
大学コンソーシアム富山 令和２年度「時事的問題」実施報告 

 

事業名  
大学コンソーシアム富山 令和２年度単位互換開講科目 
「時事的問題」 
 

実施機関名 富山大学 
高山 龍太郎（富山大学経済学部教授） 

趣旨・目的 （１）日本社会が抱える各分野の課題について理解すること 
（２）それらを踏まえて、将来自分が何をなすべきか、社会の課題と

関連させて自分を位置づけること 
（３）そのための第一歩として、大学在学中に何をしたら良いか、具

体的に目標を定めること 
開催日時  

令和２年９月１１日（金）、９月２３日（水）、９月２４日（木）、 
９月２５日（金）、９月２６日（土） 
 

開催場所 
 

Web 会議ツール「Zoom」による遠隔授業 

参加人数 
 

 
学生 ７２名 
【内訳】・富山大学（６２名） 
    ・富山県立大学（７名） 
    ・高岡法科大学（３名） 
 

事業内容 
 

＜１日目 ９月１１日（金）＞ 
（講師：デジタルビジネスイノベーションセンター共同設立者，株式

会社 HI3 代表取締役社長・西野弘，大学経営コンサルタント・佐藤真

悟） 
 第１回（４限）世界史的観点から見た日本の現況 
 第２回（５限）これからの若者に求められる力 
 
＜２日目 ９月２３日（水）＞ 
（講師：西野弘，佐藤真悟） 
 第３回（３限）デジタル時代における社会の課題と個人の幸福 
 第４回（４限）大学での学修成果の把握とコンサルティング 
 第５回（５限）学生と講師とのパネルディスカッション 
 
＜３日目 ９月２４日（木）＞ 
（講師：老人介護ホーム，株式会社舞浜倶楽部代表取締役・グスタフ

・ストランデル，西野弘） 
 第６回（３限）コロナ禍での高齢者介護と福祉の基本理念 
 第７回（４限）介護の暗黒時代から現在そして未来・海外へ 
 第８回（５限）学生と講師とのパネルディスカッション 
 
 
＜４日目 ９月２５日（金）＞ 



（講師：NPO 法人 CeFIL 理事長，デジタルビジネスイノベーションセ

ンター代表・横塚裕志，株式会社ビジネスリファイン代表取締役・大

野祐子） 
 第９回（２限）新しいテクノロジーと消えゆく仕事 
 第１０回（３限）社会的課題と民間企業と自分の関わり 
 第１１回（４限）個の確立と SDGs 思考 
 第１２回（５限）ジェンダーギャップと女性のキャリア 
 
 
＜５日目 ９月２６日（土）＞ 
（講師：西野弘，横塚裕志，大野祐子） 
 第１３回（２限）未来の学校・学習のあり方を考える 
 第１４回（３限）学生と講師とのパネルディスカッション 
 第１５回（４限）課題レポートの作成 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 月 11 日 オンライン講義  



大学コンソーシアム富山 令和２年度「地域ライフプラン」実施報告 

 

事業名  
大学コンソーシアム富山 令和２年度単位互換開講科目 
「地域ライフプラン」 
 

実施機関名 富山大学 
塩見 一三男（富山大学地域連携戦略室講師） 

趣旨・目的 地方創生に関与する地方公共団体や企業等の組織や，地域で暮らすこ

とを選択した個人等をゲスト講師としてむかえ，人口減少時代の地域

づくりや企業戦略，地方での暮らしや働き方等に関する講義を聞くと

ともに，外部講師（ゲストスピーカー）や履修生同士のディスカッシ

ョンも行いながら，最終的には履修生自身の将来のライフプランづく

りをアウトプットさせる。 
 このプロセスを通じて，履修生自身が地域で生きることの可能性や

意義を自分ゴトとして見出してもらうことや，ディスカッョンを通じ

てコミュニケーション能力を高めてもらうことをねらいとする。 
開催日時  

令和２年９月１４日（月）、９月１５日（火）、９月１６日（水）、 
９月１７日（木）、９月１８日（金） 
 

開催場所 
 

 

