平成27年度特別公開講座
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「特別公開講座プログラム」を開催しています。
今年度も本学の誇るスペシャリストが、それぞれの得意分野を楽しくわかりやすく講義。
満席講座も出るほどに好評を博しました。
5月23日

昭和キャンパスの自然を見る＜春編＞

人間社会学部現代教養学科 大学院生活機構研究科
教授 常喜 豊

6月6日

東京駅

もうひとつの百年

昭和女子大学

地域連携センター

SHOWA on MEDIA
2015年10月2日

東京新聞 朝刊 4面

2016年1月10日

9月8・9日に行われた「2015“よい仕事おこし”フェア」で、
東北地方から参加した中小企業6社のブースを手伝った学
生が現地を訪問し、原稿・写真を手がけた記事が「昭和女
子大生が中小6企業を現地取材 東北の思い逸品に乗せ」
と題して掲載されました。

大学新聞 朝刊 2面
知 財活用アイデ ア全国大 会で最 優 秀賞を獲 得した
「小型ドローンゲート通過ゲーム」について記事が掲
載されました。

News Letter

生活科学部環境デザイン学科 大学院生活機構研究科
環境デザイン専攻 准教授 田村 圭介

7月11日

危ない！メディアの落とし穴

2016年2月24日

プラド美術館の至宝
−王室コレクションと美の継承−
世界の広場への旅
−広場の魅力とその造形−

現代ビジネス研究所 特任教授 芦川

12月19日
1月30日

昭和女子大学地域連携センター（CCR:Center for Community Relations）は、昭和女子大学の

雄輔

人間文化学部歴史文化学科 大学院生活機構研究科
教授 木下

11月28日

センター長挨拶

内藤濯と昭和女子大学
『星の王子さま』の誕生を振り返る

総合教育センター 特任教授 江口

10月24日

2016年4月

〜メディアと楽しく上手につきあうには？〜

人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科
准教授 駒谷 真美

9月26日

2

NO.

城南信用金庫ホームページの城南信用金庫が
発行している「ディスクロージャー誌」に、共
同で制作した東北三県の企業を紹介する東
北応援情報誌『結 ‑ yui ‑』発行に関する記事
が掲載されました。

亮
2015年9月10日

智

はじめての日本画−葉書に絵を描こう−

人間社会学部初等教育学科 専任講師 早川

陽

考えよう！血糖値と食事の関係

生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授
図書館長
森髙 初惠

イベント

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」
−Women can Change the World !

第2回「女性は世界を変える！−Women can Change the World !」を本学女性文化研究所、国
際交流センター、地域連携センター共催で開催しました。パネリストはワルシャワ大学東洋学部日
本学科長アグネシカ・コズィラ教授、王立プノンペン大学日本語学科ロイ・
レスミー教授、そして外務省から白石和子 女性・人権人道担当兼北極担当
大使をお招きしました。コズィラ教授、レスミー教授からはそれぞれの国
の、そして駐リトアニア大使を務められた白石大使からはリトアニアの社会
における女性の考え方や環境についてお話いただきました。

東京新聞 朝刊 28面

東京フォーラムで開催された「2015 よい仕事おこしフ
ェア」で新聞記者体験をした際のインタビューが掲載さ
れました。
2016年1月27日

城南信用金庫ホームページに城南信用金庫と共同で作
成した東北三県の企業を紹介する東北応援情報誌『結
‑yui‑』の取り組みが紹介されました。

■平成27年度

2016年2月22日

「眠る特許 学生が覚醒促す」と題した記事で、
「知
財活用アイデア全国大会」で富士通の開放特許「捕
獲遊具技術」を活用した本学学生が提案した「小
型ドローンゲート通過ゲーム」が最優秀賞を獲得
したことが紹介されました。

オープンカレッジ

ニッキン 朝刊

18日に実施した、プロジェクト型協働インターンシ
ップの成果報告会の様子が掲載されました。
2016年3月1日

東京新聞 都心版 朝刊 24面

プロジェクト型協働インターンシップの一環で、学
生が編集・制作した東北応援情報誌『結 ‑yui‑』に
ついて学生インタビューとあわせて記事が掲載さ
れました。

地域連携活動

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」三茶子育てフェスタで「さくらんぼ
販売」

7 月 特別公開講座「危ない！メディアの落とし穴〜メディ

世田谷区教育委員会と「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書を締結
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施
プロジェクト型協働インターンシップ活動開始

8月

朝日学生新聞社協働インターンシップ「朝小サマース
クール in 昭和女子大学」開催

夏期講座開講

アと楽しく上手につきあうには？〜」開催

キャリアカレッジ

起業家・新規事業創造コース開講
男性管理職向けワークショップ「タテマエ
だけじゃ未来はつくれない！男性マネジメン
トが本音で議論する女性活躍の未来」開催

特別公開シンポジウム「
『女性活躍の未来
を創る』〜女性 人材の能力アップ、登 用
のポイント〜」開催

＠東京国際フォーラム参加
特別公開講座「内藤濯と昭和女子大学『星の王子さ 「よい仕事おこしフェア」
鶴岡市役所・産直あぐり訪問

9 月 ま』の誕生を振り返る」
ンと美の継承−」開催

を組み、大学の専門的知識、技術、諸資源を活かしながら、社会貢献の窓口として学内外関係機関との
連絡調整機能を担うものです。
設置から2年目を迎えた地域連携センターの目的は、第一に、連携先と地域連携センターとがテーマ
をもつプロジェクトを協働して企画・実施し、学生に多様な学びと社会貢献の場を提供することです。第二に、地域の方に開かれた公
開講座や三茶おしごとカフェでの出前講座の展開を通して生涯学習機能を担うことを目的としています。例えば、本学の教員の研究や
活動の紹介、本学が所蔵する資料の紹介、留学生の故国にまつわるワークショップ等を展開しています。第三の目的としては、シンポ
ジウムやイベントの開催を通して、学内外の交流や議論を促すことです。例えば、学内の女性文化研究所や国際協力センター等の共催
によるシンポジウムの開催で、本年度は、国際シンポジウムの第2回「Women can Change the World」を開催いたしました。
ニュースレターで紹介している学生の活動を特徴づけるプロジェクト型協働インターンシップは、アドバイザーのサポートの下で、概ね
学生たちの発案によって立ち上げられたグローカルプロジェクトで、通年の活動です。
社会の要請に応えるべく活動を進めたいと考えておりますので、今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センター長

