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札幌市 ③
東北大学１０４周年北海道交流会
―震災復興に向けて―

本学の現況や最先端の研究成果を紹介しながら、本学および萩友会の
活動への理解と関心を深めていただくことにより、北海道地区における大
規模な「東北大学コミュニティ」を形成するために開催します。

11月12日
札幌プリンスホテル
国際パミール

国立大学法人
東北大学

東北大学萩友会

東北大学北海道同窓会連合

http://www.tohoku.ac.jp/hokkaido/（予定）

札幌市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学札
幌校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

札幌市 ① 植物の色と光
石や火山灰を顕微鏡で観察し、顕微鏡の仕組みを色や光の性質から考
えます。

10月22日
北海道教育大学札
幌校

国立大学法人北海道教育大
学

無料  総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

札幌市 ① 植物の葉はなぜ緑色なの？
植物に含まれる色素を分離し、分光器を使って調べ、植物の葉はなぜ緑
色なのかという疑問に答えます。

11月19日
北海道教育大学札
幌校

国立大学法人北海道教育大
学

無料  総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

札幌市 ①
「熟議」国立大学生涯学習系セン
ターへの期待

国立生涯学習系センターに期待することをテーマに今後の大学の地域貢
献のあり方を討論します。

10月21日 札幌全日空ホテル
国立大学法人北海道教育大
学

無料  総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

札幌市 ③
北海道教育大学岩見沢校芸術課
程美術コース書専攻　高大連携書
展　札幌移動展

北海道教育大学岩見沢校及び岩見沢市立緑陵高等学校学生による書
道作品展

10月23日～11月4日
北海道教育大学札
幌駅前サテライト

北海道教育大学岩見沢校   岩見沢校室総務グループ          ℡0126-32-1345 http://www.hokkyodai.ac.jp/

札幌市 ③
北海道教育大学岩見沢校芸術課
程美術コース情報デザイン研究室

北海道教育大学岩見沢校芸術課程美術コース情報デザイン研究室所属
学生による作品展

11月6日～11月18日
北海道教育大学札
幌駅前サテライト

北海道教育大学岩見沢校   岩見沢校室総務グループ          ℡0126-32-1345 http://www.hokkyodai.ac.jp/

札幌市 ④
「健康を創る最先端技術と健康マ
ネージメント」

遠隔健康相談システムの実証実験を拡張した東日本大震災の被災支援
について報告します。

10月16日
北海道大学　保健
科学研究院　会議

北海道大学保健科学研究院 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ②
現代社会におけるリスク分散のあ
り方と環境教育

巨大リスク管理に対する環境教育のあり方について討議検討を行いま
す。

10月22日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

サステイナビリティ学教育研
究センター

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④ GMどうみん議会
一般市民が、専門家にヒアリングをしながら、課題に対する回答をまと
め、メディアに向けて公表します。

10月22日, 23日
北海道大学　遠友
学舎

GMどうみん議会実行委員会 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
第8回プレゼン・ディベート大会
札幌市の交通デザイン

将来的に札幌の交通戦略をいかに構築していくかという提言を競いま
す。

10月22日

北海道大学　人文・
社会科学総合教育
研究棟　W103、
102、101、201、202

北海道経済学部 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
シンポジウム「被災地の復興と人
材育成　‐　持続的社会構築のた
めの社会起業の可能性」

持続的な社会システムを構築するための社会起業家のあり方について議
論します。

10月23日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

北海道大学サステイナビリ
ティ教育研究センター

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ③ キャンドライズ2011 廃油から作ったキャンドルやリサイクルキャンドルを灯します。 10月23日
北海道大学　中央
ローン

SCSD(The Students Council
for sustainable Development
in Hokkaido University)

