
10/2（木）
18:00 ～ 19:30
人間学部心理学科
講師 久保 陽子
仁愛大学 駅前サテライト

対象：一般
先着 30 名

　よりによって、肝心な時に、お腹が痛く
なることはありませんか。お腹や頭が痛
くて○○できないという時、心の不調が
隠れていることがあります。身体の痛み
と心の関係について考えてみましょう。

どうしてお腹が痛くなるのかな？
－身体の声を聴く－

　児童思春期年代の子どもたちは心身と
もに大きな変化を体験する時期を過ごし
ます。そのプロセスの中で現代の子ども
たちがどのようなことを感じているの
か、心の育ちをサポートするにはどのよ
うな理解が大人たちに望まれるのか、ご
一緒に考えてみましょう。

児童思春期の
こころの育ちについて

11/12（水）
18:30 ～ 20:00
人間学部心理学科
大学院人間学研究科長
教授 佐藤 至子
仁愛大学 駅前サテライト

対象：一般
先着 30 名

[ 心理学科講座 ]
ー臨床心理学の知ー講座シリーズ

[ 健康栄養学科講座 ]

[ コミュニケーション学科講座 ]

[ 子ども教育学科講座 ]

9/18（木）
14:00 ～ 15:30
人間学部コミュニケーション学科
非常勤講師 小林 逸雄
ユー・アイふくい学習室 101
        （福井県生活学習館・
   福井市下六条 14-1）

対象：一般
先着 40 名

　昭和の時代は柴又の寅さんやサザエさ
んがいてくれて、縁側と善意のお節介が
ありました。不便と不器用はナマの言葉
が補っていました。そのどれもが輝いて
いました。そんな輝きはどこへ消えたの
でしょうか。一緒に考えてみませんか。

『昭和』は輝いていた
～縁側とそこにあった

言葉コミュニケーションは消えたのか～

9/26（金）
18:30 ～ 20:00
人間生活学部子ども教育学科
教授 谷出 千代子
AOSSA研修室 601A
（福井市手寄１丁目 4－1）

対象：一般
先着 40 名

　例えば「ごんぎつね」の作者：新美南吉
1943 年発表の物語「狐」が、近年相次いで
絵本化されました。なぜ今、70 年も前の童
話が注目されるのでしょうか。その背景に
ある今日の子育ての根幹に、子どもの本か
らもう一度アプローチします。

子どもの本にみる父親・母親像

12/13（土）
13:00 ～ 14:00
人間生活学部子ども教育学科
准教授 中野 研也
仁愛大学 G407 音楽室

対象：一般
先着 50 名

　ピアノの音楽というと、例えばベートー
ベンやショパンなどの、立派なソナタ等を
イメージされるかもしれませんが、それだ
けがピアノ音楽ではありません。もっと気
軽にピアノに親しんで頂けるよう、演奏や
資料を交えながら音楽の話を進めていき
ます。

ピアノで気軽にクラシック
Ver．2014

平成 26 年度
 後期【18講座】

〔英語教育センター連携講座〕

11/29（土）
13:30 ～ 15:00
人間生活学部健康栄養学科
講師 野村 卓正

仁愛大学 駅前サテライト

対象：一般
先着 30 名

　近年、食中毒は一年を通して発生する
ようになっています。食中毒とその発生
要因の季節性を知り、日々の食中毒予防
に活かしていきましょう。今回は、冬季に
多発するウイルス性食中毒を中心にお話
しします。

