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平成 28 年度食物栄養学科・専攻科 地域・社会貢献実績 

 

Ⅲ 地域貢献 

 １ 研究・社会的活動・所属関連団体研修 

（1）研究 

著書・論文・執筆等      

 

田淵英一 

【論文】 

栄養・作業・運動療法による認知症治療効果：精神機能評価．富山短期大学紀要 第 52 巻（Ｈ

29.3） 単著 

栄養・作業・運動療法による認知症治療効果:運動機能評価．富山短期大学紀要 第 52 巻（Ｈ29.3）

単著 

【執筆】 

本当はカラダに悪い食べもの，脳によい食べもの、悪い食べもの，PHP くらしラク～る♪，p40-45，

ＰＨＰ研究所，京都 (H28.1) 単著 

ボケない脳のつくり方 第 1 回食事と脳の関係．「絶対やせる！たった１つの習慣」，PHP くら

しラク～る♪7 月増刊号，p116-119，ＰＨＰ研究所 (H29.7) 単著  

40 代からのボケない脳のつくり方 第 2 回睡眠と脳の関係．すっごい掃除 家じゅうピッカピ

カの秘密 7，PHP くらしラク～る♪8 月号，p102-105，ＰＨＰ研究所 (H29.8) 単著  

40代からのボケない脳のつくり方 第 3回幸せと脳の関係．捨てる！選ぶ！毎日が変わる！「好

きなもの」だけで暮らす，PHP くらしラク～る♪10 月号，p102-105，ＰＨＰ研究所 (H29.10) 

単著  

40 代からのボケない脳のつくり方 第 4 回男性脳と女性脳．PHP くらしラク～る♪11 月号，

p102-105，ＰＨＰ研究所 (H29.11) 単著  

【新聞・その他】 

認知症予防に一役．県内各地で講師活躍．北日本新聞，P7（H27.11.4） 

みんなのニュース「脳の活性化 より幸せな人生を」．富山（BBT）テレビ（H28.3.22） 

認知症予防のための脳活用法と食事法 何事もポジティブに！．スミセイさわやか介護セミナ

ー 介護の未来を考えよう．北日本新聞，P8（H28.11.20） 

富山大学医学部創立 40 周年を記念して．富山大学医学部開学 40 周年記念誌 （印刷中） 

富山（医科薬科）大学水泳部の黄金時代 恩師小野武年先生への感謝を込めて．富山大学医学

部開学 40 周年記念誌 （印刷中） 

【著書】 

脳が活性化する発芽玄米のすすめ．「もの忘れ・認知症を防ぐ！ 脳活ドリル 脳が若返る 100

日間」 共著 宝島社（Ｈ28.9） 

脳によい食べもの、悪い食べもの．本当はカラダに悪い 100 のこと，「PHP くらしラク～る♪」 

共著 PHP 研究所（Ｈ28.11） 
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竹内弘幸 

【論文】 

富山県在住の女性における脂質摂取量とヘモグロビン A1c との関連，日本栄養・食糧学会

誌 69 巻，117-121（2016）共著 

【執筆】 

栄養科学シリーズ NEXT 食品学各論 講談社（2016） 共著 

【新聞・その他】 

「進化栄養学」の視点から学べること，明日の食品産業，5 月号，p.3-5 （2016） 共著 

深井康子  

【論文】 

富山県における初誕生までの儀礼と食べ物―昭和前期と平成期を比較して：富山短期大学紀要 

共著 52 巻 pp.31-44（H29.3） 

【執筆】 

18 歳までの私の食生活:日本家政学会 会誌 食文化研究別冊 pp.57～58（H28.4） 

富山の正月～伝統のおせち料理実習～:富山短期大学 2016 公開講座記録集「大学で学ぼう！」 

pp.7～12（H29.１） 

米粉食品実態調査報告書：はじめに 富山県産米粉用米拡大検討会座長（H29.１） 

昆布酢ごはん活用術: 『昆布酢ごはんダイエット』宝島社 pp.22～23（H29.3） 

健康生活の知恵：2016 学報 平成 28 年度富山市民大学 p.30(H29.3） 

【新聞・その他】 

普段の食生活から富山の幸せが見えてくる：とやまの幸「とやま食文化」魅力再発見キャ 

ンペーン （H28.10.22） 

伝統の正月料理：北日本新聞くらし塾 Meets vol.18 p.14（H28.12.2） 

 

