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特集

1 地域の健康を支える活動

東三河では唯一、
医療系の学部・学
科をもつ大学として、
さまざまな
方面から地域の健康を支える活動
を行っています。

熱心に体操を行う受講者のみなさん
第1回の講師を務めた後藤勝正教授

豊橋市と連携し、働き世代のための
「カラダ喜ぶ健康講座」開催

腰痛対策」講座が行われました。
今回の講座は、講義（60分）
と実技
（30分）で構成され、前半の講義で身

豊橋創造大学は、豊橋市が健幸なま

体の構造からみた「腰痛・肩こり原因と

ちづくり条例のもとに進めている市民

その対策」を学び、後半の実技で実際に

の健康増進のための活動に、専門分野

「肩こり・腰痛体操」を受講者の皆さん

から応えています。

に体験していただきました。
「運動は可

2019年度から新たな公開講座として

能な範囲で毎日続けることが重要」
と話

スタートした働き世代のための「カラダ

し、
「肩こり・腰痛を改善して、快適な生

喜ぶ健康講座」もその一つで、健康経

活を送ってください」
と呼びかけました。

営推進事業の一環として行う豊橋市と

本講座はあと2回開催される予定で、第

連携し、3回にわたって開催します。

2回は杉浦昌教授による「ロコモティブ

7月23日（火）
に第1回が開催され、本

シンドローム」、第3回は金井章教授に

学の保健医療学部理学療法学科の後

よる「ケガ・病気の予防とウォーキング」

藤勝正教授による「働くヒトの肩こり・

が予定されています。

高度リハビリテーション人材育成セ
ンターを開設。記念講演会開催

リテーション療法学専攻の山田純生教
授による記念講演会を開催。
「今後の
地域社会のキーワード“高度専門職業

豊橋創造大学では、医療現場におけ

人”」をテーマに講演されました。山田教

るさまざまな課題に対応できる医療人

授は「高度専門職業人には、常に知識

の育成と高度医療を支えることのできる

と技術を進化させるためのトレーニング

専門知識と技術を持つ人材の育成を目

が必要である」
とし、
「そのためには司令

的に、
「高度リハビリテーション人材育

塔が必要で、
その役割を担うのが、高度

成センター」を開設し、センター長に保

リハビリテーション人材育成センターで

健医療学部理学療法学科の石田和人

ある」と話し、本学のセンターが地域に

教授が就任しました。
センターの主な事業は、
リハビリ関連

おけるリハ医療職の自己啓発の司令塔
になることが期待されました。

の職種に就くための臨床実習の指導
法講習や現場での研究活動の促進、
す
でに活躍している理学療法士の「卒後
教育」や市民公開講座の実施などで、
リハビリテーション専門職のスキルアッ
プと地域住民の健康増進をめざします。
センター開設記念として、6月15日、名
▲センター長に就任した石田和人教授
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古屋大学大学院医学系研究科リハビ

▲名古屋大学大学院の山田純生教授が記念講演
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地域の活性化、
地域住民の健康支
援活動に取り組んでいます。

