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道民カレッジロゴマーク
愛　　称「マナボー」 ～学びから　夢が生まれる道民カレッジ～～学びから　夢が生まれる道民カレッジ～

　私が道民カレッジを知り入学したのは平成14年６月、郵便局で待っている間にガイドブックを見てのことで、道
民カレッジが発足して半年ほど経った頃と思います。平成９年に東京からここ鹿部町に移転してきて、樹木の植え
替えや家庭菜園など家の周りの仕事が済み、時間も出来てさて何をしょうかと思っていた時期だったので、迷わず
妻共々入学手続きを済ませました。東京にいた頃は時間があればいつも二人でテントを持ち渓流釣りに遠くは富山
県や岩手県までも何度も車を飛ばしたものでした。自然の中での生活、アウトドア生活に没頭し、また憧れてもい
たので仕事が一段落した頃に北海道のこの地を選んで移転しました。
　道民カレッジに入学した当時は、連携講座に資格取得の講座が沢山あり、その講座を中心に単位取得に励んだも
ので、当時の北海道国土緑化推進委員会主催のグリーンインストラクター養成講座や北海道林業試験場本場主催の
緑化技術講習など３〜５日の泊まりがけの講座もあり、ここ道南での講座が極端に少なかったので結局遠くの講座
に日にちをかけて出かけることになった訳です。結果として１年半で能力開発コースで300単位に達することとな
り、その中に函館レクリエーション協会主催のレクリエーションインストラクター養成講座があり、月に１日なが
ら１年間の長期にわたる講座だったのですが地元に近いこともあって受講することにし、これが55単位だったと思
います。このレク・イントラ講座の中にシャフルボードの実技研修があり、これがとても面白くなり、軽い運動の
競技ながら頭も使うゲーム感覚のレクリエーションだったので、その数年後函館レクリエーション協会の要請もあ
り「函館シャフルボード協会」を設立、道民カレッジの連携講座ともなり現在も20数名の会員で活動を続けており
ます。また平成21年9月には、厚生労働省主催の「ねんりんピック北海道」で道南では唯一の開催として鹿部町でシャ
フルボード競技大会を開催し、百数名の参加者がありました。
　平成15年、北海道渡島東部森作りセンター (現渡島総合振興局東部森林室)主催の「森への誘い講座」に１年間
参加し、16年度からはこのOB一同でこれも「森誘クラブ」として道民カレッジの連携講座となりました。この会
は登山・ハイキング・自然観察会・工場見学会などを主に行っていますが、登山の途中などは樹木や花の名前・特
徴などを皆で確認しながら登っていきます。要するにシャフルボードもそうですが、体の運動とともに頭を使うこ
とを心掛けている訳です。
　道民カレッジは最初のうちは単位の取得に一生懸命ですが、色々な講座に参加しているうちに必ず自分にあったも
の、将来とも自分が永くやっていけるものに出会います。私の場合はグリーンインストラクター養成講座で出会った
「キノコ」と、レク・イントラで知った「シャフルボード」でした。キノコはその後「きのこアドバイザー」の資格
を取るまでになり今では楽しい毎年を送っています。今もこの二つの会で参加者には１年間で100単位以上取得でき
る様なプログラムを組んでおります。とにかく多くの講座に参加し、自分の将来を見つけることだと思います。

将来の人生生活のために
森誘クラブ会長　石岡　六美
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　昨年度「道民カレッジ」モニター要項を改正し、称号取得者から50名、カレッジ生から100名を無作為に抽出
して、広く意見をお聞きするよう、１年ごとにモニターになっていただくこととしました。今年度のアンケートの
集計結果の主なものは以下のとおりです（抜粋）。なお、道民カレッジのホームページには全項目の集計結果を掲
載しております。

特集　「道民カレッジ」モニターアンケート集計

Ｑ．道民カレッジの講座の情報は何からえてい
ますか。

Ｑ．ガイドブックに掲載できない連携講座は、
道民カレッジホームページに掲載していま
すが、検索できますか。

第１位は昨年同様「道民カレッジ「リーフレット」」であるが、「道
民カレッジ「ホームページ」」は昨年は第４位であった。

「検索していつでも見られる」は、昨年度は44.6％で第２位であっ
たが、今度々は20.6ポイント上がって65.2％となっている。イン
ターネットで大学放送講座を視聴できるかたの増加と連動している。

「視聴できる」と回答された方が、昨年度の28.6％から51.9％と、
23.3ポイント増加している。

第１位の「自分の興味関心が高い、学びたい講座を」は、昨年度も
87.5％となっていた。「道民カレッジの単位取得ができる講座」「地
元で開催される講座」「参加費用の安い講座」のポイントは昨度と大
きな変化はみられない。

