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北海道 旭川市 ④
第63回財団法人染色
体学会年会
公開シンポジウム

「生物多様性の保全と染色体研究」と題し4名の先生による講
演を行います。

10月7日
旭川市大雪クリスタル
ホール

財団法人染色体学会 無料

http://chrom-
2012.asahikawa-
med.ac.jp/2012chrom
osome.html

北海道 旭川市 ④
第63回財団法人染色
体学会年会
市民公開講座

「健康と環境のバイオマーカー　　細胞と染色体の傷が意味す
るもの」と題し、高校生を含む一般向けにわかりやすく講演を
行います。

10月7日
旭川市大雪クリスタル
ホール

財団法人染色体学会 無料

http://chrom-
2012.asahikawa-
med.ac.jp/2012chrom
osome.html

北海道 旭川市 ② 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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 岩見沢市 ② 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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 岩見沢市 ①

一般公開講座『いまを
生きるモーツァルトＶｏ
ｌ．５　映像で観るモー
ツァルトの生涯』

１９８０年代から、様々なメディアを媒体として、モーツァルト音
楽やモーツァルトの生涯について広く紹介されてきたが、様々
な情報の中からその虚実について幾つかの映像を駆使して検
証します。

10月23日～11月6
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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 江別市 ①
北海道情報大学公開
講座「Welcome to the
World of English!!」

本講座では基本的に日本語を使用しませんが、間違いは気に
せず英語で楽しくコミュニケーションしましょう！

11月1日～24日 北海道情報大学 北海道情報大学
http://www.do-
johodai.ac.jp/kouza/k
ouza.html

北海道 江別市 ①
北海道情報大学公開
講座「レベルアップ！
フォトショップ中級編」

Adobe社Photoshopの基本操作ができる方を対象に少し高度
で本格的な写真加工をお教えします。

11月15日～12月6
日

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

北海道 小樽市 ①
国際交流週間
文化交流会

本学留学生による文化紹介のプレゼンテーションを通じて，各
国事情について学ぶ機会を提供します。

10月26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）
inljimu@office.otaru-
uc.ac.jp
0134-27-5263

北海道 北見市 ①,④
北見工業大学図書館
ガイドツアー

北見工業大学図書館は一般利用者にも開放されており、近
年、社会人や高校生の利用者も確実に増加しています。そう
いった方々に図書館の利用方法をよりよく理解していただくた
め、館内を案内し、施設や所蔵資料への理解を深めていただ
きます。

10月15～21日 北見工業大学図書館
国立大学法人北見工業大
学

無料
http://www.lib.kitami
-it.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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北海道 釧路市 ① 平成24年度公開講座
公開講座は、「地域に結びつき開かれた大学」の理念を具体
化するために、教員が地域（釧路管内）に出向き、研究成果を
発表することを目的に、毎年開催されます。

10月3, 10, 17, 24,
30日, 11月1日

釧路公立大学　他 釧路公立大学 無料
総務課
℡0154-37-3211

北海道 釧路市 ② 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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 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、機械・工具などを用いて、ペーパー
ウエイト、文鎮などの小物やアクセサリー的な製品を作りま
す。

10月7～28日 北海道教育大学釧路校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 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19日～1月25
日

北海道教育大学釧路校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 札幌市 ①
さっぽろ家庭読書フェ
スティバル

読書週間（10/27～11/9）に合わせ、市内10館において、期間
中著名人を迎えたフォーラムや講演会ほか様々な行事を実施

10月9日（火）～11
月11日（日）

札幌市図書館各館
札幌市
中央図書館

無料 http://www.city.sapporo.jp/toshokan

北海道 札幌市 ③

札幌市・松本市　観光・
文化交流都市協定事
業、コンサートホール
企画連絡会議連携事
業
松本バッハ祝祭アンサ
ンブル

指揮・チェンバロ奏者の小林道夫と、古楽オーケストラ「松本
バッハ祝祭アンサンブル」による初の札幌公演です。

10月31日
札幌コンサートホール
小ホール

財団法人札幌市芸術文化
財団

http://www.kitara-
sapporo.or.jp/event/?
p=24263

北海道 札幌市 ③

札幌大通地下ギャラ
リー500m美術館企画
展
札幌アーティスト・イン・
レジデンス・イン・プロ
グレス（仮称）

国内外で活躍する若手アーティスト「ナデガタ・インスタント・
パーティ」の3人組が、11月上旬から札幌に滞在。市民参加型
ワークショップ形式で作品を制作し、順次500m美術館に展示
することで、1ヶ月間かけて作品を完成させる。