▲瀧川直史公園長（左）
と佐藤勝尚経営学部長

豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）
と本学経営学部が、相互確認書に調印

ざして活動するよい機会として活かした
い」
と応えました。
今回の相互確認書の調印によって

8月7日、本学経営学部と豊橋総合動

「 の んほ い パーク盛り上 げ

植物公園（のんほいパーク）
は、
これまで

隊！」は、のんほいパークにおけ

の連携を強化し、相互協力によってのん

る実務レベルのマーケティング

ほいパークの新たな魅力を創造し、
さら

や運営に携わり、イベントの企

なる集客を図ることをめざして、相互確

画運営、SNS等を使った宣伝に

認書に調印しました。瀧川直史公園長

関する事業に取り組み、オリジナ

は、経営学部経営学科3年のプロジェク

ル商品の開発などに協力していき

トである「のんほいパーク盛り上げ隊！」

ます。
さらに、若い世代のニーズを

のこれまでの活動を評価し、
「若い感性

探り、それに応えていくために、のんほ

を活かし、のんほいパークと来園者をつ

いパークに蓄積されたSNS上のデータ

なぐ役割を担ってほしい」と期待。佐藤

の分析等も期待されています。

勝尚経営学部長は、
「より良い発展をめ

の んほ い

プチ
フォトコン
スタート！

調印後の初企画として、
「のんほいプチフォトコン」
をスタート。
「のんほいパーク盛り上げ隊！」がこれ
まで実践してきたフォトコンテストの運営経験をも
とに、WEBサイト・SNSを利用した短期間・投票型の
フォトコンテストを実施。一般の人たちを巻き込み
ながら、のんほいパークの活性化に取り組みます。

豊橋市大学連携調査研究費補助金成果報告（2018年度）──────
────●
保健医療学部理学療法学科

ロコモティブシンドローム対策における
屋外活動の意義

ロコモティブシンドロームとは骨や関節、
骨格筋などの運動器の衰えが原因で、歩
行や立ち座りなどの日常生活活動に障害
をきたしている状態のことを指し、進行す
ると要介護や寝たきりになるリスクが高く
なります。ロコモティブシンドロームの予

