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 富山短期大学は、1963年富山女子短期大学として開学しました。 

 令和 5年度に創立 60周年を迎える本学は、地域に開かれた大学として、保育・幼児

教育、食と健康、福祉・介護、地域ビジネスの担い手の育成に努め、2万 3千人を超え

る人材を地域に送り出してきました。 

また、教育・研究の成果を地域社会に還元するために、県・市町村と連携した地域で

の公開講座、高等学校等におけるキャリア教育や進路指導の一助として、四学科の専

門性や特色を生かした出張授業などを行ってきました。 

出前講座や出張授業を希望される学校や地域の皆様が、このプログラムを活用され、

ご遠慮なくお申し込み頂ければ幸いに存じます。 

 

学長 宮田 伸朗 

 

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻 

 県内唯一の栄養士養成校として、「食」の面から人々の健康を管理する高い知識と技術を身に付けた栄養

士の養成を目指しています。また、教員の研究活動は広く地域に発信され、専門性を活かした地域貢献に取

り組んでいます。 

 

幼児教育学科 

 時代のニーズに対応した、専門性と人間性（優れた感性と子どもへの深い愛情）を備えた質の高い保育者

の養成をめざしています。また、教員と現場との共同研究や毎年開催される幼児教育研究会など、保育の質

の向上に資する貢献を行っています。 

 

経営情報学科 

 グローバル経済や情報化が進む中で、ビジネス実務に関する実践的な知識・技能を生かして、地域経済の

発展に貢献できる人材の育成をめざしています。また、データ・AI の活用、経済や経営、会計、図書館司

書など幅広い教育研究の集積を生かして、幅広い地域貢献に取り組みます。 

 

健康福祉学科 

 「幸せの基盤＝健康」を柱に、高齢者や障害者の生活を支える介護福祉士、健康産業や医療事務等の分野

で社会に貢献するビジネスパーソン、編入学による社会福祉士など、地域共生社会で活躍する人材の養成を

めざしています。また、教員の専門性や研究分野を生かした地域貢献に取り組んでいます。 

 

実施にあたって 

●①高等学校等の出張授業、進路指導、講演会など、②市町村、公民館、各種団体の研修会、勉強会、講演会な

どを開催される場合に、このプログラムをご利用ください。 

●裏面の申込書により、FAXにてお申し込みください。 

本学担当者からご連絡させていただき、詳細について打ち合わせさせていただきます。 

●掲載の講義テーマは、あくまで一例です。ご希望のテーマがございましたら、遠慮なくお申し出ください。 

●費用 ①高等学校等の場合、謝金、交通費等は一切不要です。 

    ②高等学校等以外の場合、お申し込み団体のご予定に応じてお受けいたします。 

 



 

２０２２年度 富山短期大学 高等学校向け出張授業メニュー 

 

 出張授業のご依頼の際、参考にしてください。各教員が専門分野の中からわかりやすくお話いたします。ホームルー

ムや授業など、特に実施形態は問いません。また、進路相談の一環として出張授業を活用いただいても結構です。この

リーフレットに掲載されていますメニューは、あくまでも一例です。詳しくは、各教員の講義テーマをご覧ください。

謝金、交通費等は一切不要です。なお、受講者は 10 名以上を目安としてご検討ください。 

 

食物栄養学科 
専攻科食物栄養専攻 

 

幼児教育学科 

①栄養士ってどんな仕事？ 

②健全な食生活を送るには？ 

③食べ物を科学する 

④食品の安全を考える 

⑤心と身体の健康 

 

①幼稚園・こども園・保育所って 

どんなところ？ 

②乳幼児の育ちと保育者の役割 

③幼児期の遊び 

④幼児期の子どもを理解する 

⑤児童福祉に関わる仕事を知ろう 

   

経営情報学科 

 

健康福祉学科 

①事務職に必要なスキルって何？ 

②AI の活用や情報化社会を生き抜くために 

 必要なこと 

③ビジネスの世界に必要な知識あれこれ 

④簿記の知られざる世界 

⑤コミュニケーションを楽しもう 

 