11月10日～1月25
日

札幌大通地下ギャラ
リー500m美術館

札幌大通地下ギャラリー
500m美術館企画委員会

無料 http://500m.jp/

北海道 札幌市 ③
さっぽろアートステージ
2012

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

11月1日～12月9
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/2012/

北海道 札幌市 ① 公開講座

「アメリカを知る」という共通テーマで全３回の開講します。各回
テーマは、第１回「英字新聞の見出しから見えてくるアメリカの
今」、第2回「アメリカにおける黒人の歴史」、第3回「ＴＶコマー
シャルに見るアメリカ」です。

10月27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
http://www.musashi-
jc.ac.jp/

北海道 札幌市 ①
北海道情報大学公開
講座「顔の情報処理：
顔で以心伝心」

日頃あまり考えることのない顔の役割についてわかりやすく解
説し、顔に関わる様々な研究を紹介します。

10月31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/k
ouza.html
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北海道 札幌市 ①
北海道情報大学公開
講座「経営学ケースス
タディ」

本講座では皆様に積極的にご参加いただき、ケーススタディを
とおして経営の疑似体験を行っていただきます。

11月5～26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/k
ouza.html

北海道 札幌市 ①

北海道医療大学セミ
ナーⅡ
「地域連携セミ
ナー」

「医学・医療・健康」に関する一般の方を対象とした講演
会を行います。

11月3, 17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

北海道 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」

認知症の人を支えるための予備知識についてと緩和ケアに
ついて、看護師（専門看護師）有資格者による講演です。

10月27日,
11月10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

北海道 札幌市 ③

2013日本の心と美の祭
典　全日本きもの装い
コンテスト・きものフェス
ティバル北海道大会

「きものを一人で装う運動」並びに「国際文化交流」の一環とし
て開催。きもの装いコンテストを通じて、日本文化の象徴であ
るきものが持つ優れた芸術性と精神性を高め、きもの文化普
及を図ります。

10月28日 道新ホール
㈳全日本きものコンサルタ
ント協会

http://www.kimono-
consul.org/

北海道 札幌市 ①
環境政策セミナー：持
続可能な北海道・日
本・世界へ

再生可能エネルギーに携わる研究者等による講演、対談を通
じて、世界、日本の動きを概観しつつ、北海道各地のいままで
の取組の成果と今後の再生可能エネルギーの利用促進を通
じた持続可能な社会の達成に向けての課題を市民と共に考え
ます。

10月19日 北海道大学
北海道大学「持続可能な低
炭素社会づくり」プロジェクト

無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/environmental/

北海道 札幌市 ①
サステナブル・キャンパ
ス・コンテスト

学生のアイディアで北海道大学を「持続可能なエコキャンパ
ス」にしよう！という想いから、学生によるサステナブルキャン
パスコンテストを実施します。当日は、学生の自由な発想や研
究成果の応用を活かした多様なプロジェクト案が発表される予
定です。

10月21日 北海道大学

北海道大学 SCSD（The
Students Council for
Sustainable Development in
Hokkaido University）

無料
http://scsdhome.web
.fc2.com/index.html

北海道 札幌市 ①
自然エネルギーを1次
産業に活用した地域振
興

将来における石油資源枯渇や原発災害の体験から安全な自
然エネルギー（再生可能エネルギー）への関心は高くなってい
ます。本シンポジウムでは、ローカルなエネルギー資源の利活
用による発電、農業生産と地域経済や住環境への波及を議論
します。

11月22日 北海道大学
北海道大学 北方生物圏
フィールド科学センター

無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/naturalenergy/

北海道 札幌市 ③ クラークシアター　2012
“映像・映画を通じたコミュニケーションの場の創造”を目指し、
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
で開催します。

