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 地域連携推進センターの概要 

 
地域連携推進センター設置の背景 

平成 17 年 1 月の中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」において、21 世紀におけ

る大学の使命は、教育と研究だけでなく、社会貢献が第三の使命とされました。大学の自己点検・評

価にも含められているように、大学が果たすべき役割の中で、学術研究や人材育成に加えて「地域連

携」が重要性を増してきています。 
本学でも、「大妻学院のミッションと経営指針（平成 20 年 9 月）」において「教育機関としての社

会的責任を認識し地域社会との連携に努める」ことが掲げられ、学院の社会的責任として「今後地域

貢献を展開させていく組織として教職員協働による地域連帯センター（仮称）による組織的支援が欠

かせない」と述べられています。 
平成 21 年度に開催された「地域社会との連帯に関する懇話会」では、様々な角度から本学の地域

連携の在り方を検討した結果、今後一層、在学生、教員、卒業生と地域社会との連携を活性化して広

報につなげると共に、それらを促進する機能として「大学の社会的責任（USR）全般に関わる情報の

整理と一元化、連絡・調整、広報の一部を担うもの」として地域連携に関わる包括的センターが必要

であるとまとめています。 
また、これら社会貢献や社会的責任という視点に加え、学生が地域の諸活動に参加することは、主

体性や積極性を養い、本学の教育理念である「関係的自立」の在り方を、実体験を通して考える機会

となり、教育的観点からも地域連携の推進が重要であることは言うまでもありません。 
これらを背景として、平成 25 年 4 月 1 日に地域連携推進センターが新たに設置されました。 

 
運営基本方針 

1. 大学の社会的責任として、地域連携を積極的に推進することを基本方針とする。 
2. 地域連携でいうところの「地域」は、近隣地域に限らず、地理的範囲を超えた保護者、卒業生、 
関係機関、企業、行政など、大妻女子大学を取り巻くステークホルダー全体を含むものとする。 

3. 地域連携の内容は、大妻女子大学の教育理念である「関係的自立」の考えを踏まえ、学生が様々 
な地域と関わる中で主体性や自立心を身に付けることができるよう、その活動に在学生が直接関 
わったり、その成果を在学生の教育に反映できるものについて、重点的に取り組む。 

 
機能と役割 

1. 広報機能 
地域連携のテーマの下、学内における既存の活動や事業をホームページ等でタイムリーに発信す

るとともに、年次報告の形で、本学の地域連携の実績を外部に公表する。 
2. マッチング機能 

社会のニーズ(市民、企業、行政等)と大学の持つ機能のマッチングを支援し、学外からの「地域

連携」に関連した相談や紹介要請に応え、学内の資源につなげる。 
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3. 企画・活動促進機能 
社会貢献や社会的責任の実行のみでなく、学生が地域の諸活動に参加することで「関係的自立」

の在り方を体得するという、教育機能を併せ持つ地域連携活動を企画し、活動を促進するため、

「地域連携プロジェクト事業」(5 ページ参照)を、また、より地域に根ざした活動を促進するた

め「地域貢献プロジェクト事業」(29 ページ参照)を地域連携推進センターの下に創設し、その運

営を行う。 
 
組織構成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委員会構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域連携推進センター 
所長 

部長 

課長 

事務職員 

併任教員 

地域連携推進センター 
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企画実行委員会 
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構成員 

 
平成 28 年度 地域連携推進センター名簿 

構成員 氏 名 所属等 
センター所長(学長が任命) 大澤 清二 副学長 
センター事務部長 村田 裕道 事務局 
センター事務課長 佐々木 裕子 事務局 
センター事務職員 山本 志乃 事務局 

併任教員(学長委嘱) 

阿部 和子 家政学部 
IKEDA KEN 文学部 
生田 茂 社会情報学部 
小川 浩 人間関係学部 
久保 忠行 比較文化学部 
堀口 美恵子 短期大学部 
平野 泰宏 短期大学部 
寺石 雅英 キャリア教育センター 

   
平成 28 年度 地域連携推進センター運営委員会名簿 

構成員 氏 名 所属等 
センター所長 大澤 清二 副学長 
センター事務部長 村田 裕道 事務局 
センター事務課長 佐々木 裕子 事務局 
家政学部長 青江 誠一郎 家政学部 
文学部長 村上 丘 文学部 
社会情報学部長 伊藤 正直 社会情報学部 
人間関係学部長 小川 浩 人間関係学部 
比較文化学部長 高山 宏 比較文化学部 
短期大学部長 武藤 哲郎 短期大学部 
人間文化研究科長 柏木 由夫 人間文化研究科 
事務局長 鈴木 勉 事務局 

   
平成 28 年度 地域連携推進センター企画実行委員会名簿 

構成員 氏 名 所属等 
センター所長 大澤 清二 副学長 
センター事務部長 村田 裕道 事務局 
センター事務課長 佐々木 裕子 事務局 
センター事務職員から 1 名 山本 志乃 事務局 

併任教員 

阿部 和子 家政学部 
IKEDA KEN 文学部 
生田 茂 社会情報学部 
小川 浩 人間関係学部 
久保 忠行 比較文化学部 
堀口 美恵子 短期大学部 
平野 泰宏 短期大学部 
寺石 雅英 キャリア教育センター 

各学部・研究科から選ばれた専任教員 

高波 嘉一 家政学部 
IKEDA KEN 文学部 
三浦 元博 社会情報学部 
田中 優 人間関係学部 
高田 馨里 比較文化学部 
堀口 美恵子 短期大学部 
田口 孝夫 大学院 
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施設設備 

地域連携推進センター事務部は、千代田校の図書館棟の 5F にあります。 
また、別館７F にはミーティング室、オープンスペースがあります。ミーティング室の間仕切りは

可動式となっていて、間仕切りを移動して収納すると、1 つの大きなオープンスペースになります。 
ミーティング室とオープンスペースには、文部科学省の平成 25 年度「私立大学等教育研究活性化

設備整備事業」によって導入された ICT 機器が設置され、学生、教職員、地域の方々による地域連携

活動、情報発信の場として活用されます。収容人数はミーティング室が 12 名、オープンスペースが

20 名で、ミーティング室の間仕切りを収納して大きなオープンスペースにすると 36 名になります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

導入された ICT 機器は、タブレットパソコン 40 台、電子黒板、プロジェクター、教材提示装置、

講義支援システムなどで、パソコンはすべて無線 LAN でつながっています。教員のパソコン画面を

電子黒板に映し出し、電子ペンで画面にマーキングをしたり、受講生のパソコン画面を電子黒板に提

示して、受講生全員でディスカッションをするなど、ICT(情報通信技術)を活用したいろいろな使い方

ができます。 
Windows8.1 仕様のタブレットパソコンは、画面を指でタッチして操

作できるだけでなく、必要に応じてキーボードを接続し、通常のノート

パソコンとしても使うこともできます。また無線 LAN とバッテリー駆

動により、パソコンをコードレスで扱えるため、机の場所にとらわれる

ことなく、20～30 人の講義形式から、数人ずつのグループ学習まで幅広

く対応することができるようになっています。 
 
 

オープンスペース ミーティング室 

タブレットパソコン 
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 平成 28 年度 地域連携プロジェクト報告 

 
平成 28 年度 地域連携プロジェクト概要 
1. 趣旨 
教職員のグループ又は教職員と学生のグループによる、学生の主体性や自立心が身に付く地域連携

活動の一層の推進・発展を図ることを目的に、その活動経費を補助する。 
 

2. 対象テーマ 
地域社会との連携を活性化するとともに、学生の教育に反映できる活動。分野は不問。 
 

3. 応募資格 
大妻女子大学の複数の教職員又は教職員と学生（大学院生・短大生を含む）で構成するグループ。 
応募するグループは、下記 3 つの要件をすべて満たしていること。 
① 地域連携に資する内容であること（地域連携の推進） 
② 在学生が主体的に参加する内容、もしくは成果を在学生の教育に反映できる内容であること 

（地域連携と教育の融合） 
③ 個人ではなくグループによる活動であること（学内連携の推進） 

 
4. プロジェクト支援期間 
平成 28 年 5 月 12 日（木）～平成 29 年 3 月 31 日（金） 
 

5. 支援額及び採択件数 
支援額：1 プロジェクトにつき 30 万円を上限 
採択数：10 件程度 

 
平成 28 年度 地域連携プロジェクト採択一覧 

プロジェクト名 代表者 
学校の先生と取り組む手作り教材の制作と教育実践 生田 茂 
障害者雇用企業との連携による T ボール大会の開催及び障害者福祉施設との交

流事業 
小川 浩 

子ども支援に向けた大妻女子大児童学科「大泉子ども食堂」の実施プロジェクト 加藤 悦雄 
ジュニアアスリートのためのスポーツ栄養セミナー 久保 忠行 
誰もが子どもを見守り隊プロジェクト～小さな力で共同しよう～ 藏野 ともみ 
多摩市・生物多様性保全プロジェクト 黒瀬 奈緒子 
ハーブ de 大妻地域緑化計画 甲野 毅 
子どもと高齢者のメディアリテラシー向上プロジェクト２ 炭谷 晃男 
子どもキッチン：食事を作ってみんなで食べよう！ 田中 直子 
女子大生の視点を生かした出前防災講座 堀 洋元 
教育用小型コンピュータ RaspberryPi とグラフィカルプログラミング環境

Scratch を使ったプログラミング体験学習 
本郷 健 

地域をつなぐ半蔵・伊賀忍者プロジェクト 宮田 安彦 
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 学校の先生と取り組む手作り教材の制作と教育実践  

 

生田 茂 教授 

(社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻) 

 
 今年度は、地域の学校の先生と協働し、児童生徒一人ひとりの「困り感」に対応した手作り教材の

制作と教育実践の取り組みを行った。 

多摩地域の学校の先生と取り組んだ「手作り教材の制作と教育実践」の主なものは、次の通りであ

る。（以下に掲載する以外にも、学校の先生が独自に作られた教材を使った教育実践も多数存在する。） 

[1] 奥多摩町立氷川小学校の先生や図書支援員との「かいじゅうたちのいるところ（モーリス・セン

ダック 作）」の英語、ロシア語、日本語による音声ペン用の読み聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[2] 奥多摩町立氷川小学校の先生や図書支援員との「よかったねネッドくん（レミー・チャーリップ 

作）」の英語による音声ペン用の読み聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[3] 奥多摩町立氷川小学校の先生や図書支援員との Sound Reader 用の「おすすめの本」の紹介シー

ト作りと教育実践。 

[4] 多摩市立愛和小学校の先生との東京都の外国語活動の副教材「Welcome to Tokyo」の音声ペン用

の手作り教材と教育実践。（図１） 

[5] 多摩市立愛和小学校の先生との東京都の外国語活動の副教材「Welcome to Tokyo」の Media 

Overlays 機能を有する電子書籍作りと教育実践。（図２） 

[6] 都立府中けやきの森学園の先生との「音声ペンを用いた『ピタゴッラスイッチ』の動画」を再生

する手作り教材と教育実践。 

[7] 都立府中けやきの森学園の先生との「音声ペンを用いた『きゃりーぱみゅぱみゅ』のミュジック

ビデオ」を再生する手作り教材と教育実践。 

[8] 都立府中けやきの森学園の先生との「はらぺこあおむし（エリック・カール 作）」の音声ペンに

よる読み聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[9] 都立けやきの森学園の先生との「たぬきのおつきみ（内田 麟太郎 作、山本 孝 絵）」の音声ペン

による読み聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[10] 都立府中けやきの森学園の先生との「たぬきのおつきみ（内田 麟太郎 作、山本 孝 絵）」の Media 

Overlays 機能を有する電子書籍作りと教育実践。 

[11] 都立府中けやきの森学園の先生との「おーい おーい（さとうわきこ 作）」の音声ペンによる読

み聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[12] 都立府中けやきの森学園の先生との「おーい おーい（さとうわきこ 作）」の Media Overlays 機

能を有する電子書籍作りと教育実践。（図３） 

[13] 都立府中けやきの森学園の先生との「ふたりのねこ（ヒグチユウコ 作）」の音声ペンによる読み

聞かせ絵本の制作と教育実践。 

[14] 都立府中けやきの森学園の先生との「ピヨピヨおばあちゃんのうち（工藤ノリコ 作）」の音声ペ

ンによる読み聞かせ絵本の制作と教育実践。（図４） 
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  府中けやきの森学園の中学１年生の Sさんに、彼女の大好きな「ピタゴラスイッチ」の 32 個のク

リップビデオを再生できる教材シートを先生の補助をえながら使用してもらった。（図５）（PC に接続

した音声ペンで教材シートの画像をタッチすることでビデオクリップが再生されるようになってい

る。）S さんは、流れた動画を集中して鑑賞し、動画の再生が終わると声や手の動きでもう一度やりた

いと意思表示をし、一気に 20 種類以上のビデオクリップの再生を繰り返した。また、Y君は、「きゃ

りーぱみゅぱみゅ」のビデオを、手を叩いて喜びながら鑑賞してくれた。これら２つの教材は、S さ

んと Y 君用に制作したものであったが、プロジェクターを介して大きく映し出され、クラス全員で口

ずさんだり、シートの画像を見て流れる動画を予想したり、一人ひとりの発言が増え、クラスの交流

へと繋がった。今後は、担任の先生とともに、こうした活動を積み重ねることで、「いくつかのトリガ

ー画像の中から、クラスメイトや先生に自分の想いを伝える１枚の画像を選ぶことができるようにな

る」取り組みを行いたいと考えている。 

 今後も、本学のゼミ生とともに、児童生徒の想いを実現する「一人ひとりの困り感に対応した教材

作りの支援」を行いたいと考える。 

     

