
講座 テーマ・演題 講師 開講日時 会場 受講者数

Microsoft Wordで作る年賀状 小西 孝史 准教授 平成30年11月3日（土）
13：30～16：30

富山短期大学
F306教室 9名

健康寿命を延ばす食事 山岸 博美　講師 平成30年12月1日（土）
9：30～12：00

富山短期大学
F108教室 17名

会社の良し悪しを見抜く財務分析 加納 輝尚 准教授
平成30年8月17日（金）
13：30～14：40 8名

司書による図書館サービスとは何か 東野 善男 准教授
平成30年8月17日（金）
14：50～16：00 7名

ビジネス最前線を新聞で読み解く 森井泉 仁 准教授
平成30年9月14日（金）
13：30～14：40 7名

FinTech，AI，IoT　新たな情報活用と
社会変化

坂井 一貴 准教授
平成30年9月14日（金）
14：50～16：00 7名

健康寿命を考える① 立島 真 教授
平成30年10月12日（金）
13：30～14：40 5名

健康寿命を考える② 立島 真 教授
平成30年10月12日（金）
14：50～16：00 5名

介護福祉とICT 吉牟田 裕 准教授
平成30年11月9日（金）
13：30～14：40 7名

デジタル遺品 吉牟田 裕 准教授
平成30年11月9日（金）
14：50～16：00 7名

老年期における様々な変化と生きが
い

樋口 康彦 講師
平成30年9月7日（金）
14：00～15：10 0名

立山と富山の子どもたち 高木 三郎 教授
平成30年9月14日（金）
14：00～15：10 0名

親子でふれ合い歌あそび 難波 純子 准教授
平成30年6月23日（土）
9：30～11：30 50名

家族で作って伝える、ほっこりおやつ 深井 康子 教授
平成30年9月18日（火）
9：30～11：30 17名

親子で楽しむ造形 中山 里美　准教授
平成30年6月9日（土）
9：30～11：00 74名

親子の運動遊び 大森　宏一 准教授
平成31年2月15日（金）
9：30～11：00 76名

平成30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

「楽しい体験講座」

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
「情報社会と健康」

（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

八尾ふらっと館
「生きがいのある暮らし方」

※参加者がいないため中
止

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30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＞

発酵食品の健康パワー 竹内 弘幸 教授
平成31年2月19日（火）
14：00～15：10 33名

食べ方の工夫で、より健康に 稗苗 智恵子 教授
平成31年3月5日（火）
14：00～15：10 33名

本当に知ってる？コミュニケーション
技術

関 好博　教授
平成30年5月25日（金）
13：30～14：40 74名

栄養を正しく理解する 大森 聡　講師
平成30年6月8日（金）
13：30～14：40 69名

子どもの心の発達 山川 賀世子　准教授
平成30年7月13日（金）
13：30～14：40 64名

終活を考える 木元 清明　教授
平成30年8月24日（金）
13：30～14：40 57名

老いとの向き合い方と自分軸 石橋 郁子　教授
平成30年9月14日（金）
13：30～14：40 60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 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～
講演2 食物アレルギー
～食育の視点から～

富山大学附属病院　小児科医
師　伊藤靖典 氏

管理栄養士　医学博　本多京
子　氏

平成30年9月29日（土）
13：10～16：00

富山短期大学
F204教室 F205教室 210名

幼児教育学科
第46回幼児教育研究会

研究主題：乳幼児期に育みたい力と
保育者の役割
講演：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
ワークショップ：遊びとコミュニケー
ション

東京大学大学院教育学研究
科　教授　遠藤利彦 氏

振付家・ワークショップ講師
ストウ　ミキコ　氏

平成30年6月2日（土）
10：00～16:00

富山短期大学E館他 210名

福祉・介護フォーラム 地域で支える認知症ケア
埼玉県　医療法人社団　翠会
和光病院　院長　今井　幸充
氏

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 122名

第23回
楽しい福祉セミナー

想像してみよう、福祉の学びが拓くあ
なたの将来

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

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 17名

第22回
介護福祉

リカレントセミナー

ストレスとの向き合い方～健康で幸
せに働くために

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31年2月22日(金)
13:00～16:00

富山短期大学
D206教室 13名

滑川東地区公民館

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