堀田裕史 

【論文】 

都道府県別の肺がん標準化死亡比（女性）の重回帰分析 単著 富山短期大学紀要第 52 巻

（H29.3） 

 

稗苗智恵子 

【論文】 

必要エネルギーと体質を考慮した生活習慣病予防・改善のための栄養指導の検討 単著 富山

短期大学紀要第 52 巻（H29.3） 

【新聞・その他】 

鶏胸肉人気上昇中：北日本新聞月曜くらしナビ P.11（H28.6.20） 

 

樋口康彦 

【論文】 
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体型意識とお菓子摂取行動の関係 単著 富山短期大学紀要第 52 巻（H29.3） 

 

山岸博美 

【論文】 

「短期大学生における食生活及び生活習慣調査についての一考察」富山短期大学紀要第 52 巻

（H29.3）単著 

「地場産物や郷土料理を生かした高齢者向けの嚥下困難食の開発について」 

大学コンソーシアム富山平成 28 年度 学生による地域フィールドワーク研究助成研究成果報

告書（H29.3）共著 

【新聞・その他】 

富山県教育かわら版（夏・秋号）「親子で一緒に作ろう！レシピ」（H28 7 月・11 月） 

北日本新聞（H29.2.6）朝刊 「お年寄りの誤嚥防ごう」pp24 

 

所属学会・研究会・研究発表等 

田淵英一 

【所属学会】 

日本生理学会 

日本味と匂学会 

日本栄養改善学会 

日本情動学会 

国際脳研究機構 

【研究発表】 

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：ヒトの発芽玄米摂取によるアレルギー性鼻炎治療効果の調

査 共著 青森 （H28.9）  

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：ヒトの発芽玄米摂取によるアトピー性皮膚炎治療効果の調

査 共著 青森 （H28.9） 

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：栄養・作業・運動療法による認知症治療効果：精神機能評

価 共著 青森 （H28.9） 

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：栄養・作業・運動療法による認知症治療効果：運動機能評

価 共著 青森 （H28.9） 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：トランス脂肪酸の摂取と血清脂質濃度 ―FTO 遺

伝子のタイプ別解析― 共著 福井（H29.2） 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：一般成人における血中脂質濃度に対するトランス

脂肪酸 1％エネルギー追加摂取の影響 共著 福井（H29.2） 

 

竹内弘幸 

【所属学会】 

日本栄養・食糧学会（参与） 
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日本栄養改善学会（評議員） 

日本油化学会（評議員） 

日本肥満学会 

日本臨床栄養学会 

【研究発表】 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会，トランス脂肪酸の摂取と血清脂質濃度 －

FTO 遺伝子のタイプ別解析－，福井（2017.2）． 共著 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会，一般成人における血中脂質濃度に対するトラ

ンス脂肪酸 1％エネルギー追加摂取の影響，福井（2017.2）． 共著 

富岡徹久 

【所属学会】 

日本農芸化学会 

日本食品科学工学会 

日本脂質栄養学会 

【研究発表】 

・第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：食事中のポリフェノール含有量と抗酸化能の測

定 共著 福井（H29.2） 

・第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：食事中の亜鉛含有量の測定  

共著 福井（H29.2） 

 

