
大平 信貴（札幌市・ほ）
中川 良助（苫小牧市・環）
吉田 良子（札幌市・地キ）
山内ヒメ子（札幌市・道）
矢澤 貴一（札幌市・地）
大庭 雄一（札幌市・教）
山崎 澄子（室蘭市・地）
西川 暢一（旭川市・地）
松田 章子（札幌市・環）
三田 郁朗（釧路市・ほ地キ環健）
小島 純子（札幌市・ほ地道）
山田 芳二（札幌市・地）
千葉 節子（美幌町・環）

鎌田 一彦（札幌市・教）
榎本 聰子（札幌市・道）
三谷 馨 （札幌市・地）
北口 清美（札幌市・地道）
林 千恵子（札幌市・ほ地）
三宅 陽一（帯広市・道）
矢嶋 裕之（苫小牧市・環）
平川 省三（滝川市・地）
長尾 恵子（札幌市・道）
石原富士雄（函館市・地キ）
石原 照子（函館市・地キ）
福澤 隆一（札幌市・ほ）
松井 英成（帯広市・地）

松井 絹子（帯広市・地）
諏訪 勝昭（江別市・道）
成田 孝男（江別市・地）
只野 瑞義（稚内市・道）
臼井 立身（稚内市・ほ）
中川 章二（札幌市・道）
松下 要一（根室市・キ健）
坂本 春惠（音更町・道）
鈴木 努 （上富良野町・地）
阿部 英子（札幌市・地）
及川 直樹（音更町・ほ健）
岩﨑 祐幸（江別市・キ）
金田 英男（帯広市・地道）

岡村 猛 （江別市・地キ道）
大内 和也（札幌市・ほ地環道）
田邊 武氏（江別市・道）
隂山 昭男（札幌市・環）
鈴木 勝義（芽室町・健）
大﨑喜代志（遠軽町・道）
榊 恭彦（札幌市・道）

髙橋 延好（帯広市・地）
林 葵 （帯広市・道）

古屋 道義（旭川市・地環健）
成田 泰紀（恵庭市・健）
嘉藤 純子（札幌市・道）
関谷 和代（札幌市・道）

新規称号取得者紹介コーナー
（令和４年４月1日～11月30日）

敬称略 本人から承諾を受けている方を掲載しています。

修士（200単位）

学士（100単位）

博士（300単位）

学長奨励賞

ほ：ほっかいどう学 地：地域活動 キ：キャリアアップ 環：環境・生活 健：健康・スポーツ 教：教養 道：道民カレッジ

カレッジだより Vol.42（令和5年1月発行）
編集・発行 道民カレッジ事務局【（公財）北海道生涯学習協会】

〠060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル9階
TEL:(011)204-5780  FAX:(011)281-6664

2023 Jan.

vol.42

称号取得者（延べ人数）

学士1,171人
修士895人
博士765人

学長奨励賞275人

道民カレッジ生数

35,169人
※ 令和4年11月末日現在

称号取得の方法や手続き
に関するお問い合わせは、
道民カレッジ事務局まで
お気軽にご連絡ください。

ジュニア修士 ジュニア学士

道民カレッジ主催講座

令和4年度インターネット講座配信中！！

令和4年度インターネット講座の配信が開始しました。この講座は、1レポート提出で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。

※電子化手帳（履修管理システム）を利用の方は、単位の申請から「道民カレッジ主催講座」を選択し、レポートを添付し
□て申請してください。

道民カレッジ主催講座
インターネット講座

鈴木 勝義（芽室町・地健）
岩﨑 祐幸（江別市・地キ）
吉田 良子（札幌市・地キ）
山内ヒメ子（札幌市・道）
矢澤 貴一（札幌市・地環）
山崎 澄子（室蘭市・地キ）
西川 暢一（旭川市・地）
江頭モト子（札幌市・健）
松田 章子（札幌市・環）
三田 郁朗（釧路市・ほ地キ環健）
小島 純子（札幌市・ほ地道）
山田 芳二（札幌市・地キ）
石川 弥一（札幌市・地）
千葉 節子（美幌町・環）