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ③
ベロタクシーDEおしゃべり＆
ECO2011

ドライバーは環境を学ぶ学生です！CO2排出ゼロの乗り物で北大の環境
を楽しめます。

10月24日～11月6日 北海道大学路上
北海道大学大学院環境科学
院IFES-GCOEプログラム環
境教育研究交流推進室

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
第3回サステナビリティ学生ポス
ターコンテストI

学生が、今取り組んでいる自らの研究を「持続可能な社会づくりへの貢
献」という観点で発表します。

10月25日～30日
北海道大学　学術
交流会館

北海道大学　サステナビリ
ティ・ウィーク2011事務局

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
現代社会の呪縛構造‐社会環境・
生活習慣に潜む病根‐

現代社会が抱える健康に係る課題の抽出とその克服の展望について議
論します。

10月26日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

北海道大学環境健康科学研
究教育センター

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
サステイナブルキャンパスの構築
に関する国際シンポジウム

大学のサステイナブルキャンパス活動の方向性を確認します。 10月26日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

サステイナブルキャンパス推
進本部

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④ 社会格差への教育の挑戦 教育が人間社会の持続的発展に果たすべき役割と課題を議論します。 10月27日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

北海道大学教育学研究院 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
国際シンポジウム「ワーク・ライフ
バランス：持続可能な幸福の追

「多様な働き方・生き方が選択できる社会」にジェンダーの視点で着目し
提言を行います。

10月29日
北海道大学　クラー
ク会館

北海道大学文学研究科　応
用倫理研究教育センター

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④ 地域医療フォーラム
地方の医療を守るために、住民と行政はどのような共同作業ができるの
か議論します。

10月29日, 30日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

北海道地域医療研究会、地
域医療教育研究所

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
GIFT2011 Global Issues Forum for
Tomorrow　持続可能な世界へ12
のメッセージ

北海道大学の12人の研究者が、世界が抱える重要課題についてメッセー
ジを送ります。

10月30日

インターネットで生
中継　Ustreamチャ
ンネル：
http://www.ustrea
m.tv/channel/sw20

北海道大学 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ①
グリーン購入促進に向けた展示及
びパネルディスカッション

学生、生産者、消費者がそれぞれの立場から身近に実践できることを意
見交換します。

10月30日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

北海道グリーン購入ネット
ワーク

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
ジョイント公開講演会：「持続可能
な都市システムの構築を目指し
て」

人々が豊かで安全に暮らす都市インフラシステムの実現と、継続のため
に議論します。

10月31日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

北海道大学工学研究院北方
圏環境政策工学部門・環境
フィールド工学部門

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
第3回サステナビリティ学生ポス
ターコンテストII

学生が、今取り組んでいる自らの研究を「持続可能な社会づくりへの貢
献」という観点で発表します。

11月1日～6日
北海道大学　学術
交流会館

北海道大学　サステナビリ
ティ・ウィーク2011事務局

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
産学官セミナー　地理空間情報が
拓く未来III

農業や観光に関する地理空間情報の活用に関して、最新の動向をお話し
します。

11月2日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

北海道大学文学研究科 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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札幌市 ④
遊ぶ・学ぶ・働く　－持続可能な発
達の支援のために－

持続可能な発達の論理とそのような発達を保障する社会を築く展望を討
議します。

11月2日～4日

11/2・3　文系共同
教育研究棟W棟103
11/4　教育学部会
議室（教育学部研
究棟3階305）

北海道大学教育学研究院付
属子ども発達臨床研究セン
ター

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ③
学生企画　CLARK THEATER
2011

文化的に優れた映画を楽しむことのできる映画館を期間限定で設置しま
す。

11月2日～6日
北海道大学　クラー
ク会館

北大映画館プロジェクト実行
委員会2011

http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
環境・エネルギーシンポジウム－
震災復興、自然エネルギー、北海
道の力－

日本の自然エネルギー政策と北海道の潜在能力を市民と行政担当者が
共に考えます。

11月3日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

公共政策学連携研究部、北
大低炭素社会づくりプロジェ
クトチーム

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
健康な高齢社会の構築と持続可
能な発展

健康・介護・福祉の現状と将来展望について意見交換を行います。 11月4日
北海道大学　医学
部1Fフラテホール

北海道大学医学研究科 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
グリーン回路とシステムに関する
国際ワークショップ

最先端情報システムの低消費電力化技術や人に安全なシステム技術を
紹介します。

11月4日
北海道大学　情報
科学研究科棟
11F17号室

北海道大学情報科学研究科
グローバルCOEプログラム
「知の創出を支える次世代IT
基盤拠点」

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ③
第15回アイヌ語弁論大会　イタン
カン　ロー　～アイヌ語で話しましょ

