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富山短期大学は2023（令和5）年に60周年を迎えます。



地域連携センターについて

富山短期大学　地域連携センターは、1969（昭和44）年、教養科家政コースの「夏期家政講座」
を前身とし、2003（平成15）年に開設した「生涯学習センター」をもとに、2013（平成25）年
に設置されました。
2018（平成30）年には、「富山市福祉フェスティバル2018」において富山市社会福祉協議会か
ら会長表彰「社会貢献功労」を受賞いたしました。
地域連携センターでは、地域住民や地域企業など、さまざまな方に向けて公開講座を開催してお
ります。パンフレットをご覧いただき、ご希望の講座がございましたら、お気軽にお申し込みくだ
さい。皆さまの学びの手助けになれば幸いに存じます。

	 地域連携センター長　小  平　達  夫

富山短期大学　公開講座
地域連携の総合窓口として地域住民、NPO、産業界、行政等と連携を深め、地域文化および産業の振興、地域社会
の活性化・発展に貢献することを目的として、本学の教員が専門分野に関する講座を実施しています。

みどり野幼稚園　公開講座
付属幼稚園の保護者の皆さまに、子育ての学習の機会を提供するとともに、幼児に楽しい生活の場を提供すること
によって、地域社会の発展に貢献することを目的として、本学の教員が講座を実施しています。

にながわ保育園・西田地方保育園　公開講座
地域の皆さまに生涯学習の機会を提供し、地域社会との連携を深め、地域社会の発展に貢献することを目的として、
本学の教員が専門分野に関する講座を実施しています。

滑川福寿大学　公開講座
滑川市教育委員会が主催していた「高齢者学級『福寿大学』」の共催として開催されたことから始まり、本学の教員
が専門分野に関する講座を実施しています。

ウイング・ウイング高岡　公開講座
生涯学習の機会を提供し、地域社会との連携を深め、地域の文化および産業の発展に貢献することを目的として、
本学の教員が専門分野に関する講座を実施しています。

※留意事項
　新型コロナウイルスの感染拡大など、やむを得ない事情により、講座内容を変更する場合がございます。ご了承ください。
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日　程 テーマ 定員／対象者 講　師
2022年
7月2日土
9：30～12：00 
（150分）

食品ロスを考えよう ～Lets'サルベージパーティ～
食べられるのに捨てられてしまう食品を「食品ロス」と言います。家庭
でも、持て余している食品や残っている食品があります。そのような食品
をサルベージ（救出）して、食品ロスを減らす取り組みを「サルベージ
パーティ」と言います。皆で楽しく、食品ロスに取り組みましょう。
会　場 　F 館 108 第 1 調理実習室
持ち物 　エプロン、三角巾、手拭きタオル

24 名

・一般
・地域住民

食物栄養学科
太田 裕美子 准教授

食物栄養学科
中根 一恵 講師

2022年
8月6日土
10：00～12：00 
（120分）

夏休み親子科学教室～DNAについて学ぼう～
現在、飢餓の状態に陥っているヒトは世界で約7億人に達すると言われてい

ます。飢餓対策の有用な手段の一つに食品の遺伝子改変技術があげられます。
本講座では、遺伝子の本体であるDNAについて、実験を通して学びましょう。
会　場 　F 館 410 第 2 理科学実験室
持ち物 　筆記用具（デジタルカメラの持ち込み可）

親子 8 組
（16 名）

小学生以上の
お子様と保護者

食物栄養学科
角田 香澄 講師

2022年
8月17日水
13：30～14：40 
（70分）

質の高い教育をみんなに（SDG4） 
―世界の国々の取組みから―
PISAで好成績を維持している国の特徴として、学力の高さに加えて
生徒間・学校間・地域格差が極めて小さいことが挙げられます。本講
座では、フィンランドの特別支援教育制度、エストニアの	eKool（Eス
クール）、カナダのマイノリティに対する教育的ケア等を採り上げ、「誰
一人取り残さない」教育のあり方について考えてみたいと思います。
会　場 　F 館 203 多目的教室