富山大学五福キャンパス（富山市五福３１９０） 

 
参加人数 
 

 
学生 ８３名 
【内訳】・富山大学（６０名） 
    ・富山高等専門学校（５名） 
    ・富山県立大学（１４名） 
    ・高岡法科大学（４名） 
 

事業内容 
 

＜１日目 ９月１４日（月）＞ 
 第１回（２限）オリエンテーション 
 第２回（３限）ライフプラン分析 
 第３回（４限）富山で働く（富山市，公務員）（講師：富山市・小

林氏） 
 
＜２日目 ９月１５日（火）＞ 
 第４回（２限）富山で働く（富山の暮らしやすさ，製造業）（講師

：富山県機電工業会会員企業） 
 第５回（３限）富山で働く（朝日町，空き家リノベーション）（講

師：家印（株）・坂東氏） 
 第６回（４限）富山で働く（氷見市，宿泊業）（講師：（株）ユメ

ミガチ・松木氏） 
 
 
 



＜３日目 ９月１６日（火）＞ 
 第７回（２限）富山で暮らす（上市町，地方創生）（講師：上市町

副町長・小竹氏） 
 第８回（３限）富山で暮らす（舟橋村，子育て）（講師：舟橋村・

廣瀬氏） 
 第９回（４限）富山で暮らす（高岡市，金屋町元気プロジェクト）

（講師：NPO 金屋町元気プロジェクト・加藤氏） 
 
＜４日目 ９月１７日（水）＞ 
 第 10 回（２限）富山で暮らす（小矢部市，移住）（講師：編集・ラ

イター，カラーアナリスト・澤田氏） 
 第 11～12 回（３，４限）富山で働く～T ターンカフェ（県内企業で

働く若手社員との仕事の魅力や富山での生活の楽しみ方について，複

数グループに分かれて話し合う） 
 
＜５日目 ９月１８日（金）＞ 
 第 13 回（２限）富山で暮らす（砺波市，空き家管理）（講師：砺波

市・坂井氏） 
 第 14 回（３限）富山で暮らす（黒部市，共生（ともいき）の大切

さ）（講師：（株）熊谷組・大田氏） 
 第 15 回（４限） まとめ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 月 16 日 上市町「地方創生」 

グループワークの様子 



大学コンソーシアム富山 令和２年度「環境社会学」実施報告 

事 業 名 大学コンソーシアム富山 令和２年度共同授業科目「環境社会学」 

実施機関 富山国際大学（担当教員：藤田香 富山国際大学 現代社会学部非常勤講師） 

趣旨・目的 気候変動問題、生物多様性問題など、地球規模で生じている環境問

題について、また、森林資源問題、リサイクル、海洋プラスチック

問題など身近な社会環境問題について説明することができ、環境・

経済・社会の連関の中で持続可能な社会形成について自らの行動レ

ベルで考えることができることを身につける。  

開催日時 令和２年 9月 7日(月)～9日(水)の 3日間 9:00～17:50 

開催場所 Zoomによる遠隔授業（ホスト:富山国際大学現代社会学部上坂博亨教授） 

参加人数 

 

学生 63名 

【内訳】・富山大学 8名      ・富山短期大学 1名 

・富山高等専門学 5名  ・富山国際大学 49名 

事業内容 【授業概要】 

気候変動や生物多様性、SDGs などの地球環境問題やサステナビ

リティの問題が、社会や企業にどのような影響を及ぼしているかに

ついて、世界・国・地域の観点から学び、学生が社会の中で、環境

問題の解決や持続可能な暮らしについて理解を深め、自ら行動する

ことを期待する講義であった。  

富山県出身で、日本経済新聞グループにおいて長年記者を務めて

きた講師が、サステナビリティにおける世界の動きや企業の取り組

みを、具体事例を交えて紹介した。そのうえで、富山で学ぶ学生と

して、サステナブルな社会をつくるために何ができるか、どんなア

イデアがあるか、これからの社会にどうかかわっていけばよいか、

自分のやりたいことをどう表現し生きていくか、など、社会を構成

するステークホルダーの一員として議論した。  

第 1 日目：9 月 7日(月) 