目した研究を実施しました。培養筋細胞を

ン®）
に関する知識と使用方法を学んだう

用いて検討した結果、
α-メラノサイト刺激

えで、食物アレルギー児の緊急時を想定し

ホルモンには骨格筋の分解を促進するタ

たロールプレイをもとにアナフィラキシー

ンパク質の発現を軽減するはたらきがあ

出現時の対応を検討しました。ロールプレ

ることが明らかになりました。この結果は

イでは、本学の学生が患児役を実践。参加

夜間より昼間、屋内より屋外で運動するこ

者からは、
「 頭が真っ白になった、実際に動

とでより高い効果が得られる可能性があ

いてみることで多くの課題が見つけられ

ることを示唆するものです。今後はこの研

た」、
「 演習を行ったことで、現在の園での

究をさらに発展させて地域住民のロコモ

状況や問題がはっきりと見えてきた」など、

ティブシンドロームの予防に寄与していき

個人的な課題や園全体で取り組むべき課

たいと考えています。

題が明確になりました。このことから、本講

（助教 横山真吾）

保健医療学部看護学科

考えよう！こどもの食物アレルギー

−緊急時に自信をもって適切な対応ができるように−

防には骨格筋量の維持が必須なため、
より

2018年9月に、
こどもの食物アレルギー

効率的な運動方法の開発が求められてい

に関する講習会を実施し、約70名の保育

ます。そこで私たちは「屋内で運動するよ

関係者が参加しました。本講習会では、ア

りも屋外で運動する方が高い効果を得ら

レルギー専門医、薬剤師、看護師等が連

れるのでは？」
という仮説を立て、それを検

携し、それぞれの専門性を生かした講義・

証するために日光浴などによって産生・分

演習を行いました。参加者は、食物アレル

泌されるα-メラノサイト刺激ホルモンに着

ギーの基礎、
アドレナリン自己注射（エピペ

習会によって個々への教育的機会の提供
に加え、園全体の体制作りにむけた支援の
一助になったと考えます。

（助教 柴田真由子）
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経営学部経営学科
准教授

髙木孝紀

新規開講の「東三河産業論」で
地域の元気な企業3社が講演

代表取締役の山口弘修氏、株式会社

地域企業
から 学 ぶ

▲株式会社中部シイアイシイ研究所
山口弘修氏による講義の様子

大羽ミシン代表取締役の大羽弘志氏

けでなく、先端産業分野において活躍

の3名に講演していただきました。

するオンリーワン企業が誕生しているな

東三河地域の産業構造や中小企業

伊藤氏は、
「経営者の役割」につい

どを説明。大羽氏は、
「小売業はモノを

の特徴について深く理解することを目的

て、①社員が頑張れば利益が出て事業

手に入れた人に人生観が変わったと思

に、2019年度から「東三河産業論」を

を継続できる舞台を整える、②次世代

えるほどの体験を伝えることができる業

開講。
その一環として地域企業と連携

の社員を継続して採用し育てる、③社内

界」であり、
「データの集積では測れな

し、外部講師による講演を行いました。

外の経営環境の改善をする、の3つを

い、個人の嗜好や思想をくみ取る能力

今年度は「2009年元気なものづくり中

挙げ、会社の進むべき道を社内外に示す

がとても重要になる」と小売業における

小企業300社」、
「2017年地域未来牽
引企業」に認定された株式会社蒲郡製

「経営理念」の大切さを指摘しました。
山口氏は、東三河産業の特徴として、

マーケティングの重要性を指摘。学生た
ちは、経営者3人の講演を通して、経営

作所代表取締役の伊藤智啓氏をはじ

外部依存型の自動車産業集積が形成

者や地域企業の役割について知識を

め、株式会社中部シイアイシイ研究所

されている一方で、農業や輸送機械だ

深めました。

地域

開
かれた 大 学
に

第1回 6月22日

短期大学部・豊橋市教育委員会連携
2019年度市民大学トラム

2019年度の市民大学トラムは、短期大学部の教授らが講師を務め、
「いつでもどこでも好奇心！“わかる”って楽しい」をテーマに、
6〜7月に全4回を開催しました。

第2回 7月6日

第3回 7月13日

「私のライフ・コーディネート”自 「おとなの食育～ 社会人 「アクティブラーニングを
分らしい生き方”で夢を叶える！」 になったら気をつけよう！」 体験しよう！」
講師／キャリアプランニング科
准教授 瀧﨑優佳

「どんな夢をもっていたか、

講師／キャリアプランニング科
教授 朝倉由美子

講師／キャリアプランニング科
准教授 伊藤圭一

第4回 7月27日

「自分のアイデアをビジネス
として実現してみませんか！」
講師／キャリアプランニング科
准教授 花岡幹明

体脂肪や血糖値、脂肪肝

「学びが楽しくなるこれから

潜在的創業者の掘り起こし

どんな夢を思い描いている

の危険性について解説し、
どう

の技法であり、子どもたちが

として開催されている東三河

か」と対話を重ねながら自分

したらいいかをアドバイス。減

将来を生き抜くうえで必要と

ビジネスプランコンテストを紹

の夢を見つめ直す参加型の

量、運動、食事内容の改善を

なる力を育む学習法」と話し、 介。受賞プランを例に、
ビジネ

講座を開催。夢を叶える「自分

継続するための方法として、健

受講者も10の質問に答える

スプランの作成方法とコンテ

らしい生き方」を考えました。

康管理の“見える化”
を解説。

アクティブラーニングを体験。

ストの意義について講演。
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創造トピックス│Sozo

topics

地域との連携によって学生たちの学びの場を広げ、
地域に必要な大学として、地域の人たちに向けての活動も行っています。
保健医療学部 理学療法学科
平成30年度卒業研究発表会を開催

たちとの出会いなど、さまざまなエピソード

われた選択講習「音を素材として考える表現

を交えて講演。
「経験を積むことで人は鍛え

活動」には49人が受講。多目的ホールをいっ

られていく。めげないで、手探りしつつ、頑張

ぱいに使って表現活動を行いました。また選

る！という気持ちで活動しています」と結びま

択講習「保護者支援」には60人が受講。子育

した。講演を受けて大島学科長は「皆さんも

て支援における保育者の姿勢や保育技術に

グローバル社会を生き抜くために力をつけま

ついて検討しました。免許更新講習は、30時

しょう」
と学生たちに呼びかけました。

間以上（必修領域講習6時間以上、選択必修
領域講習6時間以上、選択領域講習18時間以

◆

上）
を受講・修了することが必要です。本学で
は、地域の先生方に向けた本学ならではの地

▲優秀賞「投球動作における球速変化の要因」
土井匠、波多野智紀、深田拓未、指導教員／金井章

4月24日、平成30年度「卒業研究発表会」

経営学部 経営学科
プロジエクト「Sozo Socks Station」

域連携活動として実施し、今後も積極的に取
り組んでいきます。

が行われました。理学療法学科4年生が、昨
年4月より1年以上にわたって取り組んできた
15の演題において研究成果を発表しました。
どの発表においてもたくさんの学生が集まり、
活発な議論が行われました。発表会後、学生
による優秀演題の投票が行われ、最多得票の
演題に優秀賞を、次点の演題に奨励賞が授与
されました。

