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自 至 自 至

工学研究院
廃棄物学特別講義　－循環型
社会を創る－

廃棄物問題を解決するためのリサイクル
技術を始め，環境政策，経済的手法，市
民参加などの社会的アプローチ，販売・
製造段階からのライフサイクルにわたる
総合的な取り組みなどを，工学，農学，
情報科学，化学，経済学，心理学など，
さまざまな分野の教員が紹介する。

2016/4/7 2016/7/28
毎週木曜日
（5/5及び6/2を
除く）

16:30～18:00 15 22.5 2016/3/14 2016/3/29

14000円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料3000円）

30名 市民一般

北海道大学大学院工学研究院
（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

教育学研究院附属子ども
発達臨床研究センター

発達臨床セミナー WISC-Ⅳを通
した心理アセスメントの基礎を学
ぶ

国内外で最も使用されている心理アセス
メントツールであるWISC-Ⅳの実施方
法，スコアリング方法，解釈法，支援へ
の展開などの基礎を演習形式で学びま
す。臨床心理士または臨床心理士資格
取得見込み，特別支援教育士またはそ
れに準ずる心理アセスメントを用いる立
場にある方が対象。

2016/4/23 2016/4/24
土曜日
及び日曜日

9:30～16:30 2 14 2016/3/1

募集人数に達
したため，募
集は終了いた
しました。

9000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

スラブ・ユーラシア研究セ
ンター

スラブ・ユーラシア社会における
ジェンダーの諸相

公的には男女の平等を掲げていた社会
主義体制が解体すると、女性が置かれ
た立場には国および地域ごとに違いが
見られるようになった。本講座ではスラ
ブ・ユーラシア地域におけるジェンダーの
諸相を、政治、経済、文学、宗教など多
面的な視点から解説する。

2016/5/9 2016/5/30
毎週月曜日及び
金曜日

5月16日月曜
日の回は講師
の都合により5
月18日水曜日
に実施。

18:00～20:00 7 14 2016/4/4 2016/4/28

4500円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料1500円）

80名 市民一般

北海道大学スラブ・ユーラシア研究
センター事務室
TEL：011-706-2388
FAX：011-706-4952

北海道大学文学研究科・
文学部

悩める人間　- 人文学で四苦
（シック）八苦（ハック） -

人生に悩みは付きものである。進路、健
康、恋愛、人間関係、老後の備え…　人
生の様々な局面で、ひとは悩みに直面す
る。ひとはどうして悩むのか、悩みにはど
う対処すればよいのか、悩みはどうした
ら人生を豊かにすることにつながるの
か。古今東西の文学や思想、歴史、社会
科学の知見から、悩みというテーマを深
めていく。

2016/5/18 2016/7/20 毎週水曜日 18:30～20:00 10 15 2016/4/13 2016/5/6 5000円 80名 市民一般

北海道大学文学研究科・文学部
庶務担当
TEL：011-706-3060,3003
FAX：011-706-4803
E-mail：wwwadmin@let.hokudai.ac.jp

メディア・コミュニケーション
研究院

関西弁を通して学ぶ言葉の魅力

本講座では、関西弁、標準語、そして北
海道弁などを比較対照しながら、自分た
ちの話している日本語を再認識します。
参加者は講義を聴くだけでなく、関西弁
の発音、会話にチャレンジしていただき
ます。講座を通じて、日本語の豊かさ、
日本語の複雑さに触れていただきます。

2016/6/9 2016/7/14 毎週木曜日 18:30～20:00 6 9 2016/4/8 2016/5/9 3500円 30名 市民一般

北海道大学メディア・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

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。

2016/6/11 2016/6/18 土曜日
10:30～12:00
13:00～14:30
14:45～16:15

6 9 2016/5/23 2016/6/6 無料 50名 市民一般

北海道大学大学院理学研究院附属
地震火山研究観測センター
地域防災情報支援室
TEL：011-706-3591
FAX：011-716-2165

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～

2016/6/13 2016/6/13 月曜日 16:00～17:30 1 1.5 2016/5/1 2016/6/3 無料 20名 市民一般

北海道大学病院　看護部
高橋久美子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

募集
人数

実施部局名 講座名 講座内容
開催期間

曜日等 不定期
・未定

時間帯 総
回数

総
時間

募集期間
講習料 受講対象者 問い合わせ先
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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

