世田谷区との連携

昭和女子大学

SHOWA on MEDIA

出前講座＠三茶おしごとカフェ 地域の外国人とのコミュニケーションのために

世田谷区産業振興公社が実施する、就職支援セミナーのひとつとして、出前講座「地域の外国人とのコミュニケーションのために」を5月
13日〜6月3日まで、3回にわたり開催しました。
留学、結婚、労働などの様々な理由で日本語を学ぶ人が増え、ますます需要の高まる日本語教師ですが、実はどんな仕事か知られていな
いのが実情です。講師は本学の日本語日本文学科で日本語教育を専門とされている先生方。講座後の感想では、
「日本語を振り返る面白
さと難しさを知りました。」「外国人にわかりやすい情報の伝え方の方法はためになりました。」「3回ともとてもよい勉強になりました。3
回目の留学生との交流会は色々な刺激となりました。」など次のステップを求める声も多く聞かれました。
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東京新聞

2016年8月31日

号外

東京新聞

朝刊 19面

「仕事おこしフェアで学生奮闘」と題し、８
月2･3日開催「2016“よい仕事おこし”フェ
ア」に参加した学生たちの様子とインタビ
ューが掲載されました。

「2016“よい仕事おこし”フェア」に参加し
た学生が新聞記者体験をし、号外を発行
しました。

2017年2月6日

城南信用金庫ホームページに学生たちの
取り組みの様子・PDFデータが掲載され
ました。
城南信用金庫と昭和女子大学の学生チー
ムが中小企業を紹介する情報誌
『CONNECT−女子大生の中小企業探訪
記−』を協働で制作・発行しました。
2017年2月23日

第1回「日本語教師の仕事とは」
日本語日本文学科 専任講師 植松 容子

第2回「外国人につたわる日本語とは」
日本語日本文学科 准教授 大場 美和子

第3回「留学生との交流会」
日本語日本文学科 教授

西川

寿美

エコアイデアコンテスト

エフエム世田谷番組制作

世田谷区は10月に二子玉川ライズで「エネフェスせたが
や2016」を開催。本学は世田谷区環境総合対策室エネ
ルギー施策推進課との連携で、初等教育学科の早川陽専
任講師とゼミ生16名が2日間に渡り、
「エコなおもちゃを
作ってみよう！」と題したワークショップを出展しました。
保冷剤を使ったスノードーム、ペットボトルを使った浮枕子、など、お家にあるもの
を使って簡単に作れるおもちゃは全て
学生が考えたものです。
また、早川専任講師が審査員を務めて
いる「エコアイデアコンクール」の表彰
式が行われ、小中学生の考えたアイデ
ア10点の入選作品が紹介されました。
入選７点は本学初等教育学科の学生
たちが形にして、3月に子どもたちにお
渡ししました。

本学のサークル「growあっぷSETAGAYA」が、世
田谷区と区内大学の連携事業でエフエム世田谷番
組制作に参加。1月からアナウンス・機材の研修が
始まり、3月に第1回目の収録がありました。
「Campus Tune @ setagaya」は、女子大生の
視点から世田谷区の気になったこと、女性リスナ
ーに共感してもらいたいことなどを、学生が番組
企 画 から、
取 材 、台 本
構 成 作りま
で番組制作
に 関 わって
います。

2017年2月26日

山形新聞 社会面
鶴岡市春日神社に奉納された「黒川・蝋燭能」（国指定重
要無形文化財）を鑑賞し、学生が山形新聞の取材を受けま
した。二部の交流会では実行委員会の方々から黒川の心に
触れることができました。

城南信用金庫が発行している「ディスク
ロージャー誌」に、城南信用金庫取引先
の 中 小 企 業 を 紹 介 し た 情 報 誌
『CONNECT−女子大生の中小企業探訪
記−』発行に関する記事が掲載されまし
た。

2017年2月1日

地域連携センター

News Letter

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。また、本年度から、地域・社会への貢献を目指す本学の地域連携センター・現代ビジ

ネス研究所・昭和デザインオフィスの3部門を統括する事務部門「昭和リエゾンセンター」が立ち上がり、
活動を支えてくれています。

本年度の地域連携センターの活動の中心は、プロジェクト型協働インターンシップです。これは、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、連携先のご指導の下、学生が主体的に多様な学びの場を作り上げると同時に、社会