10月24～28日 北海道大学
北海道大学 国際広報メディ
ア・観光学院

http://www.clarkthea
ter.jp/

北海道 札幌市 ①
時計台サロン　農学部
に聞いてみよう

サステナビリティーに関連した自然の管理と人との調和、自然
と調和した食料としての草食動物に関する話題を提供します。

10月30日 北海道大学 農学研究院 無料
http://www.agr.hokud
ai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①

情報科学研究科教員
の企画　やさしい情報
科学とライフイノベー
ション公開講座

私達の暮らしの中で将来利用されることになる革新的技術（イ
ノベーション）に関わる最先端研究を高校生と高専生にも理解
できるように、やさしく説明します。

10月27日 北海道大学
北海道大学 情報科学研究
科

無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/lifeinovation/

北海道 札幌市 ①
総合研究企画シンポジ
ウム: 「生きづらさ」を超
えて

閉塞的な社会状況は人間の発達可能性を制約し、支援の困
難性をもたらしています。この時代のキーワードとなった「生き
づらさ」を乗り越え、解放と持続可能性を見通す発達支援実践
のありかたを探求します。

11月2, 3日 北海道大学 北海道大学 教育学研究院 無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/difficulty/
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北海道 札幌市 ①
第9回プレゼン・ディ
ベート大会

北海道大学のさまざまな分野の学部生がチームを組み「原発
は是か非か！？－エネルギー政策と北海道経済－」をテーマ
に独自のアイディアを発表（プレゼン）し、論戦（ディベート）の
中でその長短所を検証します。

10月27日 北海道大学 北海道大学 経済学研究科 無料
http://www.econ.hok
udai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①
地域経済経営シンポジ
ウム：　地域の多元的
な『豊かさ』を目指して

北海道の基幹産業である農業を例にとって、消費者も生産者
も多元的な価値観を踏まえた豊かさを実現できるような仕組み
づくりのために、挑戦的な活動を続けている専門家・実践者を
講師にお迎えして議論を深めていきます。

11月22日 北海道大学 北海道大学 経済学研究科 無料
http://rebn.econ.hok
udai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①

国際協力プロジェクトを
いかに実現するか　開
発コンサルタントが語る
途上国現場と仕事

開発コンサルタントは、開発プロジェクトの企画・調査から実現
まで、国際協力の最前線で途上国政府や開発行政を支える、
技術者・専門家集団です。本セミナーでは、開発コンサルタント
の仕事現場を具体的に紹介します。

10月25日 北海道大学 北海道大学 経済学研究科 無料
http://rebn.econ.hok
udai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①
留学セミナー　SD on
campus 2012

北海道大学が交流協定を結んでいる海外の大学の代表者
が、自らの大学の魅力をアピールします。集まるのは「持続可
能な社会の実現(SD)」に向けた研究と教育に力を入れている
大学ばかりです。

10月26日 北海道大学 北海道大学 国際支援課 無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/sd/

北海道 札幌市 ①

北大×JICA連携企画
持続可能な社会をつく
る日本の海外ボラン
ティア ～青年海外協力
隊の活動から見る国際
協力の世界～

実際に途上国で活動していた青年海外協力隊のOB/OGを招
き、彼らの活動報告を通して、現在の各国の様子を知り、国際
協力とは何か。持続可能な社会の実現にはどうすればよいの
かを共に考えていきます。

10月18日 北海道大学 北海道大学 国際本部 無料
http://www.jica.go.jp
/sapporo/index.html

北海道 札幌市 ①
サステイナブルキャン
パス国際シンポジウム
2012

大学キャンパスを評価する基準や項目、方法を確立することを
目的に、欧州の大学関係者と共に議論します。特に今年から，
サステナビリティ・キャンパスの度合いを測る指標づくりについ
て北海道大学と研究交流を行う欧州のトリノ工科大学，ケンブ
リッジ大学，オランダ自由大学からゲストスピーカーを招き最
新の研究状況を報告し合います。