図１ 「Welcome to Tokyo」の音声ペン用教材  図２ Media Overlays 機能を有する 

「Welcome to Tokyo」の電子書籍の閲覧・購読 

    

図３ Media Overlays 機能を有する       図４ 「ピヨピヨおばあちゃんのうち」の 

「たぬきのおつきみ」の電子書籍の閲覧・購読      音声ペン用教材 

 図５ 都立府中けやきの森学園における教育実践の様子 
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障害者雇用企業との連携によるＴボール大会の開催及び障害者福祉 

施設との交流事業 

 

小川 浩 教授 

(人間関係学部 人間福祉学科 人間福祉学専攻) 

 
本年度は、知的障害者施設との連携による人間関係学部棟での焼き菓子・パン販売、及び多摩障害

者雇用企業連絡会との連携によるＴボール大会の開催、２つの事業を行った。 

人間関係学部棟での焼き菓子・パン販売は 4年目になる。人間関係学部棟で週 1回木曜の昼休みに、

障害者施設の利用者と学生が一緒に販売を行うものである。平成 28年度は、クッキーやシフォンケー

キなど焼き菓子の販売は、社会福祉法人由木かたくりの会と連携、調理パン・菓子パンなどの販売は

NPO 法人どんぐりパンと連携を行った。両法人とも、木曜日の昼休みに職員と知的障害のある利用者

が商品を納入。本プロジェクトの学生ボランティアが人間関係学部棟の 1階ラウンジに準備した販売

スペースに商品を陳列して、学生と障害のある利用者が協力して販売を行った。本年度は、マンネリ

化を防ぎ売り上げ増を図るため、学生が主体的にポスターやポップの工夫、ポイントカードの導入な

どの工夫を行った。焼き菓子販売については計 25 回販売を行い、年間で 226,700 円、1 回平均 9068

円の売り上げがあり、障害者施設の工賃向上に貢献することができた。単に販売の場所を提供するだ

けでなく、学生が障害者と関わりながら販売することで、障害者と一般学生との橋渡し的な役割とな

り、売り上げの向上にも貢献することができた。障害者施設側では、大妻での販売は利用者にとても

人気のある仕事であり、工賃の向上と共に、販売に携わることによって働くことの意欲喚起にもつな

がっているとの評価を頂いた。これまでの販売協力に対して、社会福祉法人由木かたくりの会から感

謝状が贈呈された。 

   

 

多摩地域障害者雇用企業連絡会との連携によるＴボール大会は、2016 年 5 月 14 日（土）に大妻女

子大学多摩キャンパスの２つのグランドを会場として開催した。多摩地域障害者雇用企業連絡会とは、

多摩地域で障害者雇用を積極的に行っている特例子会社を中心にした連絡会である。特例子会社とは、

大企業が障害者雇用を目的として設置している子会社であり、通常の職場で働くことが困難な重度身

体障害者、知的障害者、精神障害者等を多く雇用している。同連絡会では障害のある従業員の余暇活
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動支援としてＴボール大会の開催を行ってきたが、本学人間関係学部人間福祉学科で障害者雇用・就

労支援の人材養成を積極的に行っていることから接点が生まれ、今回、連携して事業を行うに至った。 

当日は、天候にも恵まれ、特例子会社 19社、24チーム、700人以上の参加者があり大盛況であった。

大学からは、花村理事長・学長が大会の応援にお越し下さり、閉会式で挨拶をして下さった。また、

人間関係学部人間福祉学科の学生 17 人がボランティアとして参加した。会場を貸し出すだけでなく、

学生がボランティアとして大会運営に協力すると共に、特例子会社の障害のあるスタッフと共に、「支

援する側と支援される側」というような関係性なく、一緒にスポーツを楽しむことが本プロジェクト

の特徴と言える。学生ボランティアは、早朝より会場準備や会場案内を行った後、各チームに分散し

て入り、チームの応援、プレーヤーとしての参加、移動の介助などを行った。大学の充実した施設・

設備でプレーできたことは障害のある参加者に好評であり、また学生たちの働きぶり、笑顔で歓迎す

るホスピタリティもとても評判が良かった。最初のうちは、チームに入った学生も緊張気味であった

が、一緒に応援したりプレーしたりするうちにすっかり打ち解け、最後はチームの一員として記念写

真を撮っている姿などは印象的であった。大学側は施設・設備の提供と学生のマンパワーの提供を行

う一方、学生は障害のある方たちと交流する機会を得て、障害者雇用の実際の様子などについて様々

な学ぶ機会を得ることができた。この大会を機会に特例子会社に興味を持ち、その後、インターンシ

ップを経て、特例子会社に指導員として就職した学生が 2名出たことも特筆しておきたい。 
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 子ども支援に向けた大妻女子大児童学科 

「大泉子ども食堂」の実施プロジェクト 

 

加藤 悦雄 准教授 
(家政学部 児童学科) 

 
１．プロジェクトの目的 
子ども食堂とは、地域の子どもや保護者に無料または安価に食事を提供することを通して、子ども

たちが一緒にご飯をつくって食べたり、遊んだり、相互に交流して過ごすことのできる身近な居場所

のことであり、現在全国各地で取り組まれている。こうした動きは、子育て家庭の生活困難の拡大・

深化に伴う子どもの貧困問題や孤食問題などに対して、市民社会が直接的支援に乗り出していく行動

の現れと捉えることができる。大学として子ども食堂に取り組む例はほとんどないと思われるが、以

上のような問題意識と同時に、参加する学生に実践的な学びの機会（地域で子どもや保護者と関わる

こと・食事作りなど生活支援に取り組むこと）をつくり出すことを目的にプロジェクトを開始した。 
２．準備作業 
 活動場所として練馬区内の民家（台所や座敷など 1 階部分を自由に使うことが可能であり、子ども

が伸び伸びと遊ぶことができる庭がある）を確保し、活動への参加を希望する学生を募集した。地域

の福祉関係者（児童館や児童委員、学童保育所等）に対して、チラシを持参して活動内容を説明する

など広報活動を行った。さらに地区社協でボランティア保険・行事保険に加入し、保健所に集団給食

開始の届出を行った。大泉子ども食堂の方向性として、地域の中でおいしい食事を囲むことを通して、

一人ひとりの子どもや保護者が伸び伸びと過ごすことができ、人と共に生きていることを感じられる

ような居場所を目指すこととした。 
 

３．活動内容 
 1 回の定員は 20 名程度（事前申込制）とし、料金は子ども無料、大人 200 円である。また、地区

児童館職員や主任児童委員など地域の福祉関係者を介して、気になる子どもに直接声をかけるなど参

加の働きかけも行った。当日の流れとして、学生は 10 時に現地集合し、環境づくりや調理など準備

を開始する。調理を体験したい子どもを 11 時から受入れ、学生サポートを通して調理に取り組むこ

ととなる。食事を提供できる時間帯は 12:00～14:00 の 2 時間であるが、学生は早めに来た子どもや

・庭のある民家と手作り卓球台 

・大泉子ども食堂のチラシ 
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食事の済んだ子どもや保護者との関わりも進めていく。初めて来た子どもには、この場に慣れること

ができるように学生が寄り添うことになる。子どもの遊び場として家屋や庭だけでなく、遊歩道の先

に公園があるため、そこで遊ぶこともできる。15:30 頃を目安に活動を終了し、子どもたちを見送っ

た後、学生はその日のふり返りを行う。 
４．活動の成果 
平成 29 年度に子ども食堂を計 7 回開催することができた。開店日・参加者数・メニュー等は表 1

に示したが、参加者数は子ども延べ 67 人、保護者延べ 22 人、福祉関係者 13 人（子どもの同行また

は見学）、学生スタッフ延べ 20 人であった。また、参加した子どもの居住地域として、大泉第一小・

北小・緑小など複数の小学校区から参加を得ることができた。 
地域の主な連携先として、北大泉児童館、大泉町地区民生・児童委員、大泉北小学童クラブ、練馬

総合福祉事務所自立促進支援係、練馬区区民協働交流センター、練馬区青少年育成大泉北地区委員会、

和光市総合福祉会館、大泉まちの子ども食堂等であり、地域の白石農園から食材（野菜）の提供を受

けることができた。 
表１．活動日・参加者数・メニュー等 

開店日 参加者数 メニュー 学生数 

平成 28 年 11 月 5 日（土） 
子ども 15 名、保護者 6 名、

福祉関係者 4 名 

ハンバーグ・ご飯・豚汁・ポテ

トサラダ・りんご 

3 名 

平成28年11月19日（土） 
子ども 8 名、保護者 2 名、

福祉関係者 3 名 
カレーライス・ワンタンスー

プ・みかん 
2 名 

平成28年12月17日（土） 
子ども 7 名、保護者 3 名、

福祉関係者 1 名 

オムライス・ポトフスープ・フ

ルーツヨーグルト 

3 名 

平成28年12月23日（金）

祝日 
子ども 11 名、保護者 4 名、

福祉関係者 1 名 
ビーフシチュー・ご飯・ワンタ

ンスープ・ケーキ 
3 名 

平成 29 年 1 月 28 日（土） 
子ども 9 名、保護者 2 名、

福祉関係者 1 名 

豚肉のしょうが焼き・ご飯・お

味噌汁・フルーツ 

2 名 

平成 29 年 2 月 18 日（土） 
子ども 9 名、保護者 2 名、

福祉関係者 2 名 
おでん・そぼろご飯、フルーツ 4 名 

平成 29 年 3 月 11 日（土） 
子ども 8 名、保護者 3 名、

福祉関係者 1 名 

スパゲッティナポリタン 

ロールキャベツ・フルーツ 

3 名 

 
 
 
 
 

 
 

学生のいる子ども食堂を子どもや保護者の身近な居場所にするために、・相互に顔の見える関係を築

いていくこと、・子どもや保護者の生き方や気持ちに寄り添うこと、・地域の関係者とのゆるやかなネ

ットワークを築いていくこと等を念頭に置き、月 1 回程度の活動を継続していく予定である。 

・食事作りの様子（台所） ・12 月のクリスマスメニュー ・ワンタンづくり 
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 ジュニアアスリートのためのスポーツ栄養セミナー  

  

久保 忠行 専任講師 
(比較文化学部 比較文化学科) 

 

目的と概要 

 成長期にあるジュニアアスリートにとって食・栄養と身体について知ることは、スポーツを継続し

ていくうえでもきわめて重要な要素である。なかでも女子のコンディション管理については、女子ジ

ュニアアスリートと保護者、そして指導者の 3者が一体となって学ぶ機会が求められている。 

 本プロジェクトでは、比較文化学部がコーディネーター、家政学部がプロジェクト実施主体となり、

公益財団法人東京都サッカー協会に所属するチームメンバーとその保護者を対象として、スポーツ栄

養セミナーを実施した。あわせて女子ジュニアアスリートと保護者を対象とした成長期の食事につい

てのセミナーを開催した。このセミナーでは、ジュニアアスリートが練習や試合のスケジュールにあ

わせて、自分自身で食材や食べ物を選択できる知識と実践力を提供し、日々のコンディション管理と

パフォーマンスの向上に役立てることを目的とする。 

 セミナーは 2016年 12月 3日に多摩キャンパスで、2016年 12月 18日に千代田キャンパスで実施し

た。 

 

活動内容と成果 

 まず高波嘉一（家政学部・教授）とゼミが主体となり、希望者を対象として InBodyを用いた身体測

定を実施した。ほぼすべての参加者が測定を希望し、測定結果について高波嘉一教授より説明を受け

た。身体の状態が数値化、視覚化されて把握できる点が好評であった。 

 

 

 

InBodyの測定結果についての説明（千代田キャンパス） 
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 セミナーでは、小清水孝子（家政学部・教授）とゼミ生が主体となり、8 人ずつのグループに分か

れた小学生たちに声かけをしながら、主食とは何か、副菜とは何かといった問いに答えていくワーク

を実施した。ワーク内容をふまえて、小清水孝子教授より「ジュニアサッカー選手としての食生活」

と題したレクチャーが行われた。 

 

 

 昼食には特製アスリート弁当を準備し、学んだことを意識しながら食事ができるように工夫をした。 

 

 

特製アスリート弁当 

 

 食後、女子アスリートと保護者のみを対象として、小清水孝子教授による「女子スポーツ選手の成

長期の食事」と題したレクチャーが行われた。 

 参加者からのアンケートでは、「ぜひチームで知識を共有したい」「実際に写真をみながら考えるこ

とができ、またどのようにバランスよく食事をとるかなどが考えられてよかった」「ワーク形式で子ど

もたちも飽きずに学べた」といった保護者からの声があった。参加した小学生からは、セミナーでの

学びとして「どのようなときに、どのようなものをたべるのか」「食べもののしくみがわかった」「食

べる量と運動量のバランス」といった声が聞かれた。 

 

  
千代田キャンパスでのセミナーの様子 多摩キャンパスでのセミナーの様子 
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 誰もが子どもを見守り隊プロジェクト～小さな力で共同しよう～  

  

藏野ともみ 教授 
(人間関係学部 人間福祉学科 人間福祉学専攻) 

 
１ はじめに 

 児童虐待の現状としては、平成 27 年度中に全国の児童相談所が児童虐待相談対応として対応した 
件数は 103,260 件で、その数は毎年更新をしている。前年平成 26 年度の 88,931 件と比較するとおお 
よそ 14,300 件の増加であり、その背景には心理的虐待の増加が顕著に見られる。心理的虐待だけを 
取り上げてみると、平成 26 年度は 38,775 件であったものが、平成 27 年度には 48,693 件となってお 
り、約 10,000 件弱の増加である。そのほとんどが DV をきっかけに警察から児童相談所通告される 
事案が増加している結果であると言われている。これらの現状に対し、一人でも多くの人に児童虐待