1.オリエンテーションと地球環境問題について 

2.地球環境問題とは何か 

3.生物多様性の問題は何か 

4.暮らしや企業における生物多様性保全の活動 

5.グループワーク 

第 2 日目：9 月 8日(火) 

6.身近にある森林と漁資源の問題 

7.渇水や洪水が増える世界の水問題 

8.リサイクルと海洋プラスチック問題 

9.サプライチェーンで重要な環境・人権問題 

10.グループワーク 

第 3 日目：9 月 9日(水)  

11.東京五輪で重要視される環境対策  

12.SDGsと企業の取り組み 

13.SDGsと地方創生、富山 

14.SDGsと富山の取り組み 

15.グループワーク、講義内容総括、レポート提出 



  

【実施資料】 
 

別紙資料（各回の PPT資料表紙） 

 









                                         

大学コンソーシアム富山  

令和２年度「情報・ロボット技術（IRT）による看護・介護支援」実施報告 

 

事業名 情報・ロボット技術（IRT）による看護・介護支援 
 

実施機関名 富山県立大学 

担当教員：知能ロボット工学科 大島徹 教授 

 

趣旨・目的 情報技術とロボット技術(IRT)による看護・介護支援に関する講座を開
講するもの。 
 

開催日時 令和２年８月２７日（木）９時４０分～１７時００分 

    ８月２８日（金）９時４０分～１７時００分 

      

開催場所 

 

オンライン（ZOOM） 

 

参加人数 

 

３６名 

（富山県立大学１４名、富山大学２名、富山高等専門学校９名、一般

２名、講師７名、担当教員１名、職員１名） 

 

事業内容 

 

IRTと看護・介護の基礎を学び、計測技術、情報技術、ロボット技術に

よる看護・介護支援の現状と未来について理解を深める。 

 

【担当講師】 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 大島 徹 教授 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 野田 堅太郎 講師 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 塚越 拓哉 講師 

富山県立大学工学部 情報システム工学科 唐山 英明 教授 

富山県立大学工学部 情報システム工学科 木下 史也 講師 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 高野 博史 准教授 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 増田 寛之 准教授 

富山県立大学工学部 知能ロボット工学科 小柳 健一 教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大學コンソーシアム富山 令和２年度「とやま地域学」実施報告 

事業名 大学コンソーシアム富山 令和２年度共同授業科目「とやま地域学」 

実施機関 富山国際大学 担当教員:尾畑納子(富山国際大学 現代社会学部教授) 

趣旨・目的  富山の歴史・文化、環境、産業の現状、立山連峰や富山湾に代表される

富山の自然環境を学び、富山の特色を理解する。そして持続可能な社会、

地域づくりを考え、未来の富山や世界の姿を展望する。 

開催日時 令和 2年 8月 31日(月)～9月 4日(木)の 4日間 

1日 4コマ×4日間の集中講義 

開催場所 富山県農協会館 8階大ホール、パレブラン高志会館 2階カルチャーホール 

参加人数 

 

学生 137名 

【内訳】・富山大学 26名 ・富山県立大学 74名 ・高岡法科大学 4名 

 ・富山短期大学 1名 ・富山高等専門学校 12名・富山国際大学 21名 

事業内容 【2020年度概要】 

今年度のとやま地域学のテーマは、「過去から未来へ－富山の未来創造

－」として、県内大学生の皆さんに富山への理解を深めてもらおうと企画

しました。今年度の特色は、デジタル社会とは何か、また、コロナ禍にお

ける最新の新型コロナに関する情報を学ぶ機会を提供しました。講師陣は

富山在住の研究者・専門家を招聘し「データから見る越中‣富山」、「豊か

な森・里・川・海の自然環境」、「ビッグデータとデジタル技術がもたらす

社会変容」、「新型コロナウイルス感染症」について解説いただき、富山の

魅力と課題を理解し、アフターコロナ時代においても一人ひとりが輝く富

山の地域づくりに参画できる人材の基礎力の育成を目指しました。終了後

の学生評価はおおむね 4点以上（5点満点、ただし会場の環境は 3点台）

で好評であった。 

第 1 日目：8 月 31日(月) 