1月28日、江戸川区船堀で開催された「寒鱈まつ
り」で学生がお手伝いをし、J:COM夕方のニュー
ス（足立・葛飾・江戸川エリア）でインタビューさ
れた内容が放送されました。

貢献につなげていくものです。このプロジェクト型協働インターンシップは、初年度は2件、2年目は4件が展開されていました。3年目を

迎えた本年度は、7件のプロジェクト型協働インターンシップが展開されただけでなく、学生が自主的に活動しているグローカルなプロ
ジェクトも4件が活動しています。

今年のプロジェクト型協働インターンシップの新しい特徴の一つは、3〜4年の期間を意識しながら積み上げていく形のプロジェクト

です。今一つは、地方自治体と連携した体験・滞在型のものです。プロジェクト型協働インターンシップの多様な可能性を探る年度にな
ったと考えております。

地域連携センターのもう一つの活動である公開講座や三茶おしごとカフェでの出前講座は、地域の方に開かれています。学内教員と

大学院留学生によるベトナムやモンゴルに関しての2回続きの講座は新しい試みでしたが、座学とワークショップ形式で、参加者にも好
評でした。

社会との接点を学生に提供し、地域への貢献を図るだけでなく、プロジェクトの連携先同士を繋ぐことから産まれる新しい形のプロ

平成28年度 公開講座

前期
日本語日本文学科 特任教授 太田

少子化社会への対応

6月11日

ビジネスデザイン学科 特命教授

平成28年度 地域連携活動 事業内容
4 月 ●昭和リエゾンセンター設置
5 月 ●公開講座「湯島天神周辺の坂道を歩く」開催

湯島天神の坂道を歩く

5月21日

鈴子

八代

尚宏

7月2日

ベトナムの世界遺産を発掘する

7月9日

ベトナムの生活と文化

大学院生活機構研究科 教授 菊池

誠一

6 月 ●公開講座「少子高齢化社会への対応」開催
●「三茶子育てファミリーフェスタ in 昭和女子大学 2016」開催
7 月 ●出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施
●公開講座「ベトナムの世界遺産を発掘する」開催
●公開講座「ベトナムの生活と文化」開催
●プロジェクト型協働インターンシップ活動開始

大学院生活機構研究科 教授 菊池

8 月 ●「よい仕事おこしフェア」＠東京国際フォーラム参加
●朝日学生新聞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 2016」開催

10月29日

縄文時代文化研究の最前線

11月5日

毛筆で書く年賀状

10月 ●西武信用金庫と包括的連携・協力に関する協定を締結！
●エネフェスせたがや2016出展
●公開講座「縄文時代文化研究の最前線」開催
●「ビジネスフェアfrom TAMA」＠後楽園ホール参加

誠一
ベトナム人留学生

後期

歴史文化学科

教授 山本

暉久

日本語日本文学科 教授 槍田

良枝（雅号・朝雨）

11月26日 「モンゴル」とモンゴルの伝統文化①
大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
12月3日

「モンゴル」とモンゴルの伝統文化②
大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
大学院生活機構研究科
モンゴル人留学生

2017年4月

センター長挨拶

ジェクトも次年度に向けて構想中です。今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「公開講座プログラム」を開催しています。本学の誇るスペシャリストの講師陣が、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。

3

NO.

11月 ●「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
●公開講座「毛筆で書く書道」開催
●公開講座「モンゴルと伝統文化①−モンゴル人の分布とことば−」開催

NEWS

1 月 ●国土交通省手作り郷土賞発表会にて事例発表
●社会連携型PBL研究部会研究会にて事例発表

3 月 ●朝小サマースクール協働インターンシップ2017募集開始

昭和女子大学地域連携センター

〒154 8533 東京都世田谷区太子堂1 7 57 TEL：03 3411 5522
MAIL：chiiki-renkei@swu.ac.jp 公式Facebookページ：https://www.facebook.com/swu.Chiikirenkei

志摩 園子

●西武信用金庫と包括的連携・協力に関する
協定を締結！

世田谷区内初となる支店を本学キャンパスの隣に開いた西武信用金庫。平成
28年10月24日、本学と包括協定を締結しました。今後は地域活性化に共同で
取り組みつつ、企業や商店と教員・学生による研究や商品開発など、様々なプ
ロジェクト活動に取り組むべく新しい形のプロジェクト型協働インターンシッ
プを模索していきます。
城南信用金庫・昭和信用金庫に次ぐ 3 つ目の連携協定を受けて、大学のダ
イバーシティ推進機構との連携講座・共同研究も期待されます。