5 月 特別公開講座「昭和キャンパスの自然を見る〈春編〉」開催
6 月 特別公開講座「東京駅 もうひとつの百年」開催

発展に貢献することを目的としています。このために、地域の関係諸機関や地域住民と密接な連携体制

6名程度の参加者（主対象は2年生、3年生）が、約半年をかけてプロジェクトの成果をあげています。もう一つのプロジェクト活動は、

4 月 春期講座開講

秋期講座開講

本学と協定を結ぶポーランドのワルシャワ大学より、東洋学部日本学科長を務めるアグネシカ・コズィラ教授が来日され、28日は「ポーランド
と日本の関係−ポーランドでの日本学の発展−」、29日には「ワルシャワ大学学生のキャリアプラン−なぜ、日本学科が人気なのか−」をテー
マに日本語で講義を行い、両日ともに一般参加者を含む200名以上が参加しました。ワルシャワ大学で1919年に始まった少人数の学生を相
手とした日本語講座。現在は200
名の学生が日本学科に在 籍して
いるそうです。4月にはこの日本
学科からの留学生もやってくる予
定です。今後のさらなる交流が楽
しみです！

2016年2月26日

事業内容

10月 特別公開講座「プラド美術館の至宝−王室コレクショ

協定大学連携講座、
特別公開講座

日本経済新聞 朝刊 15面 法務

地の利を活かし、教員・学生の地域連携活動を推進し、グローカルな視点を意識しながら、地域社会の

「まなびの広場」活動開始
中小企業の魅力を発見するセミナー開催
椙山女学園来校

●世田谷区教育委員会と
覚書を締結！

７月１日、世田谷区教育委員会と地域連携
センターは、
「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書
を締結しました。

ビジネス基礎コース・ステップアップ実践
コース開講

●チームトルストイが知財活用アイデア全国大会
（経産省関東経済産業局採択事業）で最優秀賞を獲得

11月

特別公開講座「世界の広場への旅−広場の魅力とそ
の造形−」開催

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」によるエッセイコンテスト表彰式
FM 世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」東日本大会出場
立命館大学来校

12月

特別公開講座「はじめての日本画−葉書に絵を描こ
う−」開催

富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」西日本大会出場

1 月 特別公開講座「考えよう！血糖値と食事の関係」開催

冬期講座開講

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」開催
協定大学連携講座、特別公開講座開催

特別公開講演会「女性の “思い” を実現す
る起業」開催

2月

プロジェクト型協働インターンシップ成果発表会
第２回世田谷区交流会議
FM 世田谷「商店街東奔西走」第２回放送
神戸松陰女子大学来校

特別公開講演会「女性の思いを実現する
起業 〜先輩起業家から学ぶ『成功を引き
寄せる』コツとヒント〜」開催

3 月 3月末日をもって事業終了

朝小サマースクール協働インターンシップ活動開始

昭和女子大学地域連携センター
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11月28日、
「知財活用アイデア全国大会（東日本大会）」で富士通の開放特許「捕獲遊具技術」を
活用した、本学学生「チームトルストイ」提案の「小型ドローンゲート通過ゲーム」が、東日本地区
30大学（100チーム）の中で最優秀賞を獲得しました。
続いて、東日本大会の上位5チームが出場
できる西日本大会が12月12日に京都で開
催され、ここでも最優秀賞を獲得。全国
の頂点に立つ快挙を成し遂げ、貴重な京
都西陣織の賞状をいただきました。
また、チームトルストイは、本 学の学内外
で活躍した学生を顕彰する「STUDENTS
OF THE YEAR」の団体の部で表彰され
ました。

志摩 園子

●第２回地域連携
交流会議を開催

２月12日、世田谷区政策経営部
にお越しいただき、区と本学と
の包括協定提携後の今後の連
携の在り方について意見交換し
ました。

世田谷区との連携

プロジェクト型協働インターンシップ

出前講座＠三茶おしごとカフェ

お仕事でメディアを理解し使いこなそう！
昨今、スマートフォンやソーシャルメディアの普及など、情
報やメディアをめぐる状況は、大きく変化しつつあります。
今回のテーマは、「氾濫する情報をどのように取捨選択
し、有効に活用できるか。」危険も潜んでいるパソコンで
の情報の収集は、今の情報社会で必須。
出前講座では、仕事の中でメディアを活用していく上で必
要な考え方やスキルをワークショップ形式で展開、熱心な
参加者にメディアリテラシーの重要性の一端を伝えるこ
とができました。

第1回「メディアを捉えなおそう！」
人間社会学部准教授 清水 真

世田谷まちなか観光アプリ
「世田谷ぷらっと」

世田谷ぷらっと特派員

世田谷の魅力を発見、発信するアプリ「世田
谷ぷらっと」の特派員である現代教養学科3
年志摩ゼミは10月24日山口県東京事務所が
主催する「世田谷幕末維新ウォークラリー」
に参加、クイズに答えて、参加賞を頂きまし
た。世田谷区の産業フェスタと松陰神社商店
街の維新祭と同時開催のイベントで賑やかな
日となりました。世田谷区の大学に通う女子
大生として、国際関係論を学ぶ大学生として
グローバルな面も発信しています。

プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会

特許からアイデア商品を提案

2016年2月18日、地域連携センターの今年度の「プロジェクト型インターンシップ」全5プロジェクト、総勢27名の学生たちが、プロジェクトに協働していた
だいた企業・アドバイザーをお招きして、その取り組みと成果を発表しました。
それぞれが企業の実情を知り、これから社会に出ても役立つ貴重な体験ができたと実感したようです。関係者の皆さまのご支援により、今年度もすべてのプ
ロジェクトを無事に進めることができました。学生の活動にご協力くださいましたことを心より感謝いたします。

