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地域連携活動年報第 3号の発刊にあたって

富山短期大学長　宮　田　伸　朗

大学の社会的使命は、教育と研究にあります。知識基盤社会の今日では、教育と研究の成果

を地域社会に還元し、地域課題の解決のために地域と連携・協働していくこと、さらには人口

減少の中で、魅力ある地域づくり「地方創生」への貢献が求められています。

とりわけ地方短大は、大半が県内進学・県内就職の女子学生で、しかも保育と幼児教育・健

康と栄養・福祉と介護・地域企業など人々の生涯にわたる幸福（人生保障）を支える人材を養

成していることから、地方創生の切り札とも言えます。

本学の地域貢献活動は、富山女子短期大学時代の昭和 44 年、教養科家政コースの「夏季家政

講座」に始まり、その後 50 有余年、今日まで県・市町村や関係機関と連携した多様なプログラ

ムを展開してきました。また、平成 19 年には文科省の学生支援プログラムに採択され、ICTを

活用した特色ある「ボランティア・地域活動センター」を設置して、学生の地域活動と学びを

支援してきました。

平成 25 年には、公開講座部門と地域活動支援部門を統合して「地域連携センター」を設置し、

大学における教育と研究に次ぐ第三の柱である地域貢献活動の拠点として、精力的な活動を展

開してきました。さらに富山国際大学とともに、富山市、高岡市、南砺市との包括連携協定の

締結をはじめ、大学コンソーシアム富山の構成メンバーとして、「知（地）の拠点事業COC+」

の連携校として県・市町村や経済界との連携にも取り組んでいます。

本学では、多くの教員が県・市町村や関係諸団体の委員として、また現場の実践・活動の支

援者・共同研究者として、積極的に地域貢献活動に取り組んでおり、地域社会との連携・協働

は、大学における教育の充実と研究の深化にとっても、実に貴重な刺激となっています。また、

5割近い学生がボランティア活動への参加を通して、地域に学び、地域に育ち、人間の幅を広げ

る貴重な体験を得ています。

第 3号となるこの年報は、こうした本学の地域連携活動の1年間の取り組みを集約したもので

す。ご協力いただきました県・市町村はじめ関係者の皆さま方への感謝の念、本学教職員の不

断の努力と学生の皆さんの積極的なチャレンジに思いを致しつつ、この小冊子が今後の活動の

一層の充実・発展に繋がるものと確信しています。
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Ⅰ　教　員　紹　介





田淵　英一
専攻科長・教授

経 歴 富山医科薬科大学医学部医学科卒業
富山医科薬科大学大学院医学研究科博士
課程修了　博士（医学）
科学技術庁新技術事業団研究員
フランス国立科学研究所研究員
富山医科薬科大学医学部助教授

専 門 分 野 脳神経科学　脳機能解析学
研究テーマ 栄養・作業・運動療法による認知症治療

発芽玄米摂取によるアレルギー治療
担当授業科目 臨床医学　解剖生理学　外国語文献購読

など

堀田　裕史
教授

経 歴 東京大学工学部物理工学科卒業
東京大学工学系研究科修士課程修了
東京大学工学系研究科博士課程単位取得
満期退学
修士（工学）
富山短期大学商経学科
富山国際大学地域学部環境情報ビジネス学科

専 門 分 野 情報処理
研究テーマ 栄養情報処理
担当授業科目 情報処理演習　献立作成実習　情報処理

特論など

樋口　康彦
講師

経 歴 関西大学社会学部社会学科卒業
関西大学社会学研究科修了　修士（社会学）
関西大学社会学研究科博士後期課程単位
取得満期退学
富山国際大学講師

専 門 分 野 教育社会心理学
研究テーマ 人間の動機づけについて

心理的要因が食行動に与える影響など
担当授業科目 教育心理学　教育相談　コミュニケー

ション論など

髙木　尚紘
講師

経 歴 兵庫大学健康科学部卒業
武庫川女子大学大学院生活環境学研究科
食物栄養学専攻博士後期課程修了　博士

（食物栄養学）
専 門 分 野 栄養教育　スポーツ栄養
研究テーマ 栄養摂取と不定愁訴、SOCとの関連
担当授業科目 栄養指導論　栄養指導論実習　献立作成

実習など

角田　香澄
講師

経 歴 中京女子大学健康科学部健康栄養学科卒業
中京女子大学大学院健康科学研究科修了
修士（健康科学）
国立長寿医療研究センター流動研究員
鹿児島純心女子大学看護栄養学部健康栄
養学科助手

専 門 分 野 衛生学
研究テーマ カビ毒、キノン化合物のミトコンドリア毒性

周産期のメンタルヘルスと栄養の関連性
担当授業科目 食品衛生学　公衆衛生学など

藤田　恭輔
講師

経 歴 富山大学薬学部卒業
富山大学大学院医薬薬学教育部修了
博士（薬学）　薬剤師
富山大学和漢医薬学総合研究所助教

専 門 分 野 生化学
研究テーマ 脂質代謝に対する食品の影響

がん悪液質と食品成分
担当授業科目 栄養学総論　生化学など

竹内　弘幸
学科長・教授

経 歴 静岡大学卒業
静岡大学大学院修了
日清オイリオグループ株式会社
博士（農学）

専 門 分 野 食品栄養学　脂質栄養学
研究テーマ 脂肪酸の栄養　ホタルイカの健康機能
担当授業科目 食品学総論　食品学各論　食品加工学な

ど

深井　康子
教務部長・教授

経 歴 日本女子大家政学部食物学科卒業
日本女子大学大学院家政学研究科修了
富山県立大学大学院工学研究科博士後期
課程単位取得満期退学　博士（工学）

専 門 分 野 調理科学　食文化
研究テーマ 「伝え継ぐ　日本の家庭料理」富山県の調査

有色素米ペーストを活用した食品の開発
担当授業科目 調理学　調理学実習　調理学特論など

稗苗智恵子
教授

経 歴 女子栄養短期大学食物栄養科卒業
愛媛大学大学院修了　修士（農学）
富山県職員（富山県立中央病院、保健所
等）

専 門 分 野 臨床栄養学
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
担当授業科目 臨床栄養学　臨床栄養学特論　公衆栄養

学特論など

山岸　博美
講師

経 歴 名古屋女子大学家政学部食物栄養学科卒業
岐阜女子大学大学院文化創造研究科（通信教育課
程）初等教育学専攻修了　修士（文学・教育学）
富山県学校栄養職員
富山県教育委員会指導主事

専 門 分 野 食育　学校給食管理と食の指導
研究テーマ 各ライフステージと食育

（健康維持・増進のための食事）
担当授業科目 応用栄養学　食生活論　教師論など

大森　　聡
講師

経 歴 川崎医療福祉大学大学院医療技術学専攻
修了　修士（臨床栄養学）

専 門 分 野 給食管理　臨床栄養学
研究テーマ 食物の摂取と食後血糖上昇抑制
担当授業科目 給食管理（実習）　献立作成実習など

中根　一恵
講師

経 歴 名古屋女子大学家政学部食物栄養学科卒業
愛知県臨時的任用栄養職員
中部大学応用生物学部食品栄養科学科管
理栄養科学専攻助手

専 門 分 野 調理科学
研究テーマ 富山県の家庭料理の調査
担当授業科目 調理学実習　調理学実験　給食管理実習

など

1　食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
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望月　健一
教授

経 歴 関西学院大学大学院博士後期課程単位取得
富山女子短期大学文学科英文専攻
富山国際大学国際教養学部外国語専攻

専 門 分 野 英米文学　英語教育
研究テーマ イギリス　ロマン主義　ＥＳＰ
担当授業科目 英語　外国語文献講読

梅本　恵
地域連携センター長・教授

経 歴 大阪市立大学文学部卒業
武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科
修了　修士（臨床教育学）
関西学院大学大学院教育学研究科博士後
期課程単位取得満期退学

専 門 分 野 乳幼児教育学
研究テーマ 保育内容と方法　幼児期のジェンダー
担当授業科目 保育内容総論　保育内容（言葉）　保育・

教職実践演習など

難波　純子
准教授

経 歴 園田学園女子大学人間健康学部幼児教育
学科卒業
兵庫教育大学大学院学校教育研究科修了 
修士（学校教育学）
幼稚園教諭、保育士

専 門 分 野 保育・幼児教育、幼児の音楽表現
研究テーマ 保育内容（表現）　幼児の表現活動
担当授業科目 音楽　保育内容（音楽表現）　教育実習な

ど

大森　宏一
准教授

経 歴 国際武道大学卒業
佛教大学大学院修了　修士（教育学）

専 門 分 野 教育学　体育学
研究テーマ 主体的学習　運動遊び　健康
担当授業科目 体育実技　体育講義　保育内容（健康）な

ど

明柴　聰史
講師

経 歴 聖和大学教育学部卒業
関西学院大学大学院教育学研究科修了修
士（教育学）

専 門 分 野 幼児教育学
研究テーマ 社会的養護　児童家庭福祉　人財育成
担当授業科目 児童家庭福祉　社会的養護　保育相談支

援　など

高木　三郎
学科長・教授

経 歴 筑波大学人間学類教育学専攻卒業
富山県立学校教員
富山県立保育専門学院副院長
富山県立福岡高等学校長
立山博物館長

専 門 分 野 日本教育史
研究テーマ 人間形成における環境の意義
担当授業科目 教育原理　教育方法論など

石動　瑞代
みどり野幼稚園園長・教授

経 歴 お茶の水女子大学家政学部児童学科卒業
日本大学大学院総合社会情報研究科人間
科学専攻修了　修士（人間科学）
児童相談所・県立保育士養成施設
社会福祉士、保育士、幼稚園教諭