アイヌ語をじっくり聞ける貴重な機会です。 11月5日
北海道大学　学術
交流会館　講堂

財団法人アイヌ文化振興・研
究推進機構

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
第2回アムール・オホーツクコン
ソーシアム国際会合

越境環境という地域の共有財産を未来世代へとどう引き継ぐか議論しま
すす。

11月5日, 6日
北海道大学　学術
交流会館　第1会議
室

北海道大学　低温科学研究
所　他

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ③
ノーベル賞受賞記念映画『永遠の
幸（仮）』上映会

ノーベル賞受賞者の鈴木先生の一生をモチーフにした映画の上映会と
トークショウ。

11月5日, 6日
北海道大学クラー
ク会館　大講堂

北大ショートフィルム製作委
員会2011

http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ①
サステイナブルキャンパスコンテス
ト

学生の自由な発想による多様なキャンパス・プロジェクト案が発表されま
す。

11月6日
北海道大学　学術
交流会館　小講堂

SCSD(The Students Council
for sustainable Development
in Hokkaido University)

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ④
パブリック・フォーラム：ヒマラヤか
らみた温暖化－氷河の変動と災

氷河に関する様々な疑問に、ネパールと北海道大学の研究者がお答えし
ます。

11月6日
北海道学術交流会
館　講堂

北海道大学地球環境科学研
究院

無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ①
公開講座「News About Japan on
bbc.co.uk -BBCのウェッブサイトに
見る日本のニュース-」

ＢＢＣのウェッブサイトの日本の文化、政治、歴史等に関する記事を英語
で読み、報道の仕方を通しイギリスについても学べます。

10月11日～
11月15日

北海道大学
メディア・コミュニ
ケーション研究院
105室

北海道大学メディア・コミュニ
ケーション研究院

http://www.imc.hokudai.ac.jp/

札幌市 ①
公開講座「旅の記憶、まちの記
憶、出会いの記憶」

「旅」、「まち」、「出会い」、この３つのキーワードを「記憶」という切り口で解
読した６通りの物語をお見せします。

10月27日～
12月8日

北海道大学情報教
育館3階スタジオ型
多目的中講義室

北海道大学観光学高等研究
センター

http://www.imc.hokudai.ac.jp/

札幌市 ①
公開講座「ようこそ！ヘルスサイエ
ンスの世界へ：あの日からの復興
－保健科学の視点から」

震災からの復興を保健科学の立場から考え，「放射線の人体への影
響」，「被災地域の人々の健康を支えるケア」，「被災地と北大を結んだ遠
隔健康相談」について，分かりやすく解説します。

11月3日
北海道大学大学院
保健科学研究院

国立大学法人北海道大学大
学院保健科学研究院

無料 http://www.hs.hokudai.ac.jp/

札幌市
②③
④

サステナビリティ・ウィーク2011　国
際シンポジウム「北方のツーリズ
ムと景観」

観光・ツーリズムに焦点を当て、そこでの北方先住民族を含む地元住民
の役割を考え、景観と土地利用をテーマとし、サーミとアイヌ民族の事例
を取り上げます。

11月1日
北海道大学学術交
流会館

フィンランドセンター北海道事
務所

無料 フィンランドセンター北海道事務所　TEL: 011-726-2000

札幌市
②③
④

サステナビリティ・ウィーク2011　国
際シンポジウム「先住民族と教育」

先住民族を含む地域社会における民族文化の伝承、とりわけ学校教育
における実践について取上げ、効果的で持続可能な文化伝承のあり方等
を考えます。

11月2日
北海道大学学術交
流会館

フィンランドセンター北海道事
務所

無料 フィンランドセンター北海道事務所　TEL: 011-726-2000

札幌市 ① 公開講座
「日本のゆくえ ～ 成長か衰退か」をテーマに、財政危機、円高、大震災の
影響など、国難からの再生の途を考えます。

10月29日
北海道武蔵女子短
期大学

北海道武蔵女子短期大学 無料 総務課          011-726-3141

札幌市 ①
公開講座「読むこと・書くこと・生き
ること」

道内在住作家２名の読書体験を披露し、執筆との関係や読むという行為
が生きることとどのようにつながっているかを語りあいます。

10月15日
札幌大谷大学　視
聴覚室

札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部

無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ① 公開講座「琳派にふれる」
「箔押し」という古典技法の体験と日本画材を使って簡単な模写に挑戦し
ます。