12月 ●富士通「知財活用アイディア全国大会」出場
●FM世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
●公開講座「モンゴルと伝統文化②−モンゴル語の伝統文化−」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
●FM世田谷「商店街東奔西走」第２回放送

地域連携センター長

●チームさんちゃんが
「知財活用アイデア
全国大会2016」に出場
12月10日、
「知財活用アイデア全国大会2016」で富士通
の開放特許「温度差発電技術」を活用した本学学生が
提案した「家畜の健康管理」がファイナリスト賞を獲得
しました。

プロジェクト型協働インターンシップ

グローカルプロジェクト

特許からアイデア商品を提案

プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会

地域連携センター×富士通×昭和信用金庫

個性ある7つのプロジェクト型協働インターンシップと3つのグ
ローカルプロジェクトに参加した学生51名が、プロジェクトの
最後にあたり、約6か月間に渡る取り組みと成果を発表しまし
た。ご支援くださった関係者の皆様も多数ご出席くださり、無
事全てのプロジェクトを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感謝いたします。
第二部の懇親会では和やかなムードで、学生が企業担当者や
アドバイザーと歓談する姿が見られました。プロジェクトで学
生が考案したフリッツァ（揚げピザ）に学生たちからも笑顔が
こぼれていました。
インターンシップに参加した学生は、それぞれが企業や地域
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
きたと実感しているようです。学生の皆さんも、長期間に渡る
インターシップ、頑張ったと思います。
様々なプロジェクト関係者の交流からプロジェクト同士がつ
ながって新しいプロジェクトを産みだすことが期待できそう
です。

地域連携センター×城南信用金庫

城南地区中小企業発見隊2016 −情報誌作成プロジェクト−
今年で3回目を迎えた城南信用金庫と協働プロジェクト。今年は江戸城の南の城南地域にある魅力
的な中小企業の製品を情報誌の作成を通じてグローカルに発信することを目指しました。
中小企業を知るために、城南信用金庫主催の「“よい仕事おこし”フェア」で取材先企業のお手伝い
の経験から、企業間のつながりの重要性を認識し、
「学生×企業」「企業×企業」をつなげる情報誌
にしたいという思いから、
『CONNECT〜女子大生の中小企業探訪記〜』と名付けました。
城南信用金庫の企画部担当者やアドバイザーのサポートを得ながら学生は、企画、デザイン、原
稿作成など、自分たちの手で作り上げた情報誌『CONNECT』が完成した時は、つい笑顔がこぼ
れてしまうほど喜びと達成感で満ち溢れていたようです。「いつか企業様の手元に届き、新しいビ
ジネスチャンスを生み出す縁結びの役割が果たされることを心から願っています。
」という学生た
ちの思いのこもった『CONNECT』は、本学、城南信用金庫本支店、で配布していますので、ぜ
ひご覧ください！（参加学生：歴史文化学科、心理学科）

大手企業などが保有する開放特許の活用を中小・ベンチャー企業に
呼びかけるため、産学官金の支援機関が連携し大学生にアイデアを
募る「知財活用アイデア全国大会2016」に出場するプロジェクト。
本学チーム＜さんちゃん＞は、「温度差発電技術」特許を使った
「家畜の健康管理」を提案しました。学生のアイデアは、家畜に
発電デバイスを取り付け、自身の温度差発電により、電気がない
場所でも、家畜の正確な体調管理をモニタリングできるというも
のでした。
牧場での酪農体験やお話しから酪農家の課題を知り、アイデアに結
びつけました。
地区大会を勝ち抜き出場した全国大会は、全国45校130チームか
ら勝ち上がった13チー
ムが参加、アイデアはど
れも素晴らしく、チーム
＜さんちゃん＞は残念
ながら入賞は逃しました
が、ファイナリスト賞を
いただきました。