富士通株式会社が持っている開放特許を活用し、学生の視点から新しいビ
ジネスアイデアを創出するコンテスト「知財活用アイデア全国大会」に出場
を目指すプロジェクトを実施しました。本学からは城南信用金庫（Ａチーム）
と昭和信用金庫（Ｂチーム＝チームトルストイ）の２チームが参加、学内選考
会を経て、Ｂチームが本学代表として、東日本大会に出場しました。
東日本大会には、東日本の100チーム（30大学）のうち地区大会を勝ち抜い
た30チームが出場し、さらに上位5チームが西日本大会に出場できます。

Ａチーム

（地域連携センター × 富士通 × 城南信用金庫）

（参加学生：現代教養学科）

地域連携センター×朝日学生新聞社

Aチームは「透過型液晶とハーフミラーを利用した販売支援技術」を使った
「ペット販売促進」を提案しました。残念ながら本学の代表として東日本大
会には出場できませんでしたが、地区大会（城南信用金庫本店）では、「動
物園にも使えるというアイデアは素晴らしい」と審査員から高い評価を得
て、3位となることができました。

朝小サマースクール実施プロジェクト
（情報収集編）
第2回「メディアを活用しよう！
」
純弘

グローバルビジネス学部特命教授 前田

第3回「メディアを活用しよう！
（情報発信･セキュリティ編）
」
天笠 邦一

人間社会学部専任講師

グローカルプロジェクト

女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジングへの挑戦−
「日本の未来の女性リーダーを育てたい！」という思い
から、本学でボストン留学を経験した学生たちを中心
に、未来のリーダーと成りうる女子高校生に世界へと視
野を広げる機会ときっかけを作りたいと、エッセイコン
テストを実施、学生によるファンドレイジングを通して
ボストン研修の費用を作っています。
第3回目となる今年度のエッセイコンテストのテーマは
「世界と日本―女性の人権とは―」。優勝者は昭和女子
大学ボストン校でのHigh Scool Youth Ambassador
としてのプログラムに参加しました。
今年度のファンドレイジングはさくらん
ぼ の 学 内 販 売 、秋 桜 祭 で の チェキを
使ったイベント、ワインセミナー開催、ク
ラ ウド ファン ディング 専 門 の サ イト
「READYFOR？」での支援事業など
（参加学生：ビ
で目標額を達成しました。
ジネスデザイン学科、現代教養学科）

まなびの広場 −外国につながる子どもたちの支援教室
「まなびの広場」は、外国につながる子どもたちの日本語や教科
の勉強をサポートする教室です。大学院生、大学生、留学生と異
なる学科の学生たちが毎週土曜日に中学生の勉強を支援してい
ます。７月１日に世田谷区教育委員会と覚書を締結し、７月４日に
は帰国・外国人教育相談室の補習学級が開かれている世田谷区
立梅丘中学校で説明会を開催しました。夏休みのプレイベントに
は8名の生徒が参加してくれ、キャンパスツアーと夏休みの宿題
確認を行いました。
10月３日から本格的にスタートし、学
生と生徒が時間が過ぎるのも忘れて
一生懸命に勉強に取り組んでいます。
（参 加 学 生：大 学 院、日 本 語 日 本 文 学 科、
英語コミュニケーション学科、歴史文化学科、
国際学科、心理学科、管理栄養学科、ビジ
ネスデザイン学科）

本学での開催が3年目となった2015年度は朝日学生新聞社と
の協働で、学生がイベントの企画、複数の企業に足を運び出展
交渉、パンフレットの作成など、イベントスタッフとして運営に関
わりました。
メンバー6名は、当日も講演会の司会、会場のコンシェルジュ、
アルバイト学生の指導などイベントの進行やイベント後の報告
書作成まで体験することができました。（参加学生：初等教育学

Ｂチーム（チームトルストイ）

科、福祉社会学科、現代教養学科）

（地域連携センター × 富士通 × 昭和信用金庫）

Bチームは「捕獲遊具技術」特許を使った「小型ドローン通過
ゲーム」を提案しました。
本学代表として臨んだ東日本大会で、審査員から「実現性が高
い」「ネガティブなイメージを持たれているドローンを上手に活
用する新規性」等高く評価され、最優秀賞を受賞、全国大会と
なる西日本に向けては、さらに伊豆熱川ホテルや附属小学校で
の実地テストでブラッシュアップをして臨み、最優秀賞を受賞
することができました。
現在、富士通と昭和信用金庫の協力によって製品化を目指して
います。

地域連携センター×城南信用金庫

東北を元気にする情報誌を作ろう！
城南信用金庫とのプロジェクトの第2回目となる今年度の情報
誌は、
「東北復興を目指して」をコンセプトに、東北の皆様との
縁を結びたいという想いと困難にも負けない東北の力強い絆
という意味を込め、
『結-yui-』と名付けました。
城南信用金庫支店での下調査に始まり、岩手・宮城・福島のア
ンテナショップ取材、城南信用金庫が開催する“よい仕事おこ
し”フェアでの東北の出展企業の呼び込み・販売のお手伝いを
通して、東北の方々の想いや温かさに触れ、東北の良さを実感
するとともに、フェアの取材記事を書かせていただく
機会にも恵まれました。
夏休みには東北の現地企業を訪問取材し、実際に現地
を訪れることの重要性が理解できたようです。
企画、デザイン、原稿作成など、全て自分たちの手で作
り上げた情報誌『結-yui-』が完成した時は「私たちの感
じた東北の魅力をお伝えしたいです！」と、参加学生の
感激もひとしおだったようです。
『結-yui-』は、本学、城
南信用金庫、取材させていただいた
アンテナショップなどで配布してい
ますので、ぜひ手に取って、東北に足
を運んでください！
（参加学生：英語コミュニケーション学科、
心理学科、現代教養学科、ビジネスデザ
イン学科）

