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宗 教 宗教教育研究センター連携講座
なぜ今 宗教が必要なのか

現代社会は自己中心的な物事にあふれています。その
ような世の中で宗教は、私たちの生活にどのように関
係してくるのかを考えることが必要なのではないでし
ょうか。

10/29（土）13:30～15:00
仁愛女子高等学校　教諭　禿 了真

仁愛大学 Ｂ109 衆会ホール　対象：一般

現代社会では “ いのち ” が軽視されています。命の大切
さとは何か、それを踏まえてどう生きたらよいのか、と
いうことを自分に問いかけていきます。

11/26（土）13:30～15:00
仁愛女子高等学校　教諭　禿 了真

仁愛大学 Ｂ109 衆会ホール　対象：一般

パソコン PowerPointの基本操作

パソコンでプレゼンテーション資料を作成できる
PowerPoint の基本的な操作を学びます。
（スライドの作成・図形や写真の利用・アニメーショ
ンの設定。5月講座と同内容 )

10/30（日）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 パソコン演習室　対象：一般　先着20名
パソコンの基本的な文字入力やマウス操作を行います。芸 術 映像で名作オペラにご招待 第2弾！

ビゼー作曲歌劇「カルメン」
日本語字幕・解説付き ( 時間上一部省略 )
“ ハバネラ ” や “ 闘牛士の歌 ” そして間奏曲で親しまれ
ている歌劇「カルメン」。スペインはアンダルシア地方、
イスラム文化が色濃く残る古都セヴィリャが舞台。民
族的生命力に満ちた人間模様が一人の女工・カルメン
にハイライトされ、ビゼーの甘美で躍動感溢れる音楽
により悲劇の結末まで一気に描かれます。2010 年メト
ロポリタン歌劇場 LIVE 盤の名演です。

10/8（土）13:30～16:30
仁愛大学 名誉教授　坪田 信子

仁愛大学 Ｂ109 衆会ホール　対象：一般　先着50名

ピアノで気軽にクラシック Vol.Ⅲ

19 世紀～ 20 世紀の作品を中心に、ピアノの演奏を交
えながら、作品の生まれた背景などについてお話しま
す。また、クラシック音楽とジャズやポップスとの接点
についても触れていきます。

12/17（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　

健康・福祉

こころ

語 学 英語教育センター連携講座
Sing Say Play ! （全3回）

英語と日本語を交えて、外国の絵本の世界（動物・色・
体など）をテーマに、絵本の読み聞かせや、歌、遊びを親
子で楽しみます。また、おすすめの英語の絵本も紹介し
ます。

10/1,8,15（土）10:30～11:30

仁愛大学 附属図書館 ラーニングコモンズ　
対象：親子／３～５歳とその保護者　先着30名

人間学部 コミュニケーション学科 講師
 英語教育センターインストラクター 

マシュー・ハウカ

社会 空間認知の変容とツーリズム（観光）
－「越前」「若狭」を事例として－

福井県というところは、他の地域からどのような「観光
のまなざし」を向けられているのでしょうか。講義で
は、人文地理学とメディア論を補助線に用いて、今後の
「北陸」の観光について考えます。

10/1（土）14:00～15:30

仁愛大学 駅前サテライト　
対象：一般、高校生、大学生　先着 25 名

人間学部 コミュニケーション学科 准教授　島岡 哉

食のちからを育てよう！
～健康を意識した食品選び～

脂質のとり過ぎは、肥満や生活習慣病のリスクを高め
てしまいますが、脂質は私達の身体に必要な栄養素で、
質を意識して適量とる必要があります。本講座では植
物性脂肪に含まれるトランス脂肪酸を中心に脂質の質
について説明し、食品の機能性表示などにも触れ、健康
を意識した食品選びについてお話します。
〈鯖江市高年大学連携講座〉

10/9（日）10:00～11:30

鯖江市民ホールつつじ　対象：一般

人間生活学部 健康栄養学科 准教授　浦本 裕美

「こころ」と「からだ」のセルフケア
～絵本を通して実感しよう～

現代人は仕事や日常生活が忙しく、自分の “こころとか
らだ ” を大切にする “ セルフケア ” が疎かになりがち
です。絵本は大人にとっても懐かしく、柔らかな感覚を
呼び戻してくれます。絵本の力を通して、日頃の生活の
中で一人ひとりができる小さな工夫を心理学的に考え
ます。