Ｑ．インターネット動画サイト（ほっかいどう
学BB）で大学放送講座を視聴できますか。

Ｑ．講座を受講するとき、何を基準として講座
を選択しますか。

調査の概要
１．アンケートの調査対象

道民カレッジモニターの皆様
２．調査期間

平成 24 年 11 月〜平成 24 年 12 月
３．回答数

回答数　59 名（回答率 39.3％）
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《モニターの主な意見》
○称号取得制度は、学習意欲を高揚する。自己実現の達成感が得られる。社会から認められた気がする。
○放送講座は、視聴して受講する場合にかたわらにテキストがあると理解しやすく、レポートを書くときも大変参考になる
○学習意欲の問題と云われればそれまでですが、放送時間帯で思うに任せません。一度事務局に出向いて視聴したいとは思っ
ていますが。
○ガイドブックの設置場所については、今のままでよいと言う意見の他に、地下鉄、ＪＲの駅、郵便局、区役所、地域町づくり
センター等々、手に入りやすい公共施設など希望があった。
○毎年、春、秋に発行されるガイドブックを開いて面白そうな講座に印を付けるのが楽しみです。私の場合、月〜金の日中は勤
めがあるので、○印20ケの内、実際受講できるのは10講座です。
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道民カレッジ連携講座
〜高等学校開放事業の紹介〜

　道内の高等学校は、学校開放事業を道民カレッジの連携講座として登録しており、地域住民の身近な
生涯学習の場として、地域住民にそれぞれの学校の専門性や地域の特色を生かして生活や職業上役立つ
知識・技術・一般教養などの学習の場を提供しています。

「やってみよう！化学実験」
　12歳から71歳までの受講生が、化学のしくみを利
用して「カルメ焼の実験」を行った。重曹の熱分解を
利用したお菓子作りに、受講生たちは発見する楽しさ
と、実験でほっぺが落ちることを実感していました。

【平成24年度開放講座】
　本年度は５〜12月に「書道」「油絵」「バドミントン」の３講
座、９〜12月に「パソコン初級」「パソコン中級」の２講座を開
講、受講生は108名と年々増加し生涯学習としての学びの場を提
供している。写真は「パソコン中級」修了書授与式のスナップ。

北海道浦河高等学校 北海道遠軽高等学校

12月１日（土）実施「天売の草花を描く」
　「天売の草花を描く」として水彩画教室が開催されま
した。題材は、講師の佐々木校長がデジタルカメラで撮
りためた島に咲く草花です。初回は簡単な説明を受け、
絵筆を使いクルマユリやクロユリの彩色をしました。

　有朋高等学校では、合計30名の科目履修生が、57講
座で生徒と一緒に学んでいます。写真は「書道Ⅰ」で夜間
の授業です。年配の方と机を並べて行う授業に、生徒の
方が良い刺激を受けています。

北海道天売高等学校 北海道有朋高等学校

　毎年、PTAを対象に開放講座を行っており、今年度
はLEDCUBEの製作等ものづくりの楽しさを実感でき
る内容で実施しました。完成した作品を持っている親
子は、新しい事にチャレンジしたせいか、後ろ姿が輝
いていました。

　「札幌龍谷高校の趣味のパソコン講座は、年賀状作
成やデジタルカメラの画像処理などを行う講座です。そ
の他にも卓球、英会話、仏教、絵手紙などの講座もあ
り、男女問わず幅広い層の方々が受講されています。」

北海道釧路工業高等学校 札幌龍谷学園高等学校
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　平成 24年度称号取得者セミナーが開催
されました。称号取得者がコース別に分か
れ、グループを作り、共通のテーマについ
て約二ヶ月にわたる学習期間を経て、発表
を行いました。
　各グループのテーマや発表内容は大変興
味深く、盛況に終了することができました。
　このセミナーの報告書は道民カレッジ
ホームページで閲覧することができます。

近くて遠い国韓国
〜歴史的認識のズレをさぐる〜Ｇ班

電力問題についてＤ班

アイヌ民族が食したペカンペＢ班

生涯学習の再発見Ｈ班

健康と森林浴についてＦ班

便利なショートカットキーの
操作方法Ｃ班

地域の文化財産を調べ生涯学習に
どう活かすかを考えるＡ班

第１回：平成24年11月28日　  第２回：平成25年１月25日
称号取得者セミナー
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新着視聴覚教材の紹介　〜附属視聴覚センター〜