専 門 分 野 保育学
研究テーマ 乳児保育　保育者の専門性　保護者支援
担当授業科目 保育原理　乳児保育　家庭支援論など

中山　里美
准教授・副学科長

経 歴 女子美術大学芸術学部卒業
富山県立学校教員

専 門 分 野 美術・造形
研究テーマ 造形表現（ミクストメディアによる表現に

ついて）
担当授業科目 保育内容（造形表現）　図画工作　保育実

習指導

山川賀世子
准教授

経 歴 聖心女子大学大学院博士後期課程単位取
得満期退学　博士（心理学）　臨床心理士

専 門 分 野 発達心理学　教育心理学　臨床心理学
研究テーマ 幼児・児童期の愛着　子どもへの共食の

影響
担当授業科目 保育の心理学など

松居紀久子
准教授

経 歴 富山市立看護専門学校卒業
富山医科薬科大学附属病院
介護労働安定センター非常勤講師
富山短期大学非常勤講師

専 門 分 野 健康　福祉
研究テーマ 子どもの健康　教育分野のICT活用

担当授業科目 子どもの保健・演習　実習指導など

2　幼児教育学科
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木元　清明
学科長・教授

経 歴 関西学院大学商学部卒業
関西学院大学大学院商学研究科博士前期
課程修了
修士（経営学）
パナソニック株式会社

専 門 分 野 経営学　マーケティング
研究テーマ 企業の国際化
担当授業科目 経営学の基礎　現代企業と社会

大﨑　佑一
教授

経 歴 千葉工業大学卒業
富山大学大学院工学研究科修士課程修了

専 門 分 野 教育工学　知識工学
研究テーマ グラフ理論を用いたプログラミング教育

の指導方法についての研究
担当授業科目 データベース基礎論　表計算演習　ウェ

ブデザイン論

坂井　一貴
准教授

経 歴 新潟大学理学部数学科卒業
新潟大学大学院自然科学研究科
博士前期課程数理科学専攻修了
新潟大学大学院自然科学研究科
博士後期課程情報理工学専攻修了 博士（理学）

専 門 分 野 非線形解析学　統計学　情報学
研究テーマ IR（Institutional Research）とその活

用
担当授業科目 情報処理概論　コンピュータ概論

ウェブデザイン基礎演習
ウェブプログラミング演習

加納　輝尚
准教授

経 歴 京都府立大学農学部農業経営学科卒業
大阪学院大学大学院商学研究科修了

専 門 分 野 会計学　税務会計
研究テーマ 中小企業会計　ＣＦＳ
担当授業科目 会計学　簿記論　簿記演習　管理会計

東野　善男
准教授

経 歴 同志社大学商学部卒業
日本福祉大学大学院国際社会開発研究科
修士課程修了　修士（開発学）

専 門 分 野 図書館全般
研究テーマ 司書資格とキャリアデザイン　図書館と

まちづくり
担当授業科目 図書館概論、図書館制度・経営論

大門　信吾
教授

経 歴 東海大学体育学部卒業
富山県体育協会
富山女子短期大学助教授
富山国際大学助教授

専 門 分 野 体育測定評価
研究テーマ 身体活動量の測定評価
担当授業科目 運動と健康　健康スポーツ

三上　雅弘
教授

経 歴 上智大学外国語学部卒業
米 コ ロ ン ビ ア 大 学 大 学 院 修 了　 修 士

（TESOL）
専 門 分 野 英語教育
研究テーマ 英語教授法
担当授業科目 総合英語　ビジネス英語

小西　孝史
准教授

経 歴 新潟大学大学院自然科学研究科
博士前期課程修了
新潟大学大学院自然科学研究科
博士後期課程修了　博士（工学）
新潟大学災害復興科学センター　特任助教

専 門 分 野 知能情報学　認知科学　福祉工学
研究テーマ マルチエージェント　複雑系

GPS　GIS
担当授業科目 情報システム論　ネットワーク論

高木　綾子
准教授

経 歴 玉川大学教育学部卒業
（株）富山テレビ放送　（株）中部日本放送
（株）チューリップテレビ　（株）北日本放
送　報道記者・アナウンサー

専 門 分 野 キ ャ リ ア デ ザ イ ン　 ビ ジ ネ ス マ ナ ー　
サービス接遇　秘書学

研究テーマ 人的資源管理　キャリアデザイン　秘書
学

担当授業科目 キャリアデザイン　キャリア形成支援　
表現コミュニケーション技法

森井泉　仁
准教授

経 歴 富山大学理学部物理学科卒業　学士（理学）
日立マクセル（株）
立山科学工業（株）

専 門 分 野 ビジネス総論　エネルギー（電力、電池、
EV）

研究テーマ “徳育”と物理的運動法則の融合
担当授業科目 ビジネス実務演習　現代社会と新聞

インターンシップ

3　経営情報学科
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関　好博
学科長・教授

経 歴 日本福祉大学社会福祉学部卒業 
日本福祉大学大学院　社会福祉学研究科　
社会福祉学専攻（通信教育課程）修了
修士（社会福祉学）

（福）高岡市社会福祉協議会　福祉課
専 門 分 野 地域福祉　ボランティア活動
研究テーマ ふれあいサロン活動、認知症カフェなど
担当授業科目 社会保障論　ボランティア演習　地域福

祉論など

立島　真
学生部長・教授

経 歴 中京大学体育学部卒業
富山女子短期大学助教授

専 門 分 野 体育学　測定評価
研究テーマ 短大生の運動と身体状況
担当授業科目 健康スポーツ　運動と健康　総合的研究

など

吉牟田　裕
准教授

経 歴 筑波大学学術情報処理センター助手
専 門 分 野 福祉介護情報学
研究テーマ 介護福祉と情報
担当授業科目 生活と情報　情報処理演習　福祉ビジネ

ス　医療・福祉とICTなど

小平　達夫
准教授

経 歴 獨協大学経済学部卒業
介護福祉経営士1級
キャリアコンサルタント
産業カウンセラー
教育カウンセラー

専 門 分 野 福祉ビジネス
研究テーマ 買い物弱者支援、介護外国人技能実習生
担当授業科目 福祉ビジネス、現代社会と福祉、キャリ

アデザイン演習、医療秘書実務、富山型
福祉特別講義など

西井　啓子
教授

経 歴 日本看護協会看護研修学校看護教員養成
課程卒業
富山赤十字病院
富山赤十字看護専門学校

専 門 分 野 介護福祉学（医療と介護）
研究テーマ 外国人介護職員の現状
担当授業科目 発達と老化の理解　医学一般　医療的ケ

ア

石橋　郁子
教授

経 歴 厚生連高岡看護専門学校卒業
厚生連高岡病院
東京福祉大学卒業　学士（社会福祉学）

専 門 分 野 介護福祉学　コミュ二ケーション
研究テーマ 家族福祉と介護　介護実習指導
担当授業科目 介護過程　生活支援技術　コミュ二ケー

ション技術

井上　理絵
准教授

経 歴 日本福祉大学福祉経営学部医療・福祉マネ
ジメント学科卒業

専 門 分 野 介護福祉学
研究テーマ 認知症ケア　介護技術　介護実習指導
担当授業科目 介護福祉論　認知症ケア論　生活支援技

術　介護過程　実習指導など

4　福祉学科
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Ⅱ　教員の地域貢献





学長
教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

宮田　伸朗

富山県子育て支援・少子化対策県民会議・委員 富山県

富山県福祉人材確保対策会議・会長 富山県

富山県社会福祉審議会・副会長 富山県

富山県障害者施策推進協議会・会長 富山県

富山県障害者自立支援協議会・会長 富山県

人生100年時代人づくり構想会議・委員 富山県

女性の活躍推進委員会・委員 富山県

富山県いじめ防止対策推進委員会・委員長 富山県教育委員会

富山市まち・ひと・しごと総合戦略会議・会長 富山市

富山市社会福祉審議会・児童福祉・地域福祉専門分科会長 富山市

富山市子ども・子育て会議・会長 富山市

富山市地域包括支援センター運営協議会・会長 富山市

高岡市総合計画審議会・総括部会長 高岡市

高岡市福祉のまちづくり推進委員会・会長 高岡市

高岡市共創のまちづくり推進委員会・会長 高岡市

これからの高岡の教育を考える懇談会・座長 高岡市教育委員会

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

竹内　弘幸 富山県衛生研究所・研究評価外部委員 富山県

田淵　英一 「富山やくぜん」認定委員会・委員長 富山市

深井　康子

富山県消費者協会・副会長 富山県

富山県食育推進会議・委員 富山県

食のとやまブランド推進委員会・委員 富山県

富山県卸売市場審議会・委員 富山県

富山県環境審議会・委員 富山県

富山県大規模小売店舗立地審議会・委員 富山県

富山県ジビエ研究会・委員 富山県

富山県生涯学習審議会・委員 富山県教育委員会

富山県民生涯学習カレッジ運営会議・委員 富山県教育委員会

富山市市民学習センター運営協議会・委員 富山市教育委員会

富山県産米粉用米粉拡大推進会議・議長 富山県食品産業協会

１　県・市町村の委員会・審議会等の委員
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教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

