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【看護学科】

氏名：大村 倫子

タイトル：青森県出向助産師導入事業協議会

実施日又は実施期間：2017/1/19～継続中

氏名：千葉 敦子

種別：セミナー・ワークショップ

タイトル：青森県保健師自主組織会step1

実施日又は実施期間：2004/3/18～継続中

氏名：木村 恵美子

種別：その他

タイトル：リンパ浮腫ケアの実践指導：つがる総合病院

実施日又は実施期間：2018/4/1～2019/3/31

氏名：千葉 敦子

タイトル：高齢者介護予防「杖なし会」

実施日又は実施期間：2007/3～継続中

氏名：木村 恵美子

種別：その他

タイトル：リンパ浮腫外来ケア実践指導；青森県立中央病

院

実施日又は実施期間：2018/4/1～2019/3/31

氏名：長内 志津子

主催者：青森中央市民センター

タイトル：キッズスクール

実施日又は実施期間：2018/8/8

氏名：細川 満子

種別：その他

主催者：青森市地区社協、民生委員

タイトル：独居高齢者食事会 学生ボランティア指導

実施日又は実施期間：2015/4～2019/3

氏名：長内 志津子

タイトル：リレーフォーライフジャパン青森

実施日又は実施期間：2018/9/1～2018/9/2

氏名：谷川 涼子

タイトル：岩木地区・相馬地区住民における健康調査

実施日又は実施期間：2018/5/26

氏名：長内 志津子

タイトル：青森県立東高等学校出張講義

実施日又は実施期間：2018/9/13

氏名：谷川 涼子

タイトル：ココカレッジミニ講義（子どもの食について）

実施日又は実施期間：2018/11/28

氏名：長内 志津子

タイトル：キッズスクール

実施日又は実施期間：2018/12/27
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氏名：倉内　静香

タイトル：全国保健師教育機関協議会 秋季研修会 実行委員

実施日又は実施期間：2018/6～2019/3

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：自由ヶ丘町会防災訓練(血圧測定、

防災ゲーム、防災食の調理)

実施日又は実施期間：2018/9/22

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：学生発未来を変える挑戦プロジェク

ト 喫煙行動に関する調査

実施日又は実施期間：2018/7～2018/12

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：学際での健康度測定

実施日又は実施期間：2018/10/6～2018/10/7

氏名：倉内　静香

タイトル：ケア付き青森ねぶた”じょっぱり隊”

実施日又は実施期間：2018/8/2

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：健やか力検定

実施日又は実施期間：2018/10/9～2019/2/2

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：浜館地区社会福祉協議会 こころの

縁側事業での健康度測定

実施日又は実施期間：2018/8/21

氏名：倉内　静香

タイトル：平成30年度「健やか力(ヘルスリテラシー)向上

サポート活動」

実施日又は実施期間：2018/11～2019/2

氏名：倉内　静香

タイトル：第17回日本ヘルスプロモーション学会学術大会

企画・運営委員

実施日又は実施期間：2018/9～2019/11/17

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：アピオあおもり秋まつりへの参加

(健康度測定)

実施日又は実施期間：2018/11/11

氏名：倉内　静香

タイトル：日本看護技術学会第17回学術集会実行委員

実施日又は実施期間：2018/9/8～2018/9/9

氏名：倉内　静香

タイトル：HL向上部：野辺地町SOSの出し方教育のピアサ

ポーター

実施日又は実施期間：2018/11/12～2019/3/15
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氏名：田中 栄利子