10月22日
札幌大谷大学　美
術科アトリエ

札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部

http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ② おおたに大学祭 各学科の特色を活かした模擬店、展示、発表の一般公開を行います。 10月29日～30日 札幌大谷大学
札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部

無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ①
公開講座「保育者にとって歌うこ
と、弾くこと」

実際に歌いながら声の出し方、表現の仕方の工夫を体験します。弾き歌
いのポイントについて解説します。

11月5日
札幌大谷大学　多
目的教室

札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部

無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ①
（1）教育施設・設備の見学会
（2）公開講座「仮題：環境を配慮し
た自動車技術」

地域に対し自動車に関する大学教育を公開します 11月3日
北海道自動車短期
大学

北海道自動車短期大学 無料  http://www.haec.ac.jp/　　　　　　　　　　　　　　（連絡先：総務課　011-821-0175）

札幌市 ①
北海道情報大学公開講座「ITビジ
ネス閑話」

インターネットを軸とした「閑話シリーズ」。今年はITを利活用したネットビ
ジネスに焦点をあてます。

11月1日,8日,15日,22
日,29日

北海道情報大学札
幌サテライト

北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.html

札幌市 ①
北海道医療大学セミナーⅢ「ちょっ
と役立つ看護の知恵」

専門看護師有資格者による講演です。在宅療養、うつ病、慢性疾患につ
いてお話しします。

10月22日, 11月6日,
19日

北海道医療大学札
幌サテライトキャン
パス

北海道医療大学 http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~koho/NICE/index.html

札幌市 ①
北海道医療大学セミナーⅠ「子育
て支援」

「言語発達からみた親子のコミュニケーション」と題し、“ことば”の獲得プ
ロセスから親子のコミュニケーションの成り立ちについて考えます。

11月5日
北海道医療大学札
幌サテライトキャン
パス

北海道医療大学 無料 http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~koho/NICE/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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札幌市 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連　四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法

無料 http://www.akarinohi.jp/

札幌市 ④ シンポジウム タイトル「食事と血圧調節」のもと、４題の講演が行われます。 10月23日
天使大学　６号館１
Ｆ　6101教室

公益社団法人日本栄養・食
糧学会　北海道支部

無料 http://www.agr.hokudai.ac.jp/nutrbiochem/jsfns-hokkaido/Home.html

札幌市 ①③ ロビーコンサート 施設のロビーにて、市民団体が歌や楽器の演奏を披露する。 11月5日, 6日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

無料 http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①④ さっぽろ市民カレッジ特別講演会
さっぽろ市民カレッジの受講生を対象とした講演会。数学の魅力について
紹介する。

11月10日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

無料 http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①③ 日本映画名作祭 東京国立近代美術所蔵のフィルムの上映と、映画にまつわる講演会。 10月27日～29日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①③ オペラシアター オペラ作品の解説と映像上映 11月9日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①
本気で稼ぎたい人の「身の丈ビジ
ネス講座」

さっぽろ市民カレッジ2011秋期　産業ビジネス系起業コース 11月2日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①
市民カレッジ「大人の学びを支援
する」

「おとな」の学びをすすめるためのコミュニケーションの技法や学習のすす
めかたを理解する

10月28日,11月4日,
11日

札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①
市民カレッジ「話の聴き方実践講
座」

傾聴的態度や話の聴き方に焦点を絞ってコミュニケーションのポイントを
体験的に学ぶ。

11月8日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①
市民カレッジ「人間関係をまろやか
にする言葉力」

職場やプライベートでの日常会話などに、
言葉の力を活用するコツを実践的に学ぶ。 11月5日

札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①③
市民カレッジ「おうちでできるバレ
エストレッチ」

クラシックバレエの動きを取り入れながら、ご家庭でできるストレッチを学
ぶ。

11月1日, 8日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①
市民カレッジ「わたし達のエネル
ギー」