地域連携センター×朝日学生新聞社

三茶子育てファミリーフェスタ実施プロジェクト

本学での開催が4年目となった2016年度は朝日学生新聞社との連携が深まり、特に世田谷との
密接な関係をイベントに活かすことが意識されました。プロジェクトは例年通り、築地の朝日新聞
本社の見学と新聞の意義についての講義からスタート、メンバー6名はサマースクール開催に向
けて準備の段階で、
【公共団体・メディア商店街】と【企業・NPO・施設】のグループに分かれ、出
展交渉にも参加させていただきました。
当日は講演会の司会、会場のコンシェルジェ、アルバイト
学生の指導などイベントの裏側も体験することができまし
た。（参加学生：英語コミュニケーション学科、国際学科、心理学科、

第11回目となった「三茶子育てファミリーフェス
タin昭和女子大学」は、今回から学生が企画・運
営するプロジェクトを立ち上げ、学生ボランティ
ア団体ENVOと協力して開催することができま
した。
募集の呼びかけに集まった4学科17名の学生は
前年スタッフとして参加した学生からの改善意
見を参考にしながら、新たな企画や展示ブース
の配置に工夫をこらしました。世田谷区役所や
近隣自治会の協力もあり、来場者数は例年を大
幅に上回りました。（参加学生：日本語日本文学科、

朝小サマースクール実施プロジェクト

福祉社会学科、環境デザイン学科、管理栄養学科）

福祉社会学科、初等教育学科、健康デザイン学科）

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、外国につながる中・高校生の勉強をサポートする活動です。
専門が異なる学科の学生たちが平日の夕方や土曜日の午後に、漢字の学習や日本語の理解不足で解けない数学、社会、理科などの問題を生
徒と一緒に考えて解いています。生徒の出身国はニュージーランド、フィリピン、ウズベギスタンと様々で、休憩時間には生徒の出身国の話を
教えてもらったり、日本での学校生活を紹介しあったり、楽しく交流を深めています。
「三茶子育てファミリーフェスタ」では、生徒と一緒に出身国の遊びを紹介しました。

（参加学生：心理学科、ビジ
ネスデザイン学科）

（参加学生：大学院、英語コミュニケーション学科、現代教養学科、初等教育学科、管理栄養学科）

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

地域連携センター×産直あぐり

地場産業共創プロジェクト −産直あぐりとのコラボ商品開発−

世田谷区のまちづくりに携わる方と昭和信用金庫理事長とが対談するFM世田谷の番組「商店街東奔西 山形県鶴岡市産直あぐりとの連携プロジェクト。女子大生らしい商品の提案・販売に取り組み、
走！」を制作するプロジェクト。用賀にあるFM世田谷スタジオで番組作りのために見学と機材研修を受け、 次年度の学園祭でコラボ商品の発表を目指します。
収録に向けてのインタビュー、台本作成、収録本番での機材操作、番組にも出演します。収録後もスタジオ 今年度は山形県鶴岡市の産直あぐりでの農業体験やフルーツ収穫祭の準備、東京・神楽坂の毘
で音源データの編集作業に取り組みました。
沙門天で９月の産直販売でもお手伝いしました。江戸川区で1月に開催された「寒鱈まつり」での
インタビューの準備の重要さ、また収録中に台本にない内容が飛び出してきた時に、落ち着いて対応する 販売体験では、東京でも鶴岡に繋がる多くの人と話ができたようです。
ことなど、学んだことは多いと思います。
次年度の商品発表に向けてオリジナル商品の企画に入っています。
自分の声が放送電波を通して、世田谷区に届く。これはなか
（参加学生：心理学科、現代教養学科、健康デザイン学科）
なかできない経験です。

（参加学生：歴史文化学科、現代教養学科）

フランス料理のシェフと新メニュー開発に挑戦！
−目指せ！Frizza 1,000レシピ−

地域連携センター×世田谷美術館（世田谷文化財団）×世田谷サービス公社
美術館カフェ・プロデュース 〜舞台は自然あふれる世田谷〜
世田谷美 術館（世田谷文化財団）、世田谷サービス公社と連携し、世田谷美 術館内の「SeTaBi
Café」をプロデュースするプロジェクト。東京オリンピックでアメリカ選手団キャンプ地となる世田谷
を意識する4年間計画。2016年度はその一年目。学生のアイデアで、
『人×アート×カフェ』が融合し
た、新しい憩いの場創りに挑戦します。
今年度の活動は、広報チームとメニューチームに分かれて進めました。
「ゆったりBook Spot」の企
画では学内で本の寄付を募集したところ、153冊の本が集まりました。このコーナーに親しんでいた
だくために栞も制作しました。
また、
「Soup de SeTaBi」の企画は、世田谷のパン屋「シニフィアン・シニフィエ」のバゲットとコラ
ボしたスープを販売するものでした。寒い季節に公園や美術館を訪れる人々にホッとするメニューと
なることと期待しています。