①人口減少・超高齢社会と地域共生社会 

②ICT・介護ロボットで進化・深化する 

介護とその未来 

③介護の魅力 

④みんな違っていい、多様性を理解する 

⑤心をつかむ会話術 

 



 

 
       

 ■経歴・免許等 静岡大学農学部卒業 

 

 

■経歴・免許等 女子栄養短期大学食物栄養科卒業 

 静岡大学大学院農学研究科農芸化学専攻修  愛媛大学農学部農学研究科修士課程生物資 

 士課程修了 修士(農学)  源学専攻修了 修士(農学) 

 岐阜大学 博士(農学)  富山県職員(県立中央病院、保健所等) 

 日清オイリオグループ㈱  管理栄養士 

竹内
たけうち

 弘幸
ひろゆき

 
■専門分野 食品栄養学 脂質栄養学  

稗苗
ひえなえ

 智恵子
ち え こ

 
■専門分野 臨床栄養学 

■研究テーマ 脂肪酸の栄養 ホタルイカの健康機能  ■研究テーマ 必要エネルギーと体質を考慮した生活習慣病予防のための栄養指導 

学科長・専攻科長 ■担当授業科目 食品学総論 食品学各論 食品加工学など  特任教授 ■担当授業科目 臨床栄養学 臨床栄養学特論 
教授      公衆栄養学特論など 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①油脂の栄養学（中鎖脂肪酸、トランス脂肪酸など）[高校生][一般]  ①生活習慣病と食事[高校生][一般] 
②進化栄養学について[高校生][一般]  ②管理栄養士・栄養士の仕事[高校生] 
③発酵食品と腸内細菌[高校生][一般]  ③各世代の食事（おいしく食べて健康に）[高校生][一般] 
   

 

■経歴・免許等 佐伯栄養学校管理栄養士特例科卒業 

 

 ■経歴・免許等 川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科 

 富山県教育職員(栄養教諭・学校栄養職員・  臨床栄養学専攻修了 修士(臨床栄養学) 

 県教委指導主事)   管理栄養士 

 栄養教諭、管理栄養士  日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)リーダー 

■専門分野 食育、栄養教育、給食管理、衛生管理  エコ・クッキング指導者資格(エコ・クッキングナビゲーター)  

太田
お お た

 裕美子
ゆ み こ

 
■研究テーマ 栄養教諭育成に関する指導  

大森
おおもり

 聡
あきら

 
■専門分野 応用栄養学 病態栄養学 

 集団給食における栄養管理及び衛生管理  ■研究テーマ 食物の摂取と食後血糖上昇抑制 

副学科長・准教授 ■担当授業科目 給食管理論 栄養教育実習指導など  准教授 ■担当授業科目 応用栄養学 応用栄養学実習 食生活論など 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①児童生徒の望ましい食習慣について[高校生][一般]  ①健康寿命を延ばす食事や食べ方について[高校生][一般] 
②集団給食施設の栄養管理・衛生管理について[一般]  ②栄養を正しく理解する[高校生][一般] 
  ③食べ方と糖尿病との関係[高校生][一般] 
  ④簡単料理教室（男性向け・時短メニュー・オンライン可）［一般］ 
   

 ■経歴・免許等 富山大学薬学部卒業、富山大学大学院医学 

 

 

■経歴・免許等 京都工芸繊維大学繊維部卒業 

 薬学教育部修了 博士(薬学)  大阪大学大学院医学系研究科修了 博士(医学) 

 富山大学和漢医薬学総合研究所 助教  富山大学 学術研究部医学系 解剖学 助教 

 薬剤師   

■専門分野 生化学 基礎栄養学 ■専門分野 神経解剖学 行動生態学 

藤田
ふ じ た

 恭 輔
きょうすけ

 
■研究テーマ サルコペニアと栄養 エゴマの健康機能  

川口
かわぐち

 将史
まさふみ

 
■研究テーマ 魚類の求愛行動 

 薬膳の機能性評価    

副専攻科長・准教授 ■担当授業科目 栄養学総論 生化学など  准教授 ■担当授業科目 解剖生理学特論 臨床医学など 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①遺伝子と栄養[高校生]  ①食物アレルギーは何故起こる？-免疫のはなし[高校生][一般] 
②食と薬[高校生][一般]  ②母乳とホルモン[高校生][一般] 
③おいしく健康に!? 薬膳の基本[高校生][一般]   
④えごまの栄養学[高校生][一般]   
   