（参加学生：英語コミュニケーション学科、心理学科、福祉社会学科、
現代教養学科、ビジネスデザイン学科）

地域連携センター×FM世田谷×昭和信用金庫

FM世田谷「商店街東奔西走」番組制作
FM世田谷の番組「商店街東奔西走」で、学生の視点から
世田谷区内の中小企業社長の活動や地域への思いを昭和
信用金庫理事長と一緒にインタビュー形式で紹介するプロ
ジェクトです。番組の企画から取材先のアポイント、台本の
作成まで学生が行いました。担当した番組のゲストはしも
きた商店街振興組合の副理事長と世田谷トラストまちづく
り理事長で、時には昭和信用金庫理事長からアドリブで学
生に話が向けられるなど、緊張の瞬間もあったようです。
自分の声が放送電波を通して、世田谷区他に届く。これは
なかなかできない経験です。
（参加学生：日本語日本文学科、現代教養学科、環境デザイン学科、ビジネスデザイン学科）

世田谷区との連携

プロジェクト型協働インターンシップ

出前講座＠三茶おしごとカフェ

お仕事でメディアを理解し使いこなそう！
昨今、スマートフォンやソーシャルメディアの普及など、情
報やメディアをめぐる状況は、大きく変化しつつあります。
今回のテーマは、「氾濫する情報をどのように取捨選択
し、有効に活用できるか。」危険も潜んでいるパソコンで
の情報の収集は、今の情報社会で必須。
出前講座では、仕事の中でメディアを活用していく上で必
要な考え方やスキルをワークショップ形式で展開、熱心な
参加者にメディアリテラシーの重要性の一端を伝えるこ
とができました。

第1回「メディアを捉えなおそう！」
人間社会学部准教授 清水 真

世田谷まちなか観光アプリ
「世田谷ぷらっと」

世田谷ぷらっと特派員

世田谷の魅力を発見、発信するアプリ「世田
谷ぷらっと」の特派員である現代教養学科3
年志摩ゼミは10月24日山口県東京事務所が
主催する「世田谷幕末維新ウォークラリー」
に参加、クイズに答えて、参加賞を頂きまし
た。世田谷区の産業フェスタと松陰神社商店
街の維新祭と同時開催のイベントで賑やかな
日となりました。世田谷区の大学に通う女子
大生として、国際関係論を学ぶ大学生として
グローバルな面も発信しています。

プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会

特許からアイデア商品を提案

2016年2月18日、地域連携センターの今年度の「プロジェクト型インターンシップ」全5プロジェクト、総勢27名の学生たちが、プロジェクトに協働していた
だいた企業・アドバイザーをお招きして、その取り組みと成果を発表しました。
それぞれが企業の実情を知り、これから社会に出ても役立つ貴重な体験ができたと実感したようです。関係者の皆さまのご支援により、今年度もすべてのプ
ロジェクトを無事に進めることができました。学生の活動にご協力くださいましたことを心より感謝いたします。

富士通株式会社が持っている開放特許を活用し、学生の視点から新しいビ
ジネスアイデアを創出するコンテスト「知財活用アイデア全国大会」に出場
を目指すプロジェクトを実施しました。本学からは城南信用金庫（Ａチーム）
と昭和信用金庫（Ｂチーム＝チームトルストイ）の２チームが参加、学内選考
会を経て、Ｂチームが本学代表として、東日本大会に出場しました。
東日本大会には、東日本の100チーム（30大学）のうち地区大会を勝ち抜い
た30チームが出場し、さらに上位5チームが西日本大会に出場できます。

Ａチーム

（地域連携センター × 富士通 × 城南信用金庫）

（参加学生：現代教養学科）

地域連携センター×朝日学生新聞社

Aチームは「透過型液晶とハーフミラーを利用した販売支援技術」を使った
「ペット販売促進」を提案しました。残念ながら本学の代表として東日本大
会には出場できませんでしたが、地区大会（城南信用金庫本店）では、「動
物園にも使えるというアイデアは素晴らしい」と審査員から高い評価を得
て、3位となることができました。

朝小サマースクール実施プロジェクト
（情報収集編）
第2回「メディアを活用しよう！
」
純弘

グローバルビジネス学部特命教授 前田

第3回「メディアを活用しよう！
（情報発信･セキュリティ編）
」
天笠 邦一

人間社会学部専任講師

グローカルプロジェクト

女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジングへの挑戦−
「日本の未来の女性リーダーを育てたい！」という思い
から、本学でボストン留学を経験した学生たちを中心
に、未来のリーダーと成りうる女子高校生に世界へと視
野を広げる機会ときっかけを作りたいと、エッセイコン
テストを実施、学生によるファンドレイジングを通して
ボストン研修の費用を作っています。
第3回目となる今年度のエッセイコンテストのテーマは
「世界と日本―女性の人権とは―」。優勝者は昭和女子
大学ボストン校でのHigh Scool Youth Ambassador
としてのプログラムに参加しました。
今年度のファンドレイジングはさくらん
ぼ の 学 内 販 売 、秋 桜 祭 で の チェキを
使ったイベント、ワインセミナー開催、ク
ラ ウド ファン ディング 専 門 の サ イト
「READYFOR？」での支援事業など
（参加学生：ビ
で目標額を達成しました。
ジネスデザイン学科、現代教養学科）

まなびの広場 −外国につながる子どもたちの支援教室
「まなびの広場」は、外国につながる子どもたちの日本語や教科
の勉強をサポートする教室です。大学院生、大学生、留学生と異
なる学科の学生たちが毎週土曜日に中学生の勉強を支援してい
ます。７月１日に世田谷区教育委員会と覚書を締結し、７月４日に
は帰国・外国人教育相談室の補習学級が開かれている世田谷区
立梅丘中学校で説明会を開催しました。夏休みのプレイベントに
は8名の生徒が参加してくれ、キャンパスツアーと夏休みの宿題
確認を行いました。
10月３日から本格的にスタートし、学
生と生徒が時間が過ぎるのも忘れて
一生懸命に勉強に取り組んでいます。
（参 加 学 生：大 学 院、日 本 語 日 本 文 学 科、
英語コミュニケーション学科、歴史文化学科、
国際学科、心理学科、管理栄養学科、ビジ
ネスデザイン学科）