エネルギーの今後について考える。 11月4日, 11日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ①③
市民カレッジ「北海道の芸術・この
５０年」

北海道の芸術文化（美術、音楽、映像、文学）の５０年の動きと、最近の
業績を学ぶ。

11月1日, 8日
札幌市生涯学習セ
ンター

財団法人札幌市生涯学習振
興財団

http://chieria.slp.or.jp/

札幌市 ③
札幌芸術の森開園25周年記念シ
ンポジウム「芸森25歳　100年の未
来へ」

基調講演、学生による活性化アイディア発表、ロビーコンサート等を行う。
野外美術館、駐車料金当日無料

10月23日
札幌芸術の森アー
トホール

財団法人札幌市芸術文化財
団

無料 http://www.artpark25th.jp/

札幌市 ③
秋の芸森あったかサンキュー・
デー

野外美術館入館料及び駐車料金を無料とするほか、札幌芸術の森美術
館入館料の割引や各種ワークショップ等、さまざまな催物を開催する。

11月3日 札幌芸術の森
財団法人札幌市芸術文化財
団

http://www.artpark.or.jp/

札幌市 ③

美術映画会
世界・美の旅
「ルーベンス～ネロの愛したルー
ベンス」
「フェルメール～静寂のフェルメー

絵画の見所、画家の人生等を紹介する美術映画を上映します。今回は名
画の魅力に旅の楽しみが加わった「世界美の旅」シリーズ

11月8日 札幌市民ギャラリー
財団法人札幌市芸術文化財
団

無料 http://www.sapporo-shimin-gallery.jp/

月に1度のペース
で様々なプログラ
ムを開催していま
す。（ただし、12月
は除く。）

札幌市 ③
札幌オペラ祭2011　「まほうのふ
え」

モーツァルトの歌劇「魔笛」を、オペラ初心者や子どもも楽しめるよう、北
海道二期会の出演により、日本語で上演する。

11月11日, 12日
札幌市教育文化会
館小ホール

さっぽろオペラ祭実行委員
会、札幌市教育文化会館（札
幌市芸術文化財団）、さっぽ
ろｱｰﾄｽﾃｰｼﾞ実行委員会

http://www.kyobun.org./

札幌市 ③ さっぽろアートステージ2011
現代アート、演劇、音楽などさまざまジャンルで展示・公演などを行い一般
市民が気軽に芸術に触れることができるイベント

10月29日, 12月4日 市内各所
さっぽろアートステージ実行
委員会

http://www.s-artstage.com/2011/

札幌市、
函館市、
旭川市、
釧路市、
岩見沢市

① 学生ボランティアフォーラム
北海道教育委員会との連携による学生ボランティア派遣事業に参加した
学生の活動報告を通して、北海道の教育の現状を考えます。

11月中旬
北海道教育大学全
キャンパス

国立大学法人北海道教育大
学

無料  総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

札幌市北
区

①
北海道大学総合博物館
土曜市民セミナー

タイトル　「大陸から島へ：海洋適応と民族形成」
講師　　加藤　博文
（北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 教授　狩猟採集民考古学／先
住民考古学）

11月12日
13:30～

北海道大学総合博
物館
１Ｆ知の交流コー
ナー

北海道大学総合博物館 無料 http://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/inquiry.html

札幌市北
区

①
GCOE総合博物館
市民セミナー

タイトル　「旧ユーゴ圏内における境界を巡る記憶の語りセルビア、クロア
チア、ボスニアの現代作家により試み」
講師　　亀田　真澄
（東京大学 大学院／日本学術振興会 特別研究員）

11月19日
13:30～

北海道大学総合博
物館
１Ｆ知の交流コー
ナー

北海道大学スラブ研究セン
ター

無料 http://borderstudies.jp/

函館市 ② 学校見学会 市内近郊の中学生及び保護者を対象に、学内見学を行う。 10月29日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 無料 0138-59-6332