 ■経歴・免許等 関西大学社会学部卒業 社会学士(社会学) 

 

 ■経歴・免許等 兵庫大学健康科学部卒業 

 関西大学社会学研究科修了 修士(社会学)  武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食 

 関西大学社会学研究科博士後期課程単位取  物栄養学専攻博士後期課程修了 博士(食 

 得満期退学  物栄養学) 

 富山国際大学 講師   

樋口
ひ ぐ ち

 康彦
やすひこ

 
■専門分野 教育社会心理学  

髙木
た か ぎ

 尚紘
なおひろ

 
■専門分野 栄養教育論 スポーツ栄養学 行動科学 

■研究テーマ 人間の動機づけについて  ■研究テーマ 運動選手における栄養摂取と体調管理について 

講師  心理的要因が食行動に与える影響  講師 ■担当授業科目 栄養指導論 栄養指導論実習など 
 ■担当授業科目 教育心理学 教育相談     
  コミュニケーション論     

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①糖質制限ダイエット －効果はあるのか－[高校生][一般]  ①行動科学を利用した食生活の変容[高校生][一般] 
②ダイエットと健康[一般]  ②スポーツと栄養学[高校生][一般] 
   

 ■経歴・免許等 中京女子大学健康科学部卒業、 

 

 ■経歴・免許等 名古屋女子大学家政学部卒業 学士(食物栄養学)  

 中京女子大学大学院健康科学研究科修了  愛知県臨時的任用学校栄養職員 

 修士(健康科学)  中部大学 助手 

 国立長寿医療研究センター  管理栄養士 

 鹿児島純心女子大学 助手、管理栄養士   

角田
つ の だ

 香澄
か す み

 
■専門分野 衛生学 

中根
な か ね

 一恵
か ず え

 
■専門分野 調理科学 

■研究テーマ カビ毒、キノン化合物のミトコンドリア毒性 ■研究テーマ 富山県の家庭料理 

講師  妊産婦の健康と栄養との関連性 講師 ■担当授業科目 調理学実習 調理学実験など 
 ■担当授業科目 食品衛生学 公衆衛生学など     

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①食品の安全性～食中毒を引き起こす微生物の秘密～[高校生][一般]  ①身近な調理と科学[高校生] 
②老化と栄養[一般]  ②魚を活用した料理[一般] 
③人類の進化と食[高校生][一般]   
   

 ■経歴・免許等 上越教育大学大学院学校教育研究科教科・ 

 

   

 領域教育専攻修了 修士(教育学)    

 実践女子大学大学院生活科学研究科食物栄    

 養学専攻博士後期課程修了 博士(食物栄    

 養学)    

半田
は ん だ

 彩実
あ や み

 
 青山学院女子短期大学 助教    

■専門分野 食生活学 調理学    

講師 ■研究テーマ 食品中の不揮発性アミン類     
 ■担当授業科目 調理学 調理学実習など     

【講義テーマ例】     

①主食（コメ・ムギ・イモなど）の食文化[高校生]     
②料理のおいしさに関係しているものとは[高校生]     
     

         

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻 教員紹介 



 

 
       

 ■経歴・免許等 大阪市立大学文学部卒業  ■経歴・免許等 女子美術大学芸術学部卒業 

 武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科臨  富山県立学校教員 

 床教育学専攻修了 修士(臨床教育学)  中学校・高等学校教員免許(美術) 

 関西学院大学大学院教育学研究科博士後期   

 課程教育学専攻単位取得満期退学 ■専門分野 美術・造形 

梅本
うめもと

 恵
めぐみ

 
■専門分野 乳幼児教育学 

中山
なかやま

 里美
さ と み

 
■研究テーマ 造形表現(ミクストメディアによる表現に 

■研究テーマ 保育内容と方法 幼児期のジェンダー  ついて) 

