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イベントカレンダー

2017～2018

2（日） ●paseo×SAPPORO COLLECTION  
 2017 学生応援企画！ （芸）

21（金）～ 23（日）
 ●北翔舞台芸術 4 年目公演 （芸）

 ●SAPPORO COLLECTION 2017　
　　　　（芸）

 ●ユーフォニアム、
 　チューバアンサンブル （教）

28（金）～29（土）
 ●北翔舞台芸術 3 年目公演 （芸）

毎週土曜日●小学生と学ぼう　
　　　　　　小学生に勝てるか？ （教）

上　旬●ACFコンペティション &
 　ファッションショー （芸･ラ）

7（土） ●ひらめきときめきサイエンス
 　スポーツ科学入門～３次元動作
 　分析を体験してみよう～
 ●いっしょにね！文化祭 （芸･ラ）

15（日）●今金町世代間交流事業
 　ファッションショー （芸）

中　旬●こども学科第 2 回
 　進学体験イベント （こ）

28（土）●心理臨床講演会 （心）

未　定●みんなおいでよ！
 　2017 世界市民の集い （芸･ラ）

 ●ポルト研究授業「５分間ストーリー」
 　公開授業 （芸･ラ）

 ●パセオ主催 
 　クリエイターズキャンプ （芸）

毎週土曜日
 ●小学生と学ぼう　
 　小学生に勝てるか？ （教）

上　旬 ●北翔舞台芸術 3 年目公演
 　　（芸）

 ●北翔舞台芸術 4 年目公演
 　　（芸）

3（金･祝） ●幼児教育コース講義見学
 　　（教）
　　　　 ●養護教諭コース講義見学
 　　　（教）

23（木･祝）●幼児教育コース講義見学 
 　　　（教）
　　　　  ●養護教諭コース講義見学
　　　　　  （教）

下　旬 ●ユーフォニアム、
 　チューバアンサンブル （教）

未　定 ●江別市中学校･高校美術部
 　合同展 （芸）

16（土）●学外発表会 （芸･ラ）

17（日）●平岸高校連携企画
　　　　ファッションショー （芸･ラ）

未　定 ●インテリア建築分野
 　学生作品展 （芸）

26（金）～28（日）
 ●北翔舞台芸術 2 年目定期公演
 　 （芸･ラ）

 ●北翔大学ピアノスタジオによる
 　第 12 回新春コンサート （教）

未　定●ビックバンドコンサート （教）

上　旬 ●専門ゼミ作品展示 （ラ）

 ●えべつ FUROSIKI
　　　　フェスティバル 2017 （芸･ラ）

 ●第 1 回卒業演奏会 （教）

中　旬 ●北翔大学と北海道栄高校による
 　チャリティーコンサート （教）

未　定 ●卒業制作展 （芸）

 ●美術作品展 （芸）

 ●インテリア建築分野
 　学生作品展 （芸）

 ●北翔舞台芸術卒業公演 （芸）

11（日）オープンキャンパス

中　旬 ●高校生ダンスイベント
  （芸･ラ）

 ●北翔大学ピアノスタジオによる
 　春のクラシックコンサート
  （教）

上　旬 ●日高吹奏楽クリニック
　　　　日高スプリングコンサート（教）

21（日）オープンキャンパス

26（金）～ 28（日）
 ●北翔舞台芸術 2 年目定期公演
　　　　（芸･ラ）

 ●地域の自然と動・植物を知ろうⅠ
 　（植物篇） （教）

 ●北翔大学ピアノスタジオ
 　ピアノ・レクチャーコンサート
 　メンデルスゾーンの室内楽を
 　中心に （教）

27（土）●JC フォーラム 2017
 　“Hokkaido Action” （芸）　

上　旬 ●地域の自然と動・植物を知ろうⅡ
 　（昆虫篇） （教）

11（日）オープンキャンパス

17（土）～18（日）
 ●さっぽろ高校生演劇
 　合同ワークショップ （芸･ラ）

24（土）●高校生のための
 　『心のリラクセーション』実践講座
 　- 暮らしにいかす心理学 -
 　（心）

未　定 ●インテリア建築分野
 　学生作品展 （芸）

16（日）●TED×Sapporo （芸･ラ）

中　旬 ●北翔舞台芸術 1 年目試演会
　　　　（芸･ラ）

 ●こども学科第 1 回
　　　　進学体験イベント （こ）

 ●カナリア本店
　　　　ウィンドウディスプレイ （芸）