30 名

・学生
・一般
・教員

幼児教育学科
望月 健一 教授

2022年
8月27日土
14：00～16：00 
（120分）

英語で学ぶSDGs 
―食を通じて世界とのつながりや、私たちにできることを考える―
英語とSDGsの両方を含む、まさに1粒で2度おいしいワークショップ

です。このワークショップでは、私たちの生活に最も身近な「食」を
テーマとして、私たちと世界とのつながりや、その社会的な課題に気づ
き、解決のためにできることを皆さんと共に考えます。SDGsには17の
ゴールがあり、「食」とその他のゴールとの関連性を考え、社会問題が
それぞれどのようにつながっているのかも考えましょう。ワークショッ
プでは英語を使用しますが、英語に不安のある方、ご安心ください。や
さしい表現を心掛け、使用する主な単語はできるだけスクリーンに表示
しながら進行します。一方、英単語を調べる活動もありますので、辞書
（スマホや電子辞書など）と筆記用具をご持参ください。

会　場 　富山駅前 CiC ビル 5 階　研修室 2
持ち物 　辞書（スマホや電子辞書など）、筆記用具

20 名

・高校生
・大学生
・一般

経営情報学科
山西 宏明 講師

2022年
9月15日木
15：00～16：30 
（90分）

モーダルシフトの視点からみた港湾・鉄道の可能性 
―伏木富山港・鉄道を活用した持続可能な経済成長―
新型コロナウイルス感染症により、コンテナ不足の発生やモノが届か

ない状況が続いています。こうした中、日本の各地では物資の輸送に鉄
道を活用する動きや地元の港を活用する取組みが広まっています。地元
伏木富山港や鉄道を活用した、物流や貿易について考えていきましょう。
会　場 　富山駅前 CiC ビル 5 階　研修室 1 
持ち物 　筆記用具

30 名

一般

経営情報学科
長田 元 講師

2022年
9月21日水
10：30～11：40 
（70分）

どんな子どもに育ってほしい?! 
子育てとジェンダーについて一緒に考えましょう!
近頃取り上げられる機会が増えたジェンダーの問題について、子育

ての中でどのようにとらえていけばよいのか考えます。そもそもジェ
ンダーとは何か、子どもを育てていくうえで知っておきたい基礎的な
知識と心がけたいことを、参加者で交流しながら学びたいと思います。
会　場 　E 館 204 小児保健実習室

30 名

子育て中の人

幼児教育学科
梅本 恵 教授

2022年
10月8日土
14：00～15：30 
（90分）

自宅でできる運動、筋トレ体操で健脚づくりと介護予防
私たちは加齢に伴い、日常の中で身体のガンバリが効かない、チョットした
家事仕事でも足が疲れてしまう…、なんて感じてしまうことがあります。人そ
れぞれに思い当たることや筋力の低下に違いはあります。今回はその仕組みを
知り、自宅でもできるチョットした筋トレ体操や運動を体験しましょう。
会　場 　A 館 131 プレゼンテーションスタジオ
持ち物 　筆記用具、手足が動きやすい服装とクツで参加

30 名

・シニア
・高齢者

健康福祉学科
小椋 一也 准教授

富山短期大学　県民カレッジ連携講座「トミタンで学ぼう！」
受講料
無料
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お申し込み・お問い合わせ
富山短期大学地域連携センター

〒930-0193　富山市願海寺水口 444　　TEL 076-436-5176　FAX 076-436-0133
E-mail　tymc_gakusyu@tii.ac.jp

後援／（公財）富山県ひとづくり財団

お車でお越しの方は、 
P6 駐車場に停めてください。

※ 1 回の講座からご参加いただけます。
※計 5 時間受講されるごとに、富山県民カレッジの単位（5 単位）が認定されます。ただし、他会場の講義は合算できません。

F館　4階：第2理化学実験室

F館　1階：調理実習室

会　場　 富山短期大学 
〒930-0193　富山市願海寺水口 444

　　　　 富山駅前 CiC ビル 5 階 
〒930-0002　富山市新富町 1-2-3

お申し込みはこちら！

A館　1階：A131 プレゼンテーションスタジオ

E館　2階：204小児保健実習室

F館　2階：203多目的教室
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にながわ保育園・西田地方保育園

日　程 テーマ 対象者 講　師

2022年
6月25日土
9：30～11：30 
（120分）

親子で楽しむ造形
素材の感触、形や色の変化を楽しみながら造形あそびに取り組みま
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。
会　場 　みどり野幼稚園 遊戯室