防止への関心を持って貰うことはわが国の急務の課題の一つである。特に、近い将来親となり得る 

若い世代が理解を深めることはこの課題への対応として有意義なことであると考えられる。 

 本プロジェクトは、平成 25年度の厚生労働省からの要請を受け、「次世代の親となり得る学生が、 

児童虐待防止について考え、その啓発活動であるオレンジリボン運動に取り組む」ということから始 

まった。4年前に活動を始めた当初、学生から「私たちは、単に児童虐待防止を呼びかけるだけで良 

いのだろうか」という疑問が上がり、虐待をした人を責めるだけでは問題は解決されないのではない 

か、虐待が起こる前にもっと子育ての大変さについて知る努力が必要という意見が出て、その思いを 

形にする方向に進むことになった。 

 それが本プロジェクトのテーマである『誰もが子どもを見守り隊』であり、人間福祉学科の藏野ゼ 

ミや精神保健福祉士コースの３・４年生が 4年間後輩に引き継ぎながら継続している活動である。 

   

２ 今年度のプロジェクトの目的 

 本プロジェクトの目的は、次代を担う大学生等はもちろん、「支援の対象」や「見守られる立場」に 

なることが多い高齢者や障害者を含む地域住民にも児童虐待の実態の理解と、その防止には誰もが「子 

どもを見守る」立場で、自分にできる子育て支援を実践しようという「伝える活動」を行うことであ 

る。 

 

３ 活動内容 

 毎年、先輩から引き継ぐ活動に加え、新たな取り組みを加えて実施している。今年度は、国際結婚 

された方から、子育て事情についてお話しを聴く機会を設けること、障害者施設スタッフと一緒に、 
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障害を抱える人に対して児童虐待防止について伝える活動を新たに加えた。 

(1) 児童虐待の勉強会 

子育て支援センターと学童スタッフからお話しを聴く機会を得た。児童虐待通報の必要性と弊

害について学ぶ機会となった。 

(2) オレンジリボンやプロジェクトマスコットを使った啓発活動 

 学内外で実施したが、賛同してくださる方も多い中、虐待加害者に対して否定的な意見だけで

無く、活動に対しても「暗いことに良く取り組んでいるね」と声をかけられること等もあった。 

 様々な価値観を目の当たりにして、もっと積極的な子育て支援への前向きな活動に変えていき

たいと考える機会となった。 

(3) 障害児などの子育てに関する勉強会 

 障害児を抱える母親からは「虐待していると思われているのかと思った」という発言があった

ことが印象に残った。また、一緒に話しをしていく中で、障害を抱える子どもに一生懸命なため、

「障害のない兄弟姉妹に対して、自分は消極的な関わりしかできていないのではないか。ネグレ

クト(育児放棄)ではないかと思った」との発言もあった。当事者(障害児と親)だけではない支援

のあり方も福祉専門職を目指す上で考える必要があると話し合う機会となった。 

(4) 国際結婚された方から、子育て事情についてお話しを聴く機会 

 諸外国との違いを知り、日本で暮らす外国人の子育てを視野に入れてなかったことに気付くこ

とができた。 

(5) 障害者就労継続支援施設スタッフと一緒に、障害を抱える人に対して児童虐待防止について伝え

る活動 

 障害を抱える人に、その人にあった方法で伝えることの難しさを学んだ。この取り組みは障害

を抱える人たち自身にも「障害者の虐待防止」について伝える活動に繋げていくことが目標の一

つにもなっている。来年度以降も取り組んでいきたい。 

                                  

４ 活動の成果及び今後の課題 

 虐待が起こる背景や原因の多様性を学ぶと同時に、虐待通報が子ども

の命を繋ぐ必要なものでありながら、子育てをしている人たちを孤独や

孤立へと追い詰めることにもなりかねない実情を知った活動であった。 

 さらに虐待背景の一つでもある、グローバル化していく日本社会での

子育ての難しさ、価値観の多様さを考える機会にもなった。 

 学生はもっと知りたい、知るべきであると感じ、さらにその先に「知

り得たことをどの様に他者に伝えるか」という課題も抱えたようである。 

これは国際結婚をされた方との出逢いや、先の障害児を抱える母親の発

言に課題を見出したからであろう。また、障害者施設スタッフからの「も

し学生が利用者に“児童虐待について伝える”ことができていたら、今度は自分達スタッフが、利用

者と家族に対して“障害者虐待について伝える”ことに取り組みたい」と仰って頂いたことも考える

きっかけとなった。 

 言葉だけがコミュニケーションではないが、他の手段と共に「伝える活動」について今後も取り組

んでいきたい。 

一年間を通じて 116 名もの方が「誰
もがスマイル宣言」に参加してくだ
さいました。 
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ハーブ de大妻地域緑化計画 

 

甲野 毅 准教授 
(家政学部 ライフデザイン学科) 

 
【目的】 

 本プロジェクトの目的は、大学の自然環境に対する取り組みを、ハーブ植栽管理・工芸作品作りを

通して学生に、そして広く地域住民に認識してもらい、千代田キャンパスに愛着を持ってもらうこと

である。またハーブ植栽により、コタカフェ屋上庭園の植栽地の質を向上化することで、学生達の憩

いの場作り、地域における緑のネットワーク作りに貢献することである。 

【活動内容】 

本サークルの名前ＳＯＷは、レイチェルカーソンの書籍、センスオブワンダーに由来し、部員は自

然環境への感性を豊かにすることをモットーに、身近な自然環境に触れ、環境に配慮した活動を行っ

ている。活動の一環として、コタカフェ屋上庭園の植生調査をしたところ、裸地が目立つことに気づ

いた。現在の景観を重視して捕植を行い、緑を愛で・活用することが可能なハーブにより景観の質を

高めたいと考えた。そこで屋上庭園でハーブの育成を行い、収穫物を日常生活にも活用することとし

た。その活動内容は、ハーブの苗木植栽、ハーブの水管理、雑草除去、ハーブを含めた植栽地の剪定

作業、収穫物の利用・保管である。 

実際の活動は、月 1～2回、放課後約 1～2時間の作業であった。また平成 2016年度大妻祭にて、育

成したハーブの展示、それらを活用したハーブ石鹸や生ハーブポプリ作りなどの簡単な工芸品作りを

行った。一部の参加者には、屋上庭園にて、ハーブ観察から摘み取り作業、生ポプリ作りまでを行っ

てもらった。 

 

 

 

 

 

 

図 1 ハーブ植栽風景       図 2 学祭でのハーブ石鹸作り風景    図 3 ハーブの管理風景 

【成果】 

屋上庭園における学生活動は、約 10 回実施し、のべ 50名程度が参加した。特に夏場は雑草の繁茂

が激しく、剪定と雑草除去に多くの労力を費やした。その結果、屋上庭園には、多様なハーブの植栽

空間が創出され、コタカフェを利用する学生達の目を楽しませているようである。また大学祭では、2

日間で、約 200名の来訪者がハーブ工芸作品作りに参加し、その内の約 4割は地域住民と卒業生であ

った。特にハーブ石鹸作りは盛況で、指導した部員が屋上庭園で収穫したハーブを活用していること

を伝えたことにより、来訪者はハーブの由来を認識していたと思われる。 

以上の活動結果より、本活動の第 1の成果は、都会の限定された空間で多様な緑を育成、活用して

いるという大学の自然環境を配慮した取り組みを、地域住民が認識したことである。第 2は、大学内
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に質の高い緑を新たに創出したことにより、多様性が豊かになり、緑のネットワークの一部を担うこ

とができたことであり、第 3は、学生が屋上庭園の植栽地を管理することを通し、その多様性を認識

したことである。 

【質問紙調査結果】 

 活動を通じて学生の意識や知識がどのように変化したかを調査するために、質問紙調査を行っ

た。意識は植物への関心や動機、知識欲求、愛着、利得感、自信、責任感、危機感、知識は生物

多様性や周辺環境とのつながりに関する質問項目を、それぞれに設定した。意識では 5件法、知

識では 4件法とした。質問紙調査は活動前の 2016年 6月に 9名の部員へ、活動後の 2017年 2月

に 8名の部員へ、それぞれ実施し、その内、前後の質問紙の両方に回答した 6名の回答を分析し

た。その結果を図 4、5に示す。なお図の下段は前調査の平均値、上段は後調査の平均値を示す。 

分析の結果、知識に関しては、

すべての質問項目で、後調査値は、

前調査値と比較し上昇し、特に 5％

水準で有意差が見られたのが、多

様な植物と在来植物への知識であ

った。活動を通じて学生が屋上庭

園の現状に関して、理解を深めた

と思われる。意識に関しては、管

理することへの自信、保全意欲、

義務感、責任感は上昇したが、植

物美への意識、利得感、危機感、

愛着は低下した。活動を通じて植

物管理することができていること

に対して自信をつけ、危機感は減

少した一方で、植物が荒廃してい

ることに対し、責任感を持ち、自

分達がやらなければならないとい

った義務感、そして守っていきた

いといった保全意欲を持ったと解

釈できる。しかし荒廃している現

状から植物を美しいと感じなくな

り、自分に利益をもたらしてくれ

るといった利得感は薄れ、その結

果、愛着は低下したと考えられる。

活動を通じて学生の知識は増えて

いき、ある程度管理できると認識

したものの、植物が荒廃している

ことに対し、責任感を感じ、保全意欲は向上した一方で、愛着や利得感は低下したと思われる。 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

植栽帯があることを

多くの種類の植物が生えていることを※

日本の植物が生えていることを※

海外の植物が生えていることを

生物が生息していることを※※

まわりの敷地外の緑とつながりがあることを

多様な環境の変化があることを

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

植物に関心がある

植物を守っていきたい

植物のことを知りたい

植物に愛着がある

荒廃していることに危機感を感じる※

荒廃していることに責任感を感じる

自分が守らないといけないと感じる

私に利益をもたらしてくれると感じる

植物を上手く管理できると感じる

美しいと感じる※※

図 4 知識の前後調査結果 

図 5 意識の前後調査結果 

※は 5％水準で、※※は

10％水準で有意差あり。 
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子どもと高齢者のメディアリテラシー向上プロジェクト２ 

 
炭谷 晃男 教授 

(社会情報学部 社会情報学科 情報デザイン専攻) 

１目的 

こどもたちの体験学習の機会の提供。地域の子どもたち及びお年寄りの方のメディア・リテラシー能力

の向上をめざすプロジェクト。そもそも、メディア・リテラシーとは、「①メディアの特性・機能及び操作

を理解し、②受け手として情報を批判的に受け止め、③送り手として情報を表現・発信することを通じて、

④メディアのあり方を踏まえ、主体的に行動できる複合的能力。」と定義している。 
以上の視点に立って、今年度は社会情報学部情報デザイン専攻炭谷ゼミは連携先を福島県に広げて活動

を実施した。 

2 プロジェクト 
  これまで多摩キャンパス近隣の多摩市や八王子市で地域の子どもたちや高齢者の人を対象にして、デ

ジタルディバイド解消に貢献する。携帯電話の使い方について、オリジナルテキストを作成してサポー

ト教室を開設し支援を行ってきた。今回は東日本大震災復興に少しでも貢献ができればという思いから、

実施地域を東日本大震災の被災地で被害が深刻なものとなった相馬市と南相馬市の浜通り地域とした。

2016 年 9 月 12 日～13 日に私たち炭谷ゼミでは福島県授産事業振興会のご案内で、南相馬市小高区、相

馬市大野台仮設住宅を訪問した。 
a.被災地復興状況 

私たちが訪問する直前、昨年 7 月 12 日に南相馬市に出されていた東京電力福島第一原子力発電所から

20 キロ圏内の避難指示が居住制限区域と避難指示解除準備区域において解除されました。しかし、南相

馬市を例にして人口の動向をみると、南相馬市全体で 78.7%に留まっている。またもっとも原発に近い

小高地区をみると人口は震災前と比較すると 8.8%しかまだ戻っていない。 

  「南相馬市復興事業等の主な進捗状況について」（平成 28 年 11 月 15 日現在）によれば国の事業災

害廃棄物処理事業（旧避難指示区域）については進捗率もそれほど高くない。 
◆災害廃棄物搬入量 470,594ｔ（津波がれきは搬入完了） ◆被災家屋解体撤去率 58%  
◆荒廃家屋撤去率 33%  

  
私たちは小高区役所内にある Café いっぷくやで災害ボランティアの皆さんから東日本大震災の被災

状況についての説明を伺いしました。 
b.相馬市大野台仮設住宅での携帯・タブレット教室 

高齢者も携帯電話を持つ人が増えてきたが、決められた使い方しかしていないことや、使い方につい

て相談する人がいないことなどが、これまでのゼミ調査で明らかになった。 その現実を踏まえ、使い方

の分からない高齢者の方にその安全な使い方を伝えようとするのがこの講習会である。今回訪問した仮
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設住宅でお住いの方は高齢者の方が多い。若い家族は他市あるは他県に逃れて家族別れ離れになって生

活している場合が多い。そこで家族同士の連絡は携帯に頼ることになる。 
  しかし、その携帯の使い方がよくわからなくて困っておられる。また私たちが訪問した仮設住宅は、

これまで住んでおられた地区のつながりを失わないように、地区ごとにまとまって生活をされている。

私たちが訪問したところは飯舘村の方々のみなさんであった。飯舘村では、村民にタブレットを配布し

て、村の情報や写真を配信していた。これは、村の方々には好評で、四季折々の村の姿を見ることがで

きると嬉しそうに話しておられました。しかし、肝心なタブレットの使い方が分からず、使わない人も

多いと言うこともうかがった。結果として、携帯電話、スマートフォン、タブレ

ットと 3 つのテーブルに分かれて、個々の相談会となった。 
①ガラケーでは、着信履歴の見方、メールの見方、各ボタンの意味、写真の撮り

方、データフォルダの見方、壁紙の変え方、マナーモードについて。 
②スマホでは、検索の仕方、URL の送り方、ニュースの見方、誰でも楽しめる

簡単なゲームアプリについて。 
③タブレットでは、飯舘村のタブレットの使い方。 

 