深井　康子

富山県民生涯学習カレッジ高岡地区センター運営会議・議長 富山県教育委員会

高岡市食育推進会議・議長 高岡市

砺波市食育推進会議・議長 砺波市

稗苗智恵子
富山市健康プラン21推進委員会・委員 富山市

魚津市食育推進委員会・委員 魚津市

山岸　博美
氷見市学校給食センター整備検討委員会・委員 氷見市

富山県高岡厚生センター管内食育推進連絡会・委員 富山県

藤田　恭輔 「富山やくぜん」認定委員会・委員 富山市

幼児教育学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

石動　瑞代

富山市社会福祉審議会（児童福祉専門分科会）・委員 富山市

「富山市健康プラン」推進委員会・委員 富山市

高岡市子ども子育て会議・副委員長 高岡市

高岡市まちづくり推進委員会・オブザーバー 高岡市

経営情報学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

大﨑　佑一 富山県教育委員会学校・評議員 富山県

高木　綾子 富山県立小杉高等学校・評議員 富山県立小杉高等学校

福祉学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員 依　頼　元

関　　好博

協働事業補助金検討会・委員 富山県

高岡市地域密着型サービス事業者選定委員会・委員 高岡市

「がんばる介護事業所表彰」雇用環境部門検討委員会・委員 富山県

西井　啓子

富山県障害者介護給付費等不服審査会・委員 富山県

富山県介護保険審査会・委員 富山県

富山県後期高齢者医療審査会・委員 富山県

「がんばる介護事業所表彰」要介護度維持改善部門検討会・委員 富山県

学力評価委員会・問題作成担当委員 （公財）日本介護福祉士養成施設協会

立島　　真
ねんりんピック富山2018・実行委員 富山県

ねんりんピック富山2018・黒部市実行委員 黒部市

石橋　郁子 平成30年度居宅ケアプラン指導事業・指導助言 射水市

井上　理絵 富山市介護認定審査会・委員 富山市

小平　達夫 富山県立高岡西高等学校・評議員 富山県立高岡西高校
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学長
教　員　名 委員会・審議会等の委員

宮田　伸朗

富山県社会福祉総合センター・理事

富山県県民福祉推進会議・委員

富山県福祉カレッジ運営委員会・委員

富山県健康・福祉人材センター運営委員会・委員

富山県福祉サービス運営適正化委員会・委員長

富山市生活支援体制整備推進会議・会長

日本介護福祉士養成施設協会東海北陸ブロック・副会長

介護福祉士養成施設協会東海北陸地区外国人留学生支援推進委員会・委員

富山県介護福祉士養成校協会・会長

（学）未来高岡・評議員

（福）富山市社会福祉事業団・理事

（福）高岡市身体障害者福祉会・理事

（福）新川老人福祉会・評議員

（福）慶寿会・理事

富山県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会・委員長

富山ファーストバンク社会福祉基金運営委員会・委員長

飴久晴富山社会福祉支援基金運営委員会・委員長

（一財）全国大学実務教育協会・評議員

呉羽懇話会・幹事

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 委員会・審議会等の委員

竹内　弘幸

日本栄養改善学会・評議員

第66回日本栄養改善学会学術総会・会長

日本栄養・食糧学会・代議員

田淵　英一

富山大学医学部同窓会・会長

富山医科薬科大学医学部同窓会誌･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

富山国際大学倫理委員会・委員

富山国際学園付属高等学校・学校医

ねんりんピック富山2018　厚生労働省行政情報発信コーナー　脳トレ体験コーナー監修

２　県・市町村以外の団体の委員会・審議会等の委員
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教　員　名 委員会・審議会等の委員

 深井　康子

富山県食肉惣菜創作発表会2018富山県大会・審査委員

特定非営利法人日本咀嚼学会・評議員

日本伝統食品研究会・幹事

日本調理科学会特別研究「次世代に継ぐ　日本の家庭料理」・富山県編集責任者

日本調理科学会東海北陸支部・役員

稗苗智恵子

富山県医師会「とやま在宅協議会」・委員

富山県公衆栄養研究会・相談役

（公社）富山県薬剤師会倫理審査委員会・委員

髙木　尚紘 富山県栄養士会・研究教育事業部長・理事

大森　　聡
富山県栄養士会・広報部・副部長

富山県栄養士会・研究教育事業・理事

藤田　恭輔 第66回日本栄養改善学会学術総会・学術委員

幼児教育学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員

大森　宏一
北陸体育学会・理事

全国体育連盟北陸支部・委員

梅本　　恵 （福）富山YMCA福祉会・評議員

明柴　聰史 2019年度全国保育士養成協議会中部ブロックセミナー・実行委員

経営情報学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員

大門　信吾
富山県体操協会・理事

射水市体操協会・副会長

坂井　一貴
（一社）富山県経営者協会・経営企画・IT委員会 IT・インフラ部会・委員

松本大学松商短期大学部 AP外部評価委員会・委員

高木　綾子
富山地方労働審議会・委員

富山県インターンシップ推進協議会・運営委員

東野　善男 （公財）図書館振興財団　専門書・学術書選書委員会・選書委員

森井泉　仁
大学コンソーシアム富山産学官金ネットワーク会議・委員

富山県インターンシップ推進協議会・運営部会員

福祉学科
教　員　名 委員会・審議会等の委員

関　　好博
（福）高岡市社会福祉協議会・監事

（福）富山県社協福祉カレッジ・カリキュラム検討委員
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教　員　名 委員会・審議会等の委員

関　　好博

（福）富山県社協ボランティアセンター・運営委員長

（福）富山県社協健康・福祉人材センター・運営委員

（福）富山県社協福祉教育サポーター推進委員会・委員

富山県老人福祉施設協議会・研究レポート審査委員

立島　　真

北信越ソフトバレーボール連盟・副会長

富山県バレーボール協会・副会長

富山県ソフトバレーボール連盟・会長

井上　理絵
介護福祉士試験・委員

介護の日フェスティバルinとやま・実行委員

小平　達夫
富山県インターンシップ推進協議会・運営委員

富山県介護福祉士養成校協会・事務局員

学長
教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

宮田　伸朗

シンポジスト「地方短期大学における学び･育ちと地域人材育成」 全国大学実務教育協会

講演「富山県民福祉基本計画と民生委員児童委員活動」 富山県社会福祉協議会

講演「事例から考える苦情対応」 富山県国民健康保険団体連合会

講演「地域で共に生きる」 南砺市南山見地区社会福祉協議会

講演「保育・幼児教育・子育て支援の課題」 真宗保育会

講話「女短-トミタン-国際学園 in 呉羽」 呉羽懇話会

講演「高岡の福祉を辿る」 高岡フラワーライオンズクラブ

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

竹内　弘幸

生活習慣病にならないために 富山市保健所

ホタルイカの健康機能に関する研究 富山県農林水産総合技術センター

富山湾産のホタルイカの価値向上に関する研究 富山第一銀行奨学財団

油の栄養　－話題の健康オイルと腸内環境－ 富山地区生涯学習団体協議会

現代社会をいきるための栄養学　進化栄養学と発酵食品について （公社）富山県鍼灸マッサージ師会

発酵食品の健康パワー （公財）高岡市民文化振興事業団

食と栄養　－脂質と脂肪酸を中心に－ 興和創薬株式会社

３　講演会・研修会・特別授業等の講師
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教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