函館市 ② 保護者懇談会
保護者の授業参観及び担任教員等との懇談を通して学生への教育・進
路指導等の理解を深める。

11月4日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 無料 0138-59-6332

函館市 ① 公開講座 小学6年生～中学生対象のレゴブロックを用いたロボットづくり講座 11月3日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ① 公開講座 一般社会人対象のとんぼ玉作り講座 11月3日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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函館市 ① 公開講座
小学4～6年生と保護者を対象にゴミ袋で熱気球を作り、なぜ浮かぶのか
を考える講座

11月6日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ① 公開講座
小学校4年生～6年生対象のストローを使って橋を作り、強度実験等を行
う講座

11月19日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 無料 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

函館市 ①
一般公開講座     改訂常用漢字
表について

29年ぶりに改訂された常用漢字表に至るまでの戦後の漢字施策を振り返
りながら諸問題を考察します。

10月1日～12月24日
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

函館市 ①
一般公開講座　　　幾何の作図問
題で頭の体操

作図問題という昔からある問題を通して、いろいろな数字の発見を体験し
ます。

10月5日～11月2日
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

函館市 ①
学校・地域教育研究支援センター
フォーラムin函館

様々な事例報告を通して、学校教育・社会教育の立場から「学力観」を考
えます。

11月中旬
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

無料  総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

函館市 ④
平成23年度電気・情報関係学会
北海道支部連合大会

共催会員による電気・情報に関連する最近行った研究および調査報告，
新企画・工事等の報告，新製品紹介などの研究発表会です。 10月22日, 23日

公立はこだて未来
大学

電気学会，電子情報通信学
会，照明学会，映像情報メ
ディア学会，電気設備学会
各北海道支部／IEEE札幌支

http://www.hokkaido.ieice.org/shibukai/

連合大会担当：rengoutaikai@hokkaido.ieice.org

小樽市 ① 国際交流週間 留学生・日本人学生と市民が交流するイベントです。
10月22日～10月28

日
国立大学法人 小樽
商科大学

国立大学法人 小樽商科大学 無料   (国際交流センター事務室）0134-27-5263

メールでのお問
い合わせ先：
inlevent@otaru-
uc.ac.jp

旭川市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学旭
川校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

旭川市 ① 地域連携フォーラム
自治体、教育委員会、学校の教職員と本学教員・学生が参加し、事例報
告やパネルディスカッションを通して地域連携のあり方について考えま

11月23日
北海道教育大学旭
川校

国立大学法人北海道教育大
学

無料 旭川校総務・附属学校グループ    ℡0166-59-1204

室蘭市 ①
室蘭工業大学公開講座「旅行英
会話（初級～中級）」

英会話に親しむことを目的とし、外国で旅行を楽しむことができるようにな
ることを目指します。

10月4日,11日,18
日,25日

室蘭工業大学　教
育・研究１０号館　Ｓ
棟　Ｓ２０１

室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/tiren/k_kouza/koukai/index-j.html

室蘭市 ①
室蘭工業大学公開講座「初級中
国語Ⅱ」

中国語における「挨拶」、「自己紹介のしかた」、「簡単な表現」について学
びます。

10月5日～1月18日
室蘭工業大学　教
育・研究１０号館　Ｓ
棟　Ｓ２０１

室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/tiren/k_kouza/koukai/index-j.html

室蘭市 ①
室蘭工業大学公開講座「入浴剤
のサイエンス」

入浴剤の効用と成分の関係を学び、オーダーメード感覚で入浴剤を調合
します。

10月14日,21日,28
日,11月4日

室蘭工業大学　教
育・研究４号館　Ｈ
棟　Ｈ２１０

室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/tiren/k_kouza/koukai/index-j.html

室蘭市 ①
室蘭工業大学公開講座「文化間
理解・文化間コミュニケーションっ
て？」

コミュニケーション上の摩擦やギャップを生み出すもの、我々の躓きの石
となるものは何なのかを考えていきます。

10月24日～12月12
日

室蘭工業大学　教
育・研究２号館　Ｑ
棟　Ｑ５０２

室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/tiren/k_kouza/koukai/index-j.html

室蘭市 ①
室蘭工業大学公開講座「基本ビジ
ネス英会話（初級～中級）」

基本的な商業英語を話せるようになることを目指します。
11月1日,8日,15日,22

日

室蘭工業大学　教
育・研究１０号館　Ｓ
棟　Ｓ２０１

室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/tiren/k_kouza/koukai/index-j.html

