
北海道大学　平成30年度公開講座開設一覧

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 農学研究院
札幌時計台サロン　農学部に
聞いてみよう

「農学部に聞いてみよう」をメインテーマに、毎回異なるテーマ・
講演者で、広く市民・学生を対象とした講演会を行います。

H30.4から
偶数月に
開催

主に火曜日  18:00-20:00 6 12 設定無し 設定無し 無料 150名 市民一般

農学･食資源学事務部 庶務担
当
TEL；011-706-2506
E-mail：shomu@agr.hokudai.ac.jp

札幌市時計台
（北１西２）

事前申込み不要

共催；北海道新
聞社編集局
後援；札幌国際ﾌﾟ
ﾗｻﾞ，札幌農学同
窓会，北海道

教養型

2
スラブ・ユーラシア研究セ
ンター

ロシアと北極のフロンティア：開
発の可能性と課題

地球温暖化の影響を受けるなかで急速に経済開発が進むロシ
アの北極圏について、政治・経済・社会・文化に関わる問題を多
面的に考察する。経済開発の恩恵と、それらが住民の生活環境
や自然環境に及ぼす影響を論じる。各講師が北極圏でのフィー
ルドワークの成果を紹介する。

H30.5.7 H30.5.28 月曜日及び
金曜日

 18:00-20:00 7 14 H30.4.2 H30.4.27 4,500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

教養型
300530報告済み

3 文学研究科 かなしむ人間

文学研究科の教員が講師となって、それぞれの研究専門分野か
ら、今年度の講座テーマ「かなしむ人間」にかかわる題目を設定
して、毎週9回の講義と最終回に講師全員の参加で質疑応答を
行います。受講生には、各研究分野の最先端の成果とともに、
文学研究科の多様な魅力を感じていただけるでしょう。

H30.5.16 H30.7.18 水曜日  18:30-20:00 10 15 H30.4.11 H30.5.7 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

教養型
300803報告済み

4 医学研究院 さっぽろ神経内科ウイーク

日本神経学会は神経内科医９０００人が参画する学術団体で
す。札幌で開催される学術大会にあわせて一般市民を対象に北
海道の神経内科専門医が、認知症、脳卒中、パーキンソン病な
どの脳や脊髄、末梢神経、筋肉の病気からくる症状やその治療
法をテーマにわかりやすく解説する。

H30.5.23 H30.5.26 水、木、金
及び土曜日

14:00-16:00 4 8 設定無し 設定無し 無料 200名 市民一般

大学院医学研究院神経内科学
教室
TEL：011-706-6028
neurosec@med.hokudai.ac.jp

札幌国際ﾎｰﾙ（北4
西4札幌国際ﾋﾞﾙ
8F）

事前申込み不要

札幌で開催され
る第５９回日本神
経学会学術大会
期間中に市民公
開講座として開
催

教養型

5 医学研究院 日本神経学会市民公開講座

日本神経学会は神経内科医９０００人が参画する学術団体で
す。札幌で開催される学術大会にあわせて市民公開講座を開催
し、一般市民を対象に神経内科専門医が“脳や脊髄、末梢神
経、筋肉の病気からくる症状”、“転倒や認知症の予防”をテーマ
にわかりやすく解説する。

H30.5.27 日曜日 13:30-15:30 1 2 設定無し 設定無し 無料 500名～1000名 市民一般

大学院医学研究院神経内科学
教室
TEL：011-706-6028
neurosec@med.hokudai.ac.jp

ロイトン札幌内　ロ
イトンホール
（北1西1１）

事前申込み不要

札幌で開催され
る第５９回日本神
経学会学術大会
期間中に市民公
開講座として開
催

教養型

6 薬学研究院
北海道大学薬学部生涯教育特
別講座　春季（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。

H30.5頃 H30.7頃
金曜日（予
定）

 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

教養型

7
メディア・コミュニケーショ
ン研究院

世界の言語と文化

本講座は、世界の言語と文化を広くみていくことで、多様性を考
えるものである。スイスで話されるドイツ語はドイツとどう違うの
か？中国のムスリムはアラビア語をどのように使っているのか？
南米や東南アジア地域における多言語、多文化社会はどのよう
なものなのか？各地で調査を行う研究者が、様々な例から多様
性を考える。