 
 
 
 

 
ｃ.「初めてのスマホ教室」千代田キャンパス 

 大妻女子大学地域連携推進センター主催による、千代田区民を対象にした「初めてのスマホ教室」を 9
月 10 日(土)、10 月 29 日（土）の 2 回開催しました。9 月は、まったくに初心者の方と LINE を学ぶグル

ープに別れ説明、体験しました。10 月は、まったくに初心者の方とインスタグラムを学ぶグループに別れ

説明、体験しました。 

最後に高齢者を対象にした振り込め犯罪について解説した。犯罪に巻き込まれないように注意した上で、

携帯を安全に使用し家族や友人と連絡をとって、活動を広げていただく手段として携帯を賢く使っていた

だくようにお伝えした。 
d.子供たちの活動を支援する寺子屋活動 
 その他として、八王子市教育委員会の実施しているサタデースクールで、ゼミ生達が紙飛行機大会、ア 
ニメーション教室、クッキー教室などを行い、日頃学校では体験できないことを子どもたちに体験する場 
を提供してきた。 
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3 効果                        
本プロジェクトの効果をまとめると以下の通り。①プロジェクト参加学生には地域の人と共に事業を推

進する貴重な社会的体験となる。②こどもたちや高齢者の方に教えるという機会は多世代と交流するとい

う貴重な体験をもつことが出来た。 ③このプロジェクトを通じて大学での学びの意義にリアリティを 持
つことが出来たと考える。 
 
（謝辞）本プロジェクトに協力いただいた福島県授産事業振興会、ＮＰＯ法人ほっと悠理事長村田純

子様、福島県相馬市大野台仮設住宅飯舘村の皆さん、関係の機関、個人にお礼を申し上げる。また、

スタッフとして参加した炭谷ゼミの皆さんお疲れ様でした。 
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子どもキッチン：食事を作ってみんなで食べよう！ 

 

田中 直子 教授 
(家政学部 食物学科) 

 

1. 本プロジェクトの背景と目的 

本プロジェクトは、大妻女子大学狭山台校と入間市との地域交流から始まったものである。元々は

狭山台校に通う食物学科の 1年生が、年に２回青少年活動センターで行う活動だったが、今年度から

は、正式な地域連携プロジェクトとして千代田校に通う 3年生が参加することとなった。本プロジェ

クトの目的は以下のようである。 

子どもが自分で料理を作る力を育てる 

核家族化、共働き世帯の増加、ひとり親世帯の増加は、子どもの食卓を変化させている。学校から

帰って来た家に誰もいなくても、冷蔵庫にあるありあわせの食材で、子ども自身が簡単に料理を作る

ことができたら。。。入間市青少年活動センターでは、子どもが自分で料理を作る力を育てることをめ

ざして、「子どもキッチン」を夏休みに開催してきた。今年度はさらに多くの子どもたちへの浸透を目

標に、子どもが気軽に立ち寄れる「むささび自習室」との連携で、「むささび食堂」を 2ヶ月に 1度開

催することを企画した。 

大学生が多世代交流の場で学ぶ 

核家族化が進み、地域のつながりも薄くなる中、子どもたちが異なる世代と交流する機会は極めて

少なくなっている。「むささび食堂」に訪れる子どもたちにとっても、ボランティアスタッフとして参

加する大学生にとっても、むささび食堂で活動する大人や地域のお年寄りとの交流は、大きな財産と

なると考えられる。また、食物学科で学ぶ大学生が、栄養士養成課程で学んだ事柄を活かす具体的な

道を知ることは、彼女たちの卒業後の長い人生に対しても重要な体験となると期待できる。 

大学生と子どもたちとの交流 

一方、子どもたちにとって大学生は、大人世代より自分たちに近く、特別な存在になり得る。栄養

士課程で学ぶ学生たちから直接、料理の楽しさ、マナーや知識を伝えてもらうことは、子どもたちに

とってもまたとない機会となると考えられる。大学生にとっては、不特定多数の子どもたちと接し、

「子どもたちが喜ぶ」企画や料理がどのようなものか、子どもたちに伝えるにはどうしたら良いかな

どを実際に学ぶ場となると期待される。 

 

2. 本プロジェクトの内容 

プロジェクトの構成 

 本プロジェクトは、むささび自習室の企画の一部

「むささび食堂」として企画された。 

むささび食堂実施日 

 8／28（日）、９／18（日）、11／19（土）、 

１／28（土）、３／25（土）の計 5回 
本プロジェクトの構成 
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活動場所：入間市青少年活動センター 

活動内容 

（１）メニューの検討、試作、決定：実施日までの間に学生 4名で相談して行う。 

（２）事前準備：前の日の夕方から夜に現地入りし、食材の購入および事前準備を行う。 

（３）当日の活動：扇谷調理師の監督の元で行う。 

むささび食堂：午前中は、スタッフも交えて子どもたちと調理を行う。 

配膳後、皆で昼食。片付けも皆で行う。 

むささびカフェ：昼食後、おやつを子どもたちと一緒に準備し、15時頃から皆でおやつ。 

 

3. 活動報告（活動例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 今後の課題 

青少年活動センターは自然に恵まれた環境にある。料理教室のできる広いキッチンと食堂、宿泊施

設、自習室、図書室、運動施設、野外活動施設などを持ち、このような活動に良い環境を備えている

が、交通の便が悪いため、徒歩圏内の人しか利用できないのが欠点である。今後は、利用者を広げる

ために、もう少し人の集まりやすい施設でも開催することを視野に入れる必要があると思われる。 

野菜たっぷりカレーの昼食と、皆で楽しく絵を書いて焼いたどら焼きのおやつ 

裏の森で炭火の釜戸で調理。おにぎり＆豚汁の昼食と釜焼きピザのおやつ 
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女子大学生の視点を活かした出前防災講座 

 

堀 洋元 専任講師 
(人間関係学部 人間関係学科 社会・臨床心理学専攻) 

 
〔目的〕 

 本プロジェクトは、プロジェクト構成員であるゼミ学生と地域の公共施設（小中学校、福祉施設、

公民館等）とが連携して出前防災講座を実施し、地域住民等に対して女子大学生の視点から考案した

災害や防災の基礎知識やスキルを体験的に身につけてもらう場を提供することを目的とした。 

大学で心理学を専攻する学生（堀ゼミ所属 3年生）が、これまでの専攻でのカリキュラムやゼミで

の学びを通して積み上げたさまざまな心理学の知識やプレゼンテーションスキルを活かし、災害や防

災に関する知識や経験をもとに出前防災講座として企画運営することで、主体的な学びを実践し、連

携する公共施設や地域住民等への貢献する機会、および個々人の専門知識の有効活用を学ぶ場を醸成

することを目指した。 

また、地域の公共施設にとっては、地域力向上の架け橋となるためにさまざまな取り組みを行って

いるが、出前防災講座での学生による独自の着眼点や斬新なアイデアを通して、地域に有意義な視点

を掘り起こし、新たな地域活性化の一助となる試みと言える。今年度は実施初年度であり、本学学生

と地域の公共施設との連携を模索するところからプロジェクトを開始した。 

〔プロジェクトの概要〕 

 出前防災講座の実施に先立ち、学内外での多彩な体験学習を通して災害や防災に関する知識を蓄積

し、その成果から得られた独自の着眼点や斬新なアイデアを作品として発表・紹介することで地域住

民等への啓発活動だけでなく実践活動を行った。 

4 月から始まったゼミでは、時を同じくして発生した熊本地震に関連する新聞記事を収集し「今、

被災地で何が起こっているか」「今、被災地では何を必要としているか」「今、自分たちが被災したら

どんなことに関心を持つか」について「東京防災」（東京都発行）を参考書として活用しながら、ディ

スカッションを行った。 

  

図 1 そなエリア東京での体験学習の様子   図 2 いわき市での体験学習の様子 

１．そなエリア東京（防災体験学習施設）での災害対応に関する体験学習（7月） 

 体験的に災害や防災について学ぶため、東京臨海広域防災公園内にある「そなエリア東京」（東京都

江東区）にて地震発生後 72 時間の体験学習、津波避難体験などを行った（図 1）。地震発生から 72時
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間は自分で自分の身を守る（自助）ために何をすべきか、何が起こりうるかについて臨場感あふれる

施設でクイズを交えながら学習を行った。また、防災グッズを詰め込んだ非常用リュックを背負った

り、防災グッズを実際に使用するなどの自助体験や、事例から自助を学ぶコーナーなど、アイデアを

具体的な作品として形にするヒントも得られた有意義な体験学習であった。 

２．福島県いわき市での地域防災に関する体験学習および研修（8月） 

 かつて被災した市内の施設見学やいわき明星大学震災アーカイブ室等を訪問し、体験学習および研

修を行った（図 2）。東日本大震災から 5年が過ぎた今、被災地がどのように変わっているのか、また

変わっていないのかについて現地で体感することができたように思う。当日は台風の影響で悪天候に

見舞われ、屋外での滞在を制限せざるを得なかったが、奇しくも不測の事態でいかに柔軟に対応する

かについて学ぶことができ、防災ゼミとしては良い機会となった。 

３．多摩市総合福祉センターでの出前防災講座の実施（2月） 

 多摩市総合福祉センター、多摩市社会福祉協議会との共催で出前防災講座を実施した。実施に際し

て、上記の体験や経験を踏まえて、学生独自の視点で防災に対する取り組みや工夫を形にするための

話し合い、準備を行った（図 3）。 

   

図 3 左から「新聞紙スリッパ」「簡易トイレ」「腕の応急処置法」の説明パネル（一部を抜粋） 

 当日は、多摩市総合福祉センターで行われた「平成 28年度福祉大会」の出店団体のひとつとして「女

子大生による出前防災講座」として実施した。各家庭で防災対策として常備しているものの、あまり

使用したことのない「防災食」や「簡易トイレ」の使い方、また多くの家庭にある日用品（新聞紙、

レジ袋）を使用した防災備品の作り方（スリッパ、腕の応急処置法）をバザーに来場した老若男女に

動画やパネルを用いて説明しながら一緒に作成し、盛況のうちに無事終了した（図 4）。 

  図 4 防災食（左）の作成風景と当日の様子（右） 

〔プロジェクトの効果〕 

心理学を専門的に学ぶ本学学生と教員が地域住民等を対象に出前防災講座を行い、女子大学生独自

の視点からさまざまなアイデアを継続して提案することで、地域住民等にとって新たな視点での防災

への取り組みを期待することができる。学生はこのプロジェクトに参加することにより、有形無形の

知識やスキルを体験的に習得することができ、また、さまざまな経験を整理して出前防災講座として

その成果を形にすることで、1年間の学びを活かすことができたようであった。 

今年度はゼミ単位でプロジェクトを開始したが、将来的には災害や防災に関心を持つ学生を専攻、

学科、学部を問わず学生から募り、さまざまな専門に関心を持つ学生の視点から災害や防災を学び、

その成果を地域に還元する機会になればと思う。 
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教育用小型コンピュータ Raspberry Piとグラフィカルプログラミング環境

Scratchを使ったプログラミング体験学習 

 

本郷 健 教授 
(社会情報学部 社会情報学科 情報デザイン専攻) 

 
はじめに 

現在、イギリスやアメリカをはじめとして、世界各国では学校教育の中でのコンピュータプログラ

ミング教育の必修化が進んでいます。我が国も、プログラミング教育の導入の是非についての議論の

段階から、どのように展開するかの段階へと進んできています。中央教育審議会は、「幼稚園、小学校、

中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（H28

年 12月 21日）をとりまとめました。そこでは、小学校のプログラミング教育の導入が強く主張され

ています。その進め方について、「各小学校において、--省略--プログラミング教育を行う単元を位置

付けていく学年や教科等を決め、地域等との連携体制を整えながら指導内容を計画・実施していくこ

とが求められる。」と述べており、地域等との連携体制を整えた指導が期待されています。こうしたこ

とを背景に、本専攻の特徴を生かした地域連携プロジェクトとして、小学生向けのプログラミングワ

ークショップを行いました。 

 

活動内容（ワークショップ（2日間）の様子） 

ワークショップの状況 

日程：2016年 8月 23日～24日 

会場：多摩市立大松台小学校 

ワークショップでは、教育用に開発された小型コンピュータ

「Raspberry Pi（ラズベリーパイ）」と子供向けのビジュアルプログラ

ミング言語「Scratch（スクラッチ）」を使って、アニメーションや LED

ライトをチカチカ光らせる回路などを制作し、プログラミングを楽し

く体験しました。また、小学校でのプログラミング教育の導入が決ま

り、今後の参考にしたいと、会場校の先生方が 4～5人教室の後ろで参

観されていました。 

 教材とテキストはすべて学生の手作りです。まったくの初心者にど

のように説明したらよいのか、学生同士が試行錯誤の中から提案して、

実践したワークショップでした。 
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まとめ 

子どもたちは、この２日間でプログラミングの楽しさに触れることができたようです。やり方さえ

わかれば、あとは自分で工夫していく姿を見ることができました。ワークショップの準備から実施ま

で行った学生たちも、子どもたちに教えることで多くのことを学ぶことができたようです。本専攻は、

女子大学にあって、際立ったプログラミング教育の充実したカリキュラムを擁しています。本専攻の

特徴を生かした社会貢献を今後も他の機関と連携を図りながら続けていきたいと考えています。 
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地域をつなぐ半蔵・伊賀忍者プロジェクト 

 
宮田 安彦 教授 

(家政学部 ライフデザイン学科) 

 