本学での開催が3年目となった2015年度は朝日学生新聞社と
の協働で、学生がイベントの企画、複数の企業に足を運び出展
交渉、パンフレットの作成など、イベントスタッフとして運営に関
わりました。
メンバー6名は、当日も講演会の司会、会場のコンシェルジュ、
アルバイト学生の指導などイベントの進行やイベント後の報告
書作成まで体験することができました。（参加学生：初等教育学
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本学での開催が3年目となった2015年度は朝日学生新聞社と
の協働で、学生がイベントの企画、複数の企業に足を運び出展
交渉、パンフレットの作成など、イベントスタッフとして運営に関
わりました。
メンバー6名は、当日も講演会の司会、会場のコンシェルジュ、
アルバイト学生の指導などイベントの進行やイベント後の報告
書作成まで体験することができました。（参加学生：初等教育学

Ｂチーム（チームトルストイ）

科、福祉社会学科、現代教養学科）

（地域連携センター × 富士通 × 昭和信用金庫）

Bチームは「捕獲遊具技術」特許を使った「小型ドローン通過
ゲーム」を提案しました。
本学代表として臨んだ東日本大会で、審査員から「実現性が高
い」「ネガティブなイメージを持たれているドローンを上手に活
用する新規性」等高く評価され、最優秀賞を受賞、全国大会と
なる西日本に向けては、さらに伊豆熱川ホテルや附属小学校で
の実地テストでブラッシュアップをして臨み、最優秀賞を受賞
することができました。
現在、富士通と昭和信用金庫の協力によって製品化を目指して
います。

地域連携センター×城南信用金庫

東北を元気にする情報誌を作ろう！
城南信用金庫とのプロジェクトの第2回目となる今年度の情報
誌は、
「東北復興を目指して」をコンセプトに、東北の皆様との
縁を結びたいという想いと困難にも負けない東北の力強い絆
という意味を込め、
『結-yui-』と名付けました。
城南信用金庫支店での下調査に始まり、岩手・宮城・福島のア
ンテナショップ取材、城南信用金庫が開催する“よい仕事おこ
し”フェアでの東北の出展企業の呼び込み・販売のお手伝いを
通して、東北の方々の想いや温かさに触れ、東北の良さを実感
するとともに、フェアの取材記事を書かせていただく
機会にも恵まれました。
夏休みには東北の現地企業を訪問取材し、実際に現地
を訪れることの重要性が理解できたようです。
企画、デザイン、原稿作成など、全て自分たちの手で作
り上げた情報誌『結-yui-』が完成した時は「私たちの感
じた東北の魅力をお伝えしたいです！」と、参加学生の
感激もひとしおだったようです。
『結-yui-』は、本学、城
南信用金庫、取材させていただいた
アンテナショップなどで配布してい
ますので、ぜひ手に取って、東北に足
を運んでください！
（参加学生：英語コミュニケーション学科、
心理学科、現代教養学科、ビジネスデザ
イン学科）

（参加学生：英語コミュニケーション学科、心理学科、福祉社会学科、
現代教養学科、ビジネスデザイン学科）

地域連携センター×FM世田谷×昭和信用金庫

FM世田谷「商店街東奔西走」番組制作
FM世田谷の番組「商店街東奔西走」で、学生の視点から
世田谷区内の中小企業社長の活動や地域への思いを昭和
信用金庫理事長と一緒にインタビュー形式で紹介するプロ
ジェクトです。番組の企画から取材先のアポイント、台本の
作成まで学生が行いました。担当した番組のゲストはしも
きた商店街振興組合の副理事長と世田谷トラストまちづく
り理事長で、時には昭和信用金庫理事長からアドリブで学
生に話が向けられるなど、緊張の瞬間もあったようです。
自分の声が放送電波を通して、世田谷区他に届く。これは
なかなかできない経験です。
（参加学生：日本語日本文学科、現代教養学科、環境デザイン学科、ビジネスデザイン学科）

平成27年度特別公開講座
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「特別公開講座プログラム」を開催しています。
今年度も本学の誇るスペシャリストが、それぞれの得意分野を楽しくわかりやすく講義。
満席講座も出るほどに好評を博しました。
5月23日

昭和キャンパスの自然を見る＜春編＞

人間社会学部現代教養学科 大学院生活機構研究科
教授 常喜 豊

6月6日

東京駅

もうひとつの百年

昭和女子大学

地域連携センター

SHOWA on MEDIA
2015年10月2日

東京新聞 朝刊 4面

2016年1月10日

9月8・9日に行われた「2015“よい仕事おこし”フェア」で、
東北地方から参加した中小企業6社のブースを手伝った学
生が現地を訪問し、原稿・写真を手がけた記事が「昭和女
子大生が中小6企業を現地取材 東北の思い逸品に乗せ」
と題して掲載されました。

大学新聞 朝刊 2面
知 財活用アイデ ア全国大 会で最 優 秀賞を獲 得した
「小型ドローンゲート通過ゲーム」について記事が掲
載されました。

News Letter

生活科学部環境デザイン学科 大学院生活機構研究科
環境デザイン専攻 准教授 田村 圭介

7月11日

危ない！メディアの落とし穴

2016年2月24日

プラド美術館の至宝
−王室コレクションと美の継承−
世界の広場への旅
−広場の魅力とその造形−

現代ビジネス研究所 特任教授 芦川

12月19日
1月30日

昭和女子大学地域連携センター（CCR:Center for Community Relations）は、昭和女子大学の

雄輔

人間文化学部歴史文化学科 大学院生活機構研究科
教授 木下

11月28日

センター長挨拶

内藤濯と昭和女子大学
『星の王子さま』の誕生を振り返る

総合教育センター 特任教授 江口

10月24日

2016年4月

〜メディアと楽しく上手につきあうには？〜

人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科
准教授 駒谷 真美

9月26日

2

NO.

