
2016.2/18教授会

学科 学年 組 性別 開催日 ボランティア名
活動
回数

推薦理由 記入者

2015年6月6日 みどり野幼稚園公開講座「おやつ作り」

2015年8月9日 北日本放送「お子さまランチコンテスト」

2015年8月31日 悠久の森「サッと食事診断」

2015年10月25日 富山県「第35回全国豊かな海づくり大会」

2015年11月29日 北日本新聞社「親子料理教室」

2015年6月14日 富山サンダーバーズ　アルペンスタジアム

2015年8月31日 悠久の森「サッと食事診断」

2015年9月19日 滑川市児童館「第20回滑川市児童館まつり」

2015年10月12日 魚津市教育委員会「うおづスポーツレクリエーション祭」

2015年11月29日 北日本新聞社「親子料理教室」

2015年12月26日 富山グラウジーズ　富山県総合体育センター

2015年6月27日 サンフォルテ「サンフォルテフェステバル2015運営補助」

2015年7月4日 みどり野幼稚園「こどもまつり」

2015年8月23日 北日本放送　「24時間テレビ38募金活動」ｉｎファボーレ

2015年10月3日 みどり野幼稚園「運動会」

2015年11月23日 富山市立愛育園「第32回愛育園祭」

2015年4月5日 スペシャルオリンピックス日本・富山【ヤングアスリート】

2015年6月13日 長岡保育所バザー

2015年8月1日 北日本新聞社「第69回納涼花火大会マナー向上活動」

2015年11月1日 富山マラソン実行委員会「富山マラソン2015」

2015年6月27日 サンフォルテ「サンフォルテフェステバル2015運営補助」

2015年8月22日 北日本放送「24時間テレビ38募金活動」

2015年9月12日 特別養護老人ホームあすなろの郷「秋祭り」

2015年10月25日 カターレ富山【vｓガイナーレ鳥取】

2015年11月1日 富山マラソン実行委員会「富山マラソン2015」

2015年6月28日 赤十字血液センター　マリエ献血ルーム

2015年7月11日・12日 「北陸三県私立短期大学体育大会」運営補助

2015年8月22日 北日本放送「24時間テレビ38募金活動」

2015年8月24日 北日本放送「24時間テレビ38貨幣選別作業」ｉｎKNB本社

2015年11月1日 富山マラソン実行委員会「富山マラソン2015」

2015年4月18日 富山グラウジーズ　富山市総合体育館

2015年4月19日 富山グラウジーズ　富山市総合体育館

2015年7月19日 スペシャルオリンピックス日本・富山【バスケットボール・滑川会場】

2015年8月1日 北日本新聞社「第69回納涼花火大会マナー向上活動」

2015年11月1日 富山マラソン実行委員会「富山マラソン2015」

2015年4月19日 赤十字血液センター　マリエ献血ルーム

2015年5月17日 第15回 富山県障害者スポーツ大会（陸上競技会）

2015年6月20日 特別養護老人ホーム大江苑【福祉学科ＧＰ健康体操班】

2015年6月27日 サンフォルテ「サンフォルテフェステバル2015運営補助」

2015年7月11日 富山県呉羽青少年自然の家『夏の集い』

2015年7月19日 スペシャルオリンピックス日本・富山【ボウリング】

2015年8月22日 北日本放送「24時間テレビ38募金活動」

2015年9月12日 特別養護老人ホームあすなろの郷「秋祭り」

2015年10月25日 富山県『第35回全国豊かな海づくり大会』

2015年11月1日 富山マラソン実行委員会「富山マラソン2015」

2015年11月8日 「介護の日」inとやま実行委員会「介護の日記念イベント」

2015年5月17日 第15回 富山県障害者スポーツ大会（陸上競技会）

2015年6月13日 特別養護老人ホーム梨雲苑【福祉学科GP】

2015年9月18日 富山短期大学公開講座「八尾ふらっと館『介護と上手に付き合うために』」

2015年10月3日 特別養護老人ホーム喜寿苑「喜寿苑祭」

H27年度ボランティア賞一覧

　活動実績11回は、入学以来毎月少なくとも1回以
上の活動を実施していることになり、回数の点でも
特筆に値する。また、活動内容においても、障害
者スポーツ大会、マリエ献血ルーム、富山マラソン
2015、施設における納涼祭、介護の日記念イベン
トの参加、福祉学科ＧＰ健康体操班活動など非常
に多岐にわたっている。
　今年度は富山県において、「全国豊かな海づくり
大会」や初めての富山マラソンなど、県民挙げて
の大行事も行われた。その活動をとおして、人間
的にも大きく成長する機会を得られたことと確信す
る。