① オリエンテーション 

 

 

② ③ ④地域創りの大転換 1,2,3 

 (富山地域学研究所長（元富山国際大学教授）浜松 誠二 氏) 

  



第 2 日目：9 月 1 日(火) 

⑤ ⑥ ⑦日本史の舞台となった越中 

 (前富山国際大学 現代社会学部 非常勤講師 米原寛 氏) 

  

⑧越中（富山県）の歴史－売薬業から見た近世・近代 

(富山市郷土博物館 館長 坂森 幹浩 氏) 

  

 

第 3 日目：9 月 3日(水) 

⑨富山の自然とエネルギー 

（富山国際大学 現代社会学部 教授 上坂 博亨 氏） 

  

⑩ ⑪富山の自然と地域づくり 1,2 

（早稲田大学 名誉教授 宮口 侗廸氏） 

  

 



⑫水中カメラから見た富山湾 

（水中カメラマン 大田 希生 氏） 

  

 

第 4 日目：9 月 3日(木) 

⑬立山から見る富山の自然 

(富山県立山砂防博物館 学芸課長 飯田 肇 氏) 

  

⑭未来の富山－ビッグデータとデジタル社会がもたらす社会変容 

(富山国際大学 学長 高木 利久 氏) 

  

⑮新型コロナウイルス感染症について 

(富山県理事・厚生部次長 木内 哲平 氏) 

  

 

 

 



大学コンソーシアム富山 令和 2 年度単位互換開講科目 

「現代社会と法」実施報告 

 

 

事業名 
令和 2 年度前期 大学コンソーシアム富山 共同授業科目 

「現代社会と法」（法と文学-その隙間を埋めるもの/繋ぐもの-） 

実施機関名 
高岡法科大学  担当教員：地域交流センター長（副学長）野口 教子  

趣旨・目的  法律は時代に即し制定され、改正されてきました。いつの時代にも

その時代にあわせた文学作品が存在します。両者には「時代を映す」

という共通点があります。 

本講義は、文学の概念を広くとらえ、万葉集から近現代の小説、随

筆、評伝さらには落語など、時の古今、地の東西にわたる様々なジャ

ンルの作品を取り上げ、名作といわれる所以に見え隠れする時代の背

景を法の観点を中心に読み解いていきます。 

講師には、すべからく法律に携わる関係者や文学研究者に限らず、

医学関係者、ジャーナリストなど多岐にわたる分野からも迎え、まさ

に法と文学の隙間を埋め、そして繋いでいきます。 
 

開催日時 令和 2 年 8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金） 

開催場所 

 

高岡法科大学 ミレニアムホール 

  高岡市戸出石代 307-3 

参加人数 

 

学生計 40 名：富山大学（2 名）・富山高等専門学校（1 名）・高岡法

科大学（37 名） 

その他・一般受講者 計 26 名    

1 日合計約 63 名（日ごとに人数を算出） 

 

事業内容 

 

第 1 回 万葉集の中の律令 

講師：高岡市万葉歴史館 館長 坂本 信幸 氏  

第 2 回 仏蘭西の法と文学『権力と闘う良心』－ﾌﾗﾝｽ･ﾕﾏﾆｽﾑの系譜－ 

  講師：富山県立大学 参与 仲井 章 氏 

 第 3 回 落語の中の法律 

  講師：慶応義塾大学法科大学院 教授・弁護士 菅原 貴与志 氏 

 



 

 