2016/6/20 2016/6/20 月曜日 16:00～17:30 1 1.5 2016/5/1 2016/5/31 無料 10名 市民一般

北海道大学病院　看護部
高橋久美子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

工学研究院
機械工学のフロントライン －宇
宙と地球を跨る新技術で未来を
拓く－

最新の宇宙開発技術と地球エネルギー
資源開発について、現場の最前線で戦う
ラインナップが講義します。北海道大学
が世界をリードしている重要6分野の迫
力を体験してください。このシリーズで
は、夢の技術が、水面下の失敗と情熱の
上だけに浮かぶ実像であることを学びま
す。今世紀後半の人類が迎える諸問題
を先行的に解決し、子供たちに夢を伝授
する方法を、皆様と一緒に考えます。

2016/6/22 2016/7/27 毎週水曜日 18:15～19:45 6 9 2016/5/23

3500円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料1500円）

100名 市民一般

北海道大学大学院工学研究院
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

水産学部
弁天町発！！　水産・海洋研究
の最前線

本公開講座では、函館市国際水産・海洋
総合研究センターにおいて展開されてい
る研究活動の概要に始まり、大型水槽を
利用したイカとスケトウダラの飼育研究、
海凄哺乳類と人間の共存に関する研
究、また民間企業から見た共同研究の
展開など、さまざまな観点から国際水産
海洋都市としての函館の姿を学びます。

2016/7/2 2016/8/20 土曜日

7月2日
7月9日
7月23日
7月30日
8月6日
8月20日

13:30～15:30 6 12 2016/6/1 2016/7/1

4000円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料1500円）

80名

市民一般
（原則として
高校生以
上）

北海道大学函館キャンパス事務部
研究協力担当
TEL：0138-40-5563
FAX：0138-40-5048
E-mail：kenkyo@fish.hokudai.ac.jp

北海道大学
平成28年度北海道大学公開講
座（全学企画）－「国のかたち」
を案ずる時代の知恵－

 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。

2016/7/4 2016/7/25 毎週月・木曜日

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

8 15.5 2016/6/1 2016/6/24

5000円　（※特定の講
義のみ受講可能　1回
の講習料1500円）

100名 市民一般

 
北海道大学学務部学務企画課教育
支援担当
TEL：011-706-5567
FAX：011-706-7854

法学研究科 テクノロジーと法／政治

原発、再生可能エネルギー、DNA鑑定、
生殖医療、人工知能、IT、宇宙開発な
ど、自律的な進化を続ける各種テクノロ
ジーと法・政治との関連を、刑法、行政
法、民法、国際政治の専門家に語って頂
く。

2016/7/21 2016/8/18
毎週木曜日
（8/11を除く）

18:30～20:30 4 8 6月下旬 7月中旬 3000円 50名 市民一般

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

北海道大学病院　検査・輸
血部

第10回市民フォーラム

「知っておきたい不整脈」
13:00-14:15  　　簡易心電図測定体験
14:30-16:00　　 不整脈について医師、臨
床検査技師が講演します。

2016/7/23 2016/7/23 土曜日 土曜日 13:30～16:00 1 2.5
開催当日まで
受付

無料 100名 市民一般

北海道大学病院 検査・輸血部
高橋香代子
TEL：011-706-5718
ＦＡＸ：011-706-7614

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
植物園内の葉を採取し、押し葉標本を作
製する。

2016/7/28 2016/7/29
木曜日
及び金曜日

開催期間未定
9:30～11:30
14:30～16:30

4 8 6月下旬 7月中旬

無料
（実費として材料費と
傷害保険料がかかり
ます。（500円））

40名 小学生

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/
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薬学研究院
北海道大学薬学部生涯教育特
別講座　夏季講演会

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。

2016/7/29 2016/7/29 金曜日 18:30～20:00 1 1.5 当日参加可 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

北海道大学大学院薬学研究院
臨床薬学教育研究センター
TEL（FAX）：011-706-3705

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
和歌山研究林

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。

 2016/8/7 日曜日 10:00～12:00 1 2 2016/7/1 2016/8/1

無料（※実費として材
料費と保険料がかか
ります。）

10名

小学校4年
生以上の親
子

北海道大学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

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
和歌山研究林

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。ま
た、葉を採取して、オリジナルの樹木図
鑑を作製する。