城南信用金庫ホームページの城南信用金庫が
発行している「ディスクロージャー誌」に、共
同で制作した東北三県の企業を紹介する東
北応援情報誌『結 ‑ yui ‑』発行に関する記事
が掲載されました。

亮
2015年9月10日

智

はじめての日本画−葉書に絵を描こう−

人間社会学部初等教育学科 専任講師 早川

陽

考えよう！血糖値と食事の関係

生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授
図書館長
森髙 初惠

イベント

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」
−Women can Change the World !

第2回「女性は世界を変える！−Women can Change the World !」を本学女性文化研究所、国
際交流センター、地域連携センター共催で開催しました。パネリストはワルシャワ大学東洋学部日
本学科長アグネシカ・コズィラ教授、王立プノンペン大学日本語学科ロイ・
レスミー教授、そして外務省から白石和子 女性・人権人道担当兼北極担当
大使をお招きしました。コズィラ教授、レスミー教授からはそれぞれの国
の、そして駐リトアニア大使を務められた白石大使からはリトアニアの社会
における女性の考え方や環境についてお話いただきました。

東京新聞 朝刊 28面

東京フォーラムで開催された「2015 よい仕事おこしフ
ェア」で新聞記者体験をした際のインタビューが掲載さ
れました。
2016年1月27日

城南信用金庫ホームページに城南信用金庫と共同で作
成した東北三県の企業を紹介する東北応援情報誌『結
‑yui‑』の取り組みが紹介されました。

■平成27年度

2016年2月22日

「眠る特許 学生が覚醒促す」と題した記事で、
「知
財活用アイデア全国大会」で富士通の開放特許「捕
獲遊具技術」を活用した本学学生が提案した「小
型ドローンゲート通過ゲーム」が最優秀賞を獲得
したことが紹介されました。

オープンカレッジ

ニッキン 朝刊

18日に実施した、プロジェクト型協働インターンシ
ップの成果報告会の様子が掲載されました。
2016年3月1日

東京新聞 都心版 朝刊 24面

プロジェクト型協働インターンシップの一環で、学
生が編集・制作した東北応援情報誌『結 ‑yui‑』に
ついて学生インタビューとあわせて記事が掲載さ
れました。

地域連携活動

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」三茶子育てフェスタで「さくらんぼ
販売」

7 月 特別公開講座「危ない！メディアの落とし穴〜メディ

世田谷区教育委員会と「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書を締結
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施
プロジェクト型協働インターンシップ活動開始

8月

朝日学生新聞社協働インターンシップ「朝小サマース
クール in 昭和女子大学」開催

夏期講座開講

アと楽しく上手につきあうには？〜」開催

キャリアカレッジ

起業家・新規事業創造コース開講
男性管理職向けワークショップ「タテマエ
だけじゃ未来はつくれない！男性マネジメン
トが本音で議論する女性活躍の未来」開催

特別公開シンポジウム「
『女性活躍の未来
を創る』〜女性 人材の能力アップ、登 用
のポイント〜」開催

＠東京国際フォーラム参加
特別公開講座「内藤濯と昭和女子大学『星の王子さ 「よい仕事おこしフェア」
鶴岡市役所・産直あぐり訪問

9 月 ま』の誕生を振り返る」
ンと美の継承−」開催

を組み、大学の専門的知識、技術、諸資源を活かしながら、社会貢献の窓口として学内外関係機関との
連絡調整機能を担うものです。
設置から2年目を迎えた地域連携センターの目的は、第一に、連携先と地域連携センターとがテーマ
をもつプロジェクトを協働して企画・実施し、学生に多様な学びと社会貢献の場を提供することです。第二に、地域の方に開かれた公
開講座や三茶おしごとカフェでの出前講座の展開を通して生涯学習機能を担うことを目的としています。例えば、本学の教員の研究や
活動の紹介、本学が所蔵する資料の紹介、留学生の故国にまつわるワークショップ等を展開しています。第三の目的としては、シンポ
ジウムやイベントの開催を通して、学内外の交流や議論を促すことです。例えば、学内の女性文化研究所や国際協力センター等の共催
によるシンポジウムの開催で、本年度は、国際シンポジウムの第2回「Women can Change the World」を開催いたしました。
ニュースレターで紹介している学生の活動を特徴づけるプロジェクト型協働インターンシップは、アドバイザーのサポートの下で、概ね
学生たちの発案によって立ち上げられたグローカルプロジェクトで、通年の活動です。
社会の要請に応えるべく活動を進めたいと考えておりますので、今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センター長

5 月 特別公開講座「昭和キャンパスの自然を見る〈春編〉」開催
6 月 特別公開講座「東京駅 もうひとつの百年」開催

発展に貢献することを目的としています。このために、地域の関係諸機関や地域住民と密接な連携体制

6名程度の参加者（主対象は2年生、3年生）が、約半年をかけてプロジェクトの成果をあげています。もう一つのプロジェクト活動は、

4 月 春期講座開講

秋期講座開講

本学と協定を結ぶポーランドのワルシャワ大学より、東洋学部日本学科長を務めるアグネシカ・コズィラ教授が来日され、28日は「ポーランド
と日本の関係−ポーランドでの日本学の発展−」、29日には「ワルシャワ大学学生のキャリアプラン−なぜ、日本学科が人気なのか−」をテー
マに日本語で講義を行い、両日ともに一般参加者を含む200名以上が参加しました。ワルシャワ大学で1919年に始まった少人数の学生を相
手とした日本語講座。現在は200
名の学生が日本学科に在 籍して
いるそうです。4月にはこの日本
学科からの留学生もやってくる予
定です。今後のさらなる交流が楽
しみです！