第 4 回 森鴎外の中の法律－高瀬舟より－ 

 講師：千葉大学 名誉教授・弁護士 植木 哲 氏 

 第 5 回 リア王とおりんの現代と法 

講師：京都府立医科大学 名誉教授 中島 健二 氏 

第 6 回 働き方改革と文学 

  講師：北陸大学 教授 松本 和彦 氏 

 

 

 

第 7 回 源氏物語に見る法律 

  講師：高岡法科大学 専任講師 白石 佳和 氏 

第 8 回 法の番人と文学 

  講師：元検事・弁護士 山川 一陽 氏 

第 9 回 法の格言と文学  

 講師：日本大学 教授・弁護士 松嶋 隆弘 氏 

 

 

  



第 10 回 法医学と文学－死人に口あり－ 

  講師：日本大学 名誉教授 押田 茂實 氏 

第 11 回 白い巨塔と法律 

  講師：弁護士 石川 寛俊 氏 

第 12 回 犯罪小説と法－佐木隆三「復讐するは我にあり」－ 

 講師：元日本大学 教授 佐藤 健一 氏 

 

 

 

第 13 回 近代小説と法－芥川龍之介「藪の中」－ 

  講師：元日本大学 教授 佐藤 健一 氏 

第 14 回 時代小説と法－鬼平犯科帳の世界－ 

 講師：作家・評論家 末國 善己 氏 

第 15 回 評伝と法－景気を仕掛けた男「丸井」創業者 青井忠治－ 

  講師：経済ジャーナリスト・作家 出町 譲 氏 

・レポート指導：高岡法科大学 教授 野口 教子氏 

※学生のみ 

 

 
 

 



大学コンソーシアム富山 令和２年度「富山学」実施報告 

 

事業名  
大学コンソーシアム富山 令和２年度単位互換開講科目 
「富山学」 
 

実施機関名 富山大学 
奥 敬一（富山大学芸術文化学部准教授） 

趣旨・目的 ・富山の自然基盤の成り立ちと現状について理解し、産業やまちづく

りとのつながり、防災の重要性などについて理解を深める。 
・フィールドワークや地域のひとびととの対話を通して富山の歴史的

・文化的な成り立ちと現状について理解し、住環境や生活にみられる

富山の価値に対する理解を深める。 
・富山県が持っている世界や日本の中での独自性・固有性を活かして、

富山の将来像について日常の中で意識的に考え、行動できるような態

度を培う。 
開催日時  

令和２年９月１日（火）、９月８日（火）、９月１５日（火）、 
９月２９日（火） 
 

開催場所 
 

 

大学コンソーシアム富山駅前キャンパス研修室１，２ 

五箇山合掌造り集落，砺波市散居村展望広場 他 

 
参加人数 
 

 
学生２７名 
【内訳】・富山大学（１９名） 
    ・富山高等専門学校（５名） 
    ・富山県立大学（１名） 
    ・高岡法科大学（２名） 
 



事業内容 
 

＜１〜３回 ９月１日（火）２限〜４限＞ 
１．ガイダンス 
  講義全体の進め方、成績評価等についての解説   
  世界の中の富山、日本の中の富山：富山県の基礎情報 
  現地見学の注意事項 
 