田淵　英一

富山市民大学講座｢楽しい脳トレーニング｣（10回） 富山市民大学

専門的実践講座｢いきいき脳トレリーダー養成講座｣（7回） 富山県社会福祉協議会・富山県いき
いき長寿大学

脳トレリーダー養成講座（5回） 小矢部市社会福祉協議会

脳トレクラブ交流会 富山県社会福祉協議会・富山県いき
いき長寿大学

おもしろ脳トレーニング 高岡市古府公民館

平成30年度脳トレ研修会 脳トレ立山・立山町社会福祉協議会

ボケないための脳トレーニングと脳の話 開館35周年記念金岡邸活性化事業

脳のしくみと頭を柔らかくする脳トレーニング 北陸銀行健康保険組合げんきーぷ21

認知症予防のための脳トレーニング 北日本新聞とやま健康・福祉・介護
フェア2018

効率のよい記憶のトレーニング方法、脳のしくみ、脳トレーニング 小矢部大谷校下地区社協連絡会

楽しく脳を鍛えましょう！！ 砺波厚生センター小矢部支所

アウトメディアで脳（能）力アップ！ 大沢野中学校

脳の機能と脳トレで元気いきいき 大山保健福祉センター

深井　康子

富山市民大学「健康生活の知恵」コース　2回
　①日本が誇れる和食文化
　②「富山の家庭料理」出版から見た健康生活の知恵

富山市市民学習センター

「食と環境」特別授業　3回
　①災害時における食生活支援
　②次世代に伝えたい　富山の食文化
　③災害時の食事～調理実習～

富山県立富山いずみ高校

平成30年度南砺市市民大学「人と自然・文化」
　「次世代に伝えたい　富山の食文化」 南砺市

富山市調理員研修会
「スキムミルクの特性、スキムミルクを使用した調理実習」 富山市役所

平成30度食生活改善推進連絡協議会リーダー研修会
健康づくり保健栄養教室　「栄養・調理の基礎知識」 富山市保健所

平成30年度給食施設関係職員研修会
「食事をおいしくする減塩の工夫」 砺波市厚生センター

平成30年度特定給食施設等関係者研修会
「和食を支えるだし文化 ～次世代に継ぐ　日本の家庭料理～」 中部厚生センター

高岡市学校給食のつどい
「子どもの意欲を育てる人と共に食べること」 高岡市学校給食会

親子料理教室 アルビス㈱・北日本新聞社

富山県食品表示ウォッチャー委嘱式・挨拶 富山県消費者協会

米粉を使った料理教室 富山県食品産業協会

富山県消費者協会研修会「食材を丸ごと使い切ろう」 富山県消費者協会

稗苗智恵子

～世代ごとの食事ポイント～　生活習慣病と栄養について （一社）富山県薬業連合会

バランスのとれた食事でがん予防 富山県新川厚生センター

60歳代からの食生活 富山市保健所栄養教室

妊娠期から授乳期における栄養について （一社）富山県助産師会

個人・家庭・地域で挑戦！　食で健康なカラダづくり 富山市保健所八尾地域ぐるみ健康づ
くり交流会

食事と健康寿命のお話し 立山町健康づくりボランティア

山岸　博美
望ましい食習慣の育成について 富山県高等学校定時制学校給食研究

会

これからの食育～ライフステージ別の食生活と食育～ 富山市保健所
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教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

山岸　博美

富山県子どもホットサロンネットワーク交流会調理実習 富山県厚生部子ども支援課

親子クッキング（夏野菜を使って）（2回） 南砺市保育士会

子育て家族応援講座（地元の食材を使った調理実習） 氷見市社会福祉協議会

食べるチカラは生きるチカラ 砺波市立出町中学校PTA

調理体験交流会 とやま農業未来カレッジ

保育士等キャリアアップ研修（食育・食物アレルギー） 富山市認定子ども園協議会

大森　　聡

健康長寿～地域で健康に暮らす～ 富山県民生涯学習カレッジ

基本研修　対象者の把握食品構成（演習） 富山県栄養士会

西条地区避難所運営実地訓練　食料物資班　栄養・食事について 高岡市

角田　香澄
衛生管理・感染対策 （公社）富山県栄養士会

朝ごはんをモグモグ食べて、朝から元気な中央っ子を目指そう！ 上市町立上市中央小学校

藤田　恭輔 生活習慣とがん予防 富山市保健所

幼児教育学科
教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

高木　三郎 立山と富山の子どもたち 全日本私立幼稚園連合会東海北陸地
区会

石動　瑞代

保育士等キャリアアップ研修（乳児保育）「乳児保育の環境」 富山県民間保育連盟

「乳幼児期の発達と学びを支える保育環境とは」（2回） 高岡市保育士会主任部会

「0，1歳児の発達につながる環境」（2回） 南砺市保育士会

孫育て講座「子育ち・子育てを支える祖父母力」 富山市子育て支援センター

富山県保育研究大会第二分科会「保育者の資質向上を図る－保育者同士
が学びあう園内研修」助言者 富山県保育連絡協議会

朝日町保育士会公開保育研修講師 朝日町保育士会

黒部市保育士会全体研修会講師 黒部市こども支援課

保育中堅研修乳児保育コース４「乳児の発達に応じた保育」 石川県社会福祉協議会

富山県保育士会委託研究助言者 射水市保育士会

射水市保育士会保育部会研修講師（年間４回） 射水市保育士会

園内研修講師（４園、計8回） （福）射水万葉会

梅本　　恵

『保育所保育指針』の改定と保育実践で大切にしたいこと 入善町保育士会

保育に生きる記録について 射水市幼稚園教育研究会

『保育所保育指針』の改定と保育実践 黒部市子ども支援課

遊びの充実を支える環境構成 高岡市保育士会

『保育所保育指針』の改定と大事にしたいこと 富山市

遊びの充実と環境構成 朝日町保育士会

多様性の尊重が生み出す豊かな学びの世界 小矢部市民生部こども課

富山県保育士会公開保育研究会　講評 富山県保育士会
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教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