室蘭市 ②③
第14回
蘭岳コンサート

室蘭市出身のギタリストKazz氏による演奏及び本学学生サークル「室蘭
工業大学管弦楽団」によるアンサンブル演奏を行います。

10月 21日
室蘭工業大学大学
会館

室蘭工業大学 koho@mmm.muroran-it.ac.jp

釧路市 ①
こども開放プラン「ハロウィーンの
かぼちゃを作ろう」

小中学生向け科学講座 10月29日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=150

釧路市 ①
公開講座「文学における「おろか
な男」「したたかな女」～『虞美人
草』から『砂の女』まで」

釧路高専セミナー 10月29日
釧路市生涯学習セ
ンター(まなぼっと)

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=148

釧路市 ①
公開講座「溶接構造物のシミュ
レーション技術入門」

釧路高専セミナー 10月30日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=148

釧路市 ② 高専祭 釧路工業高等専門学校の文化祭 10月22日, 23日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料  釧路工業高等専門学校学生課学生支援係0154-57-7224

釧路市 ② デザコン２０１１ in 北海道 全国高等専門学校デザインコンペティション 11月12日, 13日
釧路市観光国際交
流センター

高等専門学校連合会 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/archi/dc2011/info

釧路市 ②
高専における設計教育高度化の
ための産学連携ワークショップ

設計教育高度化ワークショップ及び学生の3次元ディジタル設計造形コン
テスト

11月12日, 13日
釧路市交流プラザ
さいわい

国立高等専門学校機構 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=153

釧路市 ③
第３回 市立釧路図書館朗読会(共
催：釧路工業高等専門学校)

一般市民向け朗読会 11月6日 市立釧路図書館 市立釧路図書館 無料
https://lib.city.kushiro.hokkaido.jp/

http://www.kushiro-ct.ac.jp/library/

釧路市 ③
第25回 釧路工業高等専門学校図
書館朗読会

一般市民及び学生・教職員向け朗読会 11月18日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/library/

釧路市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学釧
路校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

釧路市 ①
一般公開講座　　　ふまねっと健
康教室

本学で開発された「ふまねっと」を利用して、地域住民主体の健康教室を
開催します。

10月21日～1月20日
北海道教育大学釧
路校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

北海道
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

釧路市 ① 一般公開講座　　　物つくり講座
普段使用することのない機会・工具等を用いて、ペーパーウエイトなどの
小物やアクセサリー的な物を作ります。

10月9日～４回開催
北海道教育大学釧
路校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

帯広市 ① ちくだい教養人間講座
帯広市と共催の市民大学講座として，「ことば・異文化・コミュニケーショ
ン」をテーマに，市民向けの公開講座を開催します。

11月8日, 15日, 22日 とかちプラザ 帯広畜産大学・帯広市 無料 0155-49-5776

北見市 ④ 防災・日本再生シンポジウム

漁業・農業・救命看護・防災対策の観点から、複合災害に備えた寒冷地
耐震構造等の事前対策、積雪寒冷下の住民避難計画、冬期交通路や生
活基盤の確保など災害復興を迅速・適切に行うための議論を行うととも
に、複合災害の情報発信を行います。

11月18日 ビッツアークホテル
国立大学法人北見工業大
学、社団法人国立大学協会

無料 http://www.kitami-it.ac.jp/

岩見沢市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学岩
見沢校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

岩見沢市 ①
一般公開講座　　　第４回　ヴィザ
ンティン式イコン画を描く

金箔を貼ったパネルにテンペラ（顔料＋卵黄＋水）により、キリスト教聖像
画を模写します。

10月1日～12月5日
北海道教育大学岩
見沢校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

岩見沢市 ①
一般公開講座　　　いまを生きる
モーツアルト

モーツアルト作曲オペラ「ドン・ジョバンニ」の全曲鑑賞を行うとともに、多
様な資料を確認しながら、モーツアルトの晩年の傑作オペラを読み解きま

11月8日～11月29日
北海道教育大学岩
見沢校

国立大学法人北海道教育大
学

 総務部総務課広報・地域連携グループ　                ℡011-778-0210

岩見沢市 ③ 駒澤吹奏楽クリニック 空知管内の吹奏楽部対象に技術指導をする 11月26日
岩見沢市文化ｾﾝ
ﾀｰ

駒澤大学附属岩見沢高等学
校

無料 0126-31-3177

岩見沢市 ① 第47回　駒澤美術展 空知管内の中学生による絵画作品の展示 11月26日, 27日 岩見沢市文化ｾﾝ 駒澤大学附属岩見沢高等学 無料 0126-31-3177