 2016/8/20 土曜日 　9:00～15:00 1 6 2016/7/1 2016/8/1

無料（※実費として材
料費と保険料がかか
ります。）

20名
 小学校4年
生～6年生

北海道大学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

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
和歌山研究林

森のたんけん隊-古座川編-
　和歌山研究林内で、自然観察・生物種
同定・木工作業を行い、自然生態系の成
り立ちを学ぶ。

2016/8/23 2016/8/24
火曜日
及び水曜日

9:00～15:30 2 13 2016/7/1 2016/8/1

無料（※実費として材
料費と保険料がかか
ります。）

20名
 小学校4年
生～6年生

北海道大学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

大学院地球環境科学研究
院

サステナビリティに資する化学

サステナビリティは持続可能性を意味す
る英語の片仮名表記であり、本学でもサ
ステナビリティウィークが毎年開催されて
います。環境に調和した持続可能性に富
む社会を構築するためには、物質や材
料を扱う化学の力が必要です。本公開講
座では有害物質を無害化・有用化する技
術や再生可能エネルギー等を取り上げ
ます。

2016/8/23 2016/9/27 毎週火曜日 18:00～19:30 6 9 2016/7/11 2016/7/22

3500円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料1500円）

70名 市民一般

北海道大学環境科学事務部
教務担当
TEL：011-706-2205
FAX：011-706-4867

公共政策学連携研究部
2016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
等を通じて「地方公 営企業の経営改革」
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

2016/8/23 2016/8/24
火曜日
及び水曜日

平成28年8月23日
(火)
14:00～19:15
平成28年8月24日
(水
10:00～18:25

1 11 2016/6上旬 2016/7/8 5000円 50名 地方公務員

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

公共政策学連携研究部
2016地方議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
等を通じて「地方公営企業の経営改革」
についての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。

2016/8/24 2016/8/25
水曜日
及び木曜日

平成28年8月24日
(水)
13:00～20:00
平成28年8月25日
(木)
8:45～14：45

1 11

2日間コー
ス：平成28年
6月上旬～7
月8日（金）

1日間コース：
平成28年6月
上旬～7月28
日（木）  2日間コース：8000円

1日間コース：6000円
（8月24日のみ受講）

2日間コース
20名程度

1日コース（8月24日の
み）
30名程度

地方議会議
員及び地方
議会議員を
志す者

北海道大学法学研究科・法学部
庶務担当
TEL：011-706-3124,3119
FAX：011-706-4948
E-mail：shomu@juris.hokudai.ac.jp
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情報科学研究科
ビッグデータ科学とサイバーセ
キュリティ技術の基礎技術

ビッグデータ科学とは，インターネット上
にある大量のデータを収集し，新しい知
識を獲得・生成することで，個人の生活
や社会環境を改善・改良・進化させる学
問である。そこには個人情報も存在する
ため，セキュリティ技術も必要となる。こ
れらに関する最近の話題について簡単
に解説する。

2016/10/7 2016/11/11 金曜日 18:00～19:30 6 9 2016/9/1 2016/9/30 無料 30名 市民一般

北海道大学情報科学研究科事務課
総務担当
TEL：011-706-6945
FAX：011-706-7890
E-mail：soumu@ist.hokudai.ac.jp

北海道大学大学院
経済学研究科

経済学のフロンティア－経済学
の新常識－

従来の経済学ではあたりまえであると思
われた考え方や一般的に常識として受
け入れてきた考え方が、近年の発展した
経済学から疑問視されるようになってき
ており、最先端の経済学によって明らか
になってきた経済学の意外な新常識を各
分野から易しく紹介する。

2016/9/10 2016/9/11 土曜日・日曜日
10:30～12:00
13:30～15:00

4 6 2016/8/1 2016/8/19

2500円
（特定の講義のみの
受講可能：1回の講習
料1500円）

50名 市民一般

北海道大学大学院
経済学研究科・経済学部庶務担当
TEL：011-706-3162
FAX：011-706-4947

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。

2016/9/24 2016/9/24 土曜日 15:30～17:30 1 2 当日参加可 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

北海道大学大学院薬学研究院
臨床薬学教育研究センター
TEL（FAX）：011-706-3705

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 2016/9/16 金曜日 16:00～17:30 1 1.5 2016/8/1 2016/8/31 無料 10名 市民一般

