
講座 テーマ・演題 講師 開講日時 会場 受講者数

パソコンで作るオリジナルな年賀状 大﨑　佑一 教授 平成29年11月4日（土）
13：30～16：30

富山短期大学
F306教室 14名

おもてなし料理 稗苗　智恵子 准教授 平成29年11月25日（土）
9：30～12：00

富山短期大学
F108教室 20名

油の栄養～ココナッツ油、エゴマ油、
トランス脂肪酸～

竹内　弘幸 教授
平成29年8月5日（土）
13：30～14：50 13名

認知症予防のための脳トレーニング 田淵　英一 教授
平成29年8月5日（土）
15：00～16：20 13名

夏休み親子で富山の郷土料理 深井　康子 教授
平成29年8月9日（水）
9：30～12：00 4名

子育ての今と昔 石動　瑞代 教授
平成29年8月19日（土）
13：30～14：50 7名

心を通わせて楽しむ音楽活動 難波　純子 准教授
平成29年8月19日（土）
15：00～16：20 7名

子どもの心の発達 山川　賀世子 准教授
平成29年10月14日（土）
13：30～14：50 7名

老年期における心理と生活 樋口　康彦 講師
平成29年10月28日（土）
13：30～14：50 14名

今さら聞けないマナー講座 高木　綾子 准教授
平成29年11月11日（土）
13：30～14：50 13名

楽しい気持ちで向き合える認知症ケア 井上　理絵 准教授
平成29年12月2日（土）
13：30～14：50 12名

終活に備える 木元　清明 教授
平成29年9月9日（土）
14：00～15：30 11名

大人も言葉あそび 梅本　恵 准教授
平成29年9月16日（土）
14：00～15：30 6名

悪徳商法のいろいろな手口とその対策 関　好博 教授
平成29年9月30日（土）
14：00～15：30 3名

親子で楽しむ造形 中山　里美 准教授
平成29年6月24日（土）
9：30～11：30 48名

親子で楽しむおやつ作り 大森　聡 講師
平成29年6月24日（土）
9：30～11：30 52名

介護体験をしよう！パートⅡ
自立を高める福祉用具を学ぼう

松居　紀久子 講師
平成29年9月12日（火）
9：30～11：30 16名

♪よく噛んで食べよう♪
こどもと食べたいおやつ教室

角田　香澄 講師
平成29年6月3日（土）
9：30～11：00 65名

子どもの運動遊び 大森　宏一 准教授
平成30年2月14日（水）
9：30～11：00 77名

平成29年度 富山短期大学公開講座実績一覧

富山短期大学付属
みどり野幼稚園
「親子体験講座」

富山国際学園福祉会
幼保連携型認定こども園

にながわ保育園
「子どもと楽しむ」

地域連携センター＜公開講座＞

富山国際学園福祉会
幼保連携型認定こども園

にながわ保育園

富山短期大学
「大学で学ぼう」

（県民カレッジ連携講座）

南砺市地域包括
ケアセンター

大学サテライト
「生きがいのある
暮らしを求めて」

（県民カレッジ連携講座）

南砺市地域包括
ケアセンター

大学サテライト
調理室

八尾ふらっと館
「生きがいのある暮らし方」

八尾ふらっと館

富山短期大学
付属みどり野幼稚園

富山短期大学
F108教室
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平成29年度 富山短期大学公開講座実績一覧
地域連携センター＜公開講座＞

介護福祉とICT 吉牟田　裕 准教授
平成30年3月6日（火）
14：00～15：30 14名

デジタル遺品 吉牟田　裕 准教授
平成30年3月13日（火）
14：00～15：30 14名

食生活と身体活動を見なおして、
健康寿命をのばそう

髙木　尚絋 講師
平成29年5月26日（金）
13：30～14：50 66名

立山と富山の子どもたち 高木　三郎 教授
平成29年6月23日（金）
13：30～14：50 60名

人口減少時代における情報化の
可能性を探る

柴田　怜 講師
平成29年7月28日（金）
13：30～14：50 54名

今さら聞けないマナー講座 高木　綾子 准教授
平成29年8月11日（金）
13：30～14：50 45名

老いを歓迎し、いつくしむ 西井　啓子 教授
平成29年9月8日（金）
13：30～14：50 68名

海外旅行に役立つ基礎英語 三上　雅弘 教授
平成29年7月23日(日）
14：00～15：00 120名

団塊世代にとっての戦後70年
～語り継ぎたいこと～

安達　哲夫 教授
平成29年12月3日(日）
14：00～15：00 60名

「老い」と向き合う生き方のコツ 石橋　郁子 教授
平成30年1月21日(日）
14：00～15：00 160名

食物栄養学科
専攻科食物栄養専攻

公開特別講演会
「運動と栄養」

講演1 スポーツの栄養学
講演2 健康づくりと運動

名古屋大学大学院生命
農学研究科
教授 下村　吉治 氏
富山大学医学部整形外科
准教授 川口　善治 氏

平成29年9月30日(土）
9：10～12：20

富山短期大学
F204教室 F205教室 197名

幼児教育学科創設50周年
第45回幼児教育研究会

あらためて“保育者の専門性”を
問い直す

神戸大学発達科学部
准教授 北野 幸子 氏
絵本・あそび作家
浦中　こういち 氏

平成29年11月25日（土）
13：30～17：00

タワー111
スカイホール 240名

福祉・介護フォーラム 認知症になっても 幸せに暮らす

地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター
自立促進と介護予防研究チーム
研究部長 粟田　主一 氏

平成29年11月3日（金）
13：00～16：00

富山県総合福祉会館
サンシップとやま 133名

第22回
楽しい福祉セミナー

あなたの未来を創る、福祉学科の
３つの学び

特別養護老人ホーム雨晴苑
事務長 石浦　克行 氏
小矢部市社会福祉協議会総務
地域課 主事 石黒　香菜子氏
特別養護老人ホームにながわ光風苑

介護福祉士 伊藤 莉穂 氏
立島　真 教授
井上　理絵 准教授

平成29年5月28日(日)
10:30～12:00

富山国際学園
サテライトオフィス

「地域交流センター」
17名

第21回
介護福祉

リカレントセミナー

モチベーションUPのコミュニケーショ
ン・交流分析をとおして

office AVANCE代表
日本交流分析協会
交流分析士インストラクター
土屋　佳瑞 氏

平成29年9月20日(水)
13:00～16:00

富山短期大学
D206教室 17名

滑川東地区公民館

富山市立図書館

ウイング・ウイング
高岡

滑川福寿大学

ウイング・ウイング
高岡

富山市立図書館