２．富山の自然基盤（水循環） 
 立山連峰から富山湾に至る大きな水循環について理解し、富山の産

業や生活と深く関わっていることを学ぶ 
 
３．富山の自然基盤（植生） 
 過去から現在にわたる富山の自然植生の変化と現況について解説

し、緑地がグリーンインフラとして生活・住環境の維持に果たしてき

た役割について理解する 
 
＜４〜７回 ９月８日（火）１限〜４限＞ 
４．富山の自然基盤（立山連峰）  
 立山山系の地形的な特徴とその社会との関わりについて解説する 
 
５．富山の自然の保全 
 立山の自然の保全の実態や、自然環境と両立する観光のあり方、さ

らに自然保護に関係する仕事について学ぶ 
  （外部講師：環境省立山管理官事務所国立公園管理官） 
 
６．富山の自然基盤（生物多様性） 
 富山の自然環境と社会文化の相互作用が織りなす生物多様性につ

いて解説し、住環境や食文化との関係について理解する 
 
７．富山の自然基盤（総括） 
 富山の自然基盤についてのグループディスカッションを通して、富

山の特徴を生かしたライフスタイルとは何かを検討する。 
 
＜９月１５日（火）１限〜４限＞ 
８〜１１．富山の生活文化 
 庄川流域現地見学 世界遺産五箇山合掌造り集落でのフィールド

ワーク（世界遺産を維持するための取り組みと茅刈り体験）〜砺波平

野散村景観の文化的価値について 
 （現地講師：五箇山自然文化研究会会員） 
 8:45 富山大学五福キャンパス出発 
 10:15 タカンボースキー場（茅場）到着 
  茅場管理の取り組みについて解説 
  下草刈り体験（現地講師） 
 11:45    昼食 タカンボースキー場ふれあいハウス 
 12:30 バスで菅沼集落へ 
 12:45 菅沼集落到着 
  現地講師による菅沼合掌造り集落解説、五箇山民俗館、塩硝の館

など見学 



 14:15 菅沼集落出発 
 15:15 砺波市散居村展望広場（鉢伏山）到着 
  砺波平野散村景観の文化的価値について解説 
 15:45 砺波市散居村展望広場出発 
 16:30 富山大学五福キャンパス到着 
 
＜１２〜１５回 ９月２９日（火）２限〜５限＞ 
１２．富山の歴史と文化（生活文化の景観） 
 富山の自然環境と社会文化の相互作用が織りなす生物多様性につ

いて解説し、住環境や食文化との関係について理解する 
 
１３．富山の歴史と文化（山の文化と信仰） 
 立山山系と白山山系の両霊山を擁する富山には、信仰を背景とした

多様で奥深い山村生活の文化が根付いている。富山の基層に流れる山

の文化について解説する。 
 
１４．富山の歴史と文化（海の文化とネットワーク） 
 日本海に面した富山は海を通して他地域ともつながりあってきた。

そのネットワークは国内はもちろん海外にもつながっている。富山の

生活や産業を支えてきた外の世界とのネットワークについて解説す

る。 
 
１５．総括 
 フィールドワークにもとづくディスカッションと「富山学」のまと

め 
 
9 月 15 日 下草刈り体験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 月 29 日 ディスカッション 
 

 



                                         

大学コンソーシアム富山  

令和２年度「富山とくすり」実施報告 

 

事業名 富山とくすり 
 

実施機関名 富山県立大学 

担当教員：医薬品工学科 中島範行 教授 

 

趣旨・目的 薬の歴史や働き、製造、開発に関する講座を開講するもの。 
 

開催日時 令和２年９月２８日（月）９時４０分～１７時００分 

    ９月２９日（火）９時４０分～１７時００分 

      

開催場所 

 

CiC ビル ５階研修室２ 

（富山市新富町１－２－３） 

 

参加人数 

 

３９名 

（富山県立大学１１名、富山大学１４名、富山高等専門学校５名、講

師７名、担当教員１名、職員１名） 

 

事業内容 

 

くすりの歴史、製造、開発に関わる幅広い知識を習得し、くすりの働

き（剤型、ＤＤＳ、作用機序等）について理解を深める。 

【担当教員】 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 中島 範行 教授 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 濱田 昌弘 講師 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 米田 英伸 教授 

神戸学院大学 福森 義信 名誉教授 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 村上 達也 教授 

富山県立大学工学部 教養教育センター 古澤 之裕 准教授 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 磯貝 泰弘 教授 

富山県立大学工学部 医薬品工学科 長井 良憲 教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸学院大学 福森名誉教授による講義 

 

 

 

 



大学コンソーシアム富山 令和２年度単位互換開講科目 

「災害救援ボランティア論」実施報告 

 