平成25年度道民カレッジ連携講座（指定講座）

ほっかいどう学『かでる講座』開設内容
○会　　場：道民活動センター（かでる２・７）　札幌市中央区北２条西７丁目
○定　　員：120名（第３回は会場の都合で100名）　＊当日も受付できます。
○単位認定：道民カレッジの指定講座として必修１単位、または「ほっかいどう学」コース２単位のいずれかを選
　　　　　　ぶことができます。
○受 講 料：１講座　700円、全講座受講の場合は、6,000円
　　　　　　受講料は、受講当日に納入してください。（既に納めた受講料は返却できません）
○対　　象：どなたでも受講できます。

※ 第１回と第３回は午前開催です。

期日 場所 講師 講演テーマ

１
５月 16 日（木）
10：00 〜 11：30

820
研修室

フリーキャスター
気象予報士　　　　　　　　菅井　貴子 氏 「気候多様性から見た北海道の魅力」

２
６月 17 日（月）
13：30 〜 15：30

820
研修室

札幌市立大学教授　　　　  吉田　惠介 氏 「江戸期と現代との北海道の海岸景観比較」

３
７月６日（土）
９：45 〜 11：30

520
研修室

毎日新聞社論説委員　　　  与良　正男 氏 「新聞・テレビの裏側」

４
８月５日（月）
13：30 〜 15：30

820
研修室

落語家　　　　　　　　　桂　　枝光 氏 「落語を楽しもう」

５
９月９日（月）
13：30 〜 15：30

820
研修室

北海道大学教授　　　　　大塚　吉則 氏 「北海道の温泉〜温泉を利用した健康づくり〜」

６ 10 月（未定） 研修室 予定　夕張市長　　　　　鈴木　直道 氏
＊市政上の都合により中止になる場合があ 
　ります。

７
11 月 12 日（火）
13：30 〜 15：30

820
研修室

写真家
ビデオジャーナリスト　 　 　 阿部　幹雄 氏 「剥き出しの地球 南極大陸」

８
12 月 16 日（月）
13：30 〜 15：30

820
研修室

フルート奏者・講師　 　 　 安保　奈苗 氏
「フルート演奏からみる呼吸・姿勢のあり
かたについて」

９
１月 17 日（金）
13：30 〜 15：30

820
研修室

北海道大学病院スポーツ医学診療科医師
北海道日本ハムファイターズ
チームドクター　　　　　横田　正司 氏

「スポーツと健康」

10
２月７日（金）
13：30 〜 15：30

820
研修室

環境省認定環境カウンセラー　岡崎　朱美 氏 「家庭の省エネルギー」

タイトル 綱　目 タイトル 綱　目
手にことばを（３巻） 教育・福祉 手にうたを〜手話で歌おう（３巻） 教育・福祉
ミッキーマウス３ アニメ 病気にならない体づくり 家庭生活・医学
中高年のための健康教室 家庭生活・医学 広がれアサザの夢 環境・公害・自然保護
アルジャーノンに花束を 劇映画 にんじん 劇映画
氷雪の門〜樺太 1945 年夏 劇映画 こねこ 劇映画
ヒヤリ・ハット 産業・労働 ＢＢＣ世界の建築遺産（１〜８巻） 教養・歴史
ＢＢＣ地中海の歴史と科学
大地からのメッセージ（１〜６巻） 教養・歴史 辻井正のピラミッドメソッド

教育法による（３巻セット） 幼児教育

・視聴覚センターでは、一般視聴覚教材を無料で貸し出しています。
・一般教材は、機関・民間事業所・サークルなど「団体」への貸出になります。
・今年度、新たに31タイトルのＤＶＤが入りました。その一部を紹介します。
・詳しいことは、北海道立生涯学習推進センター附属視聴覚センターのホームページをご覧ください。



6

新規　道民カレッジ称号取得者一覧
(平成24年９月１日〜平成25年２月28日）

(敬称略　本人から承諾を得ている方を掲載しています。）

● 学 長 奨 励 賞 （6000 単位取得）●
榎本　聰子（札幌市）

● 学 長 奨 励 賞 （1000 単位取得）●
石岡由利子（鹿部町） 鈴木　　努（上富良野町） 大内　和也（札幌市）
松浦　数義（札幌市） 宇賀　邦久（札幌市） 石原富士雄（函館市）
山崎　繁光（室蘭市） 三谷　　馨（札幌市） 牧田　武治（札幌市）