苫小牧市 ① （仮）仏教伝来　平山郁夫の世界 平山郁夫の絵画を展示し、関係図書などの紹介をします。 10月1日～11月30日
苫小牧駒澤大学図
書館学術情報セン
タ－

苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/org/library

苫小牧市 ①
平成２３年度第４５回胆振地区中
学校・高等学校英語弁論大会

苫小牧市および胆振地区の中学生・高校生を対象とした英語弁論大会を
実施します。

11月12日
苫小牧駒澤大学大
講堂

苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/　（電話0144-61-3111）

苫小牧市 ①
とまこまい市民カレッジ「苫小牧駒
澤大学講座」

共通テーマ「安心な暮らしのために」        全５回
①情報のリスク②経済のリスク③科学のリスク④政治のリスク⑤食のリス

10月19日, 26日, 11
月2日, 9日, 16日

苫小牧市文化交流
センター

苫小牧市文化交流センター http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/bunkakoryu/

苫小牧市 ③
苫小牧駒澤大学アイヌ文化研究
所シンポジウム

未定 未定 苫小牧駒澤大学 苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/org/apc/

苫小牧市 ② オープンスクール 本校の教育内容の説明および授業体験、施設見学等 10月15日
駒澤大学附属苫小
牧高等学校

駒澤大学附属苫小牧高等学
校

無料 www.komazawa-uth.ed.jp

苫小牧市 ① 駒澤高校坐禅会 一般市民への坐禅体験 10月23日
駒澤大学附属苫小
牧高等学校坐禅堂

駒澤大学附属苫小牧高等学
校

無料 www.komazawa-uth.ed.jp

江別市 ①
北海道情報大学公開講座「Word
＆Excel初級編」

パソコンの基本操作ができる方を対象にMicrosoft社WordとExcelの初級
講座を開講します。

11月10日,17日,24
日,12月1日,8日

北海道情報大学 北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.html

江別市 ① ふるさと江別塾
「環境に配慮したリサイクル技術」および「ワン・ヘルスと野生動物の医
学」をテーマに講演を行います。

10月29日 酪農学園大学 酪農学園大学 無料
酪農学園大学エクステンションセンター 国際交流課
TEL：011-388-4131

北広島市 ①
公開講座
「福祉を学ぶ～応用編～」

様々な視点から福祉を見ると，世の中の見方が変わるかもしれません。
10月29日～11月26
日の毎週土曜日全4

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp/ 定員30名

北広島市 ①
公開講座
「型染入門（セイタカアワダチソウ
による草木染）」

セイタカアワダチソウの染料を使って，型染めのワークショップを行いま
す。

10月29日～11月26
日の毎週土曜日全4

回
道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp/ 定員10名

北広島市 ② 公開講座　　　　　　　　「英語入門」
英語で書かれた短編小説を購読する「言葉と文化」編と文法から英語の
基礎を見直す「基礎英語」編を実施します。

10月29日～11月26
日の毎週土曜日全4

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp/ 定員40名

北広島市 ①
公開講座
「中小製造業における自動車部品
工業への参入戦略」

自動車産業の事例をもとに，中小製造業参入事例を検討して戦略的な技
術移転について考察します。

11月19日～11月26
日の毎週土曜日全2

回
道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp/ 定員40名

北広島市 ①
公開講座
「発達障害がある子どもの理解と
支援」

発達障害児の気になる行動の要因は何か。どのように接し，支援をすれ
ばよいか。例を示して考えてみます。

10月29日～11月5日
の毎週土曜日全2回

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp/ 定員40名

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


