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開講場所ごとに，申込締切が早いものから順に掲載しています。

申込方法・問い合わせ先は裏面へ➡

五福キャンパス（15 講座）
ジャンル 講　　座　　名 開講期間

（時間）
回数

（曜日） 受講対象者 受講料 
（円） 申込締切

教 養

ヨーロッパ文化の中の食
9/29～12/8 

（15:00～16:30） 
（14:00～18:00）

5回 
（木） 一般 6,300 

（※）
9/15 
（木）

漢文を読もう（2） 10/1～12/17 
（10:30～12:00）

7回 
（土） 大学生・一般 7,300 

（※）
9/16 
（金）

スポーツによるまちづくり
～スポーツ SDGs の可能性～

10/2～12/18 
（10:00～11:30） 
（14:00～16:30） 
（13:00～17:00）

7回 
（土・日） 高校生・大学生・一般 7,300 

（※）
9/16 
（金）

実 践 トライ　ブルガリア語
（初級ステップ１）

10/3～2/13 
（18:15～19:45）

15回 
（月) 高校生・大学生・一般 9,400 9/16 

（金）

教 養

ドイツ語をはじめよう
（初級ステップ２）

10/4～12/20 
（18:15～19:45）

12回 
（火） 一般 8,300 9/20 

（火）

ロシア語入門Ⅱ
（初級ステップ２）

10/5～2/1 
（18:00～19:30）

15回 
（水）

一般 
（ただし，それ以外の受講者
がいても拒むものではない）

9,400 
（※）

9/21 
（水）

大震災が映す日本社会 10/5～12/14 
（18:30～20:00）

6回 
（水） 高校生・大学生・一般 6,300 9/21 

（水）

児童のための「絵に表す活動」の
指導の在り方

10/5～2/1 
（19:30～21:00）

15回 
（水）

小学校で図画工作科を指導し
ている教員

9,400 
（※）

9/21 
（水）

世界の火葬事情 [ 欧州編 ] 10/5～11/16 
（19:00～20:30）

6回 
（水） 高校生・大学生・一般 6,300 9/21 

（水）

フランス語入門Ⅱ
（初級ステップ１）

10/6～1/26 
（10:30～12:00）

14回 
（木） 一般 9,400

（※）
9/22 
（木）

インタビューの言葉を聴くⅡ
（朝鮮半島のことば中級Ⅱ）

10/7～1/6 
（17:30～19:00）

13回 
（金） 高校生・大学生・一般 8,300 9/22 

（木）

実 践

はじめての統計データ処理
～ SPSS を使ってみよう～

10/12～10/19 
（18:30～20:00）

3回 
（水・金）

これから統計処理を学んでみ
たいという一般の方（初心
者）

5,300
（※）

9/28 
（水）

「おとなの学び」の魅力と実践 2
～生涯学習の理論と実践～

11/10～12/1 
（19:00～20:30）

4回 
（木） 大学生・一般 6,300 10/27 

（木）

教 養 雪から読み解く地球環境 11/30～1/18 
（19:00～20:30）

6回 
（水） 高校生・大学生・一般 6,300 11/16 

（水）

実 践 退職後の健康と人生を支える
「ケアウィル」講座

1/21～3/18 
（13:30～16:50）

8回 
（土） 一般 7,300 1/6 

（金）

講座は裏面にも
掲載しています



2222
開講場所ごとに，申込締切が早いものから順に掲載しています。

杉谷キャンパス（1 講座）
ジャンル 講　　座　　名 開講期間

（時間）
回数

（曜日） 受講対象者 受講料 
（円） 申込締切

教 養 痛み、かゆみ改善のための
薬学研究最前線

1/22 
（13:00～16:20）

3回 
（日） 一般 5,300 1/6

（金）

富山駅前 CiC ビル　大学コンソーシアム富山「駅前キャンパス」研修室（4 講座）
ジャンル 講　　座　　名 開講期間

（時間）
回数

（曜日） 受講対象者 受講料 
（円） 申込締切

教 養

子どもの健康と環境を考える 10/1～11/12 
（13:30～15:00）

6回 
（土） 高校生・大学生・一般 6,300 9/16 

（金）

こんなに“おもしろい”
和漢薬学研究： 
基礎研究から生まれる新世界

10/22～11/26 
（10:00～11:40） 
（10:00～12:00）

12回 
（土） 大学生・一般 7,300 10/7 

（金）

2050 カーボンゼロを目指す
地域の取り組み

11/2～12/7 
（18:00～19:00）

5回 
（水）

中学生・高校生・大学生・
一般 5,300 10/19 

（水）

持続可能な社会を目指す
都市デザイン

11/9～12/21 
（18:30～20:00）

6回 
（水） 高校生・大学生・一般 6,300 10/26 

（水）

オンライン（2 講座）
ジャンル 講　　座　　名 開講期間

（時間）
回数

（曜日） 受講対象者 受講料 
（円） 申込締切

教 養
デザイン入門 10/11～11/29 

（18:30～20:00）
8回 

（火）
中学生・高校生・大学生・
一般 7,300 9/27 

（火）

戸建て住宅の基礎知識 10/22～12/17 
（15:00～16:30）

9回 
（土） 高校生・大学生・一般 7,300 10/7 

（金）

・小学生，中学生，高校生及び富山県内の高等教育機関に在学している学生は，受講料が半額になります。
・（※）の講座は，受講料の他にテキスト代，材料費，傷害保険料等が必要になります。

インターネットによる申込フォームからお申し込みください。

申込期間：2022年8月29日（月）～各講座申込締切日 17:00

・インターネットでのお申し込みが難しい方は，五福もしくは
　高岡キャンパスの受講生窓口へお問い合わせください。
・お申し込みの際には，メールアドレスの登録が必須となります。

富山大学　地域連携推進機構　生涯学習部門

［五福キャンパス（総合窓口）］
研究振興部　社会貢献課
〒 930-8555 富山市五福 3190
TEL：076-445-6956
E-mail：lifelong@ctg.u-toyama.ac.jp

［高岡キャンパス］
芸術系総務・学務課　総務・研究協力チーム
〒 933-8588 高岡市二上町 180
TEL：0766-25-9138
E-mail：shougai@adm.u-toyama.ac.jp

［杉谷キャンパス］
医薬系事務部　研究協力課
〒 930-0194 富山市杉谷 2630
TEL：076-434-7681
E-mail：kenkyo@adm.u-toyama.ac.jp

申込フォーム

各講座の詳細

受講生窓口・問い合わせ先