主催者：青森県立保健大学国際科

タイトル：ベレノバ大学との交流事業

実施日又は実施期間：2018/5/15～2018/5/19

氏名：田中 栄利子

種別：フェスティバル

主催者：青森県立保健大学地域連携推進課

タイトル：子どもの「もしも」のときに備えよう!! 初めて

子育てをする両親対象

実施日又は実施期間：2019/2/27

氏名：田中 栄利子

主催者：青森県立木造高等学校

タイトル：高校教育支援・出張模擬講義

実施日又は実施期間：2018/9/4

氏名：田中 栄利子

種別：フェスティバル

主催者：青森県立保健大学地域連携推進課

タイトル：「子どものもしも」のときに備えよう!! ボラン

ティアスタッフ対象

実施日又は実施期間：2019/3/6

氏名：田中 栄利子

タイトル：日本看護技術学会

実施日又は実施期間：2018/9/8～2018/9/9

氏名：伊藤 耕嗣

種別：その他

主催者：青森県小児糖尿病サマーキャンプ実行委員会

タイトル：第18回青森県小児糖尿病サマーキャンプ

実施日又は実施期間：2018/7/28～2018/7/29

氏名：田中 栄利子

主催者：青森県立保健大学国際科

タイトル：国際交流講座

実施日又は実施期間：2018/10/7～2018/10/8

氏名：伊藤 耕嗣

種別：フェスティバル

主催者：青森県教育委員会

タイトル：特別支援学校における医療的ケア基本研修

実施日又は実施期間：2018/8/10

氏名：田中 栄利子

主催者：青森県立青森北高等学校

タイトル：高校教育支援・出張模擬講義

実施日又は実施期間：2018/10/16

氏名：伊藤 耕嗣

種別：施設一般公開

主催者：青森県立中央病院

タイトル：青森県立中央病院の看護研究研修会および看護

研究計画書検討会

実施日又は実施期間：2018/9～継続中

氏名：田中 栄利子

主催者：青森県立保健大学国際科

タイトル：「和食はどこから来たのか？－伝来して定着し

た農産物と調理－」

実施日又は実施期間：2018/10/27

氏名：伊藤 耕嗣

種別：研究指導

タイトル：小児救急について

実施日又は実施期間：2018/9/20～継続中
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氏名：佐藤 しのぶ

種別：フェスティバル

主催者：COC+女子学生のキャリア支援ワーキンググルー

プ

タイトル：学生セミナー「ライスワーク・ライフワーク」

実施日又は実施期間：2018/6/30

氏名：木村 ゆかり

種別：フェスティバル

タイトル：平成30年度訪問介護サービス担当責任者研修会

実施日又は実施期間：2018/12/11～2019/1/18

氏名：佐藤 しのぶ

種別：フェスティバル

主催者：日本看護質評価改善機構

タイトル：看護QIプログラムの活用~看護実践の質向上を

めざす~２

実施日又は実施期間：2018/12/1

氏名：高橋 由美子

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：あおもり思春期研究会

タイトル：あおもり思春期研究会第25回市民公開講座

実施日又は実施期間：2018/6/23

氏名：佐藤 しのぶ

種別：フェスティバル

主催者：COC+女子学生のキャリア支援ワーキンググルー

プ

タイトル：学生セミナー「都会・田舎」

実施日又は実施期間：2018/12/9

氏名：高橋 由美子

種別：フェスティバル

主催者：あおもり思春期研究会

タイトル：思春期への「大学生によるピアサポートおよび

専門家による支援」事業（平成30年度青森市協力事業）前

期

実施日又は実施期間：2018/9/9

氏名：佐藤 しのぶ

主催者：青森県立中央病院看護研究研修

タイトル：看護研究ファシリテーター

実施日又は実施期間：2019

氏名：高橋 由美子

種別：フェスティバル

主催者：あおもり思春期研究会

タイトル：電話相談員研修会

実施日又は実施期間：2018/10/14

氏名：木村 ゆかり

種別：フェスティバル

タイトル：認知症サポーター養成講座・ステップアップ講

座

実施日又は実施期間：2018/10/27

氏名：高橋 由美子

種別：フェスティバル

主催者：あおもり思春期研究会

タイトル：あおもり思春期研究会第16回例会

実施日又は実施期間：2019/1/10

氏名：木村 ゆかり

種別：出前授業

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（介護実

技）

実施日又は実施期間：2018/11/21

氏名：高橋 由美子

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：あおもり思春期研究会第

タイトル：あおもり思春期研究会第26回市民公開講座

実施日又は実施期間：2019/2/3
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氏名：高橋 由美子

種別：フェスティバル

主催者：あおもり思春期研究会

タイトル：思春期への「大学生によるピアサポートおよび

専門家による支援」事業（平成30年度青森市協力事業）後

期

実施日又は実施期間：2019/2/23～2019/2/24
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【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：となみ療護園

タイトル：誤嚥性肺炎を予防するための体操の実際

実施日又は実施期間：2018/5/19

氏名：李 相潤

種別：フェスティバル

タイトル：あおもり職域健康づくりリーダー育成ゼミ

実施日又は実施期間：2018/11/16～継続中

氏名：岩月 宏泰

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：青森県立保健大学

タイトル：貯筋でGO！～シニアの筋力について考える～

実施日又は実施期間：2018/6/23

氏名：スミス マイケル

種別：フェスティバル

主催者：JALT

タイトル：Japan Association for Language Teaching

(JALT), Tsugaru Ideas in Language Education Symposium

2017

実施日又は実施期間：2016/10～継続中

氏名：神成 一哉

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：文部科学省

タイトル：優れた早寝早起き朝ごはん運動の推進にかかる

文部科学大臣賞

実施日又は実施期間：2019/3/7

氏名：スミス マイケル

種別：その他

タイトル：外国人教員による海外ゲーム交流

実施日又は実施期間：2017/7～継続中

氏名：藤田 智香子

種別：出前授業

タイトル：社会福祉主事資格認定講習会：リハビリテー

ション論

実施日又は実施期間：2018/9/25～2018/9/27

氏名：スミス マイケル

種別：その他

主催者：青森県国際交流協会

タイトル：青森おはなし国際ひろば

実施日又は実施期間：2018/2～継続中

氏名：李 相潤

タイトル：青森陸上競技協会 評議員

実施日又は実施期間：2018/4/1～継続中

氏名：スミス マイケル

種別：その他

主催者：一般社団法人青森市国際交流協会

タイトル：第２２回外国人日本語スピーチコンテスト

実施日又は実施期間：2018/10/22

氏名：李 相潤

種別：その他

タイトル：青森県立保健大学大学祭(ヘルスリテラシー)