経営学科の原木・伊藤プロジェクトが運営

◆

する靴下専門店「SOZO SOCKS STATION」
が6月9日の日曜日にリニューアルオープンし
ました。本プロジェクトでは、これまで学習し
てきた経営やマーケティング、会計、ICTの知
識を活用し、その理解を一層深めることを目
的として実施しています。今年度も引き続き
株式会社ナイガイ、有限会社巽繊維工業所の
▲奨励賞「FRTによる下駄保育児のバランス能力評価」
柴田有希絵、指導教員／中川博文

◆

保健医療学部 看護学科
NANDA-I 理事長の上鶴重美氏が特別講演

協力のもと運営しています。第6期となる今
年度は、従来の店舗レイアウトの考案や販促
キャンペーン等の企画・展開、広告宣伝用の
ポスター・チラシの作成、市場調査に加え、協
力企業とのコラボ商品の開発にも取り組んで
います。例年より少ない人数での運営ではあ
りますが、店舗運営やSNSの活用に関する取
り組みや反省点・改善点等を、毎週会議の場
で共有し、活動の改善を図っています。こうし
た学生の努力が実を結び、毎週日曜のみと営
業日は少ないながらも売上は昨年を上回る
ペースで推移し、大きな成果が期待されてい
ます。

8月5日、保 健 医 療 学 部 看 護 学 科 は、
NANDA-Internationalの理事長として活躍さ
れている上鶴重美氏を講師に招き、本学の看
護学生、および実習施設の方々を対象に特別
講演会を開きました。テーマは、
「グローバル

短期大学部 キャリアプランニング科
かわきたバスと牛川の渡しで
大学に行こう！を企画実施

豊橋市内にはコミュニティーバスと呼ばれ

る豊橋市が運営するバスがあります。かわき
たバス（スマイル号）
もその一つで、下地地区
大村地区を走るコミュニティーバスです。地
域の住民の皆さんにもっと利用してほしいと
いう活動に、キャリアプランニング科の伊藤
ゼミナールが参加し、企画提案しました。学生
企画らしく「楽しい学び」を紹介したいと考え、
企画したプランが、花育という花を通した「心
理学」
と学食ランチの体験です。
「かわきたバ
スと牛川の渡しで花育体験」と題して呼びか
け、沿線の皆さんをお誘いしました。バスの
定員に合わせて7名の募集でしたが、それを
上回る応募をいただきました。企画や広報の
段階から都市計画課の皆さんにアドバイスを
受けて当日を実施。学生たちは緊張してお客

◆

短期大学部 幼児教育・保育科
教員免許更新講習を開催

本学短期大学部では、教員免許更新制が

に生きる~留学とNANDA-I活動で鍛えた力」。

導入された平成21年から、文部科学省から

上鶴重美氏は、
グローバル人材の要素として、

認定を受け幼稚園教諭向けの教員免許更新

語学力・コミュニケーション力、主体性や積極

講習を行っています。本年度は、8月に7日間

性、日本人としてのアイデンティティーなどを

の日程で、教室や多目的ホールを会場に、16

挙げ、留学での体験や、米国の看護師として

講習を開催しました。受講者は、東三河、静岡

就労した際に学んだこと、さらに帰国後、看護

西部を中心に、遠方から受講する人たちも多

コンサルタントになるまでの苦労、NANDA-

く、246人が受講しました。講師は、本学短期

Internationalの活動、自分を救ってくれた人

大学部の教員たちが務めました。8月5日に行

様をお迎えしましたが、参加者の皆さんは終
始笑顔で花育体験とランチ体験を楽しみ、無
事終了することができました。
「また、参加し
たい」
という声をいただき、それに応えていこ
うと考え、次の企画にも挑戦していきたいと
思っています。
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研究
室 から