学生部長・教授  「性の多様性」教育 学科長・教授 ■担当授業科目 子どもと造形表現 造形表現技術 
 ■担当授業科目 保育内容総論 子どもと言葉    保育内容(造形表現)指導 

  保育内容(言葉)指導法 保育・教職実践演習など    保育実習指導など 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①子どもと言葉遊び[高校生][一般]  ①ミクストメディアによる表現について[高校生][一般] 
②遊びと環境構成[一般]  ②作って遊ぶ造形[高校生][一般] 
③性の多様性と子どもたち[高校生][一般]   
④幼児期のジェンダー[一般]     
   

       

 ■経歴・免許等 お茶の水女子大学家政学部卒業  ■経歴・免許等 慶応義塾大学文学部卒業 学士(文学) 

 日本大学大学院総合社会情報研究科人間科  立教大学大学院文学研究科博士前期課程英 

 学専攻修了 修士(人間科学)  米文学専攻 修士(文学) 

 富山県職員(児童相談所・県立保育専門学院)  関西学院大学大学院文学研究科博士後期課 

 幼稚園教諭、保育士、社会福祉士  程英米文学専攻単位取得満期退学 

石動
いするぎ

 瑞代
み ず よ

 
 小学校教諭 

望月
もちづき

 健一
けんいち

 
 富山女子短期大学 講師 

■専門分野 保育・幼児教育学  富山国際大学 講師 

みどり野幼稚園園長 ■研究テーマ 乳児保育 保育の質・評価 保護者支援 教授 ■専門分野 英米文学 英語教育 
教授 ■担当授業科目 保育原理 教育課程論   ■研究テーマ イギリス ロマン主義 ESP 

  子ども家庭支援論など   ■担当授業科目 英語 健康科学文献講読 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①赤ちゃんを知ろう～育ちとかかわり[高校生][一般]  ①世界の童話[高校生] 
②子育ち・親育ちを支える保育とは[高校生][一般]  ②保育の場面で役立つ英語[高校生] 
③子どもの育ちをめぐる社会環境[一般]   

       
   

       

 ■経歴・免許等 富山市立看護専門学校卒業  ■経歴・免許等 園田学園女子大学人間健康学部卒業 

 富山医科薬科大学附属病院  兵庫教育大学大学院学校教育研究科幼年教 

 看護師 介護支援専門員  育専攻修了 修士(学校教育学) 

   幼稚園教諭、保育士、特別支援学校教諭 

■専門分野 看護 介護福祉   

松居
ま つ い

 紀久子
き く こ

 
■研究テーマ 子どもの健康 

難波
な ん ば

 純子
じゅんこ

 
■専門分野 保育・幼児教育 幼児の音楽表現 

 ICT を活用した生活支援技術    

副学科長・准教授 ■担当授業科目 子どもの保健 子どもの健康と安全  准教授 ■研究テーマ 保育内容(表現) 幼児の表現活動 
  保育実習指導（施設）など     
     ■担当授業科目 音楽 子どもと音楽表現 教育実習など 
       

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①子どもの病気[高校生]  ①たのしい手遊び・歌遊び[高校生][一般] 
②子どもの危険を考える[高校生]  ②幼児の生活から生まれる音楽表現とは[高校生] 
③子育てと介護「ダブルケアを乗り切る」[一般]  ③音楽療法的音楽活動[一般] 
   

       

 ■経歴・免許等 東京大学教育学部卒業、お茶の水女子大学大学院  ■経歴・免許等 聖和大学幼児教育学科卒業 

 家政学研究科児童学専攻修了 修士(家政学)、東  関西学院大学大学院教育学研究科修了 

 京都町田市教育相談所、京都府スクールカウンセ  修士(教育学) 

 ラー、京都府私立幼稚園連盟キンダーカウンセラー  関西福祉科学大学 講師 

 臨床心理士、公認心理師    

嶋野
し ま の

 珠生
た ま お

 
■専門分野 臨床心理学  

明柴
あけしば

 聰史
さ と し

 
■専門分野 子ども家庭福祉 

■研究テーマ 保育カウンセリング 保護者支援 虐待予防    

准教授 ■担当授業科目 保育の心理学 子ども家庭支援の心理学  准教授 ■研究テーマ 社会的養護 保育者の専門性 
  教育相談など     
     ■担当授業科目 社会的養護 保育相談支援 保育者論など 
       

