
学び続けて生きる
地域と共に

※お申し込みの際は裏面の受講案内などをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止
　またはオンライン形式にて実施する場合があります。

災害時の食事体験①
～パッククッキングで蒸しパンをつくろう～
講師：食物栄養専攻　准教授(防災士)　髙木 一代

小学生・中学生・高校生・一般　 20名
（小学生は親子で参加をお願いします）

持ち物 エプロン・三角巾・ハンドタオル

地震・洪水・土砂崩れなど、災害はいつ起こるかわかりません。そんな
時に知っておくと便利な調理方法としてパッククッキングがあります。
調理法は簡単！耐熱性のある袋に材料を入れて、沸騰したお湯の中でグ
ツグツ煮るだけです。一度体験してみませんか？1回目は簡単な蒸しパ
ン作りです。※親子で申し込む際は全員のお名前をお知らせください。

公開講座飯田女子短期大学
令和4年度

6/4(土)(土) 10:00～12:00
1,000円
（材料費含む）

受講料

親子1組
1,500円災

～パック

6/6/02

対象・定員

災害時の食事体験②
～パッククッキングでごはんとおかずをつくろう～

講師：食物栄養専攻　准教授(防災士)　髙木 一代

小学生・中学生・高校生・一般　 20名
（小学生は親子で参加をお願いします）

持ち物 エプロン・三角巾・ハンドタオル

地震・洪水・土砂崩れなど、災害はいつ起こるかわかりません。そんな
時に知っておくと便利な調理方法としてパッククッキングがあります。
調理法は簡単！耐熱性のある袋に材料を入れて、沸騰したお湯の中で
グツグツ煮るだけです。一度体験してみませんか？2回目は食事作りに
挑戦します。※親子で申し込む際は全員のお名前をお知らせください。

6/18(土)10:00～12:00 1,500
（材料費含む）

受講料

親子1組
2,000円災

～パックク

666/6/

持ち物 エ

（
持ち物 エ

む）

円円

03

対象・定員

やってみよう！紙芝居
講師：幼児教育学科　准教授　松永 幸代

保育者・読み聞かせに興味のある方（高校生以上）
10名

持ち物 筆記用具

子どもたちの「共感の感性」を育む紙芝居。保育現場では、絵本に
比べると少しハードルが高いのかもしれません。今、世界でも
「KAMISHIBAI」として注目を浴びています。午前中は、紙芝居や
その演じ方について学び、午後は実際に演じてみて、楽しさを共有
しましょう。

5/21 10:30～14:30 1,000円

や
講師

5/5/5/01

対象・定員

受講料

保健指導に活かす教材作り
～顎模型と歯みがき指導～

講師：家政専攻　特任教授　安富 和子

主に養護教諭・保育士・栄養士・介護福祉士
他、歯科指導に興味のある方　10名

持ち物 はさみ・カッターナイフ・筆記用具

発泡スチロールを使った手作り顎模型（30㎝×25㎝）を作り、歯
についてや歯の磨き方について情報交換をしながら、一緒に楽しく
学びましょう。

6/26(日)9:00～12:00 2,000円
（材料費含む）05

対象・定員

受講料

受講料

高齢者看護についての座談会
～自分らしく生きることを支えるために～

～MFA®チャイルドケアプラス資格取得講座～

スポーツウェルネス吹矢体験講座

講師：看護学科　講師　矢澤 玲子

看護師　10名

高齢者看護は奥深く、知識や技術、経験を要するものです。日常業
務で感じていることをざっくばらんに話し合いましょう。そして明日
への活力にしましょう。多くの方に高齢者看護の現状を語っていただ
き、この地域の看護力を一緒に考えていく機会となれば嬉しいです。

6/23(木)

(土)

19:00～20:30 1,000円04

対象・定員

吹矢で健康！

講師：長野県スポーツウェルネス吹矢長野県協会会長　小平 はる美
信州飯田かざこし支部公認指導員　加藤 正徳　他

一般　20名

持ち物 上履き（運動靴）・飲み物・タオル・運動のできる服装

スポーツウェルネス吹矢はどなたでも楽しく始められる生涯スポー
ツです。腹式呼吸をベースにした呼吸法で集中力を高めて、活力を
もたらします。魅力、健康効果を体験ください。

7/2 9:30～12:00 500円
円
む）

スポー

看対象・定員

7/7/

他
持ち物 は

06

対象・定員

発達心理学
～子どもの心の発達を学ぶ～

講師：家政専攻　講師　坂上 ちおり

★飯田市養育支援家庭訪問登録員養成講座と共催

★飯田市養育支援家庭訪問登録員養成講座と共催

一般　20名

養育者との関わりにおける子どものこころの発達について、主に乳
幼児期から幼児期までの理論を中心に学びます。

7/20(水) (火) (水)13:00～16:00 500円07

対象・定員

心理学入門　
講師：幼児教育学科　准教授　菱田 博之

一般　20名 持ち物 筆記用具

持ち物 筆記用具

持ち物 筆記用具

心理学を学んでいるとよく人から｢人の心が読めるんでしょ!?」と聞
かれますが、残念ながら読めません。こころの不思議、自分の言動
の不思議について、実践を交えながら楽しく学べればと思います。