（参加学生：日本語日本文学科、歴史文化学科、初等教育学科）

地域連携センター×鶴岡市役所

鶴岡ガストロノミー・フィールド・ミュージアム 〜インバウンドツアー創出〜
日本初のユネスコ食文化創造都市、山形県鶴岡市を舞台に、食・文
化・歴史を総合的に体験します！鶴岡市全域を「食の博物館」に見
立てて、街の魅力を開拓＆PRする、体験・滞在型プロジェクトで
す。3年間計画のプロジェクトの１年目で、今年は鶴岡を知り、人と
交流し、多くの魅力を発見しました。
1年目は女子大生をターゲットとした鶴岡ツアーの企画提案、2年
目は留学生が鶴岡に行きたいと思うツアーの企画提案、3年目はイ
ンバウンドツアーの企画提案を目標としています。
8月から2月まで月1回計6回の現地研
修で、稲刈りやイカの一夜干し、干し
柿体験など食文化を実際に体験する
ことで、鶴岡の魅力である食・体験・人
をフォトジェニックに紹介し、鶴岡へ
のツアーの企画をまとめることができ
ました。

（参加学生：日本語日本文学科、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）

三軒茶屋の路地裏にある揚げピザ専門店「Cʼest Moi （
! セ・モ
ア！）」との協働で新メニュー開発に挑戦するプロジェクト。
活動の第一歩としてまずは6月「三茶子育てファミリーフェスタ」
で定番メニューを販売、購入者に新作メニュー提案のためのア
ンケート調査を行いました。初めての新作メニュー「ゴロゴロき
のこのバター醤油」と「コトコトきのこのクリームシチュー」を12
月に学内で発表、100個がわずか20分で完売するほど学生に好
評でした。
2017年度は入学式での春向けの新作メニューの販売に意欲を
燃やしており、今後定期的に新作メニューを発表していく計画で
（参加学生：、現代教養学科、環境デザイン学科、管理栄養学科）
す。

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
が、未来のリーダーと成りうる女子高校生に視野を世界へと広げる機会ときっかけを作りたいと、学生
基金によるエッセイコンテストを行いました。テーマは「グローバル社会における、女性の社会進出―
明るい未来のために―」。最優秀賞は米国ボスト
ンへ1週間、Student Ambassadorとして派遣す
ることです。今年は残念ながら最優秀賞を出すこ
とができず、優秀賞としてiPadを贈りました。
基金運営にあたっては焼き菓子やサクランボの学
内販売、秋桜祭での出店、ワインセミナー開催な
どを実施しています。

（参加学生：ビジネスデザイン学科）

プロジェクト型協働インターンシップ

グローカルプロジェクト

特許からアイデア商品を提案

プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会

地域連携センター×富士通×昭和信用金庫

個性ある7つのプロジェクト型協働インターンシップと3つのグ
ローカルプロジェクトに参加した学生51名が、プロジェクトの
最後にあたり、約6か月間に渡る取り組みと成果を発表しまし
た。ご支援くださった関係者の皆様も多数ご出席くださり、無
事全てのプロジェクトを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感謝いたします。
第二部の懇親会では和やかなムードで、学生が企業担当者や
アドバイザーと歓談する姿が見られました。プロジェクトで学
生が考案したフリッツァ（揚げピザ）に学生たちからも笑顔が
こぼれていました。
インターンシップに参加した学生は、それぞれが企業や地域
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
きたと実感しているようです。学生の皆さんも、長期間に渡る
インターシップ、頑張ったと思います。
様々なプロジェクト関係者の交流からプロジェクト同士がつ
ながって新しいプロジェクトを産みだすことが期待できそう
です。