１．目的 

昨今のインバウンド観光客の増加を踏まえ、また東京オリンピックを意識して観光を通じた地域お

こしが各地で活発化しているが、そうした活動がより実効性を発揮するためには行政区分を超えた連

携による観光資源の掘り起こしとアピールが必要であると考えられる。 
大妻女子大学の地元である番町地域にある観光資源の１つに半蔵門があるが、これ単独での訴求力

は弱い。しかし、半蔵門の名前の由来となった服部半蔵と彼が率いた伊賀同心の痕跡や関連物は四谷、

大久保、荻窪と広域に残されており、さらに伊賀忍者の知名度が高いことから、これらを総合して対

外発信するのであれば、半蔵門の訴求力が高まることが期待される。 
そこで、行政区を超えて広域に貢献できる大学の特性、女子大生が持つ能力を活用してこれら関連

地域をつなぐ活動をすることで、本学が USR（大学の社会的責任）の一環として地元の地域振興に貢

献するとともに、学生には地域の歴史や編集・プロモーションの手法、英語、チームワークなど、座

学では得難い学習の機会を付与し、学生の、大学周辺の地域についての関心（地域意識）を高めるこ

とを目的とした。 
 
２．活動内容 
忍者や服部半蔵に関心をもつインバウンド観光客に忍者の史跡に関心をもってもらい、史跡間の徒

歩による移動を促進することで旅行者の滞留時間を増加させることを狙いとして、広域に亘って点在

する関連史跡を紹介する英文冊子を作成することとした。 
 

３．活動経過 

①キックオフミーティングおよび事前学習 

 ライフデザイン学科、英文学科の 2学科の学生が参加したため、学科混成チームを編成し、リーダ

ーを決定し、対象地域を、半蔵門地区、四谷若葉町地区、新宿大久保地区、荻窪地区、伊賀地区に分

割したうえで、チーム毎の担当をきめた。 

また、忍者、特に伊賀忍者や服部半蔵に関する資料を準備し、各自これを持ち帰って学習すること

にしたうえ、「伊賀検定」の講座を受講した。 

②イラストの描き方学習 

 冊子は、2年前の試み（九段商店街における和食の食べ方を紹介する冊子）から、写真よりはイラ

ストの方が、手作り感や柔らかな色彩を通じて、それを手に取ったものに好印象を与えるということ

が判明していたため、今回もイラストを挿絵とすることにし、プロのイラストレーターからノウハウ

を教わり、パンフレット作成の着手に備えた。 

③取材 

 チーム毎に夏休み中の独自の計画を立て、担当テーマ・地域の史跡を訪問し、取材を行った。 
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④誌面の企画・レイアウト 

チーム毎の取材結果を出し合い、冊子全体についての共通の見出し、レイアウトを何度も検討した

ほか、表紙、裏表紙のデザインを行った。これを基に、各チームでイラストと解説文を作成した。 

⑤英文のチェック 

 各チームが作成した英語による解説文につき、学生ついで教員がチェックを行った。 

⑥校正 

 原稿を印刷所に持ち込み、印刷可能な状態にしてもらったものを修正し、また持ち込みという作業

を繰り返した。 

 

３．成果 

○冊子の完成 

写真のような、ビジュアル効果の高い冊子が完成した。 

○地域貢献 

 取材に協力いただいた関係者へ冊子を配布するに先立ち、11

月の3日間、20万人ほどの来場者のある「忍者フェスタ＠上野恩

賜公園」が開催された際、できあがった冊子を外国人来場者に

配布することができた。冊子残部については、今後忍者をテー

マとした観光関係者などへの配布を予定している。 

 こうした行為を通じて、大妻女子大学のＵＳＲとしての地域

振興に少しは貢献できたのではないかと考える。 

○教育効果 

 参加した学生は半蔵門の由来を知ると共に、関係史跡を訪問しヒアリングすることを通じて、大妻

の地元の地域の江戸時代における風景（政治的風景も含め）に思いを馳せることができた。 

また冊子作成の過程で、計画と段取り、計画通りにいかない場合のコンティンジェンシープラン、

チーム内の連絡齟齬、意図の誤解への対応といったチームワークの維持など、仕事をするということ

についての意識、能力が高まったものを思われる。 

 

＜謝辞＞ 

まず、参加学生に大きな学びの機会を提供してくださっ

た「地域連携プロジェクト」という制度に、次に学生の取

材に協力くださった関係施設の方々、さらには幾度にも亘

るレイアウトや文字の修正を無償で引き受けてくださった

印刷会社の方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。  
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 平成 28 年度 地域貢献プロジェクト報告 

 
平成 28 年度 地域貢献プロジェクト概要 
1. 趣旨 
広く地域のみなさまへ本学の教育と研究成果を還元し、みなさまの多様な学習ニーズに応えるとと

もに、地域社会の教育、学術、文化の発展に貢献する活動の推進を図ることを目的に、その活動経

費を補助する。 
 

2. 対象テーマ 
本学の教育と研究成果を地域社会に還元し、地域社会の教育、学術、文化の発展に貢献する活動。 
 

3. 応募資格 
大妻女子大学の教職員(個人又はグループ)又は教職員と学生（大学院生・短大生を含む）で構成す

るグループ。 
応募するグループは、下記 4 つの要件をすべて満たしていること。 
①本学の教育と研究成果を地域社会に還元する活動 
②地域社会の教育、学術、文化の発展に貢献する活動 
③千代田校、多摩校又は狭山台校で行われる、近隣住民等を対象とした活動 
④在学生が主体的に参加する活動又は成果を在学生の教育に反映できる活動 

 
4. プロジェクト支援期間 
平成 28 年 5 月 12 日（木）～平成 29 年 3 月 31 日（金） 
 

5. 支援額及び採択件数 
支援額：1 プロジェクトにつき 30 万円を上限 
採択数：数件程度 

 
平成 28 年度 地域貢献プロジェクト採択一覧 

プロジェクト名 代表者 
子どもの創造性を育てるものづくりワークショップ 大西 一也 
三番町アダプト事業拡大に伴うフラワーロードの取り組み 川之上 豊 
祭りをとおした大学博物館の地域貢献－申年の山王祭 是澤 博昭 
東京都多摩地区少女サッカー(小学生)支援プロジェクト 高田 馨里 
身体活動を通した地域住民の健康・体力・絆づくり 平野 泰宏 
食から広がるアメニティーの創出を地域へ発信！ 堀口 美恵子 
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子どもの創造性を育てるものづくりワークショップ 

 

大西 一也 教授 
(家政学部 ライフデザイン学科) 

 
「子どもの創造性を育てるものづくりワークショップ」として、10/16 に千代田キャンパスにて、

地域にお住まいの親子の方々を対象に、ダンボール工作のワークショップを開催いたしました。 

 

家政学部ライフデザイン学科の住文化研究室では、住空間を中心に、家族との関係、地域社会との

関係、地球環境との関係において、現代的で豊かな暮らしや住まいのあり方を研究しています。地球

環境の保全のため、身近な生活環境における資源の有効活用をテーマとして、リサイクル素材（ダン

ボール紙やボール紙等）で、子どものおもちゃ制作を通した環境意識の学びに関する研究を、ゼミ３

年生で取り組みました。その研究成果を、千代田キャンパス周辺地域の小さな子ども達と保護者を対

象として、一緒にワークショップ活動を行うことで寄与したいと考えました。具体的には、安全性や

楽しさを考慮して、子ども達と一緒に、カラフルで楽しいフォトスタンドをデザインして制作しまし

た。このワークショップに取り組むことで、学生達は、小さな子ども達の目線に立って、分かりやす

いプログラムの考案やチーム作業を行い、段取り力やコミュニケーション力などを高め、地域の子ど

も達は環境意識を養い、大学生との交流を深めることが期待されます。 

 

プロジェクト参加学生は、夏休み前から、子どもたちに身近な環境問題を知ってもらうために、ど

のような企画が良いか話し合いを重ねて、ゴミを減らすリサイクルをテーマに、地域の子どもたちに

楽しい工作を体験してもらうこととしました。事前調査として、一般社団法人産業環境管理協会の資

源・リサイクル促進センターの職員の方に、小学生のための環境リサイクルの学習について教えてい

ただき、資料も活用させていただくこととしました。また、子ども向けのワークショップやイベント

を多数手がけておられる株式会社ピコトンを訪問し、代表取締役の内木様に、子ども向けのイベント

を企画する際のポイントや手法について教えていただきました。 

 

これらの、事前調査をもとに、ゼミ生は、

環境学習チームと、リサイクル工作チーム

に分かれて、作業に取り掛かりました。ま

ず、環境学習チームは、工作の素材となる

ダンボールのリサイクルをテーマに、やさ

しく身近な資源のリサイクルも知ってもら

うこととしました。「ゴミが増えたらどのよ

うな問題になるの？」「ゴミを減らすにはど

のようにすればいいの？」などについて、

パワーポイントでスライドを作成し、クイ

ズ形式で理解できたかどうか確認してもら

生活の中のリサイクルについて学びます 
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うことにしました。普段、大学でも学ぶ内容ですが、これを小さな子ども達にも理解してもらうため

に、イラストを使ったり、分かりやすい言葉に置き換えたりと、工夫を重ねました。当日も難しいと

ころもありましたが、子ども達は熱心に聞いてくれて、クイズにも積極的に参加してくれました。 

リサイクル工作チームは、ダンボール紙を使ったフォトスタンドの試作を重ねました。小さな子ど

もたちでも簡単にできるように、はさみやカッターナイフは使わないこととし、あらかじめ、ダンボ

ール紙を切り抜いておきました。それらを貼り合わせた上で、フレームにもカラフルに着色したダン

ボールチップをモザイク状に貼り付けて仕上げることとしました。チップも四角形だけでなく、ハー

ト形や花の形、星型など、いろいろな形を準備しました。ダンボール紙を小さく切り取り、様々な色

彩に着色するのに時間がかかったため、環境学習チームの学生も手伝ってくれました。 

 

プロジェクトのチラシやキャラクターも学生の手づくりとしました。子ども達に親しみのある可愛

いデザインをコンピュータソフトのイラストレーターと手描きをミックスして仕上げました。チラシ

は、大学周辺の小学校、幼稚園、保育園、児童館、民間保育施設など５０カ所全てに、学生達が案内

を配布させていただき、快く掲示していただいたために、多くの参加者を得ることが出来ました。 

  

プロジェクト参加学生からは「参加した子どもたちの年齢に幅があったので、資料づくりなどでは

全員にわかりやすくするのが難しかったです。当日の作業のしやすさなどを考えて机の高さ調整や、

制作進度の違いから早く終わってしまった子どもたちへの対応など、ワークショップを進めていく上

での難しさもありましたが、地域の方々と一緒にイベントを行うという貴重な体験ができて、とても

良かったです」等との振り返りがありました。 

参加された保護者からは、「エコについて少し難しかったけど、子どもたちにも分かるように説明を

してくださり、参加して良かったです。準備や当日のお世話など、とても良かったので、次回も続け

てください」「近所に住んでいるので、このようなコミュニケーションはとても嬉しいです。ぜひまた

企画してください」などの感想が寄せられました。 

 

今回のワークショップに参加した学生は、積極的にこのプロジェクトに取り組んだことで、普段の

授業では学ぶことのできない大きな成果を得たことと思います。岡田美月、荒井里菜、小高愛結、川

野美咲、國井知奈、冨弘舞嘉、野田あずさ、伊藤亜樹、出船由樹、中野友瑛、原田佳珠奈、山田亜子

の１２名の学生、お疲れさまでした。 

 

最後になりますが、参加いただきました

親子の皆様方、企画にご協力いただきまし

た「千代田区教育委員会」「番町・麹町・富

士見地区の小学校、幼稚園、保育園、児童

館、民間保育施設」「一般社団法人産業環境

管理協会 資源・リサイクル促進センター」

「株式会社ピコトン」「大妻女子大学地域連

携推進センター」の各位にお礼申し上げま

す。 

ダンボール紙でフォトスタンドを制作します 
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三番町アダプト事業拡大に伴うフラワーロードの取り組み 

 

川之上 豊 教授 
(家政学部 児童学科) 

 
［これまでの経緯］ 

本プロジェクト名である「三番町アダプト」とは「三番町アダプトフラワーロードの会」と呼ばれ

る活動で、三番町の街路樹の下のますに花を植え付け、花の管理を継続的に行い、千代田区と三番町

町会をはじめとする、企業、大妻学院が集い小学校を中核において町を美しくする運動として実施し

ている活動である。児童学科ではこの活動を平成20年度から一部の学生（ゼミ学生）に協力依頼し実

施して来たが、平成27年度から狭山台キャンパスから千代田校舎への移転に伴い、今まで狭山台キャ

ンパスで児童学科1年生が取り組んできた地域のボランティア活動の継続と初年次教育の一部として、

この取り組みに参加することとした。 

 

［プロジェクトの目的］ 

本プロジュエクトの目的は、このアダプト事業への取り組みをより積極的に実施するために、花の

植え付けや継続的に花を管理するだけでなく、本取り組みを今後も継続させていくための仕組みづく

り（三番町町会・地域住民や企業などとの連携）や、この活動が活発に維持できるための方策を検討

することを目的とした。 

なお、本年度の取り組みについては、本学家政学部児童学科の教員が中心となり、千代田区役所道

路・公園課、三番町町会・地域住民、三番町内の企業（プランナーワールド・アイネス）の方、本学

事務職員並びに児童学科学生（115名）で実施した。また、具体的な取り組み内容については次の通り

である。 

 
［取り組み内容］ 

〇5月12日(木)16時30分から、本学の児童学科第二共同研究室にて「三番町フラワーロードの会計画

委員会」を実施。打ち合わせ内容は、①今年度の実施計画②植える花の選定③その他等。参加者

（敬称略）：三番町町会（田中町会長・佐藤・上村・プランナーワールド角川・アイネス石川・鎌

田・中田）千代田区（深沢・井口）本学（石井・加藤・池田・星野・佐々木（地域連携）・川之上）

以上15名。 

〇6月11日(土)10時30分から春夏のアダプト実施に向けての準備（対象の街路樹下の土の耕し、堆肥

を加える作業の実施（学生と教員））。 

〇6月21日(火)9時から、三番町フラワーローﾄﾞの会（春夏の花を植え）の実施（三番町会、地域の

方、企業の方、職員（地域連携）、学生、教員）。 

〇7月～10月は花への水やりや雑草の駆除等を数回実施。 

〇10月22日（土）10時30分から秋冬のアダプト実施に向けての準備（対象の街路樹下の土の耕し、

堆肥を加える作業の実施（学生と教員））。 

〇11月12日（土）10時から三番町フラワーロードの会（秋冬の花を植え）の実施（地域の方・学生・
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職員（地域連携）・教員）。 