8/9 8/17
18:00～19:30全２回連続講座

2,000円

持ち物 上

8/8/
全２回

地域と共

08

対象・定員

受講料

受講料

受講料

受講料

Zoomをやってみよう！
講師：幼児教育学科　准教授　菱田 博之

一般　20名

最近、Zoomを使ったオンラインセミナーや会議、授
業が増えてきました。聞いたことはあるけれど、よくわ
からないという方向けの講座です。初期設定や基本操
作などを学びます。

8/18 8/23(木) (火)18:00～19:30 1,000円09

対象・定員

男らしさ 女らしさを越えて
人と対等に付き合うために

講師：幼児教育学科　准教授　菱田 博之・看護学科　講師　中山 美香

高校生～一般・親子　15名 持ち物 筆記用具持ち物 筆記用具

「男だから」「女だから」と問いたりして、モヤモヤしたことはありま
せんか？性別に関係なく、誰もがいきいきと生活できる社会への関
心が高まっています。心理学・母性看護学の教員と一緒にモヤモヤ
の正体について学んでみませんか？

18:00～19:30 1,000円10

対象・定員

受講料

持ち上げない介護 在宅介護編
講師：介護福祉専攻　准教授　太和田 雅美　他

一般・スキルアップ　20名

持ち物 運動できる服装・上履き・筆記用具動きやすい服装

福祉用具を活用した楽々介護を体験しませんか。在宅での介護を想
定し、介護する側にもされる側にも負担がない介護方法を知っていた
だきます。

8/30(火)(木) 13:30～15:00 1,000円12

対象・定員

講師：看護学科　准教授　神澤 絢子　助教　川尻 由美子

一般　10名

持ち物

乳幼児の救急について、具体的にお話してから体験していきます。
心肺蘇生の方法や、AEDの使用の仕方など、普段触れられない器材
を使って実施します。とっさの判断に備えて、知っておくと安心でき
る内容です。

8/25 13:00～15:00
1,000円11

対象・定員

受講料 受講料

とっさの判断に備えた子どもの救急

染色講座
雪花絞り～たたんで染める～

講師：家政専攻　准教授　田中 洋江

一般　若干名

持ち物 汚れてもいい服装（エプロン等）・飲み物（必要な方）

布を折り紙のようにたたみ、１色～数色の染料を選び染めると、雪の
結晶や花を連想するような連続模様が現れます。たたみ方、染料を浸
す場所、染色時間によって模様が変わります。染めた布は、室内装飾、
首に巻いてスカーフに、手ぬぐいに、エコバッグを縫うなど様々にお使
いください。

9/10(土) (火)13:30～17:00 3,500
（材料費含む）

動持ち物

雪花

9//9/
持ち物 運

む）

～MFA®

持ち物 汚 方）

13

対象・定員

講師：食物栄養専攻　教授　新海 シズ 

一般　20名

「せっかく作っても食べてくれない！」「好き嫌いが多く野菜をほとん
ど食べない」「料理が苦手で栄養バランスが心配」など、子どもの食事
について悩んでいる人は多いのではないでしょうか。毎日の食事、「基
本」をもう一度考えてみませんか。そして、食事を楽しみましょう。

9/13 9:00～12:00 500円14

対象・定員

受講料受講料

子どもの栄養と食生活

小児救急法講座
講師：幼児教育学科　助教　中本 貴規

一般　各回８名 ※後期も開講予定あります‼

国際的な救急法の訓練プログラムであるメディック
ファーストエイド社のチャイルドケアプラスコースを
実施します。乳児、小児、成人の各年齢に合わせた心
肺蘇生法（CPR）の習得、自動体外式除細動器（AED）
の使用法はもちろん、ねんざや骨折、ヤケドなど、突然
の病気やケガについての対処方法も学習します。

6/12(日) 8/28(日) 9/19(月祝)
9:00～18:00 （昼休憩1時間程度を挟む）

いずれか都合の良い1日でOK15

対象・定員

講師：食物栄養専攻教員

栄養士免許をお持ちの方　40名

10科目９日間（模擬試験2回含む）で計画予定
※卒業生割引あり
※専用申込書あり
※詳細は決定しだい、ホームページ等でお知らせします

9月下旬～12月中旬 18,000円
（テキスト含む）
※卒業生割引あり

16

対象・定員

受講料

10,000円
（材料費含む）

受講料

管理栄養士国家試験
対策講座2022