医療系、ビジネス系、幼児教育まで、
さまざまな分野の課題に向き合う研究室から、
5つの取り組みをクローズアップ。

◉保健医療学部 看護学科

在宅ケア実践の質保証に向けた基盤をつくる
在宅看護学、家族看護学に関する

となったため、多職種での意見交換と

研究を専門としています。
「夫を看取っ

交流の場にもなっています。丁寧な事例

た妻の悲嘆と生活状況」
「終末期がん

検討はケアの質向上に繋がり、事例研

の夫を看取る妻への訪問看護支援」

究として高めることで実践知を示すこと

等看取る家族と看護支援に関する研

ができます。在宅ケアの基盤には、地域

究、
「高齢者の独居療養生活支援シス

包括ケアの考え方をふまえた住民互助

テム」、
「多職種連携支援」等少ない人

の地域づくりが大切です。
ボランティア

的資源での支援についての研究に取り

となる支援者の継続的な支援が必要と

組んできました。
また実践者と共に家族

考え、実践的研究に取り組み始めまし

看護のアセスメントモデルを使った事例

た。在宅ケアの実践に活かすことができ

検討会を継続し6年目になります。昨年

る、社会の変化にあった研究の継続を

からは主任介護支援専門員更新研修

めざしています。

蒔田寛子
保健医療学部 看護学科 教授
聖隷クリストファー大学保健科学研究科
博士後期課程修了 博士（看護学）

◉保健医療学部 理学療法学科

立位姿勢制御障がいを解明する
立つこと。
これはヒトが獲得した大き

研究に取り組んできました。小児施設で

な能力のひとつです。
ヒトが行う多くの

多く接してきた脳性麻痺だけでなく、足

動作は立った状態で行われます。立つ

関節捻挫や高齢者、
さらには装具が立

能力はヒトのさまざまな動作の大切な土

位姿勢制御にどのような影響を及ぼす

台となっています。理学療法の目的のひ

かを明らかにしてきました。分かったこと

とつは、疾患によって生じる運動障がい

も多くありますが、いまだに分からない

を改善することにあります。
ただ、運動障

点も多く残されています。

がいの背景には必ず姿勢制御の障が

私の理学療法士人生も折り返し地

いが潜んでいます。つまり、運動障がい

点を過ぎました。患者様や利用者様の

を改善するには、その背景にある姿勢

動作の改善につながるような成果を出

制御障がいを改善しなければならない

せるように、今後も研究に邁進していき

のです。

たいと思っています。

私は今まで一貫して立位姿勢制御の
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保健医療学部 理学療法学科 准教授
静岡県浜松市出身。金沢大学卒業後、愛知県内の小
児施設に勤務。その後、金沢大学大学院で博士号を
取得。専門分野は小児理学療法と立位姿勢制御。