     

写真1.町会長田中様から学生に挨拶     写真2. 地域の企業の方と学生の花植えの様子 

         

 写真3.校門前の街路樹マスに花植えの様子      写真4. 地域の方と学生の花植え様子 

〇12月3日（土）・7日（水）水やりや雑草駆除作業（教員と学生）の実施。 

〇3月1日（水）13時からG棟前（工事期間は植栽中止していた）の花植えを実施（地域の方・職員（地

域連携）・教員）。     

〇3月下旬から花の管理（水が不足しているときの散水、終わった花を摘み取る、雑草を抜き取るな

ど）の実施。 
 
［プロジェクトの成果と課題］ 
 このプロジェクトの効果としては、地域の方々から「花植えをした際に知り合った学生から、挨拶

をしてもらって、とってもうれしい」という趣旨のお話や、学生からは花植えの際に地域の方から「あ

りがとう」などの声掛けをしていただいて嬉しかったなどの声があった。このことは、本プロジュエ

クトを通して地域の方々との触れ合いをすることで、地域がきれいな街並みになることと共に、一部

ではあるが地域人々と学生とのコミュニケーションづくりができるようになったことが、大きな成果

であったと考える。今後はもっと地域の人々と学生や本学教職員の交流が促進できるような活動を目

指して、今後も継続して取り組みを行いたい。 
今後の課題としては、花を植えるだけの活動だけでなく、日常的な水やりや雑草取りなどを地域ぐ

るみで出来るように、活動日程の調整や環境整備（用具の置き場所やゴミ処理の問題）を次年度の課

題としたい。  
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祭りをとおした大学博物館の地域貢献―申年の山王祭 

 

是澤 博昭 准教授 
(博物館) 

 
10月 22日(土)12：50から 16：10まで、大妻女子大学博物館主催の平成 28年度地域貢献プロジェ

クトによるシンポジウム「山王祭と大妻学院―祭りをとおした大学博物館の地域貢献」を行いました。

参加者は関係者をふくめて 100名を超える盛況でした。共催の大妻女子大学図書館をはじめ、後援と

して、日枝神社、麹町出張所地区連合町会、富士見地区連合町会、糀町惣町睦会、一般財団法人大妻

コタカ記念会の協力を得ることができ、プロジェクトのねらいに合った地域に根ざしたシンポジウム

になったようです。 

 

本シンポジウムの目的は、日枝神社とかねてより深い関係にあった大妻学院の歴史を振り返ること

で、本学教職員や学生・生徒が地域社会の一員として自覚を深めることです。そこで天下祭りと呼ば

れた往時の山王祭の姿をとおして、21 世紀の新たな祭りの在り方を、氏子地域にとどまらず、地域の

皆さんとともに話し合うことにしました。 

その理由は、（諸説ありますが）本年が日枝神社の祭礼山王祭の山車練物が、江戸城に入り 400年に

あたる年であるということです。本学はその氏子地域であり、しかも学祖大妻コタカの日枝神社への

信仰も篤く、戦前は毎月十日に白馬に乗った神主が来校し、学内の大妻神社で祝詞をあげ、祭礼当日

の六月十五日には全校生徒が参拝しました。 

かつて山王祭は、江戸の二大祭礼とされ、北の丸で将軍の上覧（高貴な人が見物すること）がある

ので天下祭りと呼ばれました。なかでも各町内が曳きだす山車は祭りの主役でした。「猿」「てけてん

小僧」「静御前」「浄明一来法師」など、山車を飾る人形は、その町のシンボルでした。しかし明治以

降、山車は次第に曳きだされなくなり、江戸の面影を失ってしまいました。ところが近年、山車人形

が千代田区の文化財に指定されるなど、それを蘇らせ、保存する活動が、活発に行われています。そ

れは地域社会の活性化と住人との絆をつなぐ行事として、祭礼の役割が見直されはじめたことにも関

連します。そこで大学博物館の立場からできる地域貢献とは何か、皆さんとともに考えてみることに

しました。 

 

シンポジウムは、二部構成です。第一部では学院のルーツと日枝神社との関係を井上美沙子大妻中

学高等学校校長の司会のもと、パネリストに、花村邦昭学長・理事長、元保護者でもある髙見俊樹前

諏訪市教育次長、井上小百合大妻コタカ記念会会長をお迎えしました。 

 それをうけて第二部では、地域の活性化と住民の絆をつなぐ役割として祭りが見直されている今日、

大学博物館はどのような地域貢献が果せるのか、を是澤の司会のもとに、江戸天下祭りに造詣の深い

滝口正哉氏、地域の祭礼にご尽力されてきた笠井清純麹町出張所地区連合町会会長、伊久裕之日枝神

社権禰宜とともに語り合いました。 
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 最後に、江戸消防記念会組頭による木遣りのもと法被姿の町会の方々に囲まれた大澤清二博物館館

長の音頭のもと全員で一本締めをしました。 

天下祭りと呼ばれた往時の山王祭の姿をとおして、教職員や学生・生徒が地域社会の一員として自

覚を深めるとともに、21世紀の新たな祭りの在り方を地域の皆さんとともに話し合うという当初の目

的が、何とか達成されたのではないか、と博物館スタッフ一同胸をなでおろしています。博物館では

今後ともこのような活動に積極的取り組んで行きたいと思います。 

 

 当日は町内の方をはじめ卒業生や保護者、関東近辺の祭礼研究家・活動家、観光協会の方、雑誌編

集者など、一般からも多くの聴講がありました。 

祭礼をテーマに学位論文の執筆に取り組む宇都宮大学大学院の中国からの留学生劉晶洋氏からは

「いろいろお世話になりました。シンポジウムで沢山の知識を勉強できて、本当によかったと思いま

す。」というメールが届きました。そのほか会場からの声をいくつか紹介します。 

 

 ・山王祭に関して様々な立場、役職の方々から話しをお聞きすることができ、大変面白かったで

す。祭りに関わる「地域」の人々というと、そこに住んでいる人というイメージが強かったので

すが、祭りの継承のためにはそれ以外の人々も祭りに関わっていくことが必要だと思いました。

（女性・20代・学生） 

 

  ・大妻在学中には聞いたことがない事でとても参考になった。これからもまた、このようなテー

マの講演会など開催していただきたい。（女性・50代・卒業生） 

 

・江戸文化、山王と町のつながり大妻女子大学も含めてよくわかりました。（男性・50代・一般） 

 

・日枝神社への信仰と大妻女子大学の御努力の様子がよくわかりました。（男性・50代・一般） 

 

・すばらしいシンポジウムでした。地域社会との関係に「山王祭と大妻学院」というテーマから

迫ったところがよかった。パネラーの皆様は学識が深く、精神文化を通した意義深いシンポジウ

ムでした。祭りの歴史と歩みを知るよい機会でした。地元の方々のハッピ（はんてん）（糀町）

姿は粋でいいですね。大妻博物館の皆様ありがとうございました。（80歳以上） 

 

・3時間たいくつせずに聞けた。祭りの最大の効用は、地域社会の絆を深めること。絆が深まる

と町や町での生活が楽しくなる。外国人や企業等にも開かれた地域社会が大切。大妻学院の試み

も高く評価したい。（男性・60代・一般） 

 

なお当日のシンポジウムの記録は、人間生活文化研究所から大妻女子大学シンポジウムの記録シリ

ーズ『山王祭と大妻学院』として発刊される予定です。 
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東京都多摩地区少女サッカー（小学生）支援プロジェクト 

 

高田 馨里 准教授 
(比較文化学部 比較文化学科) 

 
2020年の東京オリンピックは、スポーツへの関心を高めています。しかしながら、女子スポーツへ

の支援は決して充実しているとは言えません。公益財団法人・東京都少年サッカー連盟によれば、東

京都を地区ごと 16ブロックに 800を超える少年サッカーチームが存在しています。そのなかでも、第

11ブロックは、多摩市を中心とした 44チーム、第 16ブロックは、少女のみから構成されています。

本プロジェクトは、多摩地区の小学生（U-12）の少女選手たちを積極的に支援することによって、地

域における教育・スポーツ振興に貢献するというプロジェクトでした。具体的には、年に 1度、冬季

に本学多摩キャンパスのグラウンドで大会を開催しました。 

 東京都多摩地区少女スポーツへの支援を通じて、地域貢献を目指すことが本プロジェクトの主要目

的でした。少年スポーツと比較すると、女子スポーツへの協賛・協力・支援は、まだまだ十分とは言

えません。大会を開催する会場の確保も大きな問題となっています。現在、首都圏で少女サッカーを

後援しているのは、埼玉県新座市の十文字女子大学のみです。東京都にある女子大学として、また充

実したグラウンド施設を持つ本学が、多摩地区の少女スポーツを支援することは地域にとって大きな

貢献になります。それゆえ、東京都少年サッカー協会と連携し、少女チームを対象とした大会を開催

しました。唐木田のキャンパスのすばらしいグラウンドを地域の小・中学生のための大会に開放する

ことは、地域における本学イメージの向上にもつながったと考えられます。 

 大会開催までの準備は、東京都少年サッカー連盟の役員の方々と二人三脚で行いました。東京都の

第 11ブロック（町田市・多摩市・稲城市）の委員長と少女チームを中心とする第 16ブロックの副委

員長を兼任する、東京都少年サッカー連盟広報部長の石神朋治氏と会合を設け、多摩地区においてど

のような貢献が可能か相談しました。石神氏によれば、小学校 5年生を対象とした少女サッカーチー

ムのための大会開催が可能かどうかとのことでした。その場合、小学生用のグラウンドを整えるため

（通常のグラウンド1面で、小学生用グラウンドが2面とれる）、必要な用具等の相談を行っています。

用具については、人工芝を傷つけないコーナーフラッグスタンドを購入します。また、総務財務グル

ープに確認していただいたのですが、大妻学院多摩校に様々な機器・機材を提供している企業（株式

会社小笠原）から少年用ゴールポストをレンタルしました。さらに、グラウンド使用に関しては、す

でに大妻多摩中・高等学校の先生方の協力を得ることができました。 

 大会は、小学校 5年生女子選手対象の「きさらぎ杯」というタイトル戦で、2017年 2月 12日に行

いました。開催日当日は、第 16ブロック（参加チーム 57）の予選を勝ち抜いたベスト 8のチームが

参集しました。役員・選手・コーチ・保護者・応援者合わせて 350名が大妻女子大学多摩キャンパス

に来校していただきました。選手や保護者の控室として比較文化棟の 1階・2階を使用しました。ま

た、メディアの取材も受けました。東京中日スポーツ、J-COM、タウンニュースの記者・取材陣が来校

し、新聞記事やテレビ映像での紹介も行われました。さらに、食育プロジェクトでも試供品を提供し

てくれた「海苔で健康推進委員会」より選手全員に海苔と手巻きおにぎりセットが参加選手全員に提

供されました。 



 
 

- 37 - 
 

 試合は、グラウンド 2面で各 5試合、全 10試合が行われた。準々決勝、準決勝、決勝とともに、フ

レンドリーマッチも行われ、参加したチーム 8チームが、最後までグラウンドでプレーを行いました。

トーナメント結果について、連盟は上位 4チームを表彰するということでしたが、プロジェクトとし

ては惜しくも敗れた 4チームにも独自の表彰状を準備し、贈りました。試合終了後、お話を伺ったコ

ーチ陣や保護者の方々からの評価は極めて良好でした。選手たちからも人工芝グラウンドが非常にプ

レーしやすかったという感想を得ました。チーム監督・コーチから継続を望む声も非常に強いもので

した。実際に、けが人もなく、天候にも恵まれ、素晴らしい大会となりました。選手・保護者も禁煙・

ごみの持ち帰り等のルールをきちんと守ってくださいました。学生にとっても、選手や保護者の方々

の受付、案内、誘導など、さまざまな業務を学ぶ機会となったということでした。女子スポーツを協

賛し、支援することは、女子大学の社会貢献の一つの在り方であると実感いたしました。後日、東京

中日スポーツから大会開催に関する記事が送られてきました。そこでは、大妻女子大学の多摩の人工

芝グラウンドで微笑む選手たちの写真が掲載されました。今後も、このような地域貢献の取り組みを

続けていきたいと考えています。 
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身体活動を通した地域住民の健康・体力・絆づくり 
 

 

平野 泰宏 准教授 
(短期大学部 家政科) 

 

  日本社会では、一億総活躍社会の実現に向けて多角的に様々な施策を推進する機運の高まりを見

せている。特に女性の活躍については大きな期待が寄せられていることは周知の事実であり、このよ

うな今日的課題の解決には、地域住民の一人一人が健康で活力みなぎる生活を継続的に実現すること

が必須条件のひとつと考える。そこでスポーツ教育共同研究室員及び学生により「身体活動」「運動」

「スポーツ」「コミュニケーション」というキーワードに「幸福感いっぱいの親子健康運動遊び」及

び「ヨガパフォーマンス＆レッスン～心身ともに健やかになる～」の二つの講座を企画・実施した。 

 