深井康子 

【所属学会】 

日本咀嚼学会（評議員） 

日本伝統食品研究会（理事） 

日本家政学会 

日本家政学会食文化研究部会 

日本調理科学会 

高分子学会 

日本栄養・食糧学会 

日本栄養改善学会 

【研究発表】 

日本調理科学会平成 28 年度大会：富山県と北海道における初誕生までの儀礼と食べ物 共著 

名古屋（H28.8） 

日本調理科学会平成 28 年度大会：有色素米および雑穀混合ペーストを用いたシフォンケーキの

性状と嗜好性 共著 名古屋（H28.8） 

日本調理科学会平成 28 年度大会：特別企画１「次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理」 

富山県の家庭料理「主食の特徴」～米中心の魚と昆布を巧みに活かした食～ 共著 名古屋

（H28.8） 

日本調理科学会平成 28 年度大会：特別企画２「地域特産物のブランド化に向けて」富山県産農
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産物混合の古代米アイスクリーム 共著 名古屋（H28.8） 

 

堀田裕史 

【所属学会】 

情報処理学会 

日本オペレーションズ・リサーチ学会 

日本経営工学会 

日本栄養改善学会 

【研究発表】 

第 12 回栄養改善学会北陸支部学術総会：Excel ベースの栄養計算・評価ソフトウェアの試

作 単著 福井（H29.2） 

第 12 回栄養改善学会北陸支部学術総会：食材名による日本食品成分表の食品の検索に関し

ての検討 共著 福井（H29.2） 

 

稗苗智恵子 

【所属学会】 

日本栄養改善学会 

日本栄養・食糧学会 

日本静脈経腸栄養学会 

日本病態栄養学会 

日本健康・栄養システム学会 

日本調理科学会 

【研究発表】 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：女子学生の体格、身体組成、身体活動量、食事摂

取量と安静時代謝量の関係   共著 福井（H29.2） 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：女子短大生の体組成、安静時代謝量、食事、歩行

数及び性格との関係 共著 福井（H29.2） 

第 36 回食事療法学会：若年女性における梨摂取の時刻およびタイミングが食後血糖に及ぼす影

響 共著 高知市（H29.3） 

第 17 回栄養研究発表会：呉羽梨の摂取が食後血糖に及ぼす影響 共著 富山市（H29.2） 

 

樋口康彦 

【所属学会】 

日本応用心理学会 

日本栄養改善学会 

【研究発表】 

第 12 回日本栄養改善学会北陸支部学術総会：心理的要因が食生活に与える影響 

共著 福井（H29.2） 
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山岸博美 

【所属学会】 

日本食育学会 

日本スポーツ栄養学会 

日本栄養改善学会 

日本栄養士会 

【研究発表】 

第 4 回日本食育学会総会・学術学会（H28.5.東京）「短期大学生における栄養士キャリア意識調

査について」 

平成 28 年度大学コンソーシアム富山 学生による地域フィールドワーク研究助成研究成果発

表会「地場産物や郷土料理を生かした高齢者向けの嚥下困難食の開発について」 

 

髙木尚紘 

【所属学会】 

日本健康教育学会 

日本栄養改善学会 

【研究発表】 

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：女子短大生の栄養摂取量が疲労自覚症に与える影響 共著 

青森（H28.9） 

第 63 回日本栄養改善学会学術総会：若年女性の疲労自覚症状と栄養摂取量との関連 共著 青

森（H28.9） 

 

大森聡 

【所属学会】 

日本栄養・食糧学会 

日本栄養改善学会 

日本病態栄養学会 

【研究発表】 

第１７回富山県栄養士会栄養研究発表会：呉羽梨の摂取が食後血糖上昇におよぼす影響 共著 

富山（H29.2） 

第３６回食事療法学会：若年女性における梨摂取の時刻およびタイミングが食後血糖に及ぼす

影響 共著 高知（H29.3） 

 

角田香澄 

【所属学会】 

日本食品衛生学会 

日本公衆衛生学会 

日本ミトコンドリア学会 
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日本マイコトキシン学会 

 