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①乳幼児期のこころの発達[高校生][一般]  ①保育士の仕事(保育所、保育所以外の児童福祉施設)[高校生] 
②親に寄り添う子育て支援[一般]  ②保育士の専門性とは[高校生] 
③自己肯定感を高める前向き子育て[一般]  ③社会的養護の理念の実現のために[高校生][一般] 
④受験生のためのストレスマネージメント[高校生][一般]  ④保育の社会化、公益的取組、地域共生社会[一般] 
⑤こどものしつけ やる気を引き出すには[一般]  ⑤みんなで楽しく子育て支援[高校生][一般] 

       

 

■経歴・免許等 高知大学教育学部卒業 学士(教育学) 

 

■経歴・免許等 福井大学大学院教育学研究科学校教育専攻修了 修士(教育学)  

 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修了 修士(教育学)  小学校教諭専修免許状、特別支援学校一種免許状 

 私立女子中学・高等学校 教諭、中九州短期大学 講師  中学校教諭専修免許状、高等学校教諭専修免許状(地理歴史・公民) 

 中学校・高等学校教諭 専修免許(保健体育)  学校図書館司書教諭資格 

 日本プロテニス協会 プロフェッショナル 2、日本スポーツ協会上級講師(テニス)    

塩見
し お み

 一成
かずなり

 
 上級障がい者スポーツ指導員、中級教育カウンセラー 

松本
まつもと

 圭
よし

朗
ろう

 
■専門分野 教育学 教育方法学 

■専門分野 健康・スポーツ ■研究テーマ 教育方法 教育課程 

講師 ■研究テーマ 幼児の運動発生（リズム、タイミングの獲得） 助教 ■担当授業科目 教育原理 教育方法論 など 
 ■担当授業科目 子どもと健康、保育内容(健康)指導法 など     

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①楽しいボール遊び[高校生][一般]  ①教育ってなに？[高校生][一般] 
②動きの発生と獲得について[高校生][一般]  ②これから求められる学びとは？[高校生][一般] 
③ラケットで楽しむ運動[高校生][一般]   
④スポーツで障がいのある方と楽しもう[高校生][一般]   
     

         

幼児教育学科 教員紹介 



経営情報学科 教員紹介  

 
       

 ■経歴・免許等 富山大学理学部卒業 学士(理学) 

 

 ■経歴・免許等 同志社大学商学部卒業 

 武蔵野大学大学院人間社会研究科人間学専  日本福祉大学大学院国際社会開発研究科修 

 攻修了 修士(人間学)  士課程修了 修士(開発学) 

 日立マクセル㈱、立山科学㈱  福岡県嘉麻市職員(図書館司書) 

■専門分野 ビジネス分野：企業の新商品開発業務支援  筑紫女学園大学職員(図書館司書) 

森井泉
もりいずみ

 仁
ひとし

 
 技術開発分野：エネルギー、DX(IoT、AI) 

東野
ひがしの

 善男
よ し お

 
 図書館司書、日本図書館協会認定司書 

■研究テーマ ビジネス分野：新商品開発プログラム ■専門分野 図書館情報学 

教務部長・教授  技術開発分野：電池、DX(IoT、AI)  学科長・教授 ■研究テーマ 図書館情報資源 司書養成 
 ■担当授業科目 ビジネス実務演習 現代社会と新聞   ■担当授業科目 図書館概論 図書館制度・経営論 
  インターンシップ    情報サービス論 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①太陽電池、リチウムイオン電池、電気自動車[高校生][一般]  ①図書館をデザインする～司書課程の取り組みからヒントを探る～[高校生][一般] 
②DX(IoT、AI)[高校生][一般]  ②世界各地にあるこんな図書館見たことない！[高校生][一般] 
③新商品開発プログラム[一般]  ③世界はほしいフリーペーパーにあふれている[一般] 
   
   

       

 ■経歴・免許等 新潟大学大学院自然科学研究科博士前期課 

 

 ■経歴・免許等 玉川大学教育学部卒業 学士(教育学) 