梅本　　恵

小矢部市保育研究会公開保育　講師（3回） 小矢部市・小矢部市保育研究会

入善町保育士会公開保育　講師（４回） 入善町保育士会

射水市保育士会保育研究部会　講師（5回） 射水市保育士会

富山県保育士会委託研究全体研修会　講師 黒部市こども支援課

園内研修講師（４園、計8回） （福）射水万葉会

保育環境を考える　園内研修会　講師（４回） （福）若葉福祉会 若葉保育園

改定『保育所保育指針』を理解する （福）若葉福祉会 若葉保育園

中山　里美
作ってわくわく！おもちゃ作り入門 富山県高等学校家庭クラブ連盟

見えないものを描く 富山市立幼稚園教育研究会

難波　純子

園内研修講師（４園、計8回） （福）射水万葉会

射水市保育士会保育研究部会講師（5回） 射水市保育士会

高岡市保育士会3歳児部会研修会講師
「3歳児の生活から生まれる音楽的表現の展開―遊びの中で育ちゆく過程―」 高岡市保育士会

富山市保育士研修会
「遊びや生活の中で育む感性と表現―表現する過程を楽しむ保育とは―」 富山市こども家庭部こども支援課

山川賀世子

児童福祉司任用資格講習会
児童心理学 富山市

放課後児童支援員認定資格研修会
子どもの発達理解 富山県

子育て支援員研修会
子どもの発達理解と児童期の生活と発達 富山県

松居紀久子

らくらく介護技術講座 富山県社会福祉協議会

子育て支援研修 富山県社会福祉協議会

ホームヘルパー技術向上研修 富山県社会福祉協議会

高齢者体験学習 富山県立となみ東支援学校

福祉特別講座 富山県立となみ野高等学校

明柴　聰史

大阪府保育士等キャリアアップ研修「マネジメント」（3回） （公財）総合健康推進財団

四日市市保育士等キャリアアップ研修「マネジメント」 （公財）総合健康推進財団

津市保育士等キャリアアップ研修「マネジメント」 （公財）総合健康推進財団

堺市保育士・保育教諭等キャリアアップ研修
「保護者支援・子育て支援」 （公財）総合健康推進財団

堺市保育士・保育教諭等キャリアアップ研修「マネジメント」 （公財）総合健康推進財団

大阪府保育士等キャリアアップ研修「マネジメント」 （福）キリスト教ミード社会舘

保護者向け講演「子育て・子育ち、 共に育ちあういのち」 （学）晴雲幼稚園

職員研修「みんなが主役の園づくり」 （福）八松園福祉会

経営情報学科
教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

高木　綾子
専門技術者特別講師招聘事業「ビジネスマナー研修」 富山県立滑川高等学校

ビジネスマナー講座 富山県立富山高等支援学校

12



教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

高木　綾子

施設内研修「コミュニケーション研修」 特別養護老人ホームおらはうす宇奈
月

キャリア形成支援ビジネスマナー研修 高岡法科大学

新川老人福祉会職員研修会 （福）新川老人福祉会

マナーセンスアップ教室 富山県立高岡南高等学校

コミュニケーション研修 射水市商工会女性部

南原繁シンポジウム・コーディネーター 南原繁先生来県百周年記念顕彰会

社会人直前マナー研修 富山県立氷見高等学校

東野　善男
最近の図書館事情 富山県立図書館

様々な図書館を見てみよう 富山国際大学付属高校

福祉学科
教　員　名 演　　　　　　　　　　　題 依　頼　元

関　　好博

施設でのボランティア活動やボランティア体験学習を次につなぐために 富山県デイサービスセンター協議会

ボランティアサポーターの役割 砺波市社会福祉協議会

地域との連携で進める認知症支援 七尾市民生委員児童委員協議会

生活支援体制整備事業　市町村等担当者意見交換会　講師 富山県高齢福祉課

職員研究発表会　講師 特別養護老人ホーム梨雲苑

射水市ボランティア推進校連絡会　講師 射水市社会福祉協議会

児童厚生員等研修会　講師 富山県児童館連絡協議会

富山型デイサービス職員研修会　講師 富山県社協　福祉カレッジ

「見守り活動」「訪問活動」って何ですか 新庄校下自治振興会

射水市ボランティアサポーター研修会　講師 射水市社会福祉協議会

本当に知ってる？コミュニケーション技術 滑川市中央公民館

ボランティア入門！もっと知ることで、もっといい活動になる 富山県立となみ野高校

ボランティア活動の質を高めるコミュニケーション技法 富山県立南砺福光高校

福祉現場で使えるコミュニケーション技術 富山県立南砺福光高校

自主性・主体性・能動性を変えるコミュニケーション 富山県立南砺福光高校

立島　　真 平均寿命と健康寿命 富山県立雄峰高校

石橋　郁子

「老い……そして老いらしさ」 富山市医師会看護専門学校

コミュ二ケーションの基礎について基礎的な技法を理解する 富山県立福野高校福祉科

初任者研修　障害の理解　認知症の理解 富山県立中央農業高校

井上　理絵
平成30年度射水市施設ケアプラン指導 射水市

平成30年度介護実習指導者養成講習会 富山県介護福祉士会

小平　達夫 キャリア・職業人生を考える 小矢部市立津沢中学校
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食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 期　　間

田淵　英一

栄養・作業・運動の複合的治療法による認知症治療効果の検
討

ケアセンター笑美寿・ケア
センター笑美寿東 継続研究

脳トレリーダーの養成および脳トレの普及活動 富山県社会福祉協議会 継続研究

深井　康子 「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」富山県の家庭料理

日本調理科学会、社団法人
農山漁村文化協会・中根一
恵・稗苗智恵子・守田律子

（元本学教授）・原田澄子（本
学名誉教授）

平 成30年４月 ～ 平
成31年3月

深井　康子

北日本新聞社「とやま食文化」魅力再発見キャンペーン
とやま幸の食卓　①一汁三菜、②副菜　③汁物　④主菜　⑤
主食
5回シリーズの料理協力　新聞掲載

アルビス㈱・北日本新聞社 平成30年10月～平
成31年3月

「さばフィーユ寿司」料理監修で北陸地区アルビスで販売 アルビス㈱・北日本新聞社 平成31年2月～3月

米粉を使った料理教室 富山県食品産業協会・SS製
粉 平成31年2月23日

親子料理教室 アルビス㈱・北日本新聞社 平成31年3月16日

深井　康子
稗苗智恵子
中根　一恵

「日本の食事　富山の家庭料理」出版 日本調理科学会 平 成30年４月 ～ 平
成31年3月

稗苗智恵子
「ねんりんピック」お弁当考案 ねんりんピック

食事と健康寿命のお話し 高岡市生涯学習センター連
携講座

髙木　尚紘 富山中部ボーイズ食育講座 富山中部ボーイズ 平 成30年４月 ～ 平
成31年3月

角田　香澄
山岸　博美 平成30年度こども食堂充実強化業務 富山県厚生部子ども支援課 平成30年6月1日～

平成31年3月31日

山岸　博美 富山県保育士会南砺市委託研究　講師 南砺市保育士会 平成27年４月～31
年3月

幼児教育学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 期　　間

山川賀世子 富山県保育士会南砺市委託研究　講師 南砺市保育士会 平成27年４月～31
年3月

経営情報学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 期　　間

東野　善男 参考業務の事例研究 富山地区参考業務研究会 平成30年４月～平
成31年3月31日

福祉学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 期　　間

小平　達夫 ベトナム人介護技能実習生のための教育プログラムの作成 社会医療法人愛仁会グルー
プ

平成30年11月～平
成31年3月

４　地域との連携事業・共同研究等

14



食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 派遣人数

田淵　英一 特別研究「栄養・作業・運動の複合的治療法による認知症
治療効果の検討」

ケアセンター笑美寿・ケア
センター笑美寿東 5名

深井　康子

越中とやま食の王国フェスタ2018 ～秋の陣～「薬膳かる
かん」の料理実演

越中とやま食の王国フェス
タ実行委員会 6名

越中とやま食の王国フェスタ2018 ～秋の陣～「豚肉の昆
布〆ロール巻き」の料理実演

越中とやま食の王国フェス
タ実行委員会 ４名

稗苗智恵子
食事・栄養サット診断 高岡市農業フェア 5名

「ねんりんピック」お弁当考察 ねんりんピック 2名

山岸　博美 子どもの食相談及び食育指導 悠久の森 1名

幼児教育学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 派遣人数

中山　里美

富山とやま元気ワールド　絵本ランド2017 富山会場（ファボーレ）富山
新聞社 5名

幼児創作活動ワークショップ アートハウスおやべ 18名

学園祭inなんと 南 砺 市 地 域 包 括 ケ ア セ ン
ター ４名

難波　純子

とやま元気ワールド・絵本ランド2018 富山会場（ファボーレ）富山
新聞社 7名

こどものための音楽会 アイザック小杉文化ホール
ラポール 73名

うれしい1年生のつどい 富山会場（富山県民会館）北
日本新聞社 ４1名

新入園児のつどい 富山県民会館　北日本新聞
社 20名

明柴　聰史

富山学園行事ボランティア（学園祭、生活発表会、お餅つ
き大会） 富山県立富山学園 5名

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
ク研究助成事業　「障害児（者）施設で働く保育士の専門性」

富山県内の児童発達支援セ
ンター、障害児入所施設、
障害者支援施設

17名

経営情報学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 派遣人数

東野　善男
ユネスコ古本市　with トミタンのほんだな 第17回旧北陸道アートin小

杉 12名

ポスターセッション 図書館総合展 2名

福祉学科
教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 派遣人数

石橋　郁子

福祉学科ＧＰ活動・ライフスペース（認知症カフェにおけ
る活動） 射水市大江苑 ４名

福祉学科ＧＰ活動・ライフスペース（グループホームにお
ける活動） このゆびとーまれ茶屋 6名

福祉学科ＧＰ活動・ライフスペース（デイサービスにおけ
る活動） エスポワール小杉 6名

井上　理絵

介護の日フェスティバルinとやま グランドプラザ 6名

福祉学科ＧＰ活動・ハンドケア班 あしたねの森 15名

福祉学科ＧＰ活動・ハンドケア班 太閤の杜 5名

５　学科等からのフィールドワーク・イベント等への学生の派遣
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教　員　名 連携事業・共同研究名 連携事業者・共同研究者 派遣人数

井上　理絵 福祉学科ＧＰ活動・ハンドケア班 エスポワールこすぎ ４名

小平　達夫
障害者スポーツ大会　ボランティア 富山県陸上競技場 32名

福祉学科GP活動・健康体操班 七美ことぶき苑 8名

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教　員　名 内　　　　　　　　容 依頼元 日　　程 対象学年

田淵　英一 栄養士・管理栄養士とは＋食育脳トレ 富山県立水橋高校 12月5日（水） 2年生

稗苗智恵子

健全な食生活を送るには 富山県立高岡高校 11月8日（木） 2年生

～世代ごとの食事ポイント～おいしく食べて健康に 富山県立富山いず
み高校 12月17日（月） 2年生

～世代ごとの食事ポイント～おいしく食べて健康に 富山県立上市高校 1月23日（水） 1年生

大森　　聡

栄養士ってどんな仕事？ 富山県立滑川高等
学校 7月2日（月） 1、2年生

3年生希望者

食べ方の違いによっておこる身体の変化 龍谷富山高校 3月8日（金） 1年生

食べ方の違いによっておこる身体の変化 富山県立雄山高校 3月13日（水） 1年生

中根　一恵
味覚について 富山県立雄峰高校 9月18日（火） 2年生

米の種類と調理 富山県立南砺福光
高校 3月19日（火） 1年生

藤田　恭輔 食べたものの運命 富山県立泊高校 3月20日（水） 1年生

幼児教育学科
教　員　名 内　　　　　　　　容 依頼元 日　　程 対象学年

高木　三郎
幼稚園・こども園・保育所ってどんなところ？ 富山県立石動高校 7月5日（木） 1、2、3年生

幼稚園・こども園・保育所ってどんなところ？ 富山県立富山いず
み高校 12月17日（月） 2年生

石動　瑞代 乳幼児期の学び 富山県立新湊高校 6月12日（火） 3年生

梅本　　恵 子どもの発達と言葉遊び 富山県立南砺福光
高校 3月19日（火） 1年生

中山　里美
福祉講座 富山県立高岡西高

校 6月19日（火） 2、3年生

つくってあそぼう！ 富山県立雄峰高校 9月18日（火） 2年生

難波　純子
幼稚園・こども園・保育所ってどんなところ？ 富山県立滑川高等

学校 7月2日（月） 1、2年生
3年生希望者

幼稚園・こども園・保育所ってどんなところ？ 富山県立八尾高校 12月18日（火） 1、2年生

明柴　聰史 保育士になるには－人間性と専門性－ 富山県立雄山高校 3月13日（水） 1年生

６　高校への出張授業等
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経営情報学科
教　員　名 内　　　　　　　　容 依頼元 日　　程 対象学年

