
講座 内容（テーマ・演題） 講師 対象者 開講時期 時間 会場 受講者数 受講料

専攻科食物栄養専攻
公開特別講演会

日本人の食事摂取基準(2015年版)の見方・捉え方

　

佐々木　敏氏
　東京大学大学院教授

一般
専攻科食物栄養専
攻
食物栄養学科
保護者
教職員

６/６（土） １３：００～１４：３０ 富山短期大学 225 無料

食物栄養学科
公開特別講演会

食品成分表の読み方・使い方と成分表2015の概要

　

渡邊　智子氏
　千葉県立保健医療大学教授

一般
食物栄養学科
専攻科食物栄養専
攻
保護者
教職員

１０/１（木） １３：００～１４：３０ 富山短期大学 219 無料

食べ物と健康（食品学） 竹内　弘幸教授

基礎栄養学 富岡　徹久教授

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（病理学） 村井　嘉寛氏

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（病理学） 村井　嘉寛氏

基礎栄養学 富岡　徹久教授

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（生化学） 富岡　徹久教授

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（解剖生化学） 田淵　英一教授

臨床栄養学 稗苗　智恵子准教授

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（生化学） 富岡　徹久教授

臨床栄養学 稗苗　智恵子准教授

人体の構造と機能及疾病の成り立ち（解剖生化学） 田淵　英一教授

第43回幼児教育研究会 保育内容を見つめ直す
－保育内容を支える保育者の専門性-

平田　智久氏
　十文字学園女子大学教授
古市　久子氏
　愛知東邦大学教授
岡　健氏
　大妻女子大学教授

一般
本学学生

６／２０（土） ９：３０～１５：３０ 富山短期大学 188 無料

経営情報学科公開講座 Excelによるデータ処理 坂井　一貴准教授 一般 ９／２７（日） １３：３０～１６：３０ 富山短期大学 13

日系企業からみた中国企業と華僑企業のビジネス特性
～なぜ中国企業とのビジネスは難しいのか～

木元　清明教授 一般 １０／２４（土） １３：３０～１５：００ 富山市立図書館本館 18

パソコンで作るオリジナルな年賀状 大﨑　佑一教授 一般 １１／７（土） １３：３０～１６：３０ 富山短期大学 23

第２０回福祉学科
公開セミナー

「2025年の福祉・介護を担う人材育成
　　　　～福祉専門職の新しい可能性と広がり」

諏訪　徹氏
　日本大学文理学部
　社会福祉学科　教授

一般
福祉・教育関係者

１１/３（火） １３：００～１６：００ 富山総合福祉会館 221 無料

第２０回楽しい
福祉セミナー

「iPad でコミュニケーション支援」 吉牟田　裕准教授
石橋　郁子教授

高校生 ８／２９（土） １３：３０～１５：３０ 富山短期大学 9 無料

第１９回介護福祉
リカレントセミナー

「からだにやさしい生活支援技術」 押川　なおみ氏
富山県介護実習普及センター
松居　紀久子講師

一般
福祉・教育関係者
福祉学科卒業生

９/１８（金） １３：３０～１６：３０ 富山短期大学 8 500円

富山短期大学公開講座
(県民カレッジ連携講座）

五感でリフレッシュ
　1回　メンズキッチン

大森　聡講師 ７／４（土） ９：３０～１２：００ 21 800円

　２回　心を通わせて楽しむ音楽表現活動 難波　純子准教授 １０／３（土） ９：３０～１２：００ 10 無料

井波会場
（県民カレッジ連携講座）

富山をささえる生活文化
　１回　北陸の落雁と菓子型の魅力

深井　康子教授 ７／１０（金） １４：００～１５：３０ 8 無料

　２回　富山の保育所　今・昔 梅本　恵講師 ８／７（金） １４：００～１５：３０ 2

　３回　団塊の世代にとっての戦後70年 安達　哲夫教授 ９／２５（金） １４：００～１５：３０ 3

　４回  私たちの暮らしを支える制度
　　　　　　　　　　-悪質商法と個人情報保護、消費者保護

関　好博教授 １０／９（金） １４：００～１５：３０ 3