保健医療学部看護学科

経営学部経営学科

経営学部経営学科

研究分野／看護学
主な担当科目／小児看護学概論、小児臨床看護学、
小児看護学演習、小児看護学実習、家族看護学

研究分野／租税法、国際課税、国際関係、経済犯罪
主な担当科目／租税法特論、工業簿記、管理会計

研究分野／財務会計、管理会計、税務会計、会計監査
主な担当科目／簿記入門、商業簿記（上級）、
会計学入門、財務諸表論、監査論、専門ゼミナール

教授 中久喜町子
Machiko Nakakuki

2019年度
新任教員
紹介

冨田秀仁

准教授 松岡輝
Akira Matsuoka

保健医療学部看護学科

経営学部経営学科

研究分野／精神看護学、看護倫理学
主な担当科目／精神看護学概論、精神臨床看護学、
精神看護学演習、精神看護学実習、看護学研究Ⅰ･Ⅱ

研究分野／国際マーケティング論、
国際経営論
主な担当科目／マーケティング入門 、
広告論、
商品企画論、
専門ゼミナール

准教授 桂川純子
Junko Katsuragawa

講師 原木英一
Eiichi Haraki

講師 若原憲男
Norio Wakahara

保健医療学部看護学科

嘱託助手 太田有美
Yumi Ohta

◉経営学部 経営学科

髙木孝紀

組織論のマルチパラダイム研究
ラダイムは、パラダイム間の対話を通し

経営学部 経営学科 准教授
名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。
名古屋大学大学院経済学研究科助教、四日市大学経
済学部特任准教授を経て、平成30年度より本学准教
授。専門は経営組織論。

をあらわし、後者は、人間行動から組織

て、
研究の視野を広げ、
組織の包括的な

が生じる側面をあらわします。
マルチパ

説明を目標とします。
「盲目の男たちと象」

ラダイムは、2つの側面を包括的に説明

の寓話にもあるように、
象のあるパーツだ

しようとします。
その方法として、
「共時

けを見ている人は、
見ている部分は分析

的統合」によりメタパラダイムの包括的

できますが、
象の全体像を見ることはでき

なモデルを作る、
「経時的統合」により

ません。
つまり、
1つのパラダイムだけでは、

時間の経過にそって因果関係を循環さ

多面的な組織をとらえられません。

せるの2つがあります。

たとえば、組織には「合理的モデル」
パラダイムとは、
ある集団の成員に共

と「自然システムモデル」があります。前

通する信念や価値のことです。
マルチパ

者は、組織が人間行動を規制する側面

◉短期大学部 キャリアプランニング科

まちなか図書館応援プロジェクト

ご興味ある方は、経営学史学会編
（2019）
『 経営学の未来 』文眞堂を手
に取っていただければ幸いです。

瀧﨑優佳
短期大学部 キャリアプランニング科 准教授
ビジネス実務、キャリア教育で、
ビジネスの現場の視点
から実践的な指導を行っている。

り完成予定のまちなか図書館プロジェ

うか行ってみました。
また、図書館でもら

クトの応援に取り組んでいます。
まちな

える英字新聞を使ったおしゃれなエコ

か図書館は既存の図書館とは異なり

バッグづくりにもチャレンジしました。
さら

「人が集まる場所になる」というコンセ

に図書館ができる駅前大通りに人が集

プトで計画が進んでいます。
そこで瀧﨑

まる10月の豊橋祭りにも注目し、総踊り

ゼミでは「人が集まる仕組み」を考えて

に人が集まるためのアイデアを考え、豊

きました。
まちなか図書館内にはカフェ

橋市のわかば補助金に採択されました。

ができることからSNS映えするラテアー

今後はインスタグラムなどを活用しなが

ト、パンケーキアートの体験企画を行っ

ら、
まちなか図書館のアピールを続けて

瀧﨑ゼミでは「自分で考えて行動す

てはどうか？と考え、学内のカフェコスタ

いきたいと考えています。

る」を目標に、2021年に豊橋駅前大通

リカにご協力いただき実際にできるかど

◉短期大学部 幼児教育・保育科

地域と大学をつなぐ子どもたちのアート
流の機会を設けています。2015年から

近年研究室では、児童画の展示を軸
に、学生と地域の子どもや大人との交

加藤克俊
短期大学部 幼児教育・保育科 准教授
愛知県出身。愛知教育大学大学院修了
第18回丹波の森ウッドクラフト展グランプリ受賞
第4回CCDOデザインアオード受賞
平成25年度より本学に着任