西井 啓子

高木 尚紘

飯田 聡

　学科の学びに関連した活動を中心に、数多くの
ボランティアに参加した。熱心に誠実な態度で活
動に取り組む姿は、他の規範となる。活動後のレ
ポートの書き込みも速やかに行われており内容も
充実していることから、ボランティア賞に推薦しま
す。

　本年度6月から11月にかけて「みどり野幼稚園公開
講座」「北日本放送　お子さまランチコンテスト」「悠久
の森　サッと食事診断」「富山県　第35回全国豊かな
海づくり大会」「北日本新聞社　親子料理教室」に参加
した。また学内の行事にも積極的に参加し、1年生後
期からはクラス委員も務めている。非常に活発かつ自
発性に富んでおり、他のみんなの模範になる学生で
あるためボランティア賞に推薦致します。

樋口 康彦

　富山市ファミリーパークでの「サッと食事診断」や
北日本新聞主催の「親子料理教室」など食物栄養
学科の学習内容に関連した活動を中心に5回のボ
ランティア活動に積極的に参加していた。この回
数は食物栄養学科1年生の中では最多タイの記
録であった。また、当該学生は日頃の学習態度も
良好で次年度以降についても積極的にボランティ
ア活動に参加していくと見られる。以上の事からボ
ランティア賞に推薦いたします。

　学科の学びに関連した活動を中心に、数多くの
ボランティアに参加した。熱心に誠実な態度で活
動に取り組む姿は、他の規範となる。活動後のレ
ポートの書き込みも速やかに行われており内容も
充実していることから、昨年に引き続きボランティ
ア賞に推薦します。

木元 清明

　就職活動や研究活動などに追われる2年生に
あって、４回の活動実績を残している点は、他の
学生と比較しても評価に値するものである。福祉
学科GP活動は勿論、1年次に経験した障害者ス
ポーツ大会にも自主的に参加し、また、就職活動
の一環として施設の園祭にも積極的に参加した。

　以上3名は、富山マラソン2015ボランティア活動
などに積極的に参加し、各人とも５回の参加実績
をあげました。
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1 6 女性平澤 真奈
ひらさわ　　まな　　　

吉岡 斗槻
よしおか　とき　　
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池上 友理
いけがみ 　ゆり　　

関口 祐子
せきぐち 　ゆうこ　　

川田 実輝
　かわた　みき　　

氏名

堀 まどか
ほり　　　　　　　　　　

髙橋 佑奈
たかはし　ゆうな　　

濵 美奈代
はま　　みなよ　　

田坂 春香
たさか　 はるか
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氏名

2015年4月24日 富山サンダーバーズ　桃山野球場

2015年5月4日 富山サンダーバーズ　小矢部野球場

2015年5月30日 赤十字血液センター　マリエ献血ルーム

2015年6月13日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・高岡会場】

2015年6月27日 赤十字血液センター　マリエ献血ルーム

2015年6月28日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・富山会場】

2015年7月11日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・高岡会場】

2015年7月18日 社会福祉法人とやま虹の会「第22回納涼祭」

2015年7月20日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・高岡会場】

2015年7月26日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・富山会場】

2015年8月1日 魚津市本江保育園『夏祭り』

2015年8月10日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・富山会場】

2015年8月15日 赤十字血液センター　マリエ献血ルーム

2015年8月22日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・高岡会場】

2015年8月29日 みしま野苑一穂「納涼祭」

2015年8月30日 特別養護老人ホーム梨雲苑・梨雲苑ゆうゆう「夏まつり」

2015年9月5日 老人保健施設白雲荘「運動会」

2015年10月4日 グループホームあっとほ～む砺波「敬老会」

2015年10月4日 日本盲導犬総合センター街頭募金・盲導犬ユーザーサポート

2015年10月11日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・富山会場】

2015年11月7日 八尾老人保健施設 風の庭 「文化祭」

2015年11月22日 グリーンツーリズムとやま『 共同菜園の電気柵撤去 』 in 魚津市黒谷

2015年11月28日 スペシャルオリンピックス日本・富山【卓球・富山会場】
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大森 聡

　小林さんは、専攻科２年時にサンダーバーズの
試合、献血、スペシャルオリンピックスおよび福祉
施設等におけるサポートスタッフとして合計２３回
ボランティア活動に参加しました。２３回という参加
回数は食物栄養学科、専攻科の中でも群を抜い
て多く、また参加したボランティアの種類の多さも
他に類を見ません。
　上記推薦理由により小林さんを富山短期大学ボ
ランティア賞に推薦します。

女性 232 10 小林 沙耶
　こばやし　さや　
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