榎本 聰子（札幌市・道）
三谷 馨 （札幌市・地）
久末 利光（北斗市・ほ）
北口 清美（札幌市・地キ道）
坂本 光正（小樽市・環）
澤山福一郎（札幌市・健）
林 千恵子（札幌市・ほ）
平川 省三（滝川市・地）
長尾 恵子（札幌市・道）
一条 純一（札幌市・教）
齊藤 良子（苫小牧市・健）
石原富士雄（函館市・地キ）
石原 照子（函館市・地キ）
福澤 隆一（札幌市・ほ）

中川 良助（苫小牧市・環）
松井 英成（帯広市・地）
松井 絹子（帯広市・地）
諏訪 勝昭（江別市・道）
成田 孝男（江別市・地キ）
豊 純子（稚内市・ほ）

臼井 立身（稚内市・ほ）
中川 章二（札幌市・道）
大庭 雄一（札幌市・教）
坂本 春惠（音更町・道）
鈴木 努 （上富良野町・地）
阿部 英子（札幌市・地）
髙倉 竹子（音更町・教）
及川 直樹（音更町・ほ環健）

金田 英男（帯広市・地道）
岡村 猛 （江別市・地キ）
大内 和也（札幌市・ほ地環道）
矢嶋 裕之（苫小牧市・環）
田邊 武氏（江別市・道）
山口 正 （遠軽町・教）
神山 実 （札幌市・ほ）
大﨑喜代志（遠軽町・地道）
髙橋 延好（帯広市・地健）
林 葵 （帯広市・道）

古屋 道義（旭川市・ほ地環健）
関谷 和代（札幌市・道）

矢嶋 裕之（苫小牧市・環教）
鈴木 勝義（芽室町・地教）
中川 良助（苫小牧市・環教）
岩﨑 祐幸（江別市・ほ地キ）
林 葵 （帯広市・地道）

吉田 良子（札幌市・ほキ）
山内ヒメ子（札幌市・道）
矢澤 貴一（札幌市・ほキ環健）
笈川 浩一（札幌市・ほ）
山崎 繁光（室蘭市・地）
山崎 澄子（室蘭市・地キ）
佐藤 房子（苫小牧市・健教）
西川 暢一（旭川市・地環）
安藤 明美（札幌市・教）
江頭モト子（札幌市・健教）

松田 章子（札幌市・環）
三田 郁朗（釧路市・ほ地キ環健教）
小島 純子（札幌市・ほ地道）
山田 芳二（札幌市・地キ）
隂山 昭男（札幌市・教）
石川 弥一（札幌市・地）
千葉 節子（美幌町・環）
鎌田 一彦（札幌市・健）
林 君雄（札幌市・地）

榎本 聰子（札幌市・道）
三谷 馨 （札幌市・地）
田中 昭 （札幌市・ほ）
小橋 忠男（名寄市・ほ）
北口 清美（札幌市・地キ健道）
松田 洋 （稚内市・ほ）

林 千恵子（札幌市・ほ）
齋藤 律子（札幌市・教）
平川 省三（滝川市・地）
長尾 恵子（札幌市・道）
石原富士雄（函館市・キ）
石原 照子（函館市・地キ教）
福澤 隆一（札幌市・ほ）
松井 英成（帯広市・地）
松井 絹子（帯広市・地）
成田 孝男（江別市・ほ地キ）
臼井 立身（稚内市・ほ）
中川 章二（札幌市・道）
坂本 春惠（音更町・道）
鈴木 努 （上富良野町・地）
阿部 英子（札幌市・地）

髙倉 竹子（音更町・教）
及川 直樹（音更町・ほ地環健）
金田 英男（帯広市・地）
岡村 猛 （江別市・ほ地キ）
大内 和也（札幌市・ほ地環道）
田邊 武氏（江別市・道）
𠮷田 安正（江別市・ほ）
大﨑喜代志（遠軽町・地キ）
松崎 優子（北広島市・環）
髙橋 延好（帯広市・地環健）
古屋 道義（旭川市・ほ地環健）
田渕 靜秀（札幌市・ほ環）
羽山 勝繁（札幌市・環健）

学長奨励賞（3000単位）北口 清美（札幌市）
学長奨励賞（2000単位）金田 英男（帯広市）
学長奨励賞（1000単位）三田 郁朗（釧路市）
学長奨励賞（1000単位）羽山 勝繁（札幌市）