2016年2月26日

事業内容

10月 特別公開講座「プラド美術館の至宝−王室コレクショ

協定大学連携講座、
特別公開講座

日本経済新聞 朝刊 15面 法務

地の利を活かし、教員・学生の地域連携活動を推進し、グローカルな視点を意識しながら、地域社会の

「まなびの広場」活動開始
中小企業の魅力を発見するセミナー開催
椙山女学園来校

●世田谷区教育委員会と
覚書を締結！

７月１日、世田谷区教育委員会と地域連携
センターは、
「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書
を締結しました。

ビジネス基礎コース・ステップアップ実践
コース開講

●チームトルストイが知財活用アイデア全国大会
（経産省関東経済産業局採択事業）で最優秀賞を獲得

11月

特別公開講座「世界の広場への旅−広場の魅力とそ
の造形−」開催

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」によるエッセイコンテスト表彰式
FM 世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」東日本大会出場
立命館大学来校

12月

特別公開講座「はじめての日本画−葉書に絵を描こ
う−」開催

富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」西日本大会出場

1 月 特別公開講座「考えよう！血糖値と食事の関係」開催

冬期講座開講

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」開催
協定大学連携講座、特別公開講座開催

特別公開講演会「女性の “思い” を実現す
る起業」開催

2月

プロジェクト型協働インターンシップ成果発表会
第２回世田谷区交流会議
FM 世田谷「商店街東奔西走」第２回放送
神戸松陰女子大学来校

特別公開講演会「女性の思いを実現する
起業 〜先輩起業家から学ぶ『成功を引き
寄せる』コツとヒント〜」開催

3 月 3月末日をもって事業終了

朝小サマースクール協働インターンシップ活動開始

昭和女子大学地域連携センター
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11月28日、
「知財活用アイデア全国大会（東日本大会）」で富士通の開放特許「捕獲遊具技術」を
活用した、本学学生「チームトルストイ」提案の「小型ドローンゲート通過ゲーム」が、東日本地区
30大学（100チーム）の中で最優秀賞を獲得しました。
続いて、東日本大会の上位5チームが出場
できる西日本大会が12月12日に京都で開
催され、ここでも最優秀賞を獲得。全国
の頂点に立つ快挙を成し遂げ、貴重な京
都西陣織の賞状をいただきました。
また、チームトルストイは、本 学の学内外
で活躍した学生を顕彰する「STUDENTS
OF THE YEAR」の団体の部で表彰され
ました。

志摩 園子

●第２回地域連携
交流会議を開催

２月12日、世田谷区政策経営部
にお越しいただき、区と本学と
の包括協定提携後の今後の連
携の在り方について意見交換し
ました。

平成27年度特別公開講座
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「特別公開講座プログラム」を開催しています。
今年度も本学の誇るスペシャリストが、それぞれの得意分野を楽しくわかりやすく講義。
満席講座も出るほどに好評を博しました。
5月23日
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9月8・9日に行われた「2015“よい仕事おこし”フェア」で、
東北地方から参加した中小企業6社のブースを手伝った学
生が現地を訪問し、原稿・写真を手がけた記事が「昭和女
子大生が中小6企業を現地取材 東北の思い逸品に乗せ」
と題して掲載されました。
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人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科
准教授 駒谷 真美

9月26日

2

NO.

城南信用金庫ホームページの城南信用金庫が
発行している「ディスクロージャー誌」に、共
同で制作した東北三県の企業を紹介する東
北応援情報誌『結 ‑ yui ‑』発行に関する記事
が掲載されました。

亮
2015年9月10日

智

はじめての日本画−葉書に絵を描こう−

人間社会学部初等教育学科 専任講師 早川

陽

考えよう！血糖値と食事の関係

生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授
図書館長
森髙 初惠

イベント

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」
−Women can Change the World !

第2回「女性は世界を変える！−Women can Change the World !」を本学女性文化研究所、国
際交流センター、地域連携センター共催で開催しました。パネリストはワルシャワ大学東洋学部日
本学科長アグネシカ・コズィラ教授、王立プノンペン大学日本語学科ロイ・
レスミー教授、そして外務省から白石和子 女性・人権人道担当兼北極担当
大使をお招きしました。コズィラ教授、レスミー教授からはそれぞれの国
の、そして駐リトアニア大使を務められた白石大使からはリトアニアの社会
における女性の考え方や環境についてお話いただきました。

東京新聞 朝刊 28面

東京フォーラムで開催された「2015 よい仕事おこしフ
ェア」で新聞記者体験をした際のインタビューが掲載さ
れました。
2016年1月27日

城南信用金庫ホームページに城南信用金庫と共同で作
成した東北三県の企業を紹介する東北応援情報誌『結
‑yui‑』の取り組みが紹介されました。

■平成27年度

2016年2月22日

「眠る特許 学生が覚醒促す」と題した記事で、
「知
財活用アイデア全国大会」で富士通の開放特許「捕
獲遊具技術」を活用した本学学生が提案した「小
型ドローンゲート通過ゲーム」が最優秀賞を獲得
したことが紹介されました。

オープンカレッジ

ニッキン 朝刊

18日に実施した、プロジェクト型協働インターンシ
ップの成果報告会の様子が掲載されました。
2016年3月1日

東京新聞 都心版 朝刊 24面

プロジェクト型協働インターンシップの一環で、学
生が編集・制作した東北応援情報誌『結 ‑yui‑』に
ついて学生インタビューとあわせて記事が掲載さ
れました。

地域連携活動

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」三茶子育てフェスタで「さくらんぼ
販売」

7 月 特別公開講座「危ない！メディアの落とし穴〜メディ

世田谷区教育委員会と「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書を締結
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施
プロジェクト型協働インターンシップ活動開始