● 博 　 士 （300 単位取得）●
夏伐　数夫（北見市・ほ） 三谷　　馨（札幌市・環） 由田　笑子（札幌市・教）
入谷　輝男（旭川市・ほ） 鈴木　　努（上富良野町・健） 秋元　博子（札幌市・能）
大内　和也（札幌市・教） 香月　悦子（札幌市・教） 田仲　可昌（森町・健）
石原富士雄（函館市・ほ） 薮崎　孝一（札幌市・環） 渡辺　常雄（江別市・ほ）
三浦　清富（北見市・環） 落合　俊忠（札幌市・能） 大谷　弘知（札幌市・環）
市村一枝子（札幌市・教） 林　　　葵（帯広市・環） 金田　英男（帯広市・能 / 教）
阪　　正二（札幌市・能） 中西　紀悦（札幌市・教） 舘田　幸子（札幌市・ほ）
堀北　真吾（札幌市・教） 上野　　繁（札幌市・ほ）

● 修 　 士 （200 単位取得）●
松本　栄子（札幌市・教） 高畑　　司（札幌市・健）　　 鈴木　　努（上富良野町・環）
中野　靖幸（札幌市・教）　　 松浦　宙子（札幌市・ほ）　　 大内　和也（札幌市・教）
宇賀　邦久（札幌市・健）　　 香月　悦子（札幌市・教）　　 牧田　武治（札幌市・教 / 環）
田仲　尚子（森町・ほ）　　 薮崎　孝一（札幌市・環）　　 本間　清通（札幌市・ほ）
上田　順子（札幌市・ほ）　　 伊藤　義孝（芽室町・教）　　 落合　俊忠（札幌市・能）
沢田　俊雄（札幌市・教）　　 大崎喜代志（遠軽町・健）　 白山　　正（札幌市・ほ）
野口　鉄男（函館市・教）　　 小笠原道行（滝川市・ほ）　　 阿部　英子（札幌市・教）
松下　芳子（江別市・健）　　 坂本　繁光（音更町・健）　　 山崎　澄子（室蘭市・ほ）
伊藤　正一（札幌市・ほ）　　 北川　嘉子（札幌市・ほ）

● 学 　 士 （100 単位取得）●
今野　義信（旭川市・環 / 健） 鈴木　　努（上富良野町・能 / 環） 酒井　清美（湧別町・能）
矢澤　貴一（札幌市・能 / 教） 坂本　春惠（音更町・教） 中野　靖幸（札幌市・教）
野口　鉄男（函館市・教）　 大内　和也（札幌市・教） 香月　悦子（札幌市・健）
薮崎　孝一（札幌市・環 / ほ） 石原　照子（函館市・教） 岡本　武雄（由仁町・環）
伊藤　義孝（芽室町・環） 金田　英男（帯広市・健） 落合　俊忠（札幌市・能）
山田　芳二（札幌市・健） 山崎　繁光（室蘭市・ほ） 市村一枝子（札幌市・環）
樋口　雄幸（札幌市・教） 石垣　重明（札幌市・教） 鈴木　正義（旭川市・環）
中川　良助（苫小牧市・ほ） 小敷澤幸子（北広島市・環） 大崎喜代志（遠軽町・健）
阪　　正二（札幌市・教） 中西　紀悦（札幌市・環） 亀井　清隆（札幌市・ほ）
阿部　英子（札幌市・教） 平井　文雄（札幌市・環） 紺野　秀子（帯広市・環 / 健 / 教）
金山　雅史（札幌市・教） 伊藤　正一（札幌市・ほ / 環 / 教） 田尾　信弘（室蘭市・能）
土佐林　薫（札幌市・教）

●道民カレッジ事務局から
１．道民カレッジ生で住所変更等があった時は、ご面倒
でも事務局あてお知らせください。

２．道央圏のカレッジ生による「道民カレッジ友志の会」
が結成され、学びの広場（かでる２・７ ９Ｆ）「交流コーナー」
を拠点にサークル活動を進めています。多くのサーク
ルの登録をお願いします。
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平成25年3月発行
編集・発行　道民カレッジ事務局〔（財）北海道生涯学習協会〕

〒060－0002
札幌市中央区北２条西７丁目かでる2・7ビル９階
TEL（011）204－5780 FAX （011）281－6664
URL http://manabi.pref.hokkaido.jp/hsgk/college/
Eメール college@manabi.pref.hokkaido.jp

称号取得者等
学　士 修　士 博　士

学長奨励賞
1000単位2000単位3000単位4000単位5000単位6000単位

579人 395人 316人 66人 12人 5人 2人 1人 1人

※称号取得の方法や手続きに関するお問合せは、下記の道民カレッジ事務局まで、ご連絡ください。
なお、道民カレッジのホームページでは、称号取得のモデルプランを見ることができます。

( 注 )　ほ：ほっかいどう学　　能：能力開発　　環：環境生活　　健：健康・スポーツ　教：教養