半澤 詩織（清里町）
半澤 歌織（清里町）
廣田 絢音（北見市）
林 蒼唯（北見市）

谷口 寧々（佐呂間町）
西村 和希（北見市）
西村雪希子（北見市）
山本 そら（札幌市）

谷口 寧々（佐呂間町）
半澤 詩織（清里町）
半澤 歌織（清里町）

学長奨励賞（15000単位）榎本 聰子（札幌市）
学長奨励賞 （2000単位）成田 孝男（江別市）
学長奨励賞 （2000単位）大﨑喜代志（遠軽町）
学長奨励賞 （1000単位）田渕 靜秀（札幌市）

学長奨励賞（6000単位）平川 省三（滝川市）
学長奨励賞（2000単位）岩﨑 祐幸（江別市）
学長奨励賞（1000単位）中川 良助（苫小牧市）
学長奨励賞（1000単位）矢澤 貴一（札幌市）

海からの緊急SOS
～プラスチックごみの脅威～

1億5千万トン以上のプラスチッ
クゴミが世界の海に存在していると
言われており、そこに毎年約800万
トンのプラスチックゴミが流れ出て
います。プラスチックゴミによる海
洋汚染の状況や生き物への影響を知
り、プラスチックゴミを減らす方策
について考えます。

ゼロカーボンへの挑戦
～北海道の温暖化を防ぐために～

地球温暖化が進行し、日本をはじめ
世界各地で大雨や干ばつなどの異常
気象が頻発しています。多くの生き
物や私たちの命を脅かす地球温暖化
のメカニズムを知り、二酸化炭素の
排出を抑制する取組について考えま
す。

知られざる日本茶の効能と
おいしいお茶の淹れ方

日本茶インストラクター協会理
事・日本茶アドバイザー養成専任講
師の玉翆園代表取締役 玉木 康雄さ
んに日本茶の歴史やお茶の効能につ
いて、解説していただきました。
（1月配信予定）

道民カレッジ
リニューアル内容（仮）

今年度の道民カレッジの変更点や
電子化手帳（履修管理システム）の
使い方について説明します。
（2月配信予定）

ゴールデンカムイで辿る
北の歴史（小樽編）

アイヌの金塊を巡るサバイバル人
気漫画「ゴールデンカムイ」に描か
れた、いまも現存する小樽の歴史的
建造物や風景にスポットを当て、明
治時代に北日本一の経済都市として
発展した小樽の歴史を辿る内容です。



道民カレッジ手帳が電子化できるようになりました！！

道民カレッジ手帳をお持ちの方で電子化手帳を希望する場合

アカウントの

作成
手帳を送る

事務局にて

登録
利用開始

●道民カレッジホーム
ページ「電子化をご希
望の方はこちらから」
にてアカウントを作成
してください。
※道民カレッジ手帳の
学生番号を入力する欄
がありますので必ず入
力をお願いします。

●電子化手帳のアカウ
ント作成後、道民カ
レッジ手帳と受講を証
明する書類（要項や資
料、スクリーンショッ
トなど）を道民カレッ
ジ事務局まで郵送して
ください。

●道民カレッジ事務局
にて今までに取得され
た単位数や称号の情報
を確認し、電子化手帳
に登録します。登録完
了後、手帳を返送しま
す。（登録の作業に1
週間程度かかることが
あります。）

●道民カレッジ手帳が
返却されたら電子化手
帳が利用できます。
※電子化手帳（履修管
理システム）の登録日
以前に受講した講座は
申請することができま
せん。

住所や電話番号が変わったら
どうすればいいの？

電子化手帳（履修管理システム）のマイページ「ユー
ザー情報編集」から変更することができます。

情報を編集し「申請」をクリックすると事務局に変更
情報が届きます。

取得単位とは入学してから今までに取得した累計の
単位数、繰越単位とは称号の申請に使用することので
きる単位数のことです。

繰越単位が100単位に達すると称号の申請をするこ
とができます。

また、博士取得後、取得単位が1,000単位に達する
と学長奨励賞の申請をすることができます。

マイページにある
取得単位と繰越単位ってなに？

大変お待たせしておりましたが、11月から電子化手帳（履修管理システム）の運用を開始しました。

道民カレッジに入学を希望する場合
電子化手帳もしくは記入式手帳のどちらかを選択してください。

➢ 記入式手帳を希望する場合
記入式手帳を希望の方は道民カレッジホームページ「記入式
手帳をご希望の方はこちらから」にて「入学申込書」に必要
事項を記入し、道民カレッジ事務局までご提出ください。

