2日目10:00～18:25
1 11 H29.5.30 H29.7.7 5,000円 50名 地方公務員

法学研究科・法学部 庶務担当
TEL：011-706-3124,3119
FAX：011-706-4948
E-mail：shomu@juris.hokudai.ac.jp

文系共同講義棟，人
文・社会科学総合教
育研究棟

詳細はこちら：
http://www.hops.hok
udai.ac.jp/research/
summerschool2017.h
tml

20 公共政策学連携研究部
2017地方議員向けサマースクー
ル

地方議会において課題となっているテー
マに関し、基調講義・事例紹介・グループ
討議演習・全体討議演習等を通じて理解
を深めてもらい、地方議会議員のスキル
アップにつなげる。

H29.8.23 H29.8.24 水・木曜日
1日目13:00～20:00

2日目8:45～14:45
1 11

2日ｺｰｽ
H29.5.3
0

1日ｺｰｽ
H29.5.3
0

2日ｺｰｽ
H29.7.07

1日ｺｰｽ
H29.7.27

2日間コース
8000円

1日コース（1日目の
み）
6000円

2日間コース
20名程度

1日コース（1日目のみ）
定員なし

地方議会議
員及び地方
議会議員を
志す者

法学研究科・法学部 庶務担当
TEL：011-706-3124,3119
FAX：011-706-4948
E-mail：shomu@juris.hokudai.ac.jp

文系共同講義棟，人
文・社会科学総合教
育研究棟

詳細はこちら：
http://www.hops.hok
udai.ac.jp/research/
summerschool2017.h
tml

21
北方生物圏フィールド科学
センター

世界に一冊だけの「オリジナル
樹木図鑑」を作ろう！

和歌山研究林内で樹木を観察する。葉を
採集してオリジナルの樹木図鑑を作製す
る。

H29.8.31 木曜日 9:00～15:00 1 6 H29.7.1 H29.8.24
無料
（実費として材料費と
傷害保険料が掛かり
ます）

20名
小学４年生
～小学６年
生

北方生物圏フィールド科学センター
和歌山研究林
TEL：0735-77-0321
FAX：0735-77-0301
和歌山研究林ホームページ：
http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/ne
w-home/new-index.html

北方生物圏フィールド
科学センター 和歌山
研究林

22 北海道大学病院　看護部 家庭でできる小児救急看護 家庭でできる小児救急救命処置を学ぶ H29.9.14 木曜日 15:00～16:30 1 1.5 H29.8.1 H29.8.31 無料 10名 市民一般
北海道大学病院 看護部　船木典子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

臨床研修センターセミ
ナー室（旧スキルスラ
ボ室）

FAX 道民カレッジ

23 低温科学研究所
広がる低温の魅力～低温科学
の最前線～

低温科学をキーワードに，生物学・地球
環境科学・物理学など多用な分野の話題
や最新の研究成果をお伝えします。

H29.9.25 H29.11.6 月曜日 18:00～19:30 6 9 H29.8.1 H29.9.24 無料 70名 市民一般

低温科学研究所 総務担当
TEL；011-706-5445
FAX；011-706-7142
E-mail：
syomu@pop.lowtem.hokudai.ac.jp

低温科学研究所 道民カレッジ

24 農学研究院
市民公開・農学特別講演会「農
と食が創る持続的な社会」

北海道大学大学院農学研究院の教員２
名による，広く市民・学生を対象とした講
演会を行います。最新の科学的成果をふ
まえ，教員自らの研究半生を織り交ぜな
がら，独自の切り口で「農と食が創る持続
的な社会」に向けてメッセージを発信しま
す。

H29.9.29 金曜日 午前中 1 2 設定無し 設定無し 無料 200名 市民一般

農学事務部 庶務担当
TEL；011-706-2506
FAX；011-706-2888
E-mail：shomu@agr.hokudai.ac.jp

農学部4階 大講堂 事前申込み不要

25 薬学研究院
北海道大学薬学部生涯教育特
別講座 秋季講演会

薬学部生涯教育特別講座は，北大薬学
部同窓生を含む医療関係及び関連領域
の仕事に従事される方を対象に，講義形
式により医療における諸問題について最
新の情報を提供します。

H29.9頃 H30.2頃 土曜日 15:30～17:30 1 2 設定無し 設定無し 無料 150名

北大薬学部
同窓生を含
む医療関係
及び関連領
域の仕事に
従事される
方

薬学研究院 臨床薬学教育研究ｾﾝ
ﾀｰ
TEL；011-706-3705
FAX；011-706-3705

薬学部 臨床薬学講
義室

26 経済学研究院 会計から見る経営と社会

会計学は、「お金の流れ」を見る学問分
野ですが、現実には単にお金の計算だけ
が研究対象ではありません。現代では、
企業のガバナンス、経営の管理、効率的
な経営など、広範な分野にその研究は広
がっています。この講座では、そのような
多角的な会計学の視座から、様々な経営
と社会の課題を探ります。