事業名  

大学コンソーシアム富山 令和２年度単位互換開講科目 

「災害救援ボランティア論」 

 

実施機関名  

富山大学 

奥寺 敬（富山大学医学部危機管理医学・医療安全講座教授） 
 

趣旨・目的  

災害救援ボランティア育成のカリキュラムをコアに，富山県の災害と

防災対策，富山大学の研究者による独自の研究内容などを加えて，地

域防災においてリーダーシップを発揮できる人材となるための学修

を提供する。  

 

開催日時  

令和３年２月１５日（月），１６（火），１７（水），３月２日（火） 

 

※２月１７日午後，１８日の大雪による休講措置により第１０・１１

回の普通救命講習，および第１４・１５回の四季防災館講義・体験学

習については３月２日に代替日を設け実施。欠席者にはレポート課題

を提示。 

 第１２，１３回分は講義動画の配信，資料送付，課題提示により実

施。 

  

開催場所 

 

 

富山大学五福キャンパス（富山市五福３１９０） 他 

 

参加人数 

 

 

学生 ５０ 名 

【内訳】・富山大学（４２名） 

    ・富山県立大学（６名） 

    ・高岡法科大学（２名） 

 



事業内容 

 

 

２月１５日（月） 

 

第１回 災害救援ボランティアと危機管理医学 

（富山大学医学部危機管理医学・医療安全講座教授 奥寺 敬 氏） 

 

第２回 富山県の防災対策 

（富山県防災・危機管理課課長 奥田 誠司 氏） 

 

第３回 災害ボランティア活動の基本 

（災害救援ボランティア推進委員会委員長 澤野 次郎 氏） 

 

第４回 被災地での安全衛生とコミュニケーション 

（災害救援ボランティア推進委員会防災教育部長・社会福祉士 

 宮﨑 賢哉 氏） 

 

２月１６日（火） 

 

第５回 災害時のリーダーシップとチームビルディング 

（災害救援ボランティア推進委員会防災教育部長・社会福祉士  

宮﨑 賢哉 氏） 

 

第６回 トレーニング 倒れている人をどう救うか 

     （富山大学人間発達科学部教授 布村 忠弘 氏， 

災害救援ボランティア推進委員会防災教育部長・社会福祉士 

 宮﨑 賢哉 氏） 

 

 第７回 災害時の医療救援活動 

（富山大学附属病院災害・救命センター診療助手 波多野 智哉 氏） 

 

２月１７日（水） 

 

第８回 自然について学び・深めて災害対策 

（富山大学都市デザイン学部准教授 安江 健一 氏） 

 

第９回 大学における災害対策 

（富山大学都市デザイン学部准教授 安江 健一 氏） 

 

３月２日（火） 欠席者には課題を提示 

 

第１０・１１回 普通救命講習（心肺蘇生法，ＡＥＤの使用法，止血法） 

（富山市消防局） 

 

第１４・１５回 富山県広域防災センター四季防災館で講義・体験  

       学習               （四季防災館） 

 

 



 

講義動画配信，資料送付，課題提示により実施 

 

第１２回 地形図から災害を予測する 

（富山大学人文学部教授 大西 宏治 氏） 

 

第１３回 防災机上訓練 DIG・洪水ハザードマップの活用 

（富山大学人文学部教授 大西 宏治 氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回 災害時のリーダーシップとチーム

ビルディング（グループワーク） 

第１０・１１回 普通救命講習 

第１４・１５回 流水体験（四季防災館） 


	【時事的問題】事業実施報告書(再提出)
	【地域ライフプラン】事業実施報告書
	★R2環境社会学_事業実施報告
	事業実施報告書（2020IRT）
	【とやま地域学】事業実施報告
	現代社会と法・R2年度事業実施報告書
	【富山学】事業実施報告書
	事業実施報告書（2020富山とくすり）
	R2年度【災害救援ボランティア論】事業実施報告書