H30.6.7 H30.6.28 木曜日  18:30-20:00 4 6 H30.4.19 H30.5.17 2,500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

国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光
学院ﾒﾃﾞｨｱ棟105

FAX，E-mail，はが
き，専用申込書

道民カレッジ
教養型

301018報告済み

8 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。

H30.6.7 H30.7.19 木曜日 16:30～18:00 6 9 H30.5.11 H30.6.6 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Ｂ１１講
義室（Ｂ棟１階）

TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ
専門型

301112報告済み

9
理学研究院附属地震
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。

H30.6.16 H30.6.23 土曜日 10:30-16:15 5 9 H30.5.21 H30.6.11 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 OK2.9金

理学部3号館309講
義室

詳細はこちら
http://www.sci.hoku
dai.ac.jp/isv/keihats
u.html

専門型

10 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 H30.6.20 水曜日  16:00-17:30 1 1.5 H30.5.1 H30.6.15 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

FAX
道民カレッジ

教養型
301009報告済み

開催期間 募集期間
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総
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11 北海道大学病院　看護部 家庭でできる骨盤底筋体操 骨盤底筋体操を実践して、加齢に伴う尿漏れを予防する H30.7.9 月曜日  16:00-17:30 1 1.5 H30.5.28 H30.7.4 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

FAX
道民カレッジ

教養型
301009報告済み

12 学務企画課
平成30年度北海道大学公開講
座（全学企画）「去る時代、来た
るを考える」

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。 H30.7.2 H30.7.23 月曜日

及び木曜日

18:30～20:30
【7/16（月・祝）は
13:00～14:45，15:15
～17:00】

8 15.5 H30.6.1 H30.6.22
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

高等教育推進機構，
学術交流会館（7月
16日のみ）

詳細はお問い合わ
せください

道民カレッジ
300731報告済み

13
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。 H30.7.26 H30.7.27 木曜日及び
金曜日

 9:30-11:30
13:30-15:30

4 8 H30.6下旬 H30.7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/b
g/

北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ
科学ｾﾝﾀｰ 植物園
（北３西８）

教養型

14 法学研究科 アジアと向き合う　−温故知新−

世界における存在感が増すとともに内部的軋轢もダイナミックな
ものとなりつつあるアジアの国々と日本とはどのような関係を紡
いできたのか。法学・政治学の視点から古きを訪ねつつ、未来の
アジアの有り様を構想する。

H30.7.26 H30.8.23 木曜日
(8/16除く)

18:30-20:30 4 8 H30.6下旬 H30.7中旬

3,000円
（特定の講義の
み受講可能：1
回の講習料
3,000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
道民カレッジ

教養型
300920報告済み

15 教育学研究院
健康に深く関わる生物時計の
ふしぎ

現在、国民のおよそ6割が睡眠に問題を抱えているといわれてい
ます。睡眠が十分とれないとこころとからだの健康に悪影響を及
ぼします。毎日ぐっすり眠るためにはどのような点に気を付けれ
ばよいのでしょうか。今回の講座では、わたしたちのからだに備
わった生物時計の仕組みと睡眠・健康との関連性についてご紹
介します。

H30.8.6 月曜日  13:30-15:30 1 2 H30.4.1 H30.8.6 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

教養型
301114報告済み

16 水産科学研究院 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。

H30.8.6 H30.9.1 月曜日及び
土曜日

第1回13:00～
14:00、第2回
14:40～15:40、
第3,4,5回10:00
～11:30

5 6.5 H30.7.2 H30.8.3

3000円　第1回
と第2回は無料
開催。第3回～
第5回は1,000円
／回。高校生は
全回無料。

80名
市民一般
（高校生以
上）

函館キャンパス事務部研究協
力担当
TEL：0138-40-5563
FAX：0138-40-5048

水産学部講義棟大
講義室

TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ

教養型
301003報告済み

17
北方生物圏フィールド科
学センター

親子木工教室

研究林で生産された木材を使用し、子供と保護者とで協力しあ
いながら作品を作り上げる。もの作りを通じて、普段とは少し異な
る形で世代間のふれあいの場を提供すること・木材の良さを肌
で感じてもらうこと・北大研究林の活動内容を知ってもらうことを
ねらいとする。