10月29日 北海道大学
サステイナブルキャンパス
推進本部

無料
http://www.osc.hoku
dai.ac.jp/

北海道 札幌市 ③
国際シンポジウム 異
性装とパロディー

現代日本のサブカルチャーに表れるジェンダー表象の特質
を、ジャポニスム、女性表象、オタク文化におけるセクシュアリ
ティといった視座から議論します。サブカルチャーでは、現実的
な性役割分担や性差別からどこまで自由に表現できるのかを
問いながら、持続可能な性の多様性や平等性の実現について
考えてみませんか。

10月20日 北海道大学
北海道大学　応用倫理研究
教育センター

無料
http://www.sustain.h
okudai.ac.jp/sw/jp/2
012/gender/

北海道 札幌市 ①
公開講座「ようこそ！ヘ
ルスサイエンスの世界
へ」

３名の講師陣が，「アレルギーの不思議」，「あなたの健康生活
を支える看護師活用術」，「今こそ考えるとき，高齢者の延命治
療」と題し，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.hokud
ai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①

展示「”台湾は天然の
恩恵裕なる”―植民地
台湾を駆けた北大卒業
生たち」第Ⅰ期

北大卒業生は，官吏・技師として日本の台湾植民地統治を支
えました。今回は「統治―台湾総督府の実務を担って」をテー
マに，彼らの在学時と渡台後の資料を展示します。

8月3日～11月30
日

北海道大学附属図書館
本館玄関ロビー

北海道大学附属図書館，北
海道大学大学文書館

無料
http://www.lib.hokud
ai.ac.jp/

開催時間
平日：9：00～22：00
土・日・祝日：9：30～
19：00
（本館の開館時間）

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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北海道 札幌市 ①
展示「”エルムの森”の
青春―北大生の群像
1876～1949」

札幌農学校時代から北海道大学に至るまでの北大生の生活
を展示し，当時の写真や書簡，ノートなどからその時代を生き
た学生の群像を伝えます。

8月1日～11月30
日

北海道大学附属図書館
本館メディアコート

北海道大学附属図書館，北
海道大学大学文書館

無料
http://www.lib.hokud
ai.ac.jp/

開催時間
9：00～16：30
（平日のみ）

北海道 札幌市 ② 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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 札幌市 ①
一般公開講座『人間と
動物の関係性：歴史と
論理』

文化人類学・哲学・歴史学の観点から、理論・資料に基いて
様々な双方の関係のあり方を論じることによって、現代におけ
る動物観形成の根源と論理を考察します。

10月27日 北海道教育大学札幌校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 札幌市 ③ ロビーコンサート
ロビーにて、市民が歌や楽器の演奏を披露する。高校生２人
組「Like Lips Like Lettuce」によるピアノとギターの弾き語りを
予定。

11月3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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道 札幌市 ①③ 日本映画名作祭
東京国立近代美術館所蔵のフィルムの上映と、映画にまつわ
る講演会。

11月9, 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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道 札幌市 ①
歯学研究科市民公開
特別講座　「インプラン
トって何？」

最近話題のインプラントについて、2人の講師にわかりやすく解
説していただき、参加者からの質問に答えていただく。

11月11日
北海道大学学術交流会
館　小講堂

北海道大学大学院歯学研
究科

無料
http://www.den.hoku
dai.ac.jp/

北海道 札幌市 ①
誰にでも簡単にできる
時間管理術

ビジネスマンを対象に、手帳を使った時間の有効活用の仕方
を学ぶ。

10月27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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道 札幌市 ①
ちょっと楽しむビデオカ
メラ『撮影編』

家庭用ビデオカメラで上手に撮影する技術を学ぶ。 10月20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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道 札幌市 ①
ちょっと楽しむビデオカ
メラ『編集編』

家庭用ビデオカメラで撮影した映像をパソコンで編集する方法
を学ぶ。

10月27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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道 札幌市 ①
時空を超えた井戸端会
議！ＳＮＳデビュー