（午前の部） 

講座名：「幸福感いっぱいの親子健康運動遊び」 

 日 時：平成２８年１１月２７日（日） １０時１５分～１１時３０分 

 場 所：本館Ｆ棟地下アリーナ 

 対 象：幼児、小学校低学年の親子 

 講 師：山田宏史、海老原明美、澤井雅志ほか（日本遊育研究所専任講師） 

 参加者：２８名 

 

 参加者の声（参加者アンケート自由記述より） 

 ・1歳半でもたっぷり身体を使って遊ぶことができてとても楽しめた。 

 ・体育館のような広い場所での屋内運動は、なかなか出来ないので今回の企画はありがたい。 

 ・子供たちを普段保育園や幼稚園に預けているため、集団の遊びを見ることが出来ないので子供と

一緒に体験することができ、成長を見ることができたこと、またいつもと違う反応が見られたこ

とが良かった。 

 ・いつもは家の限られた場所でしか遊べないので、今回は良い親子のコミュニケーションのきっか

けになった。 
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（午後の部） 

 講座名：「ヨガパフォーマンス＆レッスン」 

 日 時：平成２８年１１月２７日（日） １３時３０分～１５時３０分 

 場 所：本館Ｆ棟地下アリーナ 

 対 象：３０歳以上の女性 

 講 師：三和由香利（2011年ヨガ世界大会ワールドチャンピオン） 

 参加者：８名 

 

 参加者の声（参加者アンケート自由記述より） 

 ・普段、意識していないところを使って色々なポーズを習って楽しかった。 

 ・ヨガに対して普段から興味があり、体験してみたかったので良い機会でした。 

 ・また、ヨガ、ピラティスなど気軽に参加できる運動の企画の開催を希望します。 

 ・講師の声やパフォーマンスもとてもよかった。企画を継続してほしい。 

 ・次回も身体を動かす運動系の企画をお願いしたい。 

 

 今年度は「身体活動を通した地域住民の健康・体力・絆づくり」を主要テーマに据えて、子育て世

帯を対象とした親と子の健康・絆づくり「幸福感いっぱいの親子健康運動遊び」と、成人女性の健康・

体力づくり「ヨガパフォーマンス＆レッスン～心身共に健やかになる」を企画し、無事に終了するこ

とができた。それぞれの教室では、エキスパートの講師陣による熱心な指導が行われ、受講者による

アンケート結果では概ね満足いただくことができた。しかし、昨年度からの課題でもあった参加者の

確保については、今年度も多くの参加者を確保するに至らなかった。今後は実施時期などを分析し、

積極的な広報活動を展開していきたい。 

 

プロジェクト構成員 

川之上豊（家政学部教授）、上野優子（人間関係学部教授）、平野泰宏（短期大学部准教授） 

徳永謙次（家政学部特任教授） 

岸下彩乃、安部芙美加、吉田朔子（スポーツ教育共同研究室助手）、本学学生、 
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食から広がるアメニティーの創出を地域へ発信！ 

 

堀口美恵子 教授 
(短期大学部 家政科) 

 
【目的】 

本プロジェクトの目的は、栄養士を目指す学生と教員が連携し、食の学び、及び、その専門領域か

ら創出される成果を、実習を含めたイベントを通じて地域社会に還元することである。すなわち、生

活環境を豊かにすることを目指す癒し系の食育＆花育により、参加者は食と健康に関する正しい知識

を得ると共に、食から広がる世界の面白さや花や緑を愛でる楽しみを体験し、心身の健康力を向上す

ることができる。また、多世代を対象とした参加者同士の交流による地域の活性化も目指した。 

【方法】 

 食は命と健康の源であるだけでなく、食を通じた幸福感は生活に潤いを与え、生きる力を育む。こ

のような観点から代表者が今まで取り組んできた「食から広がる親子ふれあいサロン」、「未来を育

む食と健康プロジェクト」、「東日本大震災復興支援活動」をさらに発展させ、「食から広がる世界

を楽しむ癒しの場」を提供する以下の活動を行った。 

なお、対象は多世代を主とし、スタッフは短期大学部家政科食物栄養専攻の教員と学生、及び、卒

業生である。 

【主な活動内容】 

１） ハーブで楽しむ癒しの食卓（平成28年9月3日（土）・多目的調理室＆一般教室） 

ハーブについてのミニ講座（歴史・活用など）、及び、調理実習（オードブル～デザート）を

本学ハーブ園のハーブも活用して行った。本学短期大学部家政科食物栄養専攻卒業の熊谷道子氏

（元横浜料理学園講師・料理研究家）によるミニ講座の後、4～6名の9班に分かれて実習を行っ

た。提供したメニューは、ハーブ入り麦茶、ハーブチーズ＆クラッカー、チキンのハーブ焼き（ロ

ーズマリーポテト＆ズッキーニ添え）、韃靼蕎麦のサラダ仕立て（海苔＆和胡桃タレ）、カモミ

ールティープリン、バジルのグラニテ、オリジナルハーブティー、赤紫蘇スカッシュなどである。 

食後は、ミニキャロットと紫蘇を収穫して頂いたり（バケツに植え替えたものから各自が収穫）、

ラベンダーを瓶に詰めたクラフト作品をお土産として選んで頂いたりしながら、多世代交流も楽

しんで頂いた（乳児連れの若いご家族から88歳までの参加あり）。なお、今回のイベントに関連

して、本学で取り組んでいる地域貢献活動（三陸の和胡桃プロジェクト・エコなクラフト作り・

和食文化の普及啓発活動など）についても紹介し、理解を深めて頂いた。 

２） 染色作品作り（平成28年10月14日（金）・栄養化学実験室） 

日染会認定手芸染色教室講師によるハンカチの絞り染め、及び、ティーマットの白抜き染めと

ステンシルを体験する講習会を行った。出来上がった作品は、「文化祭」、及び、「大妻さくら

フェスティバル2017」で展示した。 

３） 染色コサージュ作り（平成28年10月15日（土）・文化祭） 

野菜や果物の色素で染色した布を用い、コサージュを作る体験会を行った。オープンキャンパ

スに参加した高校生親子、男子大学生、卒業生の他、近隣の子どもから高齢者の方まで多くの
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参加があった。 

４） 食卓を飾る小さなオアシス作り（平成29年2月3日（土）・一般教室） 

 多肉植物に和胡桃を添えて寄せ植える作品、及び、ハーブをワイヤーと米紙袋ビーズで飾る作

品を作る交流会を行った。その後、オリジナルティーと米菓子を味わいながら、作品の品評会も

行った。本イベントは先着20名を予定していたが参加の強い要望があり27家族59名（4～68歳）

を受け入れ大盛況であった。なお、エコなクラフトである「米紙袋ビーズ」、及び、もち米と米

油と塩のみで作った「米菓子」は、米屋を経営する卒業生（小林祥子氏）より提供して頂いた。 

５） 桜模様の石鹸カービング作り（平成29年3月25日（土）・大妻さくらフェスティバル2017会場） 

大妻さくらフェスティバル 2017に来場された方々を対象に、カービング（タイの王宮料理で行

われる野菜や果物への彫刻）の資格を持つ卒業生（坂本裕子氏）を講師として、ピンク色の石鹸

に桜の模様を彫る作品作り交流会を行った。3月21日に東京の桜開花宣言が出されたこともあり、

先着 20名を予定していたが 34名と多くの方に参加して頂いた。同じ石鹸を彫ってもそれぞれ個

性的な作品に仕上がり、周りの方々と作品を比べるなど会話も弾んでいた。また、会場は石鹸の

良い香りに包まれ、終始和やかな雰囲気の中、春色の作品作りを楽しんで頂くことができた。 

     

左から、1)の各種ハーブティー、2)の染色ティーマット、 3)のミカンの皮で染色したコサージュ   

         

左から、4)で使用した多肉植物、4)の寄せ植え、4)のワイヤークラフト＆米紙袋ビーズ、5)の石鹸カービング作品 

【考察】 

上記の各種イベントでは毎回予定人数を上回る多数の参加があったことから、地域の方々のニ―ズを

把握したテーマであったといえる。また、参加者の方々より高評価を頂いたイベントの内容は、多世

代でも自然に会話が盛り上がる調理実習やクラフト作りといった手作業を含むものである。五感が快

適に刺激されるという観点からも、参加者の心身の健康力向上につながったものと思われる。なお、

乳児連れのお母様で本学イベントは 3回目というリピーターの方からは「子ども連れで気兼ねなく参

加できる講座を無料で行ってくれることは大変有り難く、スタッフや参加者の皆さんに子どもをあや

してもらい楽しく交流ができた」という意見を頂いた。また、参加理由を伺ったアンケートには「内

容に興味を持った」の他、「大妻女子大学の行なう講座に参加してみたかった」という記述もあった。

新しい千代田キャンパスの施設を積極的に活用して行った本プロジェクトは、物と人材の両面をアピ

ールできる本学の広報として有効な地域貢献活動であったといえる。さらに、若い学生が教員や卒業

生と連携して主体的な活動を行ったことは、学習意欲向上とキャリアデザインに大変役立った。 
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大妻さくらフェスティバル 2017 
 
日時：平成 29 年 3 月 25 日(土) 10:00～15:00 
会場：千代田校大学校舎地下 1 階アトリウム、講堂控室、1 階 A 棟 164 教室 
 
アトリウムステージプログラム 

会場：大学校舎地下 1 階アトリウム   来場者：650 名 
時間 演 目 出演者 

10：00 開 会  

10：00 投げ合い・素囃子 

ビッグ・バンド演奏 

九段小学校 九段囃子の会 

九段小学校 九段 Planets 

10：50 理事長挨拶 大妻学院理事長 花村 邦昭 

10：55 来賓挨拶 千代田区長 石川 雅己 

11：00 合唱 大妻中学高等学校 コーラス部(高校) 
11：20 フラダンス 大妻女子大学 OG Mauhana Hula Studio 

11：40 舞台設営  

11：50 狂言 二松學舍大学 狂言研究会 
12：10 休憩  

12：15 千代田学事業報告 ポスターセッション  

12：50 和太鼓 駐日英国大使館太鼓会 どん BRI 
13：10 舞台設営  

13：15 アカペラ 二松學舍大学 アカペラサークル  

Voice of Nation 

13：35 チアリーディング演技 大妻女子大学 ｵｰﾙﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ LYNX 

13：55 競技ダンス 法政大学・大妻女子大学 舞踏研究部 
14：15 日本舞踊 大妻中学高等学校 日本舞踊部(中学) 
14：35 バトントワリング演技 大妻中学高等学校  

バトントワリング部(高校) 

14：55 実行委員長挨拶 大妻さくらフェスティバル実行委員長 

地域連携推進センター所長 大澤 清二 

15：00 閉 会  
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平成 28 年度地域連携プロジェクト報告会プログラム 

会場：大学校舎 A 棟 1 階 164 教室   参加者：181 名(発表者含む) 
時 間 代表者 所 属 プロジェクト名 

10：10～10：30 田中 直子 家政学部 子どもキッチン:食事を作ってみんなで食べよう！ 

10：30～10：50 甲野  毅 家政学部 ハーブ de 大妻地域緑化計画 

10：50～11：10 生田  茂 社会情報学部 学校の先生と取り組む手作り教材の制作と教育実践 

11：10～11：30 小川  浩 人間関係学部 障害者雇用企業との連携による T ボール大会の開催及び障害者福

祉施設との交流事業 

11：30～11：50 加藤 悦雄 家政学部 子ども支援に向けた大妻女子大児童学科「大泉子ども食堂」の実

施プロジェクト 

11：50～12：10 藏野ともみ 人間関係学部 誰もが子どもを見守り隊プロジェクト～小さな力で共同しよう～ 

12：10～12：55   休憩 

12：55～13：15 宮田 靖彦 家政学部 地域をつなぐ半蔵・伊賀忍者プロジェクト 

13：15～13：35 堀  洋元 人間関係学部 女子大学生の視点を生かした出前防災講座 

13：35～13：55 本郷  毅 社会情報学部 教育用小型コンピュータ Raspberry Pi とグラフィカルプログラ

ミング環境 Scratch を使ったプログラミング体験学習 

13：55～14：15 久保 忠行 比較文化学部 ジュニアアスリートのためのスポーツ栄養セミナー 

14：15～14：35 炭谷 晃男 社会情報学部 子どもと高齢者のメディアリテラシー向上プロジェクト２ 

 
俳句大賞発表 

応募期間：平成 28 年 12 月 12 日(月)～平成 29 年 1 月 12 日(木)まで 
応募部門：小学生以下の部、中学・高校生の部、一般の部 
応募テーマ：春の花、動物 
応募総数：554 名 970 句(春の花 638 句 動物 332 句) 

<小学生以下の部> 応募人数 15 名 35 句 (春の花 10 句、動物 25 句) 
<中学・高校生の部> 応募人数 466 名 731 句 (春の花 494 句、動物 237 句) 
<一般の部> 応募人数 73 名 204 句 (春の花 134 句、動物 70 句) 

賞：理事長賞(賞状、図書カード 1 万円) 全テーマ、全部門から 6 名( 6 名) 
学 長 賞 (賞状、図書カード 5 千円) 全テーマ、全部門から 6 名( 6 名) 
優 秀 賞 (賞状、図書カード 3 千円) 各テーマ、各部門から 3 名(14 名) 
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神輿展示        

千代田区三番町町会、靖國神社の協力により、毎年夏、 
靖國神社で行われる「みたままつり」で本学学生が担ぐ 
神輿や法被等を展示〔平成 28 年 3 月 14 日(月)から平成 
28 年 4 月 6 日(木)まで本館 1F 入口付近に展示〕。 

 
 