坂井　一貴 統計データから客観的な事実を読み取る 富山県立高岡商業
高校 12月6日（木） 1年生

加納　輝尚 販売・営業・サービスの仕事とは？ 富山県立志貴野高
校 9月1４日（金） 1年生

森井泉　仁

経理・事務の役割 富山県立新川みど
り野高校 9月13日（木） 1 ～3年生

販売・営業・サービスの仕事 富山県立高岡商業
高校 12月6日（木） 1年生

経済・経営 石川県立金沢中央
高校 2月15日（金） 2 ～４年生

事務・営業・販売の仕事 富山県立小矢部園
芸高校 2月26日（火） 1、2年生

事務・営業・販売の仕事 富山県立雄山高校 3月13日（水） 1年生

経済・経営 富山県立泊高校 3月20日（水） 1年生

福祉学科
教　員　名 内　　　　　　　　容 依頼元 日　　程 対象学年

関　　好博
ほんとに知ってる？ボランティア 高岡向陵高校 1月15日（火） 3年生

福祉専門職に求められるコミュニケーション技術 龍谷富山高校 3月8日（金） 1年生

西井　啓子

ユニバーサルデザインと福祉の仕事 富山県立南砺平高
校 6月18日（月） 1、2年生

見えないことで気づく感覚の世界 富山県立雄峰高校 12月3日（月） 1、2年生

見えないことで気づく感覚の世界 富山県立雄峰高校 12月6日（木） 1、2年生

立島　　真 平均寿命と健康寿命 富山県立雄峰高校 11月16日（金） 1、2年生

石橋　郁子

対人援助のコミュニケーション技術 星槎国際富山学習
センター 6月29日（金） 2、3年生

これからの介護と福祉 富山県立となみ野
高校 1月18日（金） 1、2年生

対人援助のコミュニケーション技術 高岡向陵高校 1月28日（月） 2年生

吉牟田　裕 医療・福祉とICT 富山県立雄峰高校 2月20日（水） 1年生

井上　理絵

車いすマスターをめざそう！ 富山県立雄峰高校 10月26日（月） 1、2年生

認知症って何？ 富山県立雄峰高校 11月13日（火） 1、2年生

コミュニケーションとロボット 高岡龍谷高校 12月5日（水） 1年生

車いすマスターをめざそう！ 富山県立雄峰高校 12月４、7、1４、17日 1 ～４年生

社会福祉基礎 富山県立上市高校 1月28、29日 2年生

介護ロボットとコミュニケーション 富山県立氷見高校 3月19日（火） 1年生

小平　達夫

福祉ビジネスについて考えよう！ 富山県立新川みど
り野高校 9月13日（木） 1 ～3年生

福祉ビジネスについて考えよう！ 富山県立上市高校 1月23日（水） 1年生

多職種連携！医療・介護・福祉のお仕事を理解しよ
う!! 富山県立氷見高校 3月20日（水） 2年生
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富山国際大学付属高校　高大連携授業
教　員　名 内　　　　　　　　容 依頼元 日　　程 対象学年
深井　康子
食物栄養学科 伝えたい、富山の和食文化

富山国際大学付属
高校 12月10日（月） 2年生

梅本　　恵
幼児教育学科 遊びと環境構成

大𥔎　佑一
経営情報学科 Webデザインの世界を学ぼう

東野　善男
経営情報学科 様々な図書館を見てみよう

井上　理絵
福祉学科 介護の専門性と触れる優しさ

「とれたてワイド朝生」内での「教えてティーチャー」コーナー
2018 年 7 ～ 12 月　第 2・４ の隔週水曜 10:50 ～　約 5 分間生出演

放送日 出演教員 テーマ

1 7月11日（水） 福祉学科　関　好博　教授 社会保障制度のなかの介護福祉士の役割と介護の仕事の魅力に
ついて

2 7月25日（水） 専攻科食物栄養専攻　田淵　英一　教授 専攻科の特徴：面白い授業を目指して

3 8月8日（水） 福祉学科　井上　理絵　准教授 命を輝かせる仕事・介護福祉士を育てるための授業紹介

４ 8月22日（水） 幼児教育学科　梅本　恵　教授 幼児教育で大事なこと

5 9月12日（水） 福祉学科　小平　達夫　准教授 福祉ビジネスについて

6 9月26日（水） 食物栄養学科　深井　康子　教授 富山の食文化の魅力

7 10月10日（水） 経営情報学科　高木　綾子　准教授 人間力を高める授業“アクティブ・ラーニング”

8 10月2４日（水） 幼児教育学科　高木　三郎　教授 幼児教育学科の教養科目「基礎演習」について

9 11月1４日（水） 経営情報学科　木元　清明　教授 トミタン経営情報学科ではこんなことが学べる

10 11月28日（水） 食物栄養学科　竹内　弘幸　教授 トランス脂肪酸について

11 12月12日（水） 幼児教育学科　石動　瑞代　教授 子どもの姿に学ぶ保育

12 12月26日（水） 経営情報学科　加納　輝尚　准教授 会計学の魅力

７　KNBラジオ出演
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教　員　名 活 　 動 　 内 　 容

中山　里美
第2４回立山町美術展審査員

第30回読書感想画中央コンクール富山県審査員（高校の部）

関　　好博 富山県社会福祉協議会　発行「福祉とやま」3回連載「福祉教育について」

立島　　真

平成30年度ソフトバレー北信越総合フェスティバル石川大会副会長

第27回富山県民スポーツ・レクリェーション祭競技役員

2018ソフトバレーのつどいinやまだ大会会長

平成30年度ソフトバレー北信越ファミリー・キッズ＆一般フェスティバル長野大会副会長

2018ソフトバレーのつどいinとやま大会会長

第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会富山県予選会大会役員

2019スノーバレーフェスティバルinやまだ大会会長

８　そ　　の　　他
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Ⅲ　大学の地域貢献





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」 受講者数

講 演 1
講 師
講 演 2
講 師
日 時
会 場

食物アレルギーについて ―栄養士さんに知ってほしいイマドキの考え方―
富山大学附属病院　小児科医師　伊藤 靖典 氏
食物アレルギー　食育の視点から
管理栄養士　医学博　本多 京子 氏
平成30年度9月29日（土）13:10 ～16:00
富山短期大学 F館2階

210名

幼児教育学科
第46回幼児教育研究会 受講者数

研究主題
講 演
講 師
ワークショップ
講 師
日 時
会 場

乳幼児期に育みたい力と保育者の役割
乳幼児期におけるアタッチメントと非認知的な心の発達
東京大学大学院教育学研究科　教授　遠藤 利彦 氏
遊びとコミュニケーション
振付家・ワークショップ講師　ストウ ミキコ 氏
2018年6月2日（土）　10:00 ～16:00
富山短期大学E館他

210名

福祉学科
福祉・介護フォーラム 受講者数

テ ー マ
日 時
会 場
講 師

地域で支える認知症ケア
平成30年10月6日（土）13:00 ～16:00
富山県総合福祉会館サンシップとやま　1階　福祉ホール
埼玉県　医療法人社団　翠会　和光病院　院長　今井 幸充 氏

122名

第23回　楽しい福祉セミナー 受講者数

演 題
日 時
会 場
講 師

想像してみよう、福祉の学びが拓くあなたの将来
平成30年5月27日（日）10:30 ～12:00
大学コンソーシアム富山　研修室2
特別養護老人ホーム　志貴野長生寮　施設長　長濱  敏 氏
知的障害者支援施設　いみず苑生活支援員　藪下  萌 氏（17期生）
成和病院　事務職員　　和田 瑞希 氏（21期生）
富山短期大学　福祉学科准教授　小平 達夫
富山短期大学　福祉学科准教授　井上 理絵

17名

第22回　介護福祉リカレントセミナー 受講者数

演 題
日 時
会 場
講 師

「ストレスとの向き合い方～健康で幸せに働くために～」
平成31年2月22日（金）13:00 ～16:00
富山短期大学 D206
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

13名

1　学科・専攻科主催の講演会・研究会等
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教員免許状更新講習会（選択領域）
講座名 開講日 講師名 受講者数

