
百幼大学 子育て学部 令和３年度講座一覧 
「百幼大学 子育て学部講座！」は子育てに必要なお話や情報、学びの場を提供し、育児と育自ができる勉

強会です。百幼大学で見事 10単位以上を獲得した方は、年度末に子育て学部初等科修了証をお渡しします。 

履修科目一覧表 

 内容 講義ポイント 日時・会場 備考 

1 

2 
単位 

世界とつながる子育て指南 

 

講師 スタジオ R代表 

亀山瑠香さん 

声楽でドイツに留学し、帰国後は

経験を活かして地域の学びを支え

る亀山氏を迎え、世界とつながる

子育てについて、語ります。ごく

普通の家庭から世界に飛び出した

秘密に迫ります。 

6月 10日(木) 

10：00～12：00 

オンライン及び 

百石幼稚園ホール 

 

2 

1 

単位 

なんでも聞いて！ 精神科医に 

聞きたいこと、答えます！ 

講師 児童精神科医  

吉田 恵心さん 

子育ての悩み、発達の悩み、心の

悩みに児童精神科医が、やさしく

丁寧に答えます！日頃聞けない疑

問質問。大人も元気がない今だか

らこそ、めったにない機会です！ 

7月 5日(月) 

10：00～12：00 

オンライン及び 

百石幼稚園 2F 

事前に質問をお寄せ

くださると、匿名で

お応えできます。 

3 

1 

単位 

夏のアロマ生活 

～夏のコロンと 

虫よけスプレー作り～  

講師 吉田恵美さん 

毎年公表の虫よけスプレーが帰っ

てきた！同様の作り方で、夏用の

コロンも作れます。アロマの活用

方法やそのほかいろいろ、恵美先

生と一緒に楽しみましょう。 

7月 26日(月) 

13：00～15：00 

百石幼稚園 2F 

材料費 1,000 円 

4 

1 

単位 

身体から発達をサポートする 

～息子と旅する発達の道～ 

講師 やぎ整骨院院長 

八木理彰さん 

発達障害児の息子さんの育児を、

専門的なかかわりからポジティブ

に取り組む八木さんをお招きし、

子育てに大事な体のことをじっく

り楽しく伺います。 

8月 21日(土) 

10：00～12：00 

オンライン及び 

百石幼稚園２F 

 

5 

1 

単位 

体の声を聴く、 

子どもの動きを促す 

育脳体操 ＢＢＡ 

講師 吉田恵美さん 

子どもが落ち着く、やる気が出

る、集中力が増すなどなど。体を

整えると、子どもも大人も育ちが

加速します。育ちのベースを作る

動きを一緒に学びましょう。 

9月 6日(月) 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2F 

 

6 

1 

単位 

毎年大好評 

 慌てる前に知っておきたい 

  我が子の思春期 Q&A 

講師 看護師 長沖みのりさん 

看護師で思春期サロンもみを開催

している講師より、わが子の思春

期への対応を、今から聞いておき

ましょう。毎年質問の行列ができ

るほど大人気講座です。 

10月 16日(土) 

10：00～12：00 

オンライン及び 

百石小学校 

百石小学校成人委員会

共催 

7 

1 

単位 

秋を楽しむ 

 オータムコンサート 

講師 みきの会 前田美樹さん 

音楽は人を癒し心を明るくしてく

れます。素敵なピアノ演奏で、コロ

ナ禍の制約された心を開放してみ

ませんか？赤ちゃんも一緒に楽し

めます。 

11月 10日(水) 

10：00～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

8 

1 

単位 

冬に大活躍 

 アロマクリーム作り 

講師 吉田恵美さん 

毎年リクエストがある万能アロマ

クリーム作り。今年も、楽しいトー

クとともに、一緒に作りましょう。 

冬の乾燥に欠かせないと、数個ま

とめて注文する人もいる人気講座 

12月 18(土) 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2F 

材料費 1,500 円 

30ｍｌ容器 1 個分 

9 

1 

単位 

ハッピーニューイヤー 

 片付け祭り 

講師 整理収納アドバイザー 

長沖みのりさん 

お正月が明けたら、すっきりさっ

ぱり片づけたい！そんな願いを叶

えてくれる、片付け祭りを開催し

ます。整理収納アドバイザーの講

師とともに、新年をすっきり迎え

ましょう。 

1月 22日(土) 