 程修了  富山大学大学院経済学研究科企業経営専攻 

 新潟大学大学院自然科学研究科博士後期課  修了 修士(経営学) 

 程修了 博士(工学)  
富山テレビ放送株式会社、中部日本放送 
株式会社、株式会社チューリップテレビ 

 新潟大学災害復興科学センター 特任助教  北日本放送株式会社 

小西
こ に し

 孝史
た か し

 
  

高木
た か ぎ

 綾子
あ や こ

 
■専門分野 社会科学 社会学 

■専門分野 知能情報学 認知科学 福祉工学  ■研究テーマ 人的資源管理 キャリアデザイン 秘書学 

教授 ■研究テーマ マルチエージェント 複雑系 GPS GIS  教授 ■担当授業科目 キャリアデザイン キャリア形成支援 
 ■担当授業科目 情報システム論 ネットワーク論    表現コミュニケーション技法 
      秘書実務演習 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①スマホで自分の位置がわかる仕組み[高校生]  ①コミュニケーション能力を向上させる方法[高校生] 
②プログラミング入門講座[高校生]  ②心に寄り添う接遇マナーとは[高校生] 
   
   
   

       

 ■経歴・免許等 金沢大学教育学部卒業 学士(教育学) 

 

 ■経歴・免許等 大阪工業大学工学部卒業 学士(工学) 

 富山大学大学院経済学研究科企業経営専攻  大阪府立大学大学院工学研究科博士前期課 

 修了 修士(経営学)  程修了 修士(工学)、大阪大学大学院情報科 

 (株)富山富士通  学研究科博士後期課程修了 博士(情報科学) 

■専門分野 経営情報学 教育工学  金沢学院大学(基礎教育機構・経営情報学 

田中
た な か

 夕香子
ゆ か こ

 
■研究テーマ 企業と情報教育 情報リテラシー  

春名
は る な

 亮
りょう

 
 部・スポーツ健康学部)講師、准教授 

 ICT 利活用 ICT 人材の育成   金沢学院大学大学院スポーツ健康学研究科 講師、准教授 

准教授 ■担当授業科目 表計算演習 データベース基礎論  准教授 ■専門分野 社会システム工学 
  ビジネスデータ活用演習   ■研究テーマ データサイエンス 

     ■担当授業科目 情報処理概論 コンピュータ概論 
【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①業務で求められる情報リテラシー[高校生]  ①社会のデジタル化による便利な暮らしの仕組み[高校生][一般] 
②DX 社会で求められる情報活用能力について[高校生][一般]  ②データ･サイエンス入門[高校生][一般] 
  ③データを駆使する企業経営[一般] 
   
   

       

 ■経歴・免許等 立教大学経済学部卒業 

 

 ■経歴・免許等 中央大学商学部卒業 

 立教大学大学院経済学研究科博士前期課程  中央大学大学院商学研究科博士前期課程 

 修了 修士(経済学)、立教大学大学院経済  修士（商学） 

 学研究科博士後期課程単位取得退学  中央大学大学院商学研究科博士後期課程 

 国際医療福祉大学 助教、立教大学 助教  博士（経済学） 

藤野
ふ じ の

 裕
ゆたか

 
 四日市大学 講師、明海大学 講師 

井坂
い さ か

 友紀
とものり

 
 全国生命保険労働組合連合会 

 日本農業経営大学校 講師  茨城工業高等専門学校 准教授 

副学科長・准教授 ■専門分野 会計学 経済学 准教授 ■専門分野 経済学史 経済史 
 ■研究テーマ 会計の基礎概念 利子論   ■研究テーマ 古典派経済学と植民地/経済学と自然法学 
 ■担当授業科目 会計学 簿記論   ■担当授業科目 経済学の基礎、現代企業と社会など 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①家計調査から分かる富山県の消費の特徴[高校生][一般]  ①原文で学ぶアダム・スミス『国富論』[一般] 
②「競争」で社会は豊かになるのか？[高校生]  ②社会で働くということ（入門 日本の雇用システム）[高校生] 
③あなたの消費が世界の未来を変える～エシカル消費と SDGｓ～[高校生][一般]    
   
