2019年度 富山短期大学公開講座実績一覧
講座

テーマ・演題

講師

開講日時

地域連携センター＜公開講座＞

会場

受講者数

図書館を積極的に使う！＋真夏の古本市

東野 善男 准教授

2019年8月26日（月）
13：30～14：40

介護福祉とICT

吉牟田 裕 准教授

2019年9月6日（金）
13：30～14：40

富山短期大学
F205合併教室

2名

富山短期大学
「トミタンで学ぼう！」
心を通わせて楽しむ音楽活動
（県民カレッジ連携講座）

難波 純子 准教授

2019年9月20日（金）
13：30～14：50

富山短期大学
E608音楽室

5名

Microsoft Wordで作る年賀状

小西 孝史 准教授

2019年11月2日（土）
13：30～15：40

富山短期大学
F306コンピュータ演習室

6名

魚をまるごと活用した料理

中根 一恵 講師

2019年11月23日（土） 富山短期大学
9：30～12：00
F108調理実習室

21名

TOMITAN幼教ミニオープンキャンパス
in 南砺

高木 三郎 教授
梅本 恵 教授
松居 紀久子 准教授

2019年12月21日（土）
13：30～15：30

10名

三上 雅弘 教授

2019年9月7日（土）
13：30～15：00

5名

南砺市地域包括
海外旅行に役立つ基礎英語
ケアセンター
大学サテライト
（県民カレッジ連携講座） こどもの成長を“食”の観点から考える。
Café de トミタンスイーツラボ in 南砺

角田 香澄 講師

南砺市地域包括
ケアセンター
2019年10月12日（土） 2階 大学サテライト
13：30～15：30
2019年11月9日（土）
13：30～14：40

親子で楽しむ造形

中山 里美 准教授

2019年6月8日（土）
9：30～11：30

富山短期大学
付属みどり野幼稚園
プレイルーム

51名

かんたんおやつ教室

大森 聡 准教授

2019年9月20日（金）
9：30～11：30

富山短期大学
F108調理実習室

23名

楽しく作って、おいしく栄養補給

髙木 尚紘 講師

2019月6月8日（土）
9：30～11：00

富山短期大学
F108調理実習室

36名

親子の運動遊び

大森 宏一 准教授

2020年2月14日（金）
9：30～11：00

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 遊戯室

64名

高齢者を支える地域の取り組み
～ふれあいサロンと認知症カフェ

関 好博 教授

2020年1月28日（火）
14：00～15：10

20名

2020年2月18日（火）
14：00～15：10

18名

可能な限り住み慣れた地域で住み続けられ
小平 達夫 准教授
るには

2019年5月10日（金）
13：30～14：40

74名

食と薬とのつきあい方
～健康的に暮らすために～

藤田 恭輔 講師

2019年6月28日（金）
13：30～14：40

62名

“創造力”がビジネスを変える

森井泉 仁 准教授

2019年7月12日（金）
13：30～14：40

子育ては家族のもの？
－地域・社会で子育て－

明柴 聰史 講師

2019年8月23日（金）
13：30～14：40

61名

触れるケアの効果～「手」の持つ力

井上 理絵 准教授

2019年9月13日（金）
13：30～14：40

67名

木元 清明 教授

講演1 日本人の食事摂取基準（2020年版）
女子栄養大学栄養生理学研究室
―その概要とカルシウム策定例について―
教授 上西 一弘 氏
講演2 スポーツ栄養サポートの実際
大妻女子大学家政学部食物学科
―トップアスリートからジュニアアスリートまで
教授 小清水 孝子 氏
―
鎌倉女子大学短期大学部
講演1 ヴィジブルな保育記録のススメ
幼児教育学科
教授 佐藤 康富 氏
講演2 保育の中の子どもの声-自分の声を聞
第47回幼児教育研究会
東京家政大学
き取られる権利、正当に評価される権利教授 加藤 繁美 氏
食物栄養学科
専攻科食物栄養専攻
公開特別講演会

介護の仕事はなぜ専門性が必要とされたか

福祉・介護フォーラム2019 介護ロボット・AI活用による介護施設経営

第23回
介護福祉士
リカレントセミナー

5名

ウイング・ウイング高岡
終活を考える

第24回
楽しい福祉セミナー

中止

石橋 郁子 教授

ウイング・ウイング高岡

滑川福寿大学

22名

老いと私 そして老いらしさ

富山短期大学付属
みどり野幼稚園

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
A330合併教室

滑川東地区公民館

66名

2019年10月6日（日）
13：10～16：30

富山短期大学 F館2階

206名

2019年6月1日（土）
9：30～16：00

富山短期大学
E館7階、A館1階ホール
付属みどり野幼稚園

300名

富山県介護福祉士会
副会長 舟田 伸司 氏

2019年5月26日（日）
10：15～11：40

大学コンソーシアム富山
研修室2

13名

社会福祉法人善光会 理事
最高執行責任者 宮本 隆史 氏

2019年11月2日（土）
13：00～16：00

富山県総合福祉会館
サンシップとやま

121名

2019年9月3日（火）
2019年9月10日（火）
2019年9月17日（火）
各日 14:00～16:00

富山短期大学
D館2階 D206教室

32名

特別養護老人ホーム 新川ヴィーラ
事務長 橋本 昌也 氏
特別養護老人ホーム あんどの里
施設長 大崎 雅子 氏
介護現場の今日的課題
特別養護老人ホーム つまま園
・外国人ケアワーカーの可能性と課題
作業療法士 浜出 都 氏
・介護記録の視点と個人情報保護
富山短期大学 健康福祉学科
・介護労働の生産性向上とICT／IoTの活用
関 好博 教授
井上 理絵 准教授
小平 達夫 准教授
吉牟田 裕 准教授

計1290名
平成30年度 1,667名