H30.8.12 日曜日 10:00～12:00 1 2 H30.7.2 H30.7.31
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

18
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や野生生物の種同定等を行い、自
然生態系の成り立ちを五感で学ぶ。 H30.8.21 火曜日 9:00～15:30 1 7 H30.7.2 H30.7.31

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

19 地球環境科学研究院
化学物質から読み解く過去・現
在・未来の地球環境

現在、我々は、地球温暖化、オゾン層破壊、大気・水質汚染な
ど、様々な地球環境問題を抱えています。本講座では、地球環
境変化の鍵となる化学物質の性質や振る舞い、人間を含む生物
活動との関係等について、最新の研究成果を含めてわかりやす
く解説し、過去・現在・未来の地球環境に関する理解を深めま
す。

H30.8.21 H30.9.25 火曜日  18:00-19:30 6 9 H30.7.11 H30.7.23

3,500円
（特定の講義の
み受講可能：1
回の講習料
1,500円）

70名 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
環境・生活

301018報告済み

20
北海道大学病院　検査・
輸血部

市民フォーラム 認知症の理解と臨床検査 H30.8.25 土曜日  13:00-16:00 1 3 設定無し 設定無し 無料 100名 市民一般

病院検査・輸血部　村上望
TEL；011-706-5719
E-mail：
nozomu@med.hokudai.ac.jp

学術交流会館 教養型

21 公共政策学連携研究部 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。

H30.8.23 H30.8.24 木曜日及び
金曜日

1日目13:00-
20:00 2日目
8:45-15:00(休
憩含む)

1 11 H30.5.25
H30.7.6(2日
コース）、
H30.7.26(１
日コース）

2日間コース
8000円

1日コース
6000円

50名

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

専門型
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講習料 募集
人数

受講対象者 問い合わせ先 会場 申込方法 関連情報開催期間 募集期間

22 公共政策学連携研究部
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。

H30.8.23 H30.8.24 木曜日及び
金曜日

1日目13:00-
20:00 2日目
8:45-15:00(休
憩を含む)

1 11 H30.5.25 H30.7.6 5,000円 25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

専門型

23 工学研究院
今日の技術、明日の技術
（Technology of Today and
Tomorrow）

想像もしていなかったような「今日の技術、明日の技術」が研究されてお
り、未来の社会や生活を変化させます。インターネットや携帯端末が無い
生活は今では考えられませんが、それらが登場する前に今の便利さを思
い描いていた人はほとんどいません。電子レンジも、登場前は勿論、発売
後も暫く、需要はほぼゼロでした。機械工学研究者による、見通しにくい未
来と見えにくい不便を案内する６講座をお楽しみください。

H30.9.21 H30.11.9 金曜日 18:15～19:45 6 9 H30.8.7 H30.9.6

3,500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

工学系事務部教務課学生支援担
当
TEL：011-706-6707/6124
FAX：011-706-6141
E-mail：k-gaksei@eng.hokudai.ac.jp

工学研究院Ｂ１１講
義室（Ｂ棟１階）

TEL，FAX，E-mail
専用申込書

道民カレッジ
教養型

301211報告済み

24 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 H30.9.13 木曜日  16:00-17:30 1 1.5 H30.8.1 H30.9.7 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

FAX
道民カレッジ

教養型
301009報告済み

25 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。

H30.9.28 金曜日 午後 1 2 設定無し 設定無し 無料 200名 市民一般

農学･食資源学事務部 庶務担
当
TEL；011-706-2506
E-mail：shomu@agr.hokudai.ac.jp

農学部4階 大講堂 事前申込み不要 教養型

26 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。

H30.9頃
H30.11
頃

土曜日（予
定）

 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

教養型

27 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
様な分野の話題や最新の研究成果をお伝えします。 H30.10.1 H30.11.12 月曜日  18:00-19:30 6 9 H30.8.1 H30.9.30 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
３階講堂

道民カレッジ
教養型

301204報告済み

28 経済学研究院 統計学とデータ分析

近年、“ビッグデータ”や“データサイエンティスト”という新語をし
ばしば、耳にすることでしょう。所得や消費、国内総生産など経
済指標は勿論のこと、株価などのファイナンス分野、企業格付け
データもあり、あらゆる分野からの多種多様データを分析する
「統計学」からのテーマで分かりやすく解説します。