   

       

 ■経歴・免許等 学習院大学法学部卒業 学士(法学) 

 

 ■経歴・免許等 宇都宮大学国際学部卒業 学士(国際学) 

 シンガポール国立大学大学院政治学専攻  放送大学大学院文化科学研究科文化情報科 

 修士(社会科学)  学群修了 修士(学術)、宇都宮大学大学院 

 ㈱北陸銀行、(独)国際協力機構(インドネシ  国際学研究科博士後期課程修了 博士(国 

 ア事務所、東ティモール国援助調整アドバ  際学)、財務省北陸財務局 

山西
やまにし

 宏明
ひろあき

 
 イザー、駒ヶ根青年海外協力隊訓練所) 

長田
な が た

 元
げん

 
■専門分野 国際経済学 地域経済学 

 富山第一高等学校  国際関係論(国際政治経済学) 港湾経済学 

講師 ■専門分野 英語教育 グローバル教育  講師 ■研究テーマ 地域経済の振興や地域の国際化における港 
 ■研究テーマ 英語教育 CLIL グローバル教育    湾の役割 
 ■担当授業科目 総合英語 ビジネス英語   ■担当授業科目 経済学の基礎 日本経済論 
  英語リーディング特講    国際経済論など 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①高校生からはじめるビジネス英語[高校生]  ①「港の役割」私たちの身の回りの物はどこから来るのか？[高校生][一般] 
②英語で学ぶ SDGs[高校生][一般]  ②「地域振興と国際化」日本海側地域の地域振興と対岸諸国との関係[高校生][一般] 
③ビジネス英語基礎[高校生][一般]  ③「鉄道・船舶輸送の可能性」物流を今一度考えてみませんか？[高校生][一般]  
     



 
       
 ■経歴・免許等 富山県立総合衛生学院保健学科卒業   ■経歴・免許等 日本福祉大学社会福祉学部卒業 

 東京福祉大学大学院社会福祉学研究科  日本福祉大学大学院社会福祉学研究科社会 

 社会福祉学専攻博士課程(前期)修了  福祉学専攻修了 修士(社会福祉学) 

 修士(社会福祉学)  (福)高岡市社会福祉協議会 福祉課 

 富山市職員(介護保険課、長寿福祉課、障害  社会福祉士、ボランティアコーディネーション力検定 2 級 

中島
なかじま

 眞由美
ま ゆ み

 
 福祉課、保健所、保健福祉センター等) 

関
せき

 好博
よしひろ

 
 (NPO 法人日本ボランティアコーディネータ 

 保健師、社会福祉士、健康運動指導士  ー協会) 

学科長・教授 ■専門分野 高齢者福祉、障害者福祉 教授 ■専門分野 地域福祉活動 福祉教育 
 ■研究テーマ 多様な介護人材確保   ■研究テーマ ふれあいサロン活動 ボランティア活動 
  介護現場での相談援助、医療的ケア    福祉教育 福祉人材養成教育 
 ■担当授業科目 こころとからだのしくみ 障害者ケア論   ■担当授業科目 障害者福祉論 ボランティア演習 
  医療的ケア など    コミュニケーション技術Ⅰ 地域福祉論など 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①進化・深化する介護の仕事とその魅力[高校生][一般]  ①ほんとに知ってる？ボランティア[高校生] 
②地域共生社会の推進[高校生][一般]  ②相談援助とコミュニケーション技術[高校生] 
③人生 100 年時代をワタシらしく生きる[一般]  ③ふれあいサロンと認知症カフェ[一般] 
   

       

 ■経歴・免許等 日本福祉大学福祉経営学部卒業 学士(福祉経営学)   ■経歴・免許等 筑波大学第一学群自然学類卒業 学位(理学) 

 星槎大学大学院教育学研究科 修士(教育学)  筑波大学 修士(理学) 

 富山県立流杉老人ホーム  筑波大学大学院生物科学研究科博士課程単 

 特別養護老人ホーム三寿苑  位取得退学 

 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア上  筑波大学 博士(学術) 