【家庭で実践する食品衛生講座②】
冬の食中毒とその予防対策

10/4（土）
9:30 ～ 16:30
人間生活学部子ども教育学科
教授 篭谷 隆弘
仁愛大学 E202 コンピュータ室
 

対象：一般 , 親子、保育士、
　　　幼稚園教諭

先着 20 名

　PowerPoint には図形編集機能や様々な
アニメーション機能が備わっています。こ
の機能を幼児教育に活用し、オリジナルの
動く絵本作りを楽しみましょう。

パソコンの基本的な文字入力やマウス操作を行いま
す。

PowerPoint で
動く絵本をつくってみよう

10/9,16,23,30,
11/6（木）　全５回
18:30 ～ 20:00
仁愛大学名誉教授
宗教教育研究センター顧問
蓑輪 秀邦
仁愛大学 B109 衆会ホール

対象：一般
先着 80 名

　今年度前期の続きを開講します。

　人と生まれ、人として生きるーそれは
何と苦しく辛いことでしょうか。親鸞作
「正信偈」を通して、人と生まれたことの
深い意味を学んでいきたいと思います。

人と生まれて⑥～⑩
ー「正信偈」に学ぶー

11/6、27（木）
全２回
17:00 ～ 18:30
人間生活学部健康栄養学科
准教授 樽井 雅彦

仁愛大学駅前サテライト

対象：一般、高齢者　
先着 30 名

　「介護保険制度」を上手に利用するためには
基礎的な知識が必要です。食事・排せつの介
護や、認知症高齢者の介護など様々な状況で
介護サービスの利用の仕方があります。元気
で明るい毎日を過ごすため介護保険制度の仕
組みとサービス利用の手続きを、わかりやす
く解説します。

上手に活用 介護保険！
基礎編・応用編

10/24（金）
19:00 ～ 21:00
人間生活学部健康栄養学科
教授 　桑守 豊美
准教授 鳴瀨 碧

AOSSA研修室 601A
（福井市手寄１丁目 4－1）

対象：一般　
先着 40 名

　スポーツを楽しみ、良い成績を上げるため
には適切な食事を摂ることが不可欠です。ス
ポーツ栄養学の基礎についての解説と、それ
を踏まえた具体的な食事内容と食べるタイミ
ングについてお話します。

勝つためのスポーツ栄養
①スポーツ栄養の基礎知識
②スポーツ選手の食事の取り方

9/13（土）
13:30 ～ 15:00
人間生活学部健康栄養学科
教授 加藤 卓次

仁愛大学駅前サテライト

対象：一般　
先着 30 名

　わが国では毎年 10 万人が胃がんになり、5万人が胃
がんで亡くなられていますが、胃がんの原因がピロリ
菌の感染によることが明らかになってきました。胃が
ん死を劇的に減少させるためには、ピロリ菌を除菌し
退治することが重要です。またピロリ菌に感染しなけ
れば胃がんを予防できます。ピロリ菌と胃がんとの関
連について分かりやすく解説します。

ピロリ菌を退治して
胃がんを撲滅しよう

12/23（火・祝日）
10:00 ～ 12:00
人間生活学部健康栄養学科
講師 　　佐藤 真実
外部講師 清水 明子
仁愛大学 G102 調理実習室

対象：親子（小学生とその保護者）
先着 20 組
材料費：1,000 円

　親子で楽しくデコレーションケーキを
作りましょう。手づくりの良さや、料理の
楽しさを体験し『食』から心と体を育てま
しょう。

子どもの食育講座
楽しいデコレーションケーキづくり

＜託児サービス＞

10/4（土）
10:00 ～ 11:30
人間生活学部子ども教育学科
教授 伊佐 公男
福井県児童科学館
　　 中川 眞
仁愛大学 G406 図工室

対象：一般、親子（５歳～小学生と保護者）
先着 30 名

　「ものづくり」や「おもちゃづくり」の体
験を通した物理学の法則や考え方、科学遊
び、子育て等を考えましょう。

『おもちゃ』の中の物理学

＜託児サービス＞

9/20（土）
13:30 ～ 15:00
人間生活学部子ども教育学科
教授 伊東 知之
仁愛大学 G406 図工室

対象：一般、親子（4~10 歳位）
先着 40 名

　身近なものを使って遊べるものを親子
で作る講座。ものを作る機会が減少してい
る中、手づくりの良さやものづくりの楽し
さを体験してみましょう。

図工の時間－親子で楽しむ工作－
手作りハガキ

＜託児サービス＞

〔宗教教育研究センター連携講座〕

平成27年
1/13、20（火）全２回
17:00 ～ 18:30
人間学部コミュニケーション学科 
宗教教育研究センター主任
講師 都路 惠子
仁愛大学 B109 衆会ホール