研究助成の申請（採択分） 

田淵英一 

科学研究費助成：基盤研究（C）テーラーメイド脂質栄養学の確立を目指した遺伝子多型と脂質

摂取との相互作用の解の 解 明 ，分担研究, H28.4～30.3，45 万円 

富山短期大学・学長裁量研究費：発芽玄米摂取によるアレルギー性疾患に対する治療効果の検

討，H28.4～29.3， 51.1 万円 

 

竹内弘幸 

平成 28 年度科学研究費助成授業基盤研究（C），テーラーメイド脂質栄養学の確立を目指し

た遺伝子多型と脂質摂取との相互作用の解明，代表者，期間；平成 28.4～31.3，金額；360

万円． 

旗影会研究助成金：トランス脂肪酸の過剰摂取による動脈硬化指数の悪化は運動によって

改善されうるか，代表者，期間 H28.4～29.3，100 万円． 

 

深井康子 

平成 28 年度学長裁量経費：学生による包丁技術向上プランの実施計画, 期間 H28.4～H29.3 研

究経費 14.7 万円 

 

稗苗智恵子 

平成 28 年度学長裁量経費：必要エネルギーと体質を考慮した地域住民の生活習慣病の予防・改

善のための栄養指導の実践活動 H28.4～H28.4 研究経費 15 万円 

富山第一銀行奨学財団研究助成金：必要エネルギーと体質を考慮した地域住民の生活習慣病の

予防・改善のための栄養指導の実践活動 H28.7～H29.5 研究経費 15 万円 

 

山岸博美 

【研究助成金】大学コンソーシアム富山「学生による地域フィールドワーク研究助成」：地場産

物や郷土料理を生かした高齢者向けの嚥下困難食の開発について 

期間 H.28.6～H29.3 研究経費 20 万円 

 

高木尚紘 

平成 28 年度富山第一銀行奨学財団：短期大学性における首尾一貫感覚と食行動との関連, 期間

H28.7～H29.3, 研究経費 15 万円 

 

大森聡 

平成 28 年度富山第一銀行奨学財団：富山県になじみのある食品の摂取が食後血糖上昇に及ぼす

影響 期間 H28.7～H29.3, 研究経費 13 万円 
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(2) 社会的活動 

講演・講義・シンポジウム 

田淵英一 

【講演】 

富山市老田地区願海寺野々上長寿会（願海寺野々上公民館）：認知症予防のための脳トレーニン

グ（H28.2） 

富山県中小企業団体中央会（富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地）：認知症予防に効く脳トレ