               

春色の作品を作ってみよう 

地域連携プロジェクト採択者、短期大学部家政科堀口美恵子教授による、桜模様の石鹸カービング、

桜柄ステンシルの染色ティーマット、桜のつまみ細工マグネット、ペーパービーズのストラップ作

りなどの来場者参加型体験コーナーの設置。他にも、卒業生の作品（米紙袋作品、和グルミ作品）

なども展示。 
場所： 講堂控室 

 
ねりきり販売 

大妻サポート購買部による、本学校章をかたどった「紅

白ねりきり」の販売。 
場所：大学校舎地下 1 階アトリウム 

 
  

展示みこし 

紅白ねりきり 
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 業務報告 

 
平成 28 年度の事業 

1. 地域連携プロジェクト 
大妻女子大学では、教職員・学生によって様々な地域連携活動が行われています。教職員のグルー

プ又は教職員と学生のグループによる、学生の主体性や自立心が身に付く地域連携活動の一層の推

進・発展を図ることを目的に、その活動経費を補助する「地域連携プロジェクト」が平成 25 年度か

ら始まりました。 
平成 28 年度は 14 件の申請中 12 件が採択され、大妻さくらフェスティバル 2017 で報告会が行わ

れました。 
応募受付  平成 28 年 5 月 12 日(木)～平成 28 年 6 月 6 日(月) 
選考結果通知  平成 28 年 6 月 10 日(金) 
授与式、事務説明会 平成 28 年 6 月 18 日(土) 
プロジェクト支援 平成 28 年 5 月 12 日(木)～平成 29 年 3 月 31 日(金) 
プロジェクト報告会 平成 29 年 3 月 25 日(土) (大妻さくらフェスティバル 2017) 
実施報告書提出締切 平成 29 年 4 月 6 日(木) 

 

2. 地域貢献プロジェクト 
大妻女子大学では、様々な地域貢献活動が行われています。広く地域のみなさまへ本学の教育と教

育と研究成果を還元し、みなさまの多様な学習ニーズに応えるとともに、地域社会の教育、学術、文

化の発展に貢献する活動の推進を図ることを目的に、その活動経費を補助する「地域貢献プロジェク

ト」が平成 26 年度から始まりました。 
平成 28 年度は 8 件の申請中 6 件が採択されました。 
応募受付  平成 28 年 5 月 12 日(木)～平成 28 年 6 月 6 日(月) 
選考結果通知  平成 28 年 6 月 10 日(金)  
授与式、事務説明会 平成 28 年 6 月 18 日(土) 
プロジェクト支援 平成 28 年 5 月 12 日(木)～平成 29 年 3 月 31 日(金) 
実施報告書提出締切 平成 29 年 4 月 6 日(木) 

 
3. ホームページ開設 
地域連携推進センターのホームページは、平成 25 年 6 月の運営委員会及び企画実行委員会で原案

を提示して承認を得た後、同年 8 月から学内でコンテンツの制作を開始し、同年 11 月に一般公開し

随時更新しています。 
なお、ホームページは業者に委託せず、当センターで更新・運用しています。 

 
4. 大妻さくらフェスティバル 
大妻さくらフェスティバル 2017 を平成 29 年 3 月 25 日(土)に開催しました。 
開催日時：平成 29 年 3 月 25 日(土) 10:00～15:00 
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開催場所：千代田校大学校舎地下 1 階アトリウム、地下 1 階講堂控室、A 棟１階 164 教室 
来場者：650 名 
地域連携プロジェクト報告会：参加者 181 名(発表者を含む) 
俳句大賞：応募総数 554 名 970 句 
神輿展示 
体験コーナー「春色の作品を作ってみよう」 
ねりきり販売 

 
5. 地域連携推進センター企画 
 (1)狭山台校開催企画 
   ①春休みに狭山台校でお花見をしよう 
    平成 28 年 4 月 3 日(日) 10:00～15:00 実施 
    参加者：7 名、来場者 300 名 
   ②野外炊事とグランドゴルフ体験をしよう 
    平成 28 年 6 月 26 日(日) 10:00～15:00 実施 
    参加者：12 名 
   ③夏休みの自由研究を一緒にやろう 
    平成 28 年 8 月 20 日(土) 10:00～15:30 実施 
    参加者：34 名 
   ④新聞紙で作るエコバッグとさつまいも掘り体験 
    平成 28 年 11 月 20 日(日) 10:00～15:00 実施 
    参加者：24 名 
   ⑤冬休みにお正月の伝統行事を学ぼう 
    平成 29 年 1 月 5 日(木) 10:00～15:00 実施 
    参加者：36 名 
 
 (2)事業計画 
   ①平成 28 年度 地域の方との懇談会 
    平成 28 年 6 月 18 日(土) 15:30～17:00 実施 
    参加者：30 名 
   ②みたままつりに浴衣で行こう 
    第 1 回平成 28 年 7 月 13 日(水)13:00～15:00 
    第 2 回平成 28 年 7 月 14 日(木)13:00～15:00 
    参加者：6 名 
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 (3)センター自主企画 
   ①初めてのスマホ教室(第 1 回) 
    平成 28 年 9 月 10 日(土) 14:30～16:30 実施 
    参加者：12 名 
   ②初めてのスマホ教室(第 2 回) 
    平成 28 年 10 月 29 日(土) 14:30～16:30 実施 
    参加者：9 名 
 (4)お祭り参加 
   ①山王祭 
    平成 28 年 6 月 11 日(土) 14:00～19:00 実施 
    参加者：11 名 
   ②みたままつり神輿振り 
    平成 28 年 7 月 15 日(金) 16:30～19:00 実施 
    参加者：85 名 
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平成 28 年度の予算・決算報告 

単位：円 

費  目 予 算(A) 決 算(B) 差額(A－B) 

地域連携プロジェクト費 3,000,000 1,821,282 1,178,718 

HP運営費 515,000 119,620 395,380 

事業運営費 4,000,000 3,088,489 911,511 
 

 

 

さくらフェスティバル (1,500,000) (1,389,124) (110,876) 
地域貢献プロジェクト (1,000,000) (999,077) (923) 
その他(自主企画他) (1,500,000) (700,288) (799,712) 

センター事務経費 500,000 406,479 93,521 

合     計 8,015,000 5,435,870 2,579,130 

 
平成 28 年度の会議 

地域連携推進センター運営委員会 
第 1 回 平成 28 年 5 月 11 日(水) 
第 2 回 平成 28 年 7 月 13 日(水) (文書協議) 
 

地域連携推進センター企画実行委員会開催 
第 1 回 平成 28 年 5 月 6 日(金)  
第 2 回 平成 28 年 11 月 9 日(水) (文書協議) 

 
大妻さくらフェスティバル 2017 実行委員会 
第 1 回 平成 28 年 11 月 15 日(火) 
第 2 回 平成 29 年 3 月 14 日(火) 
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 資料 

 

                          大妻女子大学地域連携推進センター規程 

                                                                        平成 25年 3月 27日 

                                                                                     制定 

 (趣旨) 

第 1条 この規程は、本学における地域連携・社会貢献等(以下「地域連携」という。)推進の中核的

組織としての機能を果たすことを目的とし、大妻女子大学学則(昭和 48年 4月 1日制定)第 39条第 3

項及び大妻女子大学短期大学部学則(昭和 49年 4月 1日制定)第 39条第 2項の規定に基づき、大妻女

子大学地域連携推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 (業務) 

第 2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

  (1) 地域連携にかかる活動や事業の情報発信に関する業務 

  (2) 地域連携のためのプロジェクト事業等に関する業務 

  (3) 社会(市民、企業、行政等)のニーズと大学の持つ機能のマッチング支援に関する業務 

  (4) 卒業生及び同窓会との連携に関する業務 

  (5) 中学・高校・大学との連携に関する業務 

  (6) 地域連携推進センターの分掌に係る会議に関する業務 

  (7) 前各号に掲げる業務の他、地域連携に関する業務 

2 前項の業務を行うための事務は、センターが行う。 

 (組織) 

第 3条 センターに次の教職員を置く。 

  (1) センター所長 

  (2) センター事務部長 

  (3) センター事務課長 

  (4) センター事務職員 若干名 

2 センター業務に関して、その共同推進、学内の横断的連携推進等を図るために、必要に応じて、併

任教員を置くことができる。 

3 センター併任教員は、学長が委嘱する。任期は 2年とし、再任を妨げない。 

4 センター所長は、本学専任教員の中から学長が任命する。任期は 2年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

5 センター所長は、センターの業務を掌理する。また、所長に事故あるときは、所長があらかじめ指

名した者がその職務を代行する。 

 (運営委員会及び企画実行委員会) 

第 4条 センターに、センターの運営その他の重要事項を審議するため、センター運営委員会を置く。 

2 第 2条に掲げる業務の企画実行を行うため、センター運営委員会の下にセンター企画実行委員会を

置く。 

3 センター運営委員会及びセンター企画実行委員会の規程は、別に定める。 
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 (運営細則) 

第 5条 この規程に定めるもののほか、センターの管理・運営について必要な事項は、運営細則とし

て別に定める。 

 (規程の改廃) 

第 6条 この規程の改廃は、センター運営委員会の議を経て、大学運営会議において定める。 

 附 則 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

        附 則 

この規程は、平成 25年 6月 25日から施行し、平成 25年 4月 1日から適用する。 

        附 則 

この規程は、平成 27年 5月 26日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。  
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大妻女子大学地域連携推進センター運営委員会規程 

平成 25 年 3 月 27日 

制定 

 (趣旨) 

第 1 条 この規程は、大妻女子大学地域連携推進センター規程(平成 25 年 3月 27日制定)第 4 条第 1

項の規定に基づき設置される、大妻女子大学地域連携推進センター運営委員会(以下「運営委員会」

という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 (所掌事項) 

第 2 条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 大妻女子大学地域連携推進センター(以下「センター」という。)の運営の方針等に関する事

項 

(2) センター規程及びセンター運営委員会規程等の改廃に関する事項 

(3) センターの運営に関する予算及び決算等に関する事項 

(4) その他センターの運営に関する必要な事項 

 (組織) 

第 3 条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センター所長 

(2) センター事務部長 

(3) センター事務課長 

(4) 家政学部長、文学部長、社会情報学部長、人間関係学部長、比較文化学部長及び短期大学

部長 

(5) 人間文化研究科長 

(6) 事務局長 

(7) その他学長の委嘱する者 若干名 

2 前項第 7 号の委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 学長、副学長及び事務局各部長は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 (委員長) 

第 4 条 運営委員会に委員長を置き、所長をもってこれに充てる。 

2 委員長は運営委員会を代表し、その職務を掌理する。 

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

 (会議) 

第 5 条 委員長は、原則として運営委員会を年 2 回招集し、その議長となる。 

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

4 運営委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するこ

とができる。 

5 運営委員会は、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。 

6 運営委員会は、委員長が認めるときは、文書協議をもってそれに代えることができる。 

 (庶務) 
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第 6 条 運営委員会の庶務は、センターが行う。 

 (補足) 

第 7 条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会に

おいて定める。 

 (規程の改廃) 

第 8 条 この規程の改廃は、運営委員会において定める。 

 附 則 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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大妻女子大学地域連携推進センター企画実行委員会規程 

                                                                        平成 25年 3月 27日 

                                                                                     制定 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、大妻女子大学地域連携推進センター規程(平成 25年 3月 27日制定)第 4条第 2

項の規定に基づき設置される、大妻女子大学地域連携推進センター企画実行委員会(以下「企画実行委

員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 (所掌事項) 

第 2条 企画実行委員会は、大妻女子大学地域連携推進センター(以下「センター」という。)の運営

方針に基づき、次の各号に掲げる事項について審議する。 

  (1) 地域連携にかかる活動や事業の情報発信に関する事項 

  (2) 地域連携のためのプロジェクト事業等の企画・実行に関する事項 

  (3) 社会(市民、企業、行政等)のニーズと大学の持つ機能のマッチング支援に関する事項 

  (4) 卒業生及び同窓会との連携に関する事項 

  (5) 中学・高校・大学との連携に関する事項 

  (6) 地域連携推進センターの分掌に係る会議に関する事項 

  (7) 企画実行委員会規程等の改廃に関する事項 

  (8) その他センターの企画・実行に関し必要な事項 

 (組織) 

第 3条 企画実行委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

  (1) センター所長 

  (2) センター事務部長 

  (3) センター事務課長 

  (4) センター事務職員から 1名 

  (5) センター併任教員 

  (6) 家政学部、文学部、社会情報学部、人間関係学部、比較文化学部、短期大学部及び人間文化研

究科から選ばれた専任教員(各学部 1名、人間文化研究科 1名) 

  (7) 学長の委嘱する専任教員 若干名 

  (8) その他事務局長の委嘱する者 若干名 

2 前項第 6号、第 7号及び第 8号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 前項第 6号及び第 8号の委員は、併任教員が兼務することができる。 

 (委員長) 

第 4条 企画実行委員会に委員長を置き、所長をもってこれに充てる。 

2 委員長は企画実行委員会を代表し、その職務を掌理する。 

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 (会議) 

第 5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。 

2 企画実行委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
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4 企画実行委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するこ

とができる。 

5 企画実行委員会で企画した事業等は、必要に応じ、大妻女子大学地域連携推進センター運営委員会

(以下「運営委員会」という。)の承認を得るものとする。 

 (庶務) 

第 6条 企画実行委員会の庶務は、センターが行う。 

 (補足) 

第 7条 この規程に定めるもののほか、企画実行委員会の運営に関して必要な事項は、企画実行委員

会において定める。 

 (規程の改廃) 

第 8条 この規程の改廃は、企画実行委員会の議を経て、運営委員会において定める。 

 附 則 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

     附 則 

この規程は、平成 27年 5月 26日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 
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