平成 29 年度

帝京平成大学

公開講座

池袋キャンパス
●としまコミュニティ大学講座 前期「健康診断シリーズ」（全 3 回）
日程
7 月 1 日（土）

テーマ

講師

健康診断について

帝京大学医学部附属新宿クリニック

～1 年に 1 度は健康診断を受診しましょう～

院長
藤森 新 氏

7 月 8 日（土）

人間ドック

帝京大学医学部附属新宿クリニック

～病気は治療から予防医学の時代に～

院長
藤森 新 氏

7 月 22 日（土）

がん検診

帝京大学医学部附属新宿クリニック

～早期発見早期治療がん検診を正しく知る～

副院長
一瀬 雅夫 氏

●としまコミュニティ大学講座 後期「健康と運動シリーズ」
（全 3 回）
日程
10 月 28 日（土）

テーマ

講師

貯筋と運動の重要性

帝京大学ちば総合医療センター
病院長
和田 佑一 氏

11 月 11 日（土）

運動の効果を高めるための栄養・食生活

東京都健康長寿医療センター研究所
研究員
成田 美紀 氏

11 月 18 日（土）

スポーツの効用

ヒューマンケア学部 鍼灸学科
吉田 成仁 准教授

●豊島区学習・スポーツ課主催
「「歳だから…」といわないカラダづくり －人生 100 年の時代に突入！－」
日程
12 月 9 日（土）

内容
ヒューマンケア学部 柔道整復学科
原口 力也 准教授

●豊島区学習・スポーツ課主催
帝京平成大学 対人支援ゼミ「対人支援に役立つコミュニケーション・スキル」（全 6 回）
日程
7 月 27 日（木）

内容

講師

オリエンテーション

専門職大学院 臨床心理学研究科
安西 信雄 教授

9 月 11 日（月）

こころの成り立ち、こころの発達

専門職大学院 臨床心理学研究科
森 陽二郎 准教授

10 月 10 日（火）

交流分析を用いた人間理解 －脚本分析－

専門職大学院 臨床心理学研究科
齊藤 和惠 教授

11 月 10 日（金）

12 月 1 日（金）

親子のコミュニケーション・

専門職大学院 臨床心理学研究科

夫婦のコミュニケーション

滝口 のぞみ 准教授

認知・行動とコミュニケーション

専門職大学院 臨床心理学研究科
井合 真海子 講師

1 月 18 日（木）

よく聴く話す、コミュニケーション術

専門職大学院 臨床心理学研究科
安西 信雄 教授

●ヒューマンケア学部 柔道整復学科 主催
「一生現役！カラダ鍛えて貯筋 人生 100 年の時代に突入！」
日程
7 月 29 日（土）

内容
ヒューマンケア学部 柔道整復学科
原口 力也 准教授

●健康メディカル学部 言語聴覚学科 主催
【ことばと聴こえの相談会】第 1 回 ことばと聴こえの相談会
日程
10 月 21 日（土）

内容
・公開講座「加齢による難聴と補聴器」
講師：健康メディカル学部 言語聴覚学科 黒田生子 教授
・聴こえの健康相談会
・補聴に関する機器展示と説明会

●健康メディカル学部 健康栄養学科 主催
「季節の和菓子教室」
日程
11 月 18 日（土）

内容
季節の和菓子教室～秋編～
栗や豆などを使った蒸菓子、くるみを使った焼菓子

3 月 31 日（土）

季節の和菓子教室～春編～
桜もち、黄味しぐれ

中野キャンパス
●【帝京平成大学・明治大学連携講座】続・植物から『銀河鉄道の夜』の謎を読み解く（全 2 回）
日程

内容

講師

2 月 24 日（土）

本講座では「何を言いたいのかよくわからな

薬学部 薬学科

3 月 3 日（土）

い」という声をよく耳にする『銀河鉄道の夜』 石井 竹夫 准教授
を、
「三角標」など造語に対する新しい解釈を
もとに再読します。
『銀河鉄道の夜』には「烏瓜」
「アスパラガス」
「すすき」
「河原なでしこ」
「楊」
「くるみ」
「苹
果」など 30 種ほどの植物が登場してきます
が、単なる風景描写として配置されているの
ではありません。
前回の講座では取り上げなかった心理描写と
関係し、物語に深みを加えている植物（すす
き、銀杏、苹果）についても解説します。

●【帝京平成大学薬学部・中野区薬剤師会】第 5 回区民講座
日程
11 月 25 日（土）

内容
・公開講座「薬の飲み合わせって危ないの？」
講師：薬学部 薬学科 百 賢二 准教授
・中野区薬剤師会による『お薬相談』

●夏休み親子薬草教室
日程
8 月 25 日（金）

内容

講師

薬草として利用している植物が、日々、身

薬学部 薬学科

近で見られることを知っていただき、薬草

石井 竹夫 准教授

や自然に対する関心を高めます。

千葉・ちはら台キャンパス
●帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座
日程

内容

講師

12 月 16 日（土）

世界中でテレビ放送を通じて 40 億人以上が視

帝京平成スポーツアカデミー

聴するオリンピック競技大会。世界最高のイベ

運営委員長

ントと称されるメガスポーツイベントの成長の

桂川 保彦 客員教授

足跡を辿り、東京 2020 大会が掲げる理念、目標、
肥大化の弊害、解決策などについて考えます。
オリンピック大会と同時開催されるパラリンピ
ックについても関心を高めます。

●帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座
日程
5 月 27 日（土）

テーマ

講師

恋に落ちるとき、脳では何が起こっているの？
～恋する心の不思議～

6 月 24 日（土）

なぜ私たちはオシッコをするの？
～体調を維持するしくみを知ろう！～

健康医療スポーツ学部
理学療法学科
鶴岡 正吉 教授

7 月 29 日（土）

競技中にケガをしても痛くないのはなぜ？
～痛み、この不思議な感覚～