地域連携センター×城南信用金庫

城南地区中小企業発見隊2016 −情報誌作成プロジェクト−
今年で3回目を迎えた城南信用金庫と協働プロジェクト。今年は江戸城の南の城南地域にある魅力
的な中小企業の製品を情報誌の作成を通じてグローカルに発信することを目指しました。
中小企業を知るために、城南信用金庫主催の「“よい仕事おこし”フェア」で取材先企業のお手伝い
の経験から、企業間のつながりの重要性を認識し、
「学生×企業」「企業×企業」をつなげる情報誌
にしたいという思いから、
『CONNECT〜女子大生の中小企業探訪記〜』と名付けました。
城南信用金庫の企画部担当者やアドバイザーのサポートを得ながら学生は、企画、デザイン、原
稿作成など、自分たちの手で作り上げた情報誌『CONNECT』が完成した時は、つい笑顔がこぼ
れてしまうほど喜びと達成感で満ち溢れていたようです。「いつか企業様の手元に届き、新しいビ
ジネスチャンスを生み出す縁結びの役割が果たされることを心から願っています。
」という学生た
ちの思いのこもった『CONNECT』は、本学、城南信用金庫本支店、で配布していますので、ぜ
ひご覧ください！（参加学生：歴史文化学科、心理学科）

大手企業などが保有する開放特許の活用を中小・ベンチャー企業に
呼びかけるため、産学官金の支援機関が連携し大学生にアイデアを
募る「知財活用アイデア全国大会2016」に出場するプロジェクト。
本学チーム＜さんちゃん＞は、「温度差発電技術」特許を使った
「家畜の健康管理」を提案しました。学生のアイデアは、家畜に
発電デバイスを取り付け、自身の温度差発電により、電気がない
場所でも、家畜の正確な体調管理をモニタリングできるというも
のでした。
牧場での酪農体験やお話しから酪農家の課題を知り、アイデアに結
びつけました。
地区大会を勝ち抜き出場した全国大会は、全国45校130チームか
ら勝ち上がった13チー
ムが参加、アイデアはど
れも素晴らしく、チーム
＜さんちゃん＞は残念
ながら入賞は逃しました
が、ファイナリスト賞を
いただきました。

地域連携センター×朝日学生新聞社

三茶子育てファミリーフェスタ実施プロジェクト

本学での開催が4年目となった2016年度は朝日学生新聞社との連携が深まり、特に世田谷との
密接な関係をイベントに活かすことが意識されました。プロジェクトは例年通り、築地の朝日新聞
本社の見学と新聞の意義についての講義からスタート、メンバー6名はサマースクール開催に向
けて準備の段階で、
【公共団体・メディア商店街】と【企業・NPO・施設】のグループに分かれ、出
展交渉にも参加させていただきました。
当日は講演会の司会、会場のコンシェルジェ、アルバイト
学生の指導などイベントの裏側も体験することができまし
た。（参加学生：英語コミュニケーション学科、国際学科、心理学科、

第11回目となった「三茶子育てファミリーフェス
タin昭和女子大学」は、今回から学生が企画・運
営するプロジェクトを立ち上げ、学生ボランティ
ア団体ENVOと協力して開催することができま
した。
募集の呼びかけに集まった4学科17名の学生は
前年スタッフとして参加した学生からの改善意
見を参考にしながら、新たな企画や展示ブース
の配置に工夫をこらしました。世田谷区役所や
近隣自治会の協力もあり、来場者数は例年を大
幅に上回りました。（参加学生：日本語日本文学科、

朝小サマースクール実施プロジェクト

福祉社会学科、環境デザイン学科、管理栄養学科）

福祉社会学科、初等教育学科、健康デザイン学科）

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、外国につながる中・高校生の勉強をサポートする活動です。
専門が異なる学科の学生たちが平日の夕方や土曜日の午後に、漢字の学習や日本語の理解不足で解けない数学、社会、理科などの問題を生
徒と一緒に考えて解いています。生徒の出身国はニュージーランド、フィリピン、ウズベギスタンと様々で、休憩時間には生徒の出身国の話を
教えてもらったり、日本での学校生活を紹介しあったり、楽しく交流を深めています。
「三茶子育てファミリーフェスタ」では、生徒と一緒に出身国の遊びを紹介しました。

