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石坂 栄（札幌市・教）

岩﨑 祐幸（江別市・環、健、教）

井澤 郁子（札幌市・健）

加藤 幸子（遠軽町・キ）

澤口 猪吉（幕別町・教）

堂地 和男（江別市・健）

松下 要一（根室市・教）

山崎 澄子（室蘭市・健）

友杉 正明（札幌市・教）

上口 たみ子（池田町・キ）

矢嶋 裕之（苫小牧市・ほ）

山田 紀子（旭川市・ほ、キ、環）

中島 潤子（帯広市・教）

岩﨑 祐幸（江別市・教）

佐藤 房子（苫小牧市・健）

澤口 猪吉（幕別町・教）

堂地 和男（江別市・健）

山崎 澄子（室蘭市・健）

友杉 正明（札幌市・教）

上口 たみ子（池田町・キ）

隂山 昭男（札幌市・教）

鈴木 勝義（芽室町・教）

山田 紀子（旭川市・ほ、キ、環）

成田 孝男（江別市・教）

及川 直樹（音更町・地）

中島 潤子（帯広市・教）

髙倉 竹子（音更町・教）

岩﨑 祐幸（江別市・地）

澤口 猪吉（幕別町・キ、環、教）

堂地 和男（江別市・キ、健）

山崎 澄子（室蘭市・健）

安田 智（札幌市・健）

友杉 正明（札幌市・環）

上口たみ子（池田町・キ）

成田 孝男（江別市・教）

鈴木 勝義（芽室町・教）

石上 晃聖（本別町・環）

山田 紀子（旭川市・キ）

成田 孝男（江別市・キ）

中島 潤子（帯広市・環、教）

道民カレッジロゴマーク
愛称「マナボー」

称号取得者（延べ人数）

学士1,035人
修士769人
博士636人

学長奨励賞275人

道民カレッジ生数34,910人
※ 令和3年8月末日現在

学長奨励賞（13000単位）榎本 聰子（札幌市）※令和2年9月取得

学長奨励賞（5000単位） 林 君雄（札幌市）

学長奨励賞（4000単位） 久保田法順（札幌市）

学長奨励賞（2000単位） 石岡 六美（鹿部町）

学長奨励賞（2000単位） 堂地 和男（江別市）

学長奨励賞（1000単位） 澤口 猪吉（幕別町）

令和3年度インターネット講座テーマ①「北海道×恐竜」

地域活動実践講座

恐竜のまちづくり最前線
むかわ地域商社Mdino

「むかわの魅力を発
掘・発信し、地域の想
い を “ か た ち ” に す
る。」をコンセプトに
様々な事業を展開する
企業。その最前線を取
材します。

大学インターネット講座

北海道大学総合博物館
副館長 小林 快次 氏

カムイサウルスジャポニクス
は、日本産恐竜全身骨格で最
大のもので2019年に新属新
種として発表されました。命
名に込められた想いや歴史的
な大発見の詳細を取材しまし
た。配信内容の詳細は次ペー
ジをご覧ください。

道民カレッジ
学習ニーズアンケート実施中

道民カレッジ事務局では、皆さんの学習ニーズを把握するため、アンケートフォーム
を作成しました。質問は6問で、該当するものを選んでポチっと押すだけなのでとって
も簡単です。このアンケートは、皆さんの学習ニーズを把握し今後の運営に活かす目的
で実施します。ご協力のほど何卒よろしくお願いします。

https://select-type.com/e/?id=Ke4lwJ8Bnng

大学教授、住民、民間企業それぞれの知見から見た「北海道×恐竜」をお伝えします

地域活動インターネット講座

アマチュア発掘家
堀田 良幸 氏

カムイサウルスジャポニク
スの骨化石を発見したアマ
チュア発掘家の堀田氏。化
石発掘はアマチュア発掘家
に支えられていると言われ
ています。その活動を取材
します。

ジュニア修士

ジュニア学士
大左古祥悟（大樹町）

大左古恵悟（大樹町）

福田 理桜（深川市）

澤田 煌基（士別市）

大左古祥悟（大樹町）

大左古恵悟（大樹町）

澤田 煌基（士別市）

写真提供
むかわ町穂別
博物館

写真提供
むかわ地域商社

写真提供
むかわ町穂別
博物館

学長奨励賞（5000単位） 山田 紀子（旭川市）

学長奨励賞（2000単位） 澤口 猪吉（幕別町）

学長奨励賞（2000単位） 山崎 澄子（室蘭市）

学長奨励賞（1000単位） 岩﨑 祐幸（江別市）

学長奨励賞（1000単位） 成田 孝男（江別市）



道民カレッジ生の活動紹介

【連載】私のこの一冊：新渡戸稲造著『武士道』

インターネット講座配信中！！

「ほっかいどう学」大学インターネット講座
北海道で見つかった新属新種の恐竜～カムイサウルスジャポニクス～

小林教授取材の様子

道民カレッジ連携講座のご紹介

講師：小林 快次 教授
（北海道大学総合博物館副館長）

「奇跡の大発見」と言われたカムイサウルスジャポ
ニクスの全身骨格発見。その経緯を詳しく伺うととも
に、新属新種と断定されたその固有の特徴について解
説していただきました。あまり知られていない北海道
がもつ未知の可能性を知ることができる内容となって
います。この講座は、1レポート提出で「ほっかいどう
学」必修1単位を認定します。