ーニング・人生を満喫するための脳の使い方（H28.3） 

ＪＡとなみ野 ほほえみの会講演会：認知症予防のための脳トレーニング（H28.3） 

富山赤十字看護専門学校同級会総会：楽しく幸せにいきるための脳の使い方 （H28.5） 

くろべ脳トレクラブ会員研修会：記憶のしくみと鍛え方 認知症予防に効く脳トレーニング 

（H28.5） 

富山市立奥田小学校家庭教育学級講演会：世の中で役立つ人材を育成する教育法とは（H28.6） 

富山県退職女性校長会富山地区講演会：脳を若返えらせる脳トレーニング法 （H28.7） 

大島コミュニティセンター生涯学習講座：脳が若返る脳のトレーニング （H28.8） 

富山県中部厚生センター特定給食施設等関係者研修会：味覚と脳の関係～生涯の健康を支える

減塩食生活～ （H28.9） 

ＣＯ・ＯＰとやま虹の会講演会：ストレスとの向き合い方＆楽しい脳トレーニング （H28.9） 

富山市保健所健康課健康づくり推進係健康づくり保健栄養教室：高齢者の心と身体 （H28.9） 

金沢商工会議所北陸原子力懇談会講演会：記憶のしくみと鍛え方 （H28.9） 

財）住友生命福祉文化財団・北日本新聞社第 17 回スミセイさわやか介護セミナー：認知症予防

のための脳活用法と食事法 （H28.10） 

大久保地区健康教育講演会：楽しくチャレンジ！ボケないための脳トレーニング., 大沢野保健

福祉センター （H28.11） 

大島地区社会福祉協議会総務部会講演会：脳トレと生活習慣病予防 （H28.12） 

高岡市立定塚小学校保健委員会講演会：ゲーム脳ってなぁに？ （H29.1） 

富山県塗装協同組合研修会講演会：記憶のしくみと鍛え方 （H29.2） 

【講義】 

富山市民大学講座：楽しい脳トレーニング 年 10 回（H28.4～10） 

富山いきいき長寿大学専門的実践講座：いきいき脳トレリーダー養成講座 年 6 回（H28.10～

H28.2） 

富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座：脳のトレーニング 年 2 回（H28.8） 

富山国際大学こども育成学部：精神保健 年 6 回（H28.4～7） 

富山国際大学こども育成学部：医学一般 年 15 回（H28.10～H29.3） 

脳トレクラブ交流会 年1回（H29.3） 
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竹内弘幸 

【講演】 

平成 28 年度生涯教育研修会（富山県栄養士会主催），研究方法・研究発表（H28.11）． 

平成 28 年度生涯教育研修会（富山県栄養士会主催），保健機能食品と栄養成分表示制度

（H28.7）． 

大学コンソーシアム富山大学連携講演，富山湾の宝物 ホタルイカ－見てよし，食べてよ

し，体によし（H28.10）． 

青少年健康づくり支援事業（富山県新川厚生センター），将来に向けた体づくりのための栄

養（H28.9）． 

第 3 回健康医学講演会（富山県健康づくり財団），栄養「油脂と健康－ココナッツオイル，

エゴマ油，トランス脂肪酸－（H28.9）． 

熊本県保険医協会市民公開講座，私たちが食べているものは安全か？－トランス脂肪酸の

話題を中心に－（H28.8） 

食生活改善推進連絡協議会リーダー研修，子供の食生活（H28.6）． 

富山市立奥田北小学校家庭教育学級，こどもの健康を考える～体に良い油と悪い油～

（H28.6）． 

 

富岡徹久 

【講演】 

富山保健所 健康づくり健康栄養教室：「健康づくりと生活習慣病予防」（H28.8） 

【講義】 

富山歯科総合学院：生化学（H28.11～12） 

 

深井康子 

【講演】 

富山市民大学学友会「教養講座」：次世代に継ぐ、富山の家庭料理の伝承への取組(H28.9）  

高岡市保健センター：バランスアップ健康プロジェクト研修会 おいしさの科学から見た適延

食～明日の健康を目指して(H28.11） 

富山短期大学公開講座：富山の正月 ～伝統のおせち料理実習～(H28.11） 

【講義】  

富山市民大学講座：「健康生活の知恵」 

第１回  日本が誇れる“だし”の文化（H28.5） 

第２回 “だし”と健康のいい関係（H28.6） 

富山短期大学幼児教育学科：子どもの食と栄養Ⅰ 前期 15 回（H28.4～H28.8） 

富山市医師会看護専門学校：食生活と栄養 15 回（H28.8～9） 

富山県立いずみ高等学校 ：特別授業「食と環境」 

 第１回  おいしさの科学と評価 ～官能評価の手法を用いて～（H28.10） 

第２回 官能評価と味覚 青菜の茹で方（H28.11） 
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 第３回 もったいない、食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう（H28.11） 

富山国際大学子ども育成学部：生活文化演習 4 回（H28.11～H28.12） 

 