H30.10.6

H30.10.2
1
※10.7は
延期

土曜日及び
日曜日

 10:30-12:00
 13:30-15:00

4 6 H30.9.3 H30.9.21 2,500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
※10.21は文系共
同講義棟１階　２
番教室

TEL，FAX
道民カレッジ

教養型
301211報告済み

29 ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院
中国文学の中の食ー美食をめ
ぐる謎－

本講座では、中国文学に描かれたさまざまな「食」を手がかりとし
て、その背景に広がる中国文化の諸相を多元的に探るとともに、
文化の流動の軌跡をたどることによって、日本の食文化とのか
かわりについても探求していきます。「食」という身近な題材を手
かがりに異文化理解の深化を目指します。

H30.10.24 H30.11.7 水曜日 18:30～20:00 3 4.5 H30.8.29 H30.9.26 2,500円 40名 市民一般

ﾒﾃﾞｨｱ･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

国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光
学院ﾒﾃﾞｨｱ棟105

FAX，E-mail，はが
き，専用申込書

道民カレッジ
教養型

301211報告済み

30 観光学高等研究センター 観光研究者が語る「私の旅」

人によって旅の楽しみ方は千差万別。観光研究者たちの、ちょっ
と違った視点からの旅の楽しみ方をお伝えします。異なる専門分
野、異なる世代の研究者たちが、これまでの旅のエピソードを紹
介しながら、そこからどんな観光学のヒントを得てきたかをお話し
します。きっと新たな旅の楽しみ方が見つかるはずです。

H30.11.1 H30.12.13 木曜日 18:30～20:00 7 10.5 H30.9.6 H30.10.4 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

FAX，E-mail，はが
き，専用申込書

道民カレッジ
教養型

310108報告済み

31 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（予定）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。

H30.11.3 土曜日 13:00～16:00 1 3 H30.9.3 H30.10.12 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　多
目的室Ⅰ（E棟１階）

E-mail
道民カレッジ

教養型
301108報告済み
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32
北海道大学'病院
臨床研究開発センター

市民公開講座
現在（いま）と未来の医療をつなぐ　-がんゲノム医療の最前線と
臨床研究- H30.11.18 日曜日  14:00-15:30 1 2 H30.10.1 H30.11.2 無料 125名 市民一般

(株)ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾎｯｺｰ気付　運営
事務局
〒007-0805札幌市東区東苗穂
5条1丁目6-33
FAX：011-222-5013
E-mail；
application@prosswork.com

京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌
（北5西7）

FAX，E-mail，専用
申込書，郵送

道民カレッジ
教養型

301121報告済み

33
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 H31.1.10 H31.1.11 木曜日及び

金曜日
初日11:00～
2日目15:00

1 16 H30.11.1 H30.12.19

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（幌加内町字母
子里）

TEL，FAX，E-mail
道民カレッジ

教養型
310118報告済み

34
人獣共通感染症ﾘ
ｻｰﾁｾﾝﾀｰ

感染症の克服に向けて

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター、東京大学
医科学研究所、大阪大学微生物病研究所ならびに長崎大
学熱帯医学研究所から感染症研究の専門家をお招きし
て、感染症の克服に向けての取組やウイルス性胃腸炎、
デング熱、ジカ熱などの今話題の感染症についてわかり
やすくお話しいただきます。

H31.1.12 土曜日 15:00～17:30 1 2.5 H31.1.12 無料 180名 市民一般

人獣共通感染症リサーチセン
ターバイオリソース部門
鈴木定彦教授
TEL：011-706-9503

学術交流会館
申込不要、直接会
場へ

道民カレッジ
教養型

35 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 H31.2.1 金曜日 16:45～17:30 1 0.75 H31.1.7 H31.1.21 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

教養型

36
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類の観察とかんじき体験をおこなう。また、
室内でマツボックリなどの植物を材料とした工作をおこなう。 H31.3.2 H31.3.3 土曜日

及び日曜日
9:30～11:30
13:30～15:30

4 8 H31.1中旬 H31.2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/b
g/

北方生物圏フィール
ド科学センター 植物
園（北３西８）

教養型
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