➢ 電子化手帳を希望する場合
電子化手帳を希望の場合は道民カレッジホームページ「電子
化をご希望の方はこちらから」にてアカウントを作成し、ご
利用ください。

電子化手帳（履修管理システム）でできること

オンラインで確認

オンラインで申請

認定証の
ダウンロード

取得単位や称号、受講した講座の情報を電子化手帳（履修管理システム）のマイページからいつでも確認する
ことができます。

単位の申請、称号・学長奨励賞の申請を電子化手帳（履修管理システム）のマイページからいつでも行うこと
が出来ます。また、講座の申請時に受講したことがわかる資料や道民カレッジ主催講座インターネット講座の
レポートを添付するため、保管および事務局まで郵送する必要がありません。

電子化手帳（履修管理システム）から申請した称号・学長奨励賞はマイページからダウンロードすることがで
きます。

電子化手帳（履修管理システム）アカウント作成方法

①道民カレッジホームページの「学びたい」にある「入学
するには」もしくはピックアップ講座下にある「入学手続
きはこちらから」のバナーをクリックします。

②「手続きはこちらから」の「電子化を希望の方はこちらから」
をクリックします。

③ログイン画面パスワード欄下の「アカウント作成」をクリックし、各項目
を入力してください。「確認」ボタンを押すと登録情報確認画面が表示され
るので、間違いがなければ「送信」ボタンをクリックします。

④ID・パスワードが記載されているメールが届きましたら登録完了となり
ます。
ログイン画面にてログインを行ってください。

電子化手帳（履修管理システム）Q&A

パスワードを忘れてしまいました…。
ログインができません…。

ログイン画面にある「パスワードをお忘れの場合は
こちら」からパスワードの再設定をすることが出来ま
す。

メールアドレスを入力すると、パスワード再設定の
URLが記載されているメールが届きます。

URLをクリックするとパスワード再設定の画面が表
示されるので、半角アルファベットと数字を含んだ6
文字の新しいパスワードを設定してください。

道民カレッジ主催講座と
道民カレッジ主催講座以外って
なにが違うの？

道民カレッジ主催講座は道民カレッジ事務局で作成
しているインターネット講座のみです。

今年度は5講座配信予定です。
道民カレッジ事務局で作成しているインターネット

講座以外はすべて「道民カレッジ主催講座以外」とな
ります。
※北海道生涯学習協会が主催している「かでる講座」
は「道民カレッジ主催講座以外」です。

電子化手帳（履修管理システム）のマイページに
ある「称号の申請」から申請をすることができます。
希望する称号を選び、申請ボタンをクリックします。

道民カレッジ事務局にて審査を行い承認されると
マイページ「認定証のダウンロード」から認定証を
ダウンロードすることができます。

認定証の郵送を希望する場合は、申請の際に「認
定証を郵送する」にチェックを入れてください。

また、令和3年度以前に入学された方で、各コース
の称号を申請したい場合は「令和3年度以前の申請を
したい」にチェックを入れ、申請してください。

100単位に達したとメールが届きまし
たが、どうやって称号の申請をするの
ですか？

単位の申請をしたいのですが
「受講日」の入力ができません…。

受講日の入力欄をクリッ
クするとカレンダーが表示
されます。月を変えたい場
合はカレンダー上部に表示
されている月の矢印ををク
リックすることで他の月を
選択することができます。

指定した月のカレンダー
が表示されますので、そこ
から受講した日付をクリッ
クすることで受講日欄に反
映されます。

オンラインで受講した場合、
開催地はどこを選択すればいいですか？

オンライン（zoomやYouTube、配信）で受講した
場合、開催地に「オンライン」という項目があります
ので、そちらを選択してください。

単位に有効期限はありますか？

単位に有効期限はありません。
また称号の申請にも期限はありませんので、ご自分

のペースで学習をすることができます。

不明な点、質問等ございましたら、
道民カレッジ事務局までご連絡ください！

入学および電子化

手帳への移行は

こちらから
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