る活動をしました。菜の花は放射能で汚

は大学内での「せかいはつなぐ児童画

染された土地でもディーゼル油やメタン

展」、旧門谷小学校での「このは美術

ガスを作り出す産業に活用できることに

館」を開催してきました。児童画の収集

注目しました。

にはゼミ生をグループ分けし、
それぞれ

昨今、社会に適応できない新社会人

に考えた指導案をもって実践に行きま

が増えたといわれ、協同的に問題を解

した。NPO法人チェルノブイリ救援・中

決する能力、
さまざまな価値観を持った

部とご縁があったことから、2017年には

大人たちと接する機会がより必要となっ

「ちいさな黄色い手紙プロジェクト」と

ています。
こうした背景を踏まえ、大学と

題し、菜の花をテーマに豊橋から福島、

してのあり方を常に意識して授業を展

ウクライナと子どもたちのアートをつなげ

開しています。
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地域の健康を支える大学

豊橋創造大学
豊橋創造大学短期大学部
理事長・学長

伊藤
晴康

豊橋創造大学・豊橋創造大学短期
大学部は、
設立以来地域密着型の高
等教育機関として、
人材育成や研究を
通して地域に貢献してまいりました。本
学の持つ教育研究の力を地域の為に
活かすことをわかりやすく表現するため
に、
2018年度より
「地域の健康を支え
る大学」
という言葉を押し出しています。
これは、保健医療学部だけでなく、経
営や情報技術、教育・福祉分野など本
学が持つ様々な専門性を地域住民の
健康の維持・向上に役立てることで、地

域に貢献していこうという意思表明です。
地方創生という掛け声とともに、
日本
各地で地域の魅力をいかに高めていく
かが課題となっています。地域特有の
課題解決や魅力創出のために大学の
果たす役割が改めて注目されています。
健康は人々が幸福に生きていくための
大切な基盤であります。本学が「地域
の健康を支える」様々な活動を行って
いくことが、
この地域の魅力の向上に対
して大きな役割を果たすことができると
確信しています。

2019年度行事スケジュール［下半期］

9月 sep

10月 oct

11月 nov

24日
（火） カラダ喜ぶ健康講座②

19日
（土） 豊川市民病院との連携講座

30日
（土） 特定研修施設との連携講座①

7日
（土）

保護者向けオープンキャンパス

28日
（土） オープンキャンパス

5日
（土）

保護者懇談会

26日
（火） カラダ喜ぶ健康講座③

26日
（土） 創造祭

公開講座

27日
（日） 創造祭

12 月 dec

青い空コンサート
特定研修施設との連携講座②
8日
（日） スポーツ傷害予防教室
21日
（土） オープンキャンパス
21日
（土） 特定研修施設との連携講座③
1日
（日）

1月 jan

11日
（土） 特定研修施設との連携講座④

3月 mar

18日
（水） 学位授与式

21日
（土） オープンキャンパス

※赤は地域のみなさまに向けた企画です。
お気軽にご参加ください。▼

カラダ喜ぶ健康講座 18：30〜20：00
9/24

第2回「ロコモティブシンドローム」

［火］ 片足つま先立ちがどれだけできますか？

講師／保健医療学部 理学療法学科 杉浦昌教授（保健医療学部長）

11/26

第3回「ケガ・病気の予防とウォーキング」

間違っている？
［火］ 私の歩き方、

講師／保健医療学部 理学療法学科 金井章教授（理学療法学科長）

◉各講座・教室のお申込み・お問合せ先
電話・FAX・郵送・Eメールで下記までお願いいたします。

豊橋創造大学 地域連携・広報センター
〒440-8511 豊橋市牛川町松下20-1
TEL：050-2017-2130（公開講座受付専用）
FAX：050-2017-2112
E-mail：chiren@sozo.ac.jp
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

http://www.sozo.ac.jp
保健医療学部 理学療法学科
保健医療学部 看護学科
経営学部 経営学科

短期大学部
短期大学部
短期大学部
短期大学部
短期大学部

幼児教育・保育科
キャリアプランニング科
専攻科 福祉専攻
専攻科 医療情報専攻
公務員別科

大学院 経営情報学研究科 起業・経営情報専攻
大学院 健康科学研究科 健康科学専攻

■本誌に関するご意見ご要望はTEL.050-2017-2106 FAX.050-2017-2112 E-mail:chiren@sozo.ac.jp 地域連携・広報センターまでお願いします。