また、講座のDVDを無料で配布しています。希望さ
れる方は道民カレッジ事務局までお気軽にご連絡くだ
さい。

一般財団法人滝川生涯学習振興会は、昭和６０年４月に民間団体と
して発足。９月には民間からの寄付と滝川市からの出損金を基本財産として全
国では民間として初の財団法人として認可。平成２６年４月からは一般財団法

人滝川生涯学習振興会としてスタート。愛称の「リブラーン滝川」として親し
まれている。

当会は会員制をとっており、企業・滝川市民はじめ近隣の市町の方々が登録
され生涯学習の場、友達づくりの場として利用している。

講演会、いきいきカレッジ、教養講座等各種講座を５１講座、漢字検定準会
場として年２回実施。会員はいくつでも受講できるので余暇を上手に楽しんで
いる。

コロナ禍で様々な講座が中止
になる中、皆様どのようにお過
ごしですか。普段であれば、講
座がない日は散歩に出掛けたり
畑仕事をしたり・・・と忙しく
過ごしている道民カレッジ生で
すが、今年は全道的な猛暑で散
歩 や 畑 仕 事 が と て も キ ツ
イ・・・だから「何もしていな
いよ！」と教えてくれる方が多
かったです。

さて、帯広の道民カレッジ生
松井英成さんと絹子さんが写真
を送ってくれました。平成29年
度に地域活動インターネット講

座でもご紹介したペットボトル
アートを自宅前に展示する取り
組みの写真です。趣味から始め
た取組ですが、ペットボトル
アートの講師を依頼されること
もありました。今年のテーマは
「エコアート」で、SDGｓと東
京オリンピックパラリンピック
にちなんだ飾りにし、材料の
90％は再活用の「エコ」の取組
みで製作したそうです。

今後の取り組みにも期待して
います。

皆さんも近況教えて下さいね。

かつて5千円札の肖像となった新渡戸稲造
は、幕末の1862年に生まれました。10代後
半を北海道大学の前身札幌農学校に学び、
20歳代はアメリカやドイツに留学しました。
日本全体が西洋化される中で、日本人とは
何か、日本人の持つ倫理観はどこから来た
のかを問う中で、日本の伝統精神を見つめ
直したとき、「武士道」こそが日本人の精
神的支柱であり、その生き方すなわち日本
人の魂を世界に紹介したのがこの本です。
1900年、アメリカで発刊されました。

一世紀以上も経た今でも、私たちが忘れ
かけた精神を甦らせ、読むたびに新鮮さを
おぼえるのが不朽の名著、新渡戸の『武士
道』です。

21世紀に入りIT技術が急速に発達し、グ
ローバル化と破壊的ともいえる変革の波が
押し寄せてきました。不透明で先が読めな

い時代となってきました。日本人のアイデ
ンティティが失われそうになってきた今、
日本古来からの神道、仏教、儒教の教えを
整理統合し、私たちの道徳観を分かりやす
く著したこの本を是非とも手に取って、厳
しい時代を乗り越えたいものです。

新渡戸稲造と萬里子ご夫妻が貧しい子女
の教育として設立し50年間続いた札幌遠友
夜学校（1894～1844）の跡地（札幌市中
央区南4東４）に、利他的、犠牲、共生の新
渡戸精神を引き継ぐ場として記念館設立の
活動をしています。

新渡戸は、国連が唱えるSDGs（持続可能
な開発目標）を100年も前から実践していま
した。『武士道』のオススメとともに、一
緒に新渡戸稲造を称える運動に参加しませ
んか。

北海道大学名誉教授
（一社）新渡戸稲造と札幌遠
友夜学校を考える会理事長

松井 博和 氏

函館市民プール「少年少女わんぱく水泳教室」は小学生を対象とした、土曜・日曜の
週2回（全13日間）の水泳教室です。

水慣れから平泳ぎの習得まで、それぞれの泳力に合わせた班に分かれます。年間６回開催す
るため、継続して徐々にレベルアップすることも可能です。市内全域から多くの小学生が集ま
るため、お友達の輪が広がるのではないでしょうか。

各回11日目に泳力検定を実施し、練習成果を確認します。最終日には記録証をお渡しし、
次回へのステップアップへ繋げます。

さらに4泳法の習得を目指したい方向けに、小学校3年生から中学生を対象とした、「少年
少女4泳法マスターコース」があります。どうぞお気軽にお問合せください。

貼り絵作家akira

「雑誌の切り抜きで作る貼り絵アート展」を開催しました。

まなびの広場では貼り絵作
家akiraさんによる、雑誌の
切り抜きを貼り合わせて作っ
た「貼り絵アート展」を開催
しました。

美容院を経営するakiraさ
んは、お客さんが読むファッ
ション雑誌に注目。趣味で貼
り絵を制作し美容院に飾った
ところ、お客さんからの反響
があり、今回まなびの広場で
展示することになりました。

作品をよく見ると雑誌の文字の部分をネオンに見立てていたり、各所に雑誌ならではの表現が散りばめら
れていて、とても細かい繊細な作業であることが伝わってきました。また、ファッション雑誌を活用してい
ることもあり、とても色鮮やかで心がパッと明るくなるような作品ばかりでした。

配信講座一覧

• 農業ロボット研究の最前線～ロボットによ
る未来の北海道農業に期待～

• 遺物・遺構から読み解く縄文人が暮らした
世界～北海道・北東北の縄文遺跡群世界文
化遺産登録を目指して～

• 北海道における航空宇宙機研究～その取組
と新たな展開～

• 知られざるシャチの生態と行動