稗苗智恵子 

【講演】 

富山県庁 OB 会：シニア世代の健康講座ーおいしく食べて健康にー 富山市（H28.4） 

富山市保健所：栄養・調理の基礎知識ー安全に調理し、おいしく健康にー 富山市（H28.6） 

富山市体育協会：「できることから始めよう！」運動と食事で健康活動（呉羽） 富山市（H27.6） 

富山市体育協会：「できることから始めよう！」運動と食事で健康活動（八尾） 富山市（H28.11） 

富山いずみ高等学校保護者会：『食』による学習支援と身体づくり 富山市（H28.10） 

萩浦地区長寿会連合会：シニア（高齢者）世代の健康講座ーおいしく食べて健康にー 富山市

（H28.11） 

富山県年金受給者協会：７０歳からの健康づくり「食べ方の工夫で、より健康に」 魚津市

（H29.2） 

富山県高岡厚生センター：「地域の中で管理栄養士・栄養士がすべきことを具体化実現化するた

めに」 高岡市（H29,2） 

【講義】 

氷見高等学校 専門技術者等招聘講座：栄養士・栄養教諭の仕事とは 最近の青年期の食に関

する話題と食育について 氷見市（H28.11） 

富山県立総合衛生学院看護学科：栄養学（H28.5～6） 

富山県立総合衛生学院助産科：母子の栄養（H28. 6） 

  

樋口康彦 

【講演】 

老年期における生活と心理（滑川市福寿大学：H28.8）  

【講義】 

富山短期大学幼児教育学科：教育心理学（H28.4～8） 

富山短期大学福祉学科：心理一般（H28.9～H29.2） 

 

山岸博美 

【講演】 

栄養教育から見た行動変容へのアプローチ （砺波市学校給食研究会：H28.6）  

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を形成するための指導の工夫 （氷見市学校給食研究

会：H28.8）  

食物アレルギーとその対応（富山山市教育委員会：H28.8）  

のばそう！健康寿命～ちょっとした食事の工夫あれこれ～（滑川市福寿大学：H28.9）  

小松菜餃子試食会における小松菜の栄養（徳永食品株式会社、富山短期大学：H28.9）  

保育所における食育の推進と成果の可視化について（南砺市保育士会：H28.6）  

平成 28 年度全国児童自立支援施設職員研修分科会「衣食住」のかたち （富山県立富
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山学園：H28.9）  

子供の心と食事～食事がもたらす心の成長について～（五福校下ふるさとづくり推進協議会：

H28.11）  

とやま農業未来カレッジと富山短期大学との調理体験交流会 調理指導（富山農業未来カレッ

ジ：H28.11）  

生活習慣病と食生活（富山市保健所：H29.2）  

高齢者対象フレイル予防の栄養（中部厚生センターH29.2）  

健康スポーツ栄養学（とやま健康パーク H29.2）  

 

髙木尚紘 

【講演】 

「これからの食育」（富山市保健所：H28.7） 

「行動科学理論を用いた食生活」（富山県立水橋高等学校：H28.12） 

「食育講演」（富山市野々上地区自治会：H28.11） 

【講義】 

「行動科学理論を用いた食生活」（富山県立水橋高等学校：H28.12） 

 

大森聡 

【講演】 

災害時における栄養士の役割と対応を学ぶ研修会 災害時に求められる栄養士とは（H29.1） 

【講義】 

高岡龍谷高校調理科：栄養学(H28.9～H29.2) 

 

行政および関係者等への審議会・研究会委員等  

田淵英一 

日本生理学会評議員 

日本情動学会評議員 

富山大学医学部同窓会会長（理事）、会報編集委員 

富山大学同窓会連合会副会長（幹事） 

富山大学杉谷（医薬系）キャンパス国際交流助成会理事 

富山県立総合衛生学院助産学科入試問題作成委員 

富山国際大学倫理委員会委員 

医療法人社団功連会中川病院（精神神経科・内科）非常勤医師 

社会福祉法人あゆみの郷（重度心身障害施設）非常勤医師 

萩野病院（内科）非常勤医師 

富山国際大学付属高等学校 学校医 

「富山やくぜん」認定委員 

 