（参加学生：心理学科、ビジ
ネスデザイン学科）

（参加学生：大学院、英語コミュニケーション学科、現代教養学科、初等教育学科、管理栄養学科）

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

地域連携センター×産直あぐり

地場産業共創プロジェクト −産直あぐりとのコラボ商品開発−

世田谷区のまちづくりに携わる方と昭和信用金庫理事長とが対談するFM世田谷の番組「商店街東奔西 山形県鶴岡市産直あぐりとの連携プロジェクト。女子大生らしい商品の提案・販売に取り組み、
走！」を制作するプロジェクト。用賀にあるFM世田谷スタジオで番組作りのために見学と機材研修を受け、 次年度の学園祭でコラボ商品の発表を目指します。
収録に向けてのインタビュー、台本作成、収録本番での機材操作、番組にも出演します。収録後もスタジオ 今年度は山形県鶴岡市の産直あぐりでの農業体験やフルーツ収穫祭の準備、東京・神楽坂の毘
で音源データの編集作業に取り組みました。
沙門天で９月の産直販売でもお手伝いしました。江戸川区で1月に開催された「寒鱈まつり」での
インタビューの準備の重要さ、また収録中に台本にない内容が飛び出してきた時に、落ち着いて対応する 販売体験では、東京でも鶴岡に繋がる多くの人と話ができたようです。
ことなど、学んだことは多いと思います。
次年度の商品発表に向けてオリジナル商品の企画に入っています。
自分の声が放送電波を通して、世田谷区に届く。これはなか
（参加学生：心理学科、現代教養学科、健康デザイン学科）
なかできない経験です。

（参加学生：歴史文化学科、現代教養学科）

フランス料理のシェフと新メニュー開発に挑戦！
−目指せ！Frizza 1,000レシピ−

地域連携センター×世田谷美術館（世田谷文化財団）×世田谷サービス公社
美術館カフェ・プロデュース 〜舞台は自然あふれる世田谷〜
世田谷美 術館（世田谷文化財団）、世田谷サービス公社と連携し、世田谷美 術館内の「SeTaBi
Café」をプロデュースするプロジェクト。東京オリンピックでアメリカ選手団キャンプ地となる世田谷
を意識する4年間計画。2016年度はその一年目。学生のアイデアで、
『人×アート×カフェ』が融合し
た、新しい憩いの場創りに挑戦します。
今年度の活動は、広報チームとメニューチームに分かれて進めました。
「ゆったりBook Spot」の企
画では学内で本の寄付を募集したところ、153冊の本が集まりました。このコーナーに親しんでいた
だくために栞も制作しました。
また、
「Soup de SeTaBi」の企画は、世田谷のパン屋「シニフィアン・シニフィエ」のバゲットとコラ
ボしたスープを販売するものでした。寒い季節に公園や美術館を訪れる人々にホッとするメニューと
なることと期待しています。

（参加学生：日本語日本文学科、歴史文化学科、初等教育学科）

地域連携センター×鶴岡市役所

鶴岡ガストロノミー・フィールド・ミュージアム 〜インバウンドツアー創出〜
日本初のユネスコ食文化創造都市、山形県鶴岡市を舞台に、食・文
化・歴史を総合的に体験します！鶴岡市全域を「食の博物館」に見
立てて、街の魅力を開拓＆PRする、体験・滞在型プロジェクトで
す。3年間計画のプロジェクトの１年目で、今年は鶴岡を知り、人と
交流し、多くの魅力を発見しました。
1年目は女子大生をターゲットとした鶴岡ツアーの企画提案、2年
目は留学生が鶴岡に行きたいと思うツアーの企画提案、3年目はイ
ンバウンドツアーの企画提案を目標としています。
8月から2月まで月1回計6回の現地研
修で、稲刈りやイカの一夜干し、干し
柿体験など食文化を実際に体験する
ことで、鶴岡の魅力である食・体験・人
をフォトジェニックに紹介し、鶴岡へ
のツアーの企画をまとめることができ
ました。

（参加学生：日本語日本文学科、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）

三軒茶屋の路地裏にある揚げピザ専門店「Cʼest Moi （
! セ・モ
ア！）」との協働で新メニュー開発に挑戦するプロジェクト。
活動の第一歩としてまずは6月「三茶子育てファミリーフェスタ」
で定番メニューを販売、購入者に新作メニュー提案のためのア
ンケート調査を行いました。初めての新作メニュー「ゴロゴロき
のこのバター醤油」と「コトコトきのこのクリームシチュー」を12
月に学内で発表、100個がわずか20分で完売するほど学生に好
評でした。
2017年度は入学式での春向けの新作メニューの販売に意欲を
燃やしており、今後定期的に新作メニューを発表していく計画で
（参加学生：、現代教養学科、環境デザイン学科、管理栄養学科）
す。