対象：一般
先着 80 名

　親鸞の主著「教行信証」から「正信偈」を
抜き出し三帖和讃とともに毎朝唱えるこ
とを発案した蓮如。親鸞の思索的深さと蓮
如の実践的わかりやすさ。両者の結びつき
により可能となった生活実践する浄土真
宗の魅力について共に考えます。

生活実践する仏教 (浄土真宗 )
ー正信偈・和讃＋御文章の世界ー

　受 講
お申込み
　方 法

①希望講座名②氏名③郵便番号 - 住所④電話
番号をご記入の上、TEL・FAX・メール、はが
きのいずれかの方法で、「仁愛大学地域共創
センター」までお申し込みください。
※なお、ご記入いただいた内容については公開講座以外
の目的で利用することは一切ありません。

 
　

子育て世代の方々にも本学の公開講座

を楽しんでいただくために、「公開講座 託児サービス」を行っ

ております。保育士資格をもつスタッフの他、本学学生が保

育サポートを行います。公開講座の開催時間中、子育ての手

を少しでも休めて楽しんでいただける環境をご用意いたしま

すので、ぜひご利用ください。

　また、ご利用にはあらかじめ予約が必要となりますので、

お申し込みの際に「託児サービス希望」とお知らせください。

※このサービスは、（マーク）のある講座のみ行っております。

11/10（月）
18:30 ～ 20:00
人間学部コミュニケーション学科
英語教育センター インストラクター
講師マシュー・ハウカ
仁愛大学 E301(E-Lounge)

対象：一般（中学３年英語程度）
先着 30 名

　カナダの歴史や地理、カナダ人の生活や
文化、そして日本との関わり、おすすめの
観光地などについて、やさしい英語で説明
します。受講者は、英語・日本語どちらで
もお使いいただけます。

カナダの生活と文化

10/15（水）
18:30 ～ 20:00
人間学部コミュニケーション学科
英語教育センター主任
准教授 加藤 優子
仁愛大学 E301(E-Lounge)

対象：一般
先着 30 名

　グローバル人材の育成が推進され、外国語教育の強
化や留学の斡旋が活発化しています。グローバルな人
材を育成するのに、なぜ留学が必要なのでしょうか。ま
た留学をせずとも、その要素を育むことはできないも
のなのでしょうか。意見交換をしながら、この 2つの疑
問に対する考察を深める機会としたいと思います。

グローバル人材について考える
「留学」「教育方法」という
キーワードを手がかりに

託児サービスのご案内
＜要予約＞

【人間学部・人間生活学部・大学院】

〒915-8586　越前市大手町 3-1-1 仁愛大学
　TEL : 0778-27-2010 　FAX : 0778-27-1990
　MAIL: collabo@jindai.ac.jp

9/19、10/17、11/21
　　　　　　
18:30 ～ 20:00
人間学部コミュニケーション学科
准教授 四戸 友也
仁愛大学 駅前サテライト

対象：一般
先着 30 名

　時々刻々と流れるニュースを毎回、背
景や歴史的な意味合いを分析していく。
新聞を読むのが楽しくなるような解説を
したい。前期に続く第２弾。

ニュースを読み解く
（金）　全３回

●後援：越前市・武生商工会議所・越前市教育委員会
　　　　福井市教育委員会・鯖江市教育委員会・坂井
　　　　市教育委員会　

●連携：福井ライフ・アカデミー

受講料
無料