下　旬 ●ポルト研究授業
　　　　「5 分間ストーリー」公開授業
　　　　（芸･ラ）

23（日）●Com.Fes2017 （芸･ラ）

5（土）オープンキャンパス

6（日）オープンキャンパス

□（日）部活動･サークル見学会

19（土）●中高生のための
 　『コミュニケーション・
 　スキルアップ』実践講座
 　‐心理学とピア･サポートから
 　学ぶ人間関係‐ （心）

未　定 ●インテリア建築分野
 　学生作品展  （芸）

 ●大麻・文京台の市民夏祭り
 　（芸）

 ●中高生のための『音楽講座』
 　筝とピアノのコンサート＆レッスン 
 　（教）

上　旬 ●地域の自然と
 　動･植物を知ろうⅡ（植物篇Ⅲ）
 　（教）

 ●ひらめきときめきサイエンス
 　特別支援に関わる心理実験
 　（教）

10（日）オープンキャンパス

16（土）●中高生のための
 　『コミュニケーション・
 　スキルアップ』実践講座
 　‐心理学とピア･サポートから
 　学ぶ人間関係‐ （心）

30（土）【大学祭】
 ●足こぎ車いす（プロファンド
 　試乗会） （健）

 ●秋の日のコンサート （教）

 ●こどもの国 （こ）

下　旬 ●北翔舞台芸術
 　2 年目試演会 （芸･ラ）

未　定 ●学生美術全道展出品 （芸）

5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 2 月 3月

高校生の方が参加･見学できる
イベントがたくさんあります。

1月
2018

4月
2017

21（日） オープンキャンパス 11（日） オープンキャンパス

5（土） オープンキャンパス

10（日） オープンキャンパス

11（日） オープンキャンパス

6（日） オープンキャンパス

7（月）学び体験セミナー
　　　　　 &
　部活動・サークル見学会 

生涯

鈴木

鈴木

神田

千広

鈴木

今井

神田

神田

鈴木

千葉

冨田

林

千里

小室

冨田

千里
浅井

地域地域
地域

村松

村松

冨田

浅井

村松 村松

村松

村松

短期

短期

冨田

村松

村松

三浦

冨田

浅井

田

冨田

村松

村松

短期

山崎

今野

山崎

今野

三浦

千葉

千葉

鈴木
今井

今井

村松

村松

林

千里

小室

小室
村松

林

短期冨田

冨田 村松 短期

飯田

スポーツ教育学科………
健康福祉学科 …………
教育学科 ………………

芸術学科 ………………

心理カウンセリング学科 
ライフデザイン学科……
こども学科………………

kc3798@hokusho-u.ac.jp 今井  t-imai@hokusho-u.ac.jp 神田  ekanda@hokusho-u.ac.jp 鈴木  sshiori@hokusho-u.ac.jp
chihiro@hokusho-u.ac.jp 三浦  kmiura@hokusho-u.ac.jp 山崎  yamazaki@hokusho-u.ac.jp 今野  imalyn@hokusho-u.ac.jp
reiko@hokusho-u.ac.jp 村松  muramatu@hokusho-u.ac.jp 浅井  takaya@hokusho-u.ac.jp 小室  komuro@hokusho-u.ac.jp
chisato@hokusho-u.ac.jp   林    thayashi@hokusho-u.ac.jp   田    chun@hokusho-u.ac.jp
地域連携センター　kouzacen@hokusho-u.ac.jp　飯田  iida@hokusho-u.ac.jp

短期大学部共同研究室　tndaispt@hokusho-u.ac.jp
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イベントに関するお問い合わせは、右記担当のアドレスをクリック！

生涯

生涯スポーツ学部共同研究室　spoffice@hokusho-u.ac.jp
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