8月

朝日学生新聞社協働インターンシップ「朝小サマース
クール in 昭和女子大学」開催

夏期講座開講

アと楽しく上手につきあうには？〜」開催

キャリアカレッジ

起業家・新規事業創造コース開講
男性管理職向けワークショップ「タテマエ
だけじゃ未来はつくれない！男性マネジメン
トが本音で議論する女性活躍の未来」開催

特別公開シンポジウム「
『女性活躍の未来
を創る』〜女性 人材の能力アップ、登 用
のポイント〜」開催

＠東京国際フォーラム参加
特別公開講座「内藤濯と昭和女子大学『星の王子さ 「よい仕事おこしフェア」
鶴岡市役所・産直あぐり訪問

9 月 ま』の誕生を振り返る」
ンと美の継承−」開催

を組み、大学の専門的知識、技術、諸資源を活かしながら、社会貢献の窓口として学内外関係機関との
連絡調整機能を担うものです。
設置から2年目を迎えた地域連携センターの目的は、第一に、連携先と地域連携センターとがテーマ
をもつプロジェクトを協働して企画・実施し、学生に多様な学びと社会貢献の場を提供することです。第二に、地域の方に開かれた公
開講座や三茶おしごとカフェでの出前講座の展開を通して生涯学習機能を担うことを目的としています。例えば、本学の教員の研究や
活動の紹介、本学が所蔵する資料の紹介、留学生の故国にまつわるワークショップ等を展開しています。第三の目的としては、シンポ
ジウムやイベントの開催を通して、学内外の交流や議論を促すことです。例えば、学内の女性文化研究所や国際協力センター等の共催
によるシンポジウムの開催で、本年度は、国際シンポジウムの第2回「Women can Change the World」を開催いたしました。
ニュースレターで紹介している学生の活動を特徴づけるプロジェクト型協働インターンシップは、アドバイザーのサポートの下で、概ね
学生たちの発案によって立ち上げられたグローカルプロジェクトで、通年の活動です。
社会の要請に応えるべく活動を進めたいと考えておりますので、今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センター長

5 月 特別公開講座「昭和キャンパスの自然を見る〈春編〉」開催
6 月 特別公開講座「東京駅 もうひとつの百年」開催

発展に貢献することを目的としています。このために、地域の関係諸機関や地域住民と密接な連携体制

6名程度の参加者（主対象は2年生、3年生）が、約半年をかけてプロジェクトの成果をあげています。もう一つのプロジェクト活動は、

4 月 春期講座開講

秋期講座開講

本学と協定を結ぶポーランドのワルシャワ大学より、東洋学部日本学科長を務めるアグネシカ・コズィラ教授が来日され、28日は「ポーランド
と日本の関係−ポーランドでの日本学の発展−」、29日には「ワルシャワ大学学生のキャリアプラン−なぜ、日本学科が人気なのか−」をテー
マに日本語で講義を行い、両日ともに一般参加者を含む200名以上が参加しました。ワルシャワ大学で1919年に始まった少人数の学生を相
手とした日本語講座。現在は200
名の学生が日本学科に在 籍して
いるそうです。4月にはこの日本
学科からの留学生もやってくる予
定です。今後のさらなる交流が楽
しみです！

2016年2月26日

事業内容

10月 特別公開講座「プラド美術館の至宝−王室コレクショ

協定大学連携講座、
特別公開講座

日本経済新聞 朝刊 15面 法務

地の利を活かし、教員・学生の地域連携活動を推進し、グローカルな視点を意識しながら、地域社会の

「まなびの広場」活動開始
中小企業の魅力を発見するセミナー開催
椙山女学園来校

●世田谷区教育委員会と
覚書を締結！

７月１日、世田谷区教育委員会と地域連携
センターは、
「まなびの広場−外国につなが
る子どもたちの支援教室−」に関する覚書
を締結しました。

ビジネス基礎コース・ステップアップ実践
コース開講

●チームトルストイが知財活用アイデア全国大会
（経産省関東経済産業局採択事業）で最優秀賞を獲得

11月

特別公開講座「世界の広場への旅−広場の魅力とそ
の造形−」開催

「女子高校生に世界を見てもらおう！−ファンドレイジ
ングへの挑戦−」によるエッセイコンテスト表彰式
FM 世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」東日本大会出場
立命館大学来校

12月

特別公開講座「はじめての日本画−葉書に絵を描こ
う−」開催

富士通協働インターンシップ「特許からアイディア商
品を提案」西日本大会出場

1 月 特別公開講座「考えよう！血糖値と食事の関係」開催

冬期講座開講

ミニシンポジウム「女性は世界を変える！」開催
協定大学連携講座、特別公開講座開催

特別公開講演会「女性の “思い” を実現す
る起業」開催

2月

プロジェクト型協働インターンシップ成果発表会
第２回世田谷区交流会議
FM 世田谷「商店街東奔西走」第２回放送
神戸松陰女子大学来校

特別公開講演会「女性の思いを実現する
起業 〜先輩起業家から学ぶ『成功を引き
寄せる』コツとヒント〜」開催

3 月 3月末日をもって事業終了

朝小サマースクール協働インターンシップ活動開始

昭和女子大学地域連携センター

NEWS
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11月28日、
「知財活用アイデア全国大会（東日本大会）」で富士通の開放特許「捕獲遊具技術」を
活用した、本学学生「チームトルストイ」提案の「小型ドローンゲート通過ゲーム」が、東日本地区
30大学（100チーム）の中で最優秀賞を獲得しました。
続いて、東日本大会の上位5チームが出場
できる西日本大会が12月12日に京都で開
催され、ここでも最優秀賞を獲得。全国
の頂点に立つ快挙を成し遂げ、貴重な京
都西陣織の賞状をいただきました。
また、チームトルストイは、本 学の学内外
で活躍した学生を顕彰する「STUDENTS
OF THE YEAR」の団体の部で表彰され
ました。

志摩 園子

●第２回地域連携
交流会議を開催

２月12日、世田谷区政策経営部
にお越しいただき、区と本学と
の包括協定提携後の今後の連
携の在り方について意見交換し
ました。