10：00～12：00 

オンライン及び 

百石小学校 

百石小学校成人委員会

共催 

10 

2 

単位 

新美術館を楽しむ 

 大人のアートイズ 

講師 佐貫巧さん 

新美術館をアートイズの佐貫先生

と一緒に見られる贅沢企画です！ 

市民のための美術館を目指すコン

セプトが表現された館内。聞けば

納得、アートが身近になりますよ。 

2月 18日(金)予定  

10：00～12：00 

八戸市美術館 

予定調整中 
百石小学校成人委員会

共催 

 今年もコロナウイルス対策で、大規模集会が自粛されています。今年の講座は、オンラインとリアル参加

の両方が選べる講座で参加しやすくなっています。しかも、どの講座も無料としました。（材料費別途） 

参加費無料でこれだけの学びができるのは、百幼大学だけ！学びは明日の自分を変えます。ぜひ多数のご

参加をお待ちしております。 

百幼大学学長 吉田恵美  



 

百幼大学 子育て学部講座 申込書 

所属（〇を付ける） 在園保護者 卒園保護者 一般  参加者氏名         

  内 容 日時・会場 参加希望に○ 

1 

2 

単位 

世界とつながる子育て指南 

 

講師 スタジオ R代表 

 亀山瑠香さん 

6月 10日(木) 

10：00～12：00 

オンライン or百石幼稚園 

オンライン 

 

リアル参加 

2 

1 

単位 

なんでも聞いて！ 

精神科医に聞きたいこと、答えます！ 

講師 児童精神科医 吉田 恵心さん 

7月 5日(月) 

10：00～12：00 

オンライン及び百石幼稚園 2F 

オンライン 

 

リアル参加 

3 

1 

単位 

夏のアロマ生活 

～夏のコロンと虫よけスプレー作り～  

講師 吉田恵美さん 

7月 26日(月) 

13：00～15：00 

百石幼稚園 2F 

リアルのみ 

4 

1 

単位 

身体から発達をサポートする 

～息子と旅する発達の道～ 

講師 八木理彰さん 

8月 21日(土) 

10：00～12：00 

オンライン OR 百石幼稚園 

オンライン 

 

リアル参加 

5 

1 

単位 

体の声を聴く、 

子どもの動きを促す 育脳体操 ＢＢＡ 

講師 吉田恵美さん 

9月 6日(月) 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2F 

リアル参加のみ 

 

 

6 

1 

単位 

毎年大好評 

 慌てる前に知っておきたい 

  我が子の思春期 Q&A 

講師 長沖みのりさん 

10月 16日(土) 

10：00～12：00 

オンライン or百石幼稚園 

オンライン 

 

 

リアル参加 

7 

1 

単位 

秋を楽しむ 

 オータムコンサート 

講師 みきの会 前田美樹さん 

11月 10日(水) 

10：00～11：30 

百石幼稚園ホール 

リアル参加のみ 

8 

1 

単位 

冬に大活躍 

 アロマクリーム作り 

講師 吉田恵美さん 

12月 18(土) 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2F 

リアル参加のみ 

9 

1 

単位 

ハッピーニューイヤー 

 片付け祭り 

講師 長沖みのりさん 

1月 22日(土) 

10：00～12：00 

オンライン or百石幼稚園 

オンライン 

 

リアル参加 

10 

2 

単位 

新美術館を楽しむ 

 大人のアートイズ 

講師 佐貫巧さん 

2月 18日(金)予定 

10：00～12：00 

八戸市美術館 

リアル参加 

★希望者には、日程が近くなりましたら再度参加の予定をお伺いします。百幼ＦＡＮ公式ラインでお知ら

せします。未登録の方は、下記 QRコードでご登録下さい。（QRコードを読み込んでから、

利用する方のお名前を送ってください。トーク開始になります。） 

★材料費は、基本的に当日払いです。やむを得ず急に欠席した場合、アロマクリームなど物

をお渡しできるのものは、お渡しします。ご了承ください。 

★この他、追加で単位取得ができる講演会などが増えましたら、順次お知らせします。 

★日程等に変更がある場合は、園だより等でお知らせします。ご確認ください。 