子どもの遊びと表現活動 平成30年 8 月 ４ 日（土）
難波　純子（富山短期大学准教授）

96名
梅本　　恵（富山短期大学教授）

子どもを取り巻く状況と教育課程及び指導法 平成30年 9 月 1 日（土）

石動　瑞代（富山短期大学教授）

111名
松居紀久子（富山短期大学准教授）

山川賀世子（富山短期大学准教授）

高木　三郎（富山短期大学教授）

幼児の表現活動 平成30年 9 月 8 日（土）
大森　宏一（富山短期大学准教授）

95名
中山　里美（富山短期大学准教授）

幼稚園教諭免許状特例講座
講座名 開講日 講師名 受講者数

幼児理解 平成30年 6 月30日（土）
平成30年 7 月 1 日（土）

山川賀世子（富山短期大学准教授）
27名

河﨑　美香（富山国際大学准教授）

教職の意義等
平成30年 7 月 7 日（土）
平成30年 7 月 8 日（日）
平成30年 7 月21日（土）
平成30年 7 月22日（日）

明柴　聡史（富山短期大学講師）
30名

辻井　満雄（富山国際大学教授）

教職に関する制度的・社会的事項
（日本国憲法を含む）

平成30年 8 月19日（日）
平成30年 8 月26日（日）
平成30年 9 月 8 日（土）
平成30年 9 月 9 日（日）

仲井　文之（富山国際大学教授）

29名

彼谷　　環（富山国際大学教授）

村上　　満（富山国際大学教授）

竹田　好美（富山国際大学講師）

奥田　秀巳（富山国際大学講師）

教育課程論 平成30年10月27日（土）
平成30年11月 3 日（土）

石動　瑞代（富山短期大学教授）
26名

瀬戸　　健（富山国際大学教授）

保育内容の指導法 平成30年10月28日（日）
平成30年11月 ４ 日（日）

石倉　卓子（富山国際大学准教授）
26名

梅本　　恵（富山短期大学教授）

教育の方法及び技術 平成30年12月15日（土）
平成30年12月16日（日）

高木　三郎（富山短期大学教授）
25名

瀬戸　　健（富山国際大学教授）

2　教員免許状更新講習会・介護福祉士実務者研修等
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介護福祉士実務者研修（通信課程）

【前期】入校日：平成 30 年 7 月 1 日　修了日：平成 30 年 12 月 31 日
【後期】入校日：平成 30 年 12 月 1 日　修了日：令 和 元 年 5 月 31 日

コース名 スクーリング内容 スクーリング会場 会場施設 実施日 受講者数

前　　期

1．介護過程Ⅲ

新川会場 新川ヴィーラ

10月29日
11月 5 日
11月12日
11月19日
11月26日

2

富山会場 にながわ光風苑

10月30日
11月 6 日
11月13日
11月20日
11月27日

6

高岡会場 志貴野長生寮

10月31日
11月 7 日
11月1４日
11月21日
11月28日

４

砺波会場 富山国際学園
南砺サテライト

11月 2 日
11月 9 日
11月16日
11月23日
11月30日

４

2．医療的ケア演習

新川会場
富山会場 福祉学科Ｄ106室 12月 ４ 日

12月 6 日 10

高岡会場
砺波会場 福祉学科Ｄ106室 12月 5 日

12月 7 日 6

後　　期

1．介護過程Ⅲ

新川会場 新川ヴィーラ

3 月18日
3 月25日
４ 月 8 日
４ 月15日
４ 月22日

2

富山会場 にながわ光風苑

3 月19日
3 月26日
４ 月 9 日
４ 月16日
４ 月23日

４

高岡会場 志貴野長生寮

４ 月17日
４ 月2４日
5 月 1 日
5 月15日
5 月22日

2

砺波会場 富山国際学園
南砺サテライト 0

2．医療的ケア演習
新川会場
富山会場
高岡会場

福祉学科Ｄ106室 5 月 8 日
5 月10日 8

※前期コースで介護過程Ⅲと医療的ケア演習で履修者人数が合わないのは、免除科目による。
※後期コースの実施年は2019年である。（予定である）
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Ⅳ　地域連携センター事業





＜トミタンボランティアパスポート＞

学科・学年 全学生数（名） 参加人数（名） 参加率（％） 学科平均（％） 延人数（名）

食物栄養
1年 76 ４7 61.8

４1.6
159

2年 8４ 18 21.４ 22

専攻科
食物栄養専攻

1年 15 0 0.0
10.7

0

2年 1４ 3 21.４ 3

幼児教育
1年 86 75 87.2

59.0
187

2年 81 25 30.9 ４6

経営情報
1年 123 8４ 68.3

４1.1
161

2年 115 16 13.9 35

福　　祉
1年 29 29 100.0

90.0
127

2年 35 28 80.0 37

全学生数、平均参加率 ※658 ※325 ４8.5 ４8.5 ※777

※全学生数には、休学、退学者数は含まれていません。
※参加人数・延人数には、休学退学者の活動は含まれていません。

１　学生のボランティア活動参加実績
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NO. 依頼月日
依　　　頼　　　先

活　動　内　容 参加件数
（件）

参加人数
（人）事　　業　　名 市町村名

1 ４.5月
10 ～3月 富山グラウジーズ 富山市 アリーナ設営・撤収・チケットの

もぎり等 2４ 108

2 通年 マリエ献血ルーム 富山市 献血者への接遇等 11 11

3 6 ～8月 富山サンダーバーズ 高岡市 試合・運営スタッフ 7 18

４ ４.7月
12.1月

富山市手をつなぐ育成会
みんなの青年の会 富山市 新入会員歓迎バーベキュー大会等

での活動補助 ４ 23

5 6.7.8月 富山県民共生センター　サンフォルテ 富山市 サンフォルテフェステバル2018運
営補助等 3 17

6 6.10.1月 南砺市 南砺市 学園祭ｉｎなんと運営、なんと未
来ミーティング 3 1４

7 8.9.12月 富山型デイサービス　ふらっと 射水市 クリスマス＆もちつき会のお手伝
い等 3 9

8 6.7月 グループホームこちどり 富山市 行事の手伝い、利用者さんとの交
流 3 8

9 7.8.2.3月 立山町 立山町 立山町サポーター ４ 5

10 8月 北日本放送 富山市 お子さまランチコンテスト、2４時
間テレビ募金活動 2 25

11 11.3月 北日本新聞社 富山市 親子料理教室調理補助 2 20

12 6.11月 富山湾海岸をきれいにする会 富山市 海岸清掃 2 7

13 11.2月 富山県呉羽青少年自然の家 富山市 小学生合宿の活動サポート 2 ４

1４ 5月 滑川市児童館 滑川市 行事イベント補助、レクリエー
ション企画など 2 2

15 5.11月 小規模共生ホームひらすま 高岡市 ひらすま感謝祭の手伝い、利用者
の付き添い 2 2

16 10月28日 富山マラソン実行委員会 富山市 富山マラソン2018　ランナーサー
ビス 1 91

17 5月20日 富山県障害者スポーツ協会 富山市 富山県障害者スポーツ大会 選手誘
導など 1 39

18 8月28 ～30日 アートハウスおやべ 小矢部市 創作ワークショップでの幼児サ
ポート 1 16

19 2月2日 魚津通級指導教室交流会 魚津市 なかよし交流会小学生のサポート 1 5

20 7月21日 障害者支援施設　志貴野ホーム 高岡市 納涼まつり補助 1 2

依頼件数　４35件　　内参加件数・人数　総計 188 777

他、富山県、富山県警察本部、スペシャルオリンピックス日本・富山、みどり野幼稚園、県内福祉施設、保育園など

２　主なボランティア活動先

NO.6　南砺市　なんと学園祭製作コーナー NO.8　グループホームこちどり　行事の手伝い、利用者さんとの交流

NO.11　北日本新聞社　親子料理教室 調理補助 NO.16　富山マラソン実行委員会　ランナーサービス
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NO. 公　開　日 開　催　日 題　　　　　　　　　名 活　動　先