みどり野幼稚園
保護者および園児

幼児教育学科
中山 里美 教授

2022年
9月15日木
9：30～11：30 
（120分）

おやつ作り
「おやつ」は、3回の食事で不足する栄養補給だけではなく、気分
転換や食についての興味を高めるなど、様々な効果があります。今回
は、「おやつ」の目的や注意点を確認した後、夏野菜を使用して簡単
なおやつを作ってみたいと思います。
会　場 　F 館 108 第 1 調理実習室
持ち物 　エプロン、三角巾、手拭きタオル、靴下（裸足での参加不可）

みどり野幼稚園
保護者

食物栄養学科
半田 彩実 講師

お申し込み・お問い合わせ
富山短期大学付属みどり野幼稚園

〒930-0193　富山市願海寺水口 444　　TEL 076-434-0898

日　程 テーマ 対象者 講　師

2022年
9月6日火
15：15～16：00 
（45分）

親子で楽しめる手あそび・歌あそび
親子でできる簡単な手あそびや歌あそびを楽しみましょう。音楽に
合わせて、たくさんふれ合って、笑顔の時間を作りましょう！
会　場 　西田地方保育園

西田地方保育園
保護者および園児

幼児教育学科
難波 純子 准教授

お申し込み・お問い合わせ
（社福）富山国際学園福祉会 西田地方保育園

〒939-8202　富山市西田地方町 2 丁目 10-30　　TEL 076-421-7481

日　程 テーマ 対象者 講　師

2023年
2月10日金
10：00～11：00 
（60分）

親子で楽しむ造形
素材の感触、形や色の変化を楽しみながら造形あそびに取り組みま
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。
会　場 　にながわ保育園 遊戯室

にながわ保育園
保護者および園児

幼児教育学科
中山 里美 教授

お申し込み・お問い合わせ
（社福）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

〒939-8071　富山市上袋 1-1　　TEL 076-421-1701

みどり野幼稚園
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日　程 テーマ 講　師

2022年
7月22日金
13：30～14：50 
（80分）

適切な身体活動と栄養摂取で健康寿命を伸ばす
高齢者で発生する健康障害の一つとしてサルコペニアが注目されています。サル
コペニアとは加齢に伴い筋肉量や筋力が減少することを言います。今後、日本では
このサルコペニアは増加すると予測されています。サルコペニアを予防するための
身体活動と栄養について解説します。 食物栄養学科

髙木 尚紘 講師

2022年
8月26日金
13：30～14：50 
（80分）

はじめての「再生可能エネルギー」
二酸化炭素排出量削減の中心的役割を担う施策が「再生可能エネルギー」の積極
的導入です。再生可能エネルギーとは具体的にどういうものか、また、バイオマス
は燃焼により二酸化炭素を排出するが、なぜ再生可能エネルギーに分類されるのか
など分かりやすく再生可能エネルギーについて説明します。 経営情報学科

森井泉 仁 教授

2022年
9月9日金
13：30～14：50 
（80分）

音楽療法的音楽活動とその効果について
音楽の力・素晴らしさについて、音楽療法に基づいた療法的活動を紹介します。
癒しや生きる活力となる音楽を用いて心身の活性化につなげましょう。

幼児教育学科
難波 純子 准教授

2022年
9月30日金
13：30～14：50 
（80分）

スマホで位置がわかる仕組み
カーナビやスマホの地図アプリを使うと、例え知らない場所に居ても、自分が何
処にいるのか解ることができます。日本に限らず、地球上の何処にいても緯度と経
度を知ることができる、GPSを使った位置情報を知る仕組みについて解説します。

経営情報学科
小西 孝史 教授

2022年
10月14日金
13：30～14：50 
（80分）

自宅でできる運動、筋トレ体操で健脚づくりと介護予防
私たちは加齢に伴い、日常の中で身体のガンバリが効かない、チョットした家事
仕事でも足が疲れてしまう…、なんて感じてしまうことがあります。人それぞれに
思い当たることや筋力の低下に違いはあります。今回はその仕組みを知り、自宅で
もできるチョットした筋トレ体操や運動を体験します。

持ち物 　筆記用具、手足が動きやすい服装とクツで参加
健康福祉学科

小椋 一也 准教授

滑川福寿大学　会場：滑川市庁舎

お申し込み・お問い合わせ
滑川市中央公民館

〒936-0065　滑川市下島 54　生涯学習センター内
TEL 076-475-5492

会　　場
滑川市庁舎　東別館 3 階大会議室

〒936-0051　滑川市寺家町 104 番地
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日　程 テーマ 講　師