実施日又は実施期間：2018/10/6～2018/10/7

氏名：スミス マイケル

種別：その他

主催者：青森明の星高等学校

タイトル：第１７回青森明の星高等学校英語スピーチコン

テスト

実施日又は実施期間：2018/11/9
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【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

タイトル：平成30年度社会福祉主事資格認定講習会

実施日又は実施期間：2018/6

氏名：児玉 寛子

種別：研究指導

主催者：青森県社会福祉協議会

タイトル：福祉ってなに？

実施日又は実施期間：2018/7

氏名：石田 賢哉

種別：その他

主催者：青森労働局

タイトル：労働精神障害専門調査員

実施日又は実施期間：2013/4/1～継続中

氏名：児玉 寛子

主催者：青森県立保健大学

タイトル：コミュニケーションの基本と面接技術

実施日又は実施期間：2018/10

氏名：石田 賢哉

種別：その他

主催者：青森刑務所

タイトル：「問題解決場面への対応」SST講師

実施日又は実施期間：2016/12/1～継続中

氏名：児玉 寛子

種別：出前授業

主催者：青森県立保健大学地域連携・国際センター社会福

祉主事資格認定講習会

タイトル：高齢者福祉論

実施日又は実施期間：2018/11

氏名：石田 賢哉

種別：その他

主催者：青森刑務所

タイトル：青森刑務所 平成29年度就労支援指導（特別改善

指導R6)

実施日又は実施期間：2018/4/8～2018/12/26

氏名：児玉 寛子

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：日本老年行動科学会青森支部研修会

タイトル：認知症の人のケアを考える

実施日又は実施期間：2018/11

氏名：工藤 英明

主催者：青森県立保健大学

タイトル：認知症サポーター養成研修

実施日又は実施期間：2018/10

氏名：宮本　雅央

種別：調査

主催者：社会福祉法人青森県社会福祉協議会

タイトル：外ヶ浜町福祉座談会 ファシリテーター

実施日又は実施期間：2018/12/11～2019/2/15

氏名：児玉 寛子

種別：出前授業

主催者：青森県立保健大学地域連携・国際センター社会福

祉主事資格認定講習会

タイトル：介護概論

実施日又は実施期間：2018/6

氏名：宮本　雅央

種別：調査

主催者：社会福祉法人青森県社会福祉協議会

タイトル：蓬田村福祉座談会 ファシリテーター

実施日又は実施期間：2019/1/26～2019/2/24
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氏名：宮本　雅央

種別：調査

主催者：青森県社会福祉協議会

タイトル：今別町福祉座談会 ファシリテーター

実施日又は実施期間：2019/2/2～2019/2/24

氏名：ホーン　クリストファー

主催者：青森県立保健大学 国際科委員会

タイトル：小学生対象国際文化交流

実施日又は実施期間：2018/7/27

氏名：ホーン　クリストファー

主催者：青森県立青森商業高等学校

タイトル：第３５回全国商業高等 学校英語スピーチコンテ

スト青森県予選会

実施日又は実施期間：2018/10/29
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【栄養学科】

氏名：飯島　美夏

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：青森県立保健大学

タイトル：りんごに含まれる「ペクチン」の科学

実施日又は実施期間：2018/7/21

氏名：齋藤 長徳

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：県立保健大学

タイトル：地域における栄養食事情報の連携-高齢者を中心

に-

実施日又は実施期間：2018/7/20

氏名：飯島　美夏

種別：研究指導

主催者：明の星高等学校

タイトル：「ゲル」の食品への利用

実施日又は実施期間：2018/9

氏名：オガサワラ メリッサ

主催者：NPO法人子育て応援隊 ココかれっじ

タイトル：英語の絵本を楽しむ

実施日又は実施期間：2018/4～2019/3

氏名：飯島　美夏

種別：セミナー・ワークショップ

主催者：青森県立保健大学

タイトル：熱分析による多糖と水の相互作用に よる構造変

化

実施日又は実施期間：2019/2

氏名：熊谷 貴子

主催者：日本伝統食品研究会

タイトル：第68回 日本伝統食品研究会総会運営

実施日又は実施期間：2018/8/14～2018/8/15

氏名：今 淳

種別：施設一般公開

タイトル：皮膚科医師(非常勤医師) 皮膚科医の欠員或いは

不足している医療施設にて皮膚科診療を行うとともに，医

師(研修医を含む)，各種コメディカルスタッフ等への指導

及び助言を行う。

実施日又は実施期間：2007/4～継続中

氏名：浅田 豊

主催者：青森

タイトル：キャリアサポート事業への側面支援

実施日又は実施期間：2018/4～2019/3

氏名：浅田 豊

主催者：市内当該大学

タイトル：青森地域大学間連携協議会関連独自事業への側

面支援

実施日又は実施期間：2018/4～2019/3
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