ＳＮＳの特長を生かした仲間づくり、コミュニティーづくりについ
て学ぶ。

10月20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

札幌市教育委員会生
涯学習部生涯学習推
進課
011-211-3871

北海道
札幌市
中央区

①

公開講座
「真宗大谷派（東本願
寺）の儀式を参拝しよ
う！」」

真宗大谷派（東本願寺）の儀式を参拝し親鸞聖人の教えに触
れます。
真宗の年間行事で最も重要であるといわれる「報恩講」に参拝
します。

10月28日
真宗大谷派
「札幌別院」

札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部

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

北海道
札幌市
中央区

①
公開講座
「インターンシップの現
場から見た仕事論」

インターンシップ事業を積極的に受け入れている道内企業のイ
ンタビュー調査を踏まえて、地域で働き続けていくために必要
な資質や能力について説明します。

11月23日
紀伊國屋札幌本店
sapporo55ビル１階イン
ナーガーデン

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/

北海道
札幌市
東区

①
公開講座
「震災、そのとき図書館
は」

東日本大震災の被災地における読書環境や社会教育施設の
被害、そして復興について紹介します。

10月20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/

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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北海道 函館市 ② 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

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 函館市 ①
一般公開講座『無季自
由律の俳人、橋本夢道
（むどう）』

「うごけば、寒い」のような短い句から、短歌より長い句も詠ん
だ俳人・橋本夢道の作品から入り、伝記的事実をあえて後回し
にして、俳句のおもしろみや可能性を考えます。

10月6日～12月22
日

北海道教育大学函館校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 函館市 ①

一般公開講座『楕円曲
線に係わるいろいろな
問題－その歴史とドラ
マ』

数学や実社会において重要な役割をもつ楕円曲線に関して、
未解決問題を平易に解説します。

10月10日～11月7
日

北海道教育大学函館校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 函館市 ①
一般公開講座『大学進
学と就活のデータ分析
の社会学』

高価な「買い物」である大学進学とそれに続く就活のデータを
分析し、市民の人生設計と大学の活用を考えます。

11月17～24日 北海道教育大学函館校
国立大学法人北海道教育
大学

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/area/
総務部総務課      ℡
011-778-0210

北海道 日高町 ①
第１回フットサルフェス
ティバル

Ｊリーグを目指す全道のサッカー少年が集い、交流試合を行う
とともに、自然の家での宿泊体験を通して、チーム力の向上や
他チームとの交流を図る事業です。

10月27日～
10月28日

国立日高青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

北海道 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10, 17, 24, 31
日

室蘭工業大学　教育・研
究10号館　S棟　S201

室蘭工業大学

1,000
円
（教
材費
等を
含
む）

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so
/extension_lecture.ht
ml

北海道 室蘭市 ①

室蘭工業大学公開講
座「核エネルギーと人
間－自然・社会・文化
の視点から－」

福島原発事故は人間の在り方を根源的に問うています。自
然、社会、文化の視点から掘り下げて考えたいと思います。

10月10日～2月20
日

室蘭工業大学　教育・研
究10号館　S棟　S201

室蘭工業大学

1,000
円
（教
材費
等を
含
む）

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so
/extension_lecture.ht
ml

北海道 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8, 15, 22, 29

日
室蘭工業大学　教育・研
究10号館　S棟　S201

室蘭工業大学

1,000
円
（教
材費
等を
含
む）

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so
/extension_lecture.ht
ml

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
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北海道 室蘭市 ①

室工大サイエンスス
クール「加速度センサ
連動式ライト・バトンの
作製－Wiiリモコンを科
学する－」

加速度センサ連動式ライト・バトンを作製することにより、加速
度センサの動作原理など、科学的な知識の理解を深めます。

10月20日

室蘭工業大学　ロボット
アリーナ（室蘭市高砂町
3-11　市立室蘭看護専
門学院　第3棟　1階）

室蘭工業大学 無料
http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so
/ss_mit.html

北海道 室蘭市 ②，③
第19回
蘭岳コンサート

リコーダーアンサンブル「パンの耳」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」による演奏を行います。

10月27日 室蘭工業大学大学会館 室蘭工業大学 無料
fukuri@mmm.muroran
-it.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