八尾会場 今を生き老いを支える”介護世代”
　１回　日々の生活と介護予防

石橋　郁子教授 ９／１１（金） １４：００～１５：３０ 11

　２回　介護と上手に付き合うために 石橋　郁子教授 ９／１８（金） １４：００～１５：３０ 9

　３回　老いと向き合う生き方のコツ 石橋　郁子教授 ９／２５（金） １４：００～１５：３０ 9

富山国際学園
サテライト・オフィス

　1回　富山の近代の旧派（蕉風）の俳人達 大西　紀夫名誉教授 １０／９（金） １３：３０～１５：００ 4

　2回　日商簿記検定３級対策講座（開講せず） 加納　輝尚准教授 １０／１７（土） １３：３０～１５：００ 0

みどり野幼稚園 楽しく子育て
　１回　親子で楽しむおやつ作り

高木　尚紘講師 ６／６（土） ９：３０～１１：００ 54

　２回　親子で楽しむ造形 中山　里美准教授 ６／６（土） ９：３０～１１：００ 64

　３回　DVDスライドショー作成 小西　孝史准教授 ９／1０（木） ９：３０～１１：００ 14

富山短期大学

９：３０～１６：１５

９：３０～１６：１５

富山短期大学地域連携センター　

18,000円
＋テキス
ト代＋模
擬試験

代

１１／２８(土）

１０／３１(土） 27

９／５(土）

33

一般 富山駅前CiCビル

管理栄養士国家試験
準備講習会

臨床栄養学 小野　章史氏

県内在住の栄養士

一般 井波総合文化センター

無料

無料幼稚園児
保護者

平成27年度富山短期大学公開講座実績一覧

無料

28

20

23

９：３０～１６：１５

９：３０～１６：３０

１０／１０(土）

一般

富山短期大学９：３０～１５：３０

９／１２(土）

八尾ふらっと館

富山短期大学
付属みどり野幼稚園

一般 無料



講座 内容（テーマ・演題） 講師 対象者 開講時期 時間 会場 受講者数 受講料

富山短期大学地域連携センター　

平成27年度富山短期大学公開講座実績一覧

にながわ保育園 親子で楽しく
　1回　親子でふれあい運動遊び（３歳児以上親子）

橋本　麻里准教授 ５／３０（土） ９：３０～１１：００ 63

　２回　作って伝える郷土のおやつ（３歳児以上親子） 深井　康子教授 １０／２４（土） ９：３０～１１：００ 47

ウイング・ウイング高岡 　1回　格差問題に対する政策課題 柴田　怜講師 ２／２６（金） １４：００～１５：３０ 25

　２回　富山の水について 守田　律子教授 ３／１１（金） １４：００～１５：３０ 25

　３回　情報通信技術と福祉 吉牟田　裕准教授 ３／１８（金） １４：００～１５：３０ 25

　４回　認知症あれこれと、予防のためにの生活習慣 松居　紀久子講師 ３／２５（金） １４：００～１５：３０ 25

滑川福寿大学 　１回　身体リズムと食事 稗苗　智恵子准教授 ５／８（金） １３：３０～１４：５０ 81

　２回　近世の旅と文学 赤川　雅和教授 ６／２６（金） １３：３０～１４：５０ 72

　３回　高齢者の介護予防に役立つ運動 大門　信吾教授 ７／２４（金） １３：３０～１４：５０ 75

　４回　滑川の近代の旧派（蕉風）の俳人達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-芳塢・半茶・烏外など-

大西　紀夫名誉教授 ８／２８（金） １３：３０～１４：５０ 67

　５回　気持ちが明るくなる認知症ケア 井上　理絵准教授 ９／１１（金） １３：３０～１４：５０ 76

富山市立図書館 ワークショップ
　富山の郷土料理ってどんな料理－食育カルタであそぼう－

深井　康子教授 １１／２１(土） １４：００～１５：００ 11 無料

　野菜と仲良し 山岸　博美講師 １１／２８(土） １４：００～１５：００ 32

　親子で楽しむ
　1回　ねんど造形

中山　里美准教授 ３／１９(土） １５：００～１６：００ 46

　親子で楽しむ
　２回　ふれ合い歌あそび＆音あそび

難波　純子准教授 ３／２７(日） １５：００～１５：４０ 38

1,975

一般

富山市立図書館本館幼児～小学生
保護者

一般

1，000円ウイング・ウイング高岡

富山国際学園福祉会
にながわ保育園

滑川東地区公民館

無料保育園児
保護者

無料

（2,107）
H26年度


	2015公開講座