H29.10.7 H29.10.8 土曜日及び日曜
日

10:30～12:00
13:30～15:00

4 6 H29.9.1 H29.9.22
2,500円
（特定の講義のみ受
講可能：1回の講習料
1,500円）

50名 市民一般
経済学部事務部庶務担当
TEL；011-706-3162
FAX：011-706-4947

人文・社会科学総合
教育研究棟W１０３室

TEL，FAX 道民カレッジ

27 工学研究院 “かたち“に秘められた力

私たちの身近に存在する様々な現象は、
ミクロな領域、マクロな領域など立場を変
えて眺めてみると様々異なった面白い側
面を見せてくれることがあります。この講
座では物質などを詳細に調べたり、ある
いは高度に制御することで新たな工学的
価値を生み出したりするための最先端の
技術をわかりやすく解説します。

H29.10.25 H29.11.22 水曜日 18:15～19:45 5 7.5 H29.9.22 H29.10.23 3,000円 100名 市民一般

工学系事務部教務課学生支援担当
TEL：011-706-6707
FAX：011-706-6141
E-mail：k-gaksei@eng.hokudai.ac.jp

工学研究院
TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ
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28 保健科学研究院
ようこそ！ヘルスサイエンスの世
界へ

「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」
という基本テーマのもと，３名の講師陣が
各々の専門分野（演題未定）について研
究活動を広く一般に紹介予定です。

H29.11.3 金曜日 13:00～16:00 1 3 未定 未定 無料 100名 市民一般
保健科学研究院 庶務担当
TEL；011-706-3315
E-mail；shomu@hs.hokudai.ac.jp

保健科学研究院　E
棟１階　多目的室

E-mail 道民カレッジ

29 観光学高等研究センター 未定 未定
H29.11
上旬

H29.12
下旬

木曜日 18:30～20:00 7 10.5
H29.9上
旬

H29.10
上旬

4000円 50名 市民一般

メディア・観光学事務部 総務担当
TEL：011-706-5115
FAX：011-706-7801
E-mail：soumu@imc.hokudai.ac.jp

情報教育館3階　スタ
ジオ型多目的中講義
室で調整中

FAX，E-mail，はがき
専用申込書

道民カレッジ

30
北方生物圏フィールド科学
センター

森のたんけん隊
真冬の森でのさまざまな遊びを通して，
森の仕組みや森と人の関わりを学ぶ体
験型野外学習

H30.1.11 H30.1.12 木曜日
及び金曜日

初日11:00
～2日目15:00

1 16 H29.11.1 H29.12.20
無料
（実費として宿泊費と
食費等で4000円）

20名
小学4年生
～6年生

北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ北管理部
 〒096-0071 名寄市字徳田250
 TEL：01654-2-4264
 FAX：01654-3-7522
 E-mail：moritan@fsc.hokudai.ac.jp

北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科
学ｾﾝﾀｰ　雨竜研究林

TEL，FAX，E-mail 道民カレッジ

31 アイソトープ総合センター アイソトープ利用研究会
放射線の有効利用・安全扱いに関する技
術知識の向上 H30.2.2 金曜日 16:45～17:30 1 0.75 H30.1.5 H30.1.19 無料 10名 市民一般

アイソトープ総合センター事務室
TEL：011-706-6087
FAX：011-706-7862
E-mail：jimu-cis@ric.hokudai.ac.jp

アイソトープ総合セン
ター

32
北方生物圏フィールド科学
センター

冬の植物園ウォッチング・ツアー
冬の植物園内でマツの樹の観察とかんじ
き体験を行う。また、室内でマツボックリ
などの植物材料を用い工作を行う。

H30.3.3 H30.3.4 土曜日
及び日曜日

9:30～11:30
13:30～15:30

4 8
H30.1中
旬

H30.2中
旬

無料
（実費として材料費と
傷害保険料が掛かり
ます）

60名
小学生とそ
の家族

北方生物圏フィールド科学センター
植物園
TEL：011-221-0066
FAX：011-221-0664
http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/

北方生物圏フィールド
科学センター 植物園

33
メディア・コミュニケーション
研究院

未定 未定 H29後期 H29後期 未定 未定 4 6 未定 未定 2500円 40名 市民一般

メディア・観光学事務部 総務担当
TEL：011-706-5115
FAX：011-706-7801
E-mail：soumu@imc.hokudai.ac.jp

未定
FAX，E-mail，はがき
専用申込書

道民カレッジ
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