竹内弘幸 
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日本栄養・食糧学会 参与 

日本栄養改善学会 評議員 

日本油化学会 代議員 

富山県衛生研究所外部評価委員 

 

富岡徹久 

富山市食の安全懇話会委員 

 

深井康子 

特定非営利活動法人日本咀嚼学会 評議員 

日本調理科学会 家庭料理特別研究 富山県責任者 

日本調理科学会 東海・北陸支部 役員 

日本調理科学会東海・北陸支部富山県連絡委員 

日本伝統食品研究会 理事 

富山県消費者協会 副会長 

富山県食育推進会議委員 

富山県環境審議会委員 

富山県大規模小売店舗立地審議会委員 

富山県生涯学習審議会委員 

富山県卸売市場審議会委員 

とやま若者向けヘルシー丼レシピコンテスト審査委員 審査委員長 

富山県産米粉用米粉拡大検討会 座長 

富山県民生涯学習カレッジ高岡地区センター運営会議委員 

富山市市民学習センター運営協議会委員 議長 

富山県 LP ガスお客様相談所委員会委員 

南砺市と富山国際大学及び富山短期大学の包括連携に関する連携協議会 

 

稗苗智恵子 

とやま在宅協議会委員（H26.7～） 

「富山市健康プラン 21」推進委員会委員（H28.2～） 

魚津市食育推進委員会委員（H28.3～） 

 

山岸博美 

高岡厚生センター管内食育推進連絡会委員（H24～） 

富山県保育士会南砺市委託研究講師（H27～） 

氷見市学校給食センター整備検討委員（H28～） 

 

高木尚紘 

富山県栄養士会 研究教育事業部理事（H27～） 



- 13 - 

 

 

大森聡 

川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科臨床栄養学専攻 研究生 

 

(3) 所属関連団体研修 

富山県栄養士会 

富山県栄養士会総会 

生涯学習研修 

 

２ 地域社会への貢献 

(1) 公開特別講演会 

(1)  実績 

今年度初めて、食物栄養学科と専攻科の特別講演会を合併して開催した。 

講演会の演者は、栄養士・管理栄養士に必要とされる専門的な内容を様々な視点か 

  らの講演内容となった。 

公開特別講演会  平成 28 年 10 月 1 日（土）13:00～16：00  富山短期大学 

演題 講師名 参加者 

「女子栄養大学 栄養クリニックの実際」 

 

 

 

目からうろこの介護予防 

蒲池 桂子 先生 

 女子栄養大学 

 栄養クリニック教授 

 

精田 紀代美 先生 

 歯科衛生士事務所 

 ピュアとやま代表 

学科    173 

専攻科      24 

教職員     14 

一般県民   7 

報道関係   1 
 

合計  219 名 

 

（２）公開講座 

(1) 実績 

 専攻科教員が担当した公開講座の実施日時や受講者数は、以下の表の通りである。 

平成 28 年度 

講座名 実施日時 講師 座内容 受講者数 

富山短期大学付属

みどり野幼稚園 

6/25（土） 

9:30～11:30 
稗苗智恵子准教授 おやつづくり 52 名 

滑川市福寿大学 
8/12（金） 

13:30～14:50 
樋口康彦講師 

老年期の心理 

－豊かな老後をめ

ざして－ 

55 名 

滑川市福寿大学 9/9（金） 山岸博美講師 のばそう！健康寿 67 名 
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13:30~14:50 命～ちょっとした

食事の工夫あれこ

れ～ 

富山国際学園福祉

会にながわ保育園 

10/15（土） 

9:30～11:00 
大森聡講師 

親子で楽しむおや

つ作り 
65 名 

富山短期大学県民

カレッジ連携講座

「 大 学 で 学 ぼ

う！」 

11/26（土） 

9:30~12:00 
深井康子教授 

富山の正月～伝統

のおせち料理実習

～ 

30 名 

 