1 ４月9日 ４月5日 富山短期大学ボランティア講座を開催しました －

2 ４月10日 ４月6.9日 Webボランティア手帳説明会を開催しました －

3 6月5日 5月29日 総務委員ボランティア研修会を開催しました －

４ 6月11日 5月26日 ボランティア日記 ～農業サポーター in高岡市柴野～ グリーンツーリズムとやま

5 6月12日 6月2.3日 ボランティア日記 ～富山サンダーバーズホームゲーム運営補
助～

（株）富山サンダーバーズ
ベースボールクラブ

6 6月19日 5月27日 ボランティア日記 ～親子自然体験のサポート ～ 市民活動サポートセンター
とやま

7 6月28日 6月10日 ボランティア日記 ～富山湾海岸清掃～ 富山湾海岸をきれいにする
活動の会

8 7月18日 7月6日 ボランティア日記 ～高岡市立北部保育園「縁日ごっこ」の手伝
い～ 高岡市立北部保育園

9 7月2４日 7月1４日 ボランティア日記 ～サンフォルテわくわくジュニアセミナー
の手伝い～

富山県民共生センター サン
フォルテ

10 7月31日 7月21日 ボランティア日記 ～志貴野ホーム 夏まつり の手伝い～ 志貴野ホーム（高岡市）

11 8月16日 7月28日 ボランティア日記 ～こども支援センター夏祭りの手伝い～ 富山県リハビリテーション
病院・こども支援センター

12 8月20日 7月28日 ボランティア日記 ～グループホームこちどり～ グループホームこちどり（富
山市）

13 8月21日 7月28日 ボランティア日記 ～立山町大学生地域サポーター～ 立山町

1４ 8月31日 8月４日 なんと未来ミーティングのファシリテーターを務めました 南砺市

15 9月7日 8月18日 ボランティア日記 ～立山町大学生地域サポーター～ 立山町

16 9月10日 8月2４日 ボランティア日記 ～富山県立富山学園 夏祭りの手伝い～ 富山県立富山学園

17 9月11日 8月28 ～30日 ボランティア日記～幼児アートワークショップの手伝い～ アートハウスおやべ

18 9月18日 8月5日 ボランティア日記 ～「バローお子さまランチコンテスト」調理
サポート～

北日本放送主催　短大調理
室

19 10月3日 8月26日 ファミリーパーク悠久の森で栄養相談を行いました 富山市ファミリーパーク

20 10月11日 10月6日 「富山国際大学・富山短期大学 学園祭 in なんと」を開催しまし
た！ 南砺市・富山国際学園

21 10月18日 10月1４日 【ボランティア日記】ねんりんピッククリーンアップ運動 ねんりんピック2018実行委
員会

22 10月17日 － 富山県警察　大学生安全ボランティアとして活動しています 富山県警察本部

23 10月22日 10月28日 富山マラソン2018　9４名がフィニッシュランナーをサポートし
ます！ 富山マラソン実行委員会

2４ 11月2日 10月28日 ボランティア日記～富山マラソンランナーサービス～ 富山マラソン実行委員会

25 11月13日 11月3.４日 ねんりんピック富山2018 ボランティアとして参加しました ねんりんピック2018実行委
員会

26 11月1４日 11月7日 地域連携センターが富山市社会福祉協議会 会長表彰を受けま
した －

27 1月28日 1月22日 2018年度 ボランティア活動実践報告会を開催しました －

３　2018トミタン・ブログ　ボランティア日記
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富山短期大学
日　　時 テーマ・講師・内容 受講者数

11月3日（土）
13:30 ～16:30

Microsoft Wordで作る年賀状
小西 孝史　経営情報学科准教授
Wordを使った年賀状の作成方法を説明します。年賀状作成用の特別なソフトがなくても
Wordがあれば大丈夫。ワードだけで簡単に年賀状が作れます。

9名

12月1日（土）
9:30 ～12:00

健康寿命を延ばす食事
山岸 博美　食物栄養学科講師
健康寿命を延ばすために、バランスの良い食事は大切です。今回は「まごたちくにわ（は）やさ
しい」をキーワードに、おいしくて体に良い食事を実習します。比較的簡単に作ることができ
ますので、男性も歓迎いたします。

17名

南砺市大学サテライト
日　　時 テ ー マ ・ 講 師 ・ 内 容 受講者数

8月17日（金）
13:30 ～1４:４0

会社の良し悪しを見抜く財務分析
加納 輝尚　経営情報学科准教授
会社の良し悪しを見抜く一つの手法が財務分析です。講座では、その基本的な使い方につい
て、実践例を使って説明します。

8名

8月17日（金）
1４:50 ～16:00

司書による図書館サービスとは何か
東野 善男　経営情報学科准教授
図書館で司書によるサービスを利用したことがあるでしょうか。一度使ってみたくなるような
サービスについて、各地の事例を基に紹介します。 

7名

9月1４日（金）
13:30 ～1４:４0

ビジネス最前線を新聞で読み解く
森井泉 仁　経営情報学科准教授
毎朝届く新聞をただ漫然と読んでいませんか。新聞からビジネスの最前線を読み解くコツを、
具体例を挙げて紹介します。

7名

9月1４日（金）
1４:50 ～16:00

FinTech，AI，IoT　新たな情報活用と社会変化
坂井 一貴　経営情報学科准教授
情報を活用した新たな技術やサービスが次々と世の中に提供されはじめました。それらについ
ての具体的な事例や今後の社会変化の方向性などを紹介します。

7名

10月12日（金）
13:30 ～1４:４0

健康寿命を考える①
立島 真　福祉学科教授
自立した日常生活を営むことを目指し、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上等によ
る、健康寿命の延伸について考えます。

5名

10月12日（金）
1４:50 ～16:00

健康寿命を考える②
立島 真　福祉学科教授
健康寿命を延ばすための、椅子に座って行える「ストレッチ」や、無理なく出来る簡単な「筋ト
レ」を紹介します。

5名

11月9日（金）
13:30 ～1４:４0

介護福祉とICT
吉牟田 裕　福祉学科准教授
ICT（情報通信技術）が介護福祉分野で人と人のコミュニケーションを支援しています。介護
福祉を支援するICTを紹介します。

7名

11月9日（金）
1４:50 ～16:00

デジタル遺品
吉牟田 裕　福祉学科准教授
パソコンやインターネット内に残るデジカメ写真などの「デジタル遺品」。その残し方、受け取
り方について考えます。

7名

４　2018年度富山短期大学公開講座
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富山短期大学付属みどり野幼稚園
日　　時 テーマ・講師・内容 受講者数

6月23日（土）
9:30 ～11:30

親子でふれ合い歌あそび
難波 純子　幼児教育学科准教授
親子でできる簡単なふれ合い歌あそびや手あそびを楽しみましょう。

50名

9月18日（火）
9:30 ～11:30

家族で作って伝える、ほっこりおやつ
深井 康子　食物栄養学科教授
家族で子どもがすこやかに育つように願いながら、食卓を囲んでほっこりと心がほぐれる「日
本と世界の郷土に伝わるおやつ」を一緒に作ってみましょう。

17名

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
日　　時 テーマ・講師・内容 受講者数

6月9日（土）
9:30 ～11:00

親子で楽しむ造形
中山 里美　幼児教育学科准教授
素材の感触、形や色の変化を楽しみながら造形活動に取り組みます。親子でわくわく・・・か
らだと心を開放し、想像力を働かせ、コミュニケーションを深めながらの製作です。

65名

2月15日（金）
9:30 ～11:00

親子の運動遊び
大森　宏一　幼児教育学科准教授
親子で運動遊びを体験します。さまざまな運動遊びをおこなって親子でたくさんからだを動か
します。

77名

滑川市福寿大学
日　　時 テーマ・講師・内容 受講者数

5月25日（金）
13:30 ～1４:４0

本当に知ってる？コミュニケーション技術
関 好博　福祉学科教授
意外と気がつかない変なしゃべり癖や、もしかすると相手を不快にさせかねない言葉づかいな
ど、知っていたほうが絶対に得する知識を身につけ、楽しい会話を心がけましょう！

7４名

6月8日（金）
13:30 ～1４:４0

栄養を正しく理解する
大森 聡　食物栄養学科講師
近年、食生活の乱れによる栄養の偏り、生活習慣病の増加が問題となる中で、国民の健康志向
が高まってきました。そのため、マスメディアでは食や健康に関する情報が多く取り沙汰され
ています。こうしたメディアから流される食情報は、我々が健康的な食生活をおくる上でいい
ことばかりではありません。本講義では栄養についての正しい理解を促します。

69名

7月13日（金）
13:30 ～1４:４0

子どもの心の発達
山川 賀世子　幼児教育学科准教授

「心が発達する」ということは、どのようなことでしょうか。子どもの心の発達について、わか
りやすくお話し致します。

6４名

8月2４日（金）
13:30 ～1４:４0

終活を考える
木元 清明　経営情報学科教授
2039年、日本の年間死亡者数は168万人とピークを迎えると予想されています。これから急速
に「多死社会」に直面する中で、社会の有り方も大きく変化していくと予想されます。人生の総
決算を迎えるにあたっての心構えを考えたいと思います。

57名

9月1４日（金）
13:30 ～1４:４0

老いとの向き合い方と自分軸
石橋 郁子　福祉学科教授
最近よく耳にする健康寿命への向き合い方を自分らしく考えてみませんか。老いへの感じ方は
人それぞれです。今回、自分軸から自分らしい生き方の目標をみつけてみましょう。

60名
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ウィング・ウィング高岡
日　　時 テーマ・講師・内容 受講者数

2月19日（火）
1４:00 ～15:10

発酵食品の健康パワー！
竹内 弘幸　食物栄養学科教授
ヨーグルトなどの発酵食品が、便通を整えるなど健康に有効であることは以前から言われてい
ました。これまで考えられていた以上に、腸内細菌が健康と広くそして深く関わっていること
が最近わかってきました。その驚きの最新研究についてお話します。

33名

3月5日（火）
1４:00 ～15:10

食事と健康寿命のお話し
 稗苗 智恵子　食物栄養学科教授
健康で元気に過ごしたいという思いはみんなの願いです。食事は健康な身体や免疫力を高める
ためにとても重要です。何をどのように食べたらよいのか、薄味でもおいしい食事づくりの工
夫や食べ方の工夫などについて具体的にお話しします。

33名
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