2022年
6月10日金
14：00～15：30 
（90分）

健康食品と薬とのつきあい方
多くの人は、「健康食品」や「医薬品」を一度は使用したことがあるのではないでしょ
うか。健康に長生きするためには、健康食品や医薬品とどのようにつきあえばよいかポイ
ントをお話しします。

持ち物 　筆記用具
食物栄養学科

藤田 恭輔 准教授

2022年
9月2日金
14：00～15：30 
（90分）

新しい通信技術などによって変わる私たちの暮らし
2020年からコロナ禍が始まり、5G対応のスマホも使われ始め、私たちの身の回りで人
工知能（AI）が使われるようになりました。本講座では新聞やニュースなどで見聞きする
AIや最新の通信技術の仕組みなどを分かり易く説明します。

持ち物 　筆記用具
経営情報学科

春名 亮 准教授

ウイング・ウイング高岡
受講料
300円

学科特別講演会・セミナー
※お申し込み方法は、後日、本学 Web サイトなどでお知らせいたします

食物栄養学科　専攻科食物栄養専攻　公開特別講演会

講演１ 　 エコチル調査からわかったこと 
講師 ／ 稲寺 秀邦（富山大学医学部公衆衛生学講座　教授） 

日　　　時／ 2022年9月25日日　13：10～16：10

会　　　場／富山短期大学　F館 2階
お問い合わせ先／  食物栄養学科事務室 

TEL：076-436-5168講演２ 　 人生100年時代の睡眠習慣と脳、こころ、からだの成長と健康 
講師 ／ 神川 康子（富山大学 名誉教授／株式会社エムール睡眠・生活研究所所長）

幼児教育学科　第49回幼児教育研究会

第一分科会 　 子どもが主体となる遊び 
座長 ／ 梅本 恵（幼児教育学科　教授）

日　　　時／ 2022年6月4日土　9：30～15：30

会　　　場／富山短期大学　E館
お問い合わせ先／  幼児教育学科事務室 

TEL：076-436-5169

第二分科会 　 保育施設の安全管理 
座長 ／ 松居 紀久子（幼児教育学科　准教授） 

講演・意見交換 　 Live Interaction：「今性」と「応答性」 
講師 ／ 開 一夫（東京大学　教授） 

健康福祉学科

楽しい福祉セミナーや介護福祉リカレントセミナーを実施予定です。詳しくは、日程が近づき次第HPにて案内いたします。

お問い合わせ
（公財）高岡市民文化振興事業団事務局

〒933-0023　高岡市末広町 1-7 高岡市生涯学習センター 3 階
TEL 0766-20-1450

お申し込み
FAX またはメールでお願いいたします。

FAX 0766-20-1658
メール kouza@takaoka-bunka.com
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○欄 No. 開催日 会　場 講　　　座　　　名

1 7月2日土
富
山
短
期
大
学

食品ロスを考えよう
～Lets'サルベージパーティ～

2 8月6日土 夏休み親子科学教室
～DNAについて学ぼう～

3 8月17日水 質の高い教育をみんなに（SDG4）
―世界の国々の取組みから―

4 8月27日土 富
山
駅
前

C
i
C
ビ
ル
5
階

英語で学ぶSDGs
―食を通じて世界とのつながりや、私たちに
できることを考える―

5 9月15日木 モーダルシフトの視点からみた港湾・鉄道の可能性
―伏木富山港・鉄道を活用した持続可能な経済成長―

6 9月21日水 富
山
短
期
大
学

どんな子どもに育ってほしい?!
子育てとジェンダーについて一緒に考えましょう!

7 10月8日土 自宅でできる運動、
筋トレ体操で健脚づくりと介護予防

ふりがな
電話番号 ―　　　　　　―

お名前 Eメール
アドレス ＠

ご住所
〒

※受講申込書に記載された個人情報は、公開講座に関する連絡以外では使用いたしません。

FAX送信方向

受 講 申 込 書 FAX  076-436-0133
※FAXでお申込みの方は、ご希望の講座に○を付け、必要事項をご記入の上、FAXください。

富山短期大学地域連携センター
〒930-0193 富山市願海寺水口444
TEL 076‒436‒5176　FAX 076‒436‒0133　Eメール tymc_gakusyu@tii.ac.jp
ホームページ https：//www.toyama-c.ac.jp/

お問い合わせ

お申し込みはこちら！