井上
いのうえ

 理絵
り え

 
 級専門士、保育士、レクリエーションインス 

吉牟田
よ し む た

 裕
ゆたか

 
 筑波大学学術情報処理センター 助手 

 トラクター、タクティールケアセラピスト ■専門分野 福祉介護情報学 

副学科長・教授 ■専門分野 介護福祉学 准教授 ■研究テーマ 介護福祉と情報 
 ■研究テーマ 介護教育 認知症ケア 触れるケア   ■担当授業科目 生活と情報 情報処理演習 福祉ビジネス 
 ■担当授業科目 介護過程 実習指導 介護実習    医療・福祉と ICT など 
  チームワークと多職種連携 など     

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①介護ロボットとコミュニケーション[高校生]  ①福祉ビジネスと ICT[高校生] 
②介護と触れるやさしさ[高校生][一般]  ②シニアのためのデジタルの楽しみ[一般] 
③気持ちが明るくなる認知症ケア[一般]  ③デジタル遺品とデジタル終活[高校生][一般] 
   

       

 ■経歴・免許等 獨協大学経済学部卒業 学士(経済学)   ■経歴・免許等 日本体育大学体育学部卒業 学士(体育) 

 富山大学大学院人文科学研究科修士課程  日本体育大学大学院体育学研究科修了 修 

 修了 修士(文学)  士(体育学)、国際医療福祉大学大学院医療 

 介護福祉経営士 1 級  福祉学研究科単位取得後退学 

 産業カウンセラー  国際医療福祉大学 博士(保健医療学) 

小平
こだいら

 達夫
た つ お

 
 教育カウンセラー 

小椋
お ぐ ら

 一也
か ず や

 
 東京都老人総合研究所、東京医学柔整専門学校 

■専門分野 産業組織心理学 福祉ビジネス  中学校･高等学校保健体育教員免許、介護福祉士  

准教授 ■研究テーマ 外国人ケア労働者のモチベーションと職務満足  准教授 ■専門分野 健康･スポーツ 体育学 
  買い物弱者支援   ■研究テーマ 介護予防運動 身体レクリエーション 
 ■担当授業科目 福祉ビジネス キャリアデザイン演習   ■担当授業科目 健康スポーツ 運動と健康 介護予防論 
  介護事務概論 チームマネジメントの基礎    健康福祉論など 

【講義テーマ例】  【講義テーマ例】 

①多職種連携！医療・介護・福祉の仕事を理解しよう!![高校生]  ①Tomitan 生と一緒にリズム体操で介護予防[高校生] 
②キャリア・職業人生を考える[高校生][一般]  ②えっ、高齢者も体力づくりでハッスル中!![高校生] 
③外国人介護人材について考える-多職種連携から多国籍連携へ-[一般]  ③介護予防に楽しく運動を!![高校生][一般] 
   

 

健康福祉学科 教員紹介 



 

 

2022 年度 富山短期大学 地域・高等学校等出講プログラム申込書 
 

申込書に必要事項を記入の上、富山短期大学地域連携センターに FAX（076-436-0133）にてお申し込みください。 

また、下記事項を明記の上、E-mail（gakusyu@toyama-c.ac.jp）にてお申し込みいただいても結構です。 

 

貴社（団体）名  

貴 校 名 
 

担 当 者 

部 署 ・ 氏 名 

部 署 名  

ふ り が な  

ご 氏 名  

住 所 

〒     － 

 

連 絡 先 

電 話 番 号  （        ）        － 

Ｆ Ａ Ｘ （        ）        － 

Ｅ -ｍａｉｌ ＠ 

出 講 希 望 学 科 

※○で囲んでください 
食物栄養学科 ・ 幼児教育学科 ・ 経営情報学科 ・ 健康福祉学科 

出講希望教員名  

希望するテーマ  

出 講 希 望 日 時 年       月      日      時～ 

参 加 人 数  

出 講 場 所  

目 的 等  

 

 

学校法人 富山国際学園 

富山短期大学 地域連携センター 

〒930-0193 富山県富山市願海寺水口 444 

TEL 076-436-5176 FAX 076-436-0133 

E-mail gakusyu@toyama-c.ac.jp 
 

FAX送信方向 

お問い合わせ・お申し込み 
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