11/12（土）10:00～11:30

ユー・アイふくい学習室B1　対象：一般　先着30名

人間学部 心理学科 准教授　吉水 ちひろ

上手に活用 介護保険！
基礎編・応用編（全 2回）

「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。「どんなサービスが利用できるの？」「サ
ービスの利用の仕方は？」「申請はどうすればいいの？
」「サービスを利用したときの負担は？」等々の介護保
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。元気で明るい毎日を過ごすために、是
非「介護保険制度」をご活用して下さい！

11/10,17（木）18:30～20:00

鯖江文化の館会議室3　対象：一般　先着30名

人間生活学部 健康栄養学科 教授　樽井 雅彦

人と人とのコミュニケーションの基本は、直接「話す」
こと、「きく」ことです。職場や家庭で、自分の思いをき
ちんと伝え、理解してもらうための話し方を、実習を交
えて楽しく学んでいきます。

10/18,11/8（火）13:30～15:00

越前市福祉健康センター 大会議室 　対象：一般　先着40名
（アルプラザ武生４階）

人間学部 コミュニケーション学科 非常勤講師　植月 百枝

親子 図工の時間
－親子で楽しむ工作－「飛ばして遊ぼう」

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。

9/17（土）13:30～15:00

仁愛大学 G406 図工室　
対象：親子（4～ 10 歳位）、一般　先着 40 名

人間生活学部 子ども教育学科 教授　伊東 知之

〈最新の健康・栄養科学〉
話題の感染症②　

近年、国内外で流行している微生物感染症について、病
原微生物、感染経路、発症機序、宿主の感染防御免疫等
に関する学術的知見を中心に紹介していきます。

12/10（土）13:30～15:00
人間生活学部 健康栄養学科 准教授　野村 卓正

越前市福祉健康センター 大会議室 　対象：一般　先着40名
（アルプラザ武生４階）

～秋･冬に流行する感染症～

子どもの食育講座
楽しいデコレーションケーキづくり

親子で楽しくデコレーションケーキを作りましょう。
手作りの良さや、料理の楽しさを体験し、「食」から心と
体を育てましょう。

12/23（金・祝）10:00～12:00

仁愛大学 G102 実習室　
対象：親子 /小学生とその保護者　先着 18 組
材料費：1,000 円 /１組

人間生活学部 健康栄養学科 准教授　佐藤 真実

 

＜託児サービス＞

託児サービス〈要予約〉　　　　
保育資格を持つスタッフと本学学生が保育サポートを行
います。
ご利用の際はお申込時にお知らせ下さい。
対象講座：「図工の時間」、「ケーキづくり」、
　　　　　「お父さんとクッキング」は昼食は除く、各自で。

ホームページの「公開講座」よりお申込下さい。
http://www.jindai.ac.jp
または、電話にてお申込下さい。

※尚、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
はありません。

高齢者：家族からのサポートと家族へのサポート

近頃は 65 歳を過ぎても、気力や体力とも活動的な高齢
者が増えてきました。元気な高齢者の増加に伴い、高齢
者が家族からサポートを受領することだけではなく、
高齢者から家族へサポートを提供することにも注目が
集まってきています。生涯発達心理学の立場に基づき、
高齢者と家族のサポートの受領と提供について考えて
いきます。

10/5（水）18:00～19:30
人間学部 心理学科 准教授　竹村 明子

仁愛大学 Ｂ109 衆会ホール　対象：一般

宗教教育研究センター連携講座
現代社会に欠けているもの

めざせ！コミュニケーションの達人
①「話す・きく」 ②「会話力をみがく」（全 2回）

子どもの食育講座
お父さんと一緒にクッキング

お父さんが調理に参加することは、子どもの調理参加
を促す要因になると言われています。料理を通して新
しい発見やコミュニケーションの場にしましょう。

3/26（日）10:00～13:00

仁愛大学 G102 実習室　
対象：親子 /年長・小学生と父親・祖父　先着 14 組
材料費：500 円 /１人

人間生活学部 健康栄養学科 准教授　佐藤 真実
外部講師　清水 明子

「魚をさばいてムニエルを作ろう」


