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歓迎の言葉

「ようこそUHB大学へ」 学長　加藤 紘之
斗南病院 顧問

北海道大学名誉教授（ ）

そうです、私共は今日から新しい人生の喜びを

求めて歩き始めるのです。

“今日も良い一日だったなぁ”と思える日の

多からんことを心よりお祈り申し上げます。

道は究めがたく

腕は疲れ果つとも

遠き星をめざして

われは歩み続けん

 UHB大学へのご入学を心から歓迎いたします。

今日からまた、新しい青春が始まります。

ミュージカル「ラ・マンチャの男」にこんな唄があります。

「自由と創造」を建学の精神に「明るく健康で、豊かな教養」を目的として

昭和63年4月にＵＨＢ大学は開学しました。

　　ＵＨＢ北海道文化放送の社会還元事業として生涯学習の場を開設して以来、

良き伝統と学風を築きあげながら今年で第35期生を迎えることとなりました。

ＵＨＢ大学のあゆみ
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〈書道講座〉中川鈴子さん 作品〈書道講座〉中川鈴子さん 作品

〈写真講座〉木村和則さん 作品〈写真講座〉木村和則さん 作品

文化祭作品発表より文化祭作品発表より〈水彩画講座〉仁木博和さん 作品〈水彩画講座〉仁木博和さん 作品

文化祭舞台発表より文化祭舞台発表より 〈陶芸講座〉青井紀子さん 作品〈陶芸講座〉青井紀子さん 作品

ＵＨＢ大学の
概要

会場：道新ホール（札幌市中央区大通西３丁目）

■医療・健康  ■文化・芸術・科学  ■歴史・時事

一般教養講座　午前10時～午前11時30分

道新ホールにて全員が受講します。（年間35回）

講演のテーマは
構成され、広く見識を深めていただきます。

など幅広い分野で

選択講座で学んだ成果を発表する場として毎年10月に文化祭を開催しています。

文化祭

下記の講座から興味がある講座を１つ選択して受講します。（年間24回～34回）

選択講座 会場：各講座の教室（大通周辺）

（１年単位で変更することも可能です）

（※1）は、道新文化センター委託講座
（※2）は、日本棋院北海道本部囲碁会館委託講座■ 21世紀の日本のアジア外交（※1）■ 麻雀教室（※1）

■ ～文字を紡ぐ～やさしい文章表現（※1）■ 親鸞に学ぶ（※1） ■ 世界情勢を読み解く（※1）■ 俳句（※1）
■ パソコン ■ ピアノ■ 健康太極拳■ ボウリング■ ヨガ■ コ－ラス

■ カラオケ■ 旅行に役立つ英会話■ 英会話■ 陶芸■ 書道■ 水彩画■ 写真

会場 : 道新ホール

会場 : ギャラリー大通美術館

舞台発表 ： コーラス、カラオケ、健康太極拳 ほか  
作品発表 ： 書道、水彩画、写真、陶芸、パソコン ほか

毎回火曜日 全員で受講する「一般教養講座」と
お好きな講座を受講する「選択講座」で構成されて
います

■ 囲碁（※2）

※選択講座によって、曜日・時間が異なります。
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TEL（011）214-5225　FAX（011）272-5070 ※平日9：30～17：30
〈メール〉 uhbdaigaku@topcreation.co.jp

（株）トップ・クリエーション
〒060-0001　札幌市中央区北1条西14丁目　北海道文化放送内

UHB大学事務局

詳しくはUHB大学のホームペ－ジでもご覧いただけます。
http://uhb.jp/uu/

お問い合わせ・お申込み先

■ゴ ル フ 同 好 会／
■パークゴルフ同好会／

年会費10,000円（税込）、１シーズンに８回のコンペを開催。
年会費 3,000円（税込）、１シーズンに６回の月例会を開催。

課外活動

55歳以上の方で、学習意欲のある方（入学試験はありません）
50名
願書の受付は２月1日（火）より先着順にて受付をいたします。
受け付け締め切りは４月1日（金）必着です。
98,000円（税込107,800円）4回の分納もできます（4月、7月、10月、1月）
15,000円（税込16,500円、入学時のみ）
入学願書に必要事項を記入し下記事務局宛てに郵送でお送りください。

■入  学  資  格／
■募  集  人  数／
■募  集  期  間／

■受講料（年額）／
■入    学    金／
■申 込 み 方 法／

ＵＨＢ大学の学生証のご提示で、道新文化センターの
入会金が免除となります。

■入  学  特  典／

UHB大学 検索

（※お預かりした個人情報はＵＨＢ大学事務局が管理し大学運営に関する業務に使用し第三者に開示することはありません）

2022年4月12日（火）　午前10時～
道新ホ－ル（札幌市中央区大通西3丁目 道新大通館8階）
「社会と大学」
北海道大学 総長  寳金 清博氏

■と　　  き ： 
■と  こ  ろ ： 
■記念講演 ：
■講　　師 ： 

入学式

※式典終了後に入学ガイダンスを開催します。

募集要項

入学から４年間で学士課程卒業となり卒業証書を授与します。引き続き在学希望の方は
修士課程（2年）、博士課程（2年）に進みます。それ以降は生涯学習の場として継続して
受講が可能です。現在は、第１期生から第34期生までの約250名の方が在学されています。

受講期間

（※文部科学省の大学認可校ではありません。）

修士課程 博士課程 生涯学習卒　業

大学院
入　学 学士課程

修士２年 博士２年４年間
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