北海道大学病院　看護部
高橋久美子
TEL：011-706-5746
FAX：011-706-7618

大学院農学研究院・大学
院農学院・農学部、札幌農
林学会、一般社団法人札
幌農学同窓会

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。

2016/9/23 2016/9/23 金曜日 13:30～15:40 1 2 当日参加可 無料 200名 市民一般

 
北海道大学農学事務部 庶務担当
村岡
TEL：011-706-2506
FAX：011-706-2888
E-mail：shomu@agr.hokudai.ac.jp

メディア・コミュニケーション
研究院

旅は東アジアを変えるのか？―
―日中韓から見る現代の観光
文化

本講座では東アジアの観光文化の現状
と変容について、具体的な事例と共に解
説する。講師は日中韓の研究者４名から
なり、観光者の増加による宗教文化の変
容、国際関係による観光行動の変化、グ
ローバル化の中での民族と観光につい
てなど、多角的な視点からの話題を提供
する。

2016/10/6 2016/10/27 毎週木曜日 18:30～20:00 4 6 2016/8/16 2016/9/15 2500円 60名 市民一般

北海道大学メディア・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

北海道大学病院　乳腺外
科

乳がん市民公開講座
「乳がん治療」について，市民一般向け
に分かりやすく講演する。

2016/10/16 2016/10/16 日曜日 14:00～16:30 1 2.5 2016/8/1 2016/10/15 無料 200名 市民一般

北海道大学病院 医療支援課
地域医療連携係
TEL：011-706-5629
FAX：011-706-5630
E-mail：itiiki@jimu.hokudai.ac.jp
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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。

2016/11/3 2016/11/3 木曜日 13:00～16:00（予定） 1 3 未定 未定 無料 100名 市民一般

北海道大学大学院保健科学研究院
庶務担当
TEL：011-706-3315
E-mail：shomu@hs.hokudai.ac.jp

大学院歯学研究科 お口の健康と歯科医療　その２

生活の質を左右する要素の一つに、食
事があります。　本企画はこの「食事」を
楽しくするために必要なお口の健康と、
問題が発生した場合の対処法・治療法
について紹介することを目的とします。
内容的には一般の方でも十分理解でき
るよう平易な日本語で、かつお話上手な
講師たちによる講演会を開催いたしま
す。

2016/11/6 2016/11/6 日曜日 9:30～13:00 1 3.5 2016/2/1 2016/11/2 無料 50名

専門家，市
民一般，大
学院生，大
学生，高校
生

北海道大学歯学研究科・歯学部
庶務担当
TEL：011-706-4314
FAX：011-706-4919
E-mail：d-syomu@jimu.hokudai.ac.jp

観光学高等研究センター 明日の観光を考える

観光に関する話題を取り上げ、どのよう
な影響を地域社会に及ぼしているのか、
そしてどのような課題や意義が見出され
るのか、講師が論点を整理しながら参加
者と共に議論する。CATSの研究やプロ
ジェクトを事例に解題しつつ、参加者と
CATSのアイデアを織り交ぜ、公開講座
から各話題に対するメッセージを創出す
る。

2016/11/10 2016/12/22 毎週木曜日 18:30～20:00 7 10.5 2016/9/9 2016/10/10 4000円 50名 市民一般

北海道大学メディア・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

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

2017/1/12 2017/1/13
木曜日
及び金曜日

初日11:00
～2日目15:00

1 18 2016/11/1 2016/12/20

無料
（実費として宿泊費及
び食費等がかかりま
す。（4000円））

20名
小学4年生
～6年生

北海道大学
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏北管理部
「森のたんけん隊企画室」
〒096-0071 名寄市字徳田250
TEL：01654-2-4264
FAX：01654-3-7522
E-mail：moritan@fsc.hokudai.ac.jp

北海道大学アイソトープ総
合センター

アイソトープ利用研究会
放射線の安全取扱いに関する技術知識
の向上

2017/2/3 2017/2/3 金曜日 16:45～17:30 1 0.75 2017/1/5 2017/1/20 無料 10名 市民一般

北海道大学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

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。

2017/3/4 2017/3/5
土曜日
及び日曜日

9:30～11:30
13:30～15:30

4 8 1月中旬 2月下旬

無料
（実費として材料費と
傷害保険料がかかり
ます。（100円））

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/
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