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
が、未来のリーダーと成りうる女子高校生に視野を世界へと広げる機会ときっかけを作りたいと、学生
基金によるエッセイコンテストを行いました。テーマは「グローバル社会における、女性の社会進出―
明るい未来のために―」。最優秀賞は米国ボスト
ンへ1週間、Student Ambassadorとして派遣す
ることです。今年は残念ながら最優秀賞を出すこ
とができず、優秀賞としてiPadを贈りました。
基金運営にあたっては焼き菓子やサクランボの学
内販売、秋桜祭での出店、ワインセミナー開催な
どを実施しています。

（参加学生：ビジネスデザイン学科）

世田谷区との連携

昭和女子大学

SHOWA on MEDIA

出前講座＠三茶おしごとカフェ 地域の外国人とのコミュニケーションのために

世田谷区産業振興公社が実施する、就職支援セミナーのひとつとして、出前講座「地域の外国人とのコミュニケーションのために」を5月
13日〜6月3日まで、3回にわたり開催しました。
留学、結婚、労働などの様々な理由で日本語を学ぶ人が増え、ますます需要の高まる日本語教師ですが、実はどんな仕事か知られていな
いのが実情です。講師は本学の日本語日本文学科で日本語教育を専門とされている先生方。講座後の感想では、
「日本語を振り返る面白
さと難しさを知りました。」「外国人にわかりやすい情報の伝え方の方法はためになりました。」「3回ともとてもよい勉強になりました。3
回目の留学生との交流会は色々な刺激となりました。」など次のステップを求める声も多く聞かれました。

2016年8月2日

東京新聞

2016年8月31日

号外

東京新聞

朝刊 19面

「仕事おこしフェアで学生奮闘」と題し、８
月2･3日開催「2016“よい仕事おこし”フェ
ア」に参加した学生たちの様子とインタビ
ューが掲載されました。

「2016“よい仕事おこし”フェア」に参加し
た学生が新聞記者体験をし、号外を発行
しました。

2017年2月6日

城南信用金庫ホームページに学生たちの
取り組みの様子・PDFデータが掲載され
ました。
城南信用金庫と昭和女子大学の学生チー
ムが中小企業を紹介する情報誌
『CONNECT−女子大生の中小企業探訪
記−』を協働で制作・発行しました。
2017年2月23日

第1回「日本語教師の仕事とは」
日本語日本文学科 専任講師 植松 容子

第2回「外国人につたわる日本語とは」
日本語日本文学科 准教授 大場 美和子

第3回「留学生との交流会」
日本語日本文学科 教授

西川

寿美

エコアイデアコンテスト

エフエム世田谷番組制作

世田谷区は10月に二子玉川ライズで「エネフェスせたが
や2016」を開催。本学は世田谷区環境総合対策室エネ
ルギー施策推進課との連携で、初等教育学科の早川陽専
任講師とゼミ生16名が2日間に渡り、
「エコなおもちゃを
作ってみよう！」と題したワークショップを出展しました。
保冷剤を使ったスノードーム、ペットボトルを使った浮枕子、など、お家にあるもの
を使って簡単に作れるおもちゃは全て
学生が考えたものです。
また、早川専任講師が審査員を務めて
いる「エコアイデアコンクール」の表彰
式が行われ、小中学生の考えたアイデ
ア10点の入選作品が紹介されました。
入選７点は本学初等教育学科の学生
たちが形にして、3月に子どもたちにお
渡ししました。

本学のサークル「growあっぷSETAGAYA」が、世
田谷区と区内大学の連携事業でエフエム世田谷番
組制作に参加。1月からアナウンス・機材の研修が
始まり、3月に第1回目の収録がありました。
「Campus Tune @ setagaya」は、女子大生の
視点から世田谷区の気になったこと、女性リスナ
ーに共感してもらいたいことなどを、学生が番組
企 画 から、
取 材 、台 本
構 成 作りま
で番組制作
に 関 わって
います。

2017年2月26日

山形新聞 社会面
鶴岡市春日神社に奉納された「黒川・蝋燭能」（国指定重
要無形文化財）を鑑賞し、学生が山形新聞の取材を受けま
した。二部の交流会では実行委員会の方々から黒川の心に
触れることができました。

城南信用金庫が発行している「ディスク
ロージャー誌」に、城南信用金庫取引先
の 中 小 企 業 を 紹 介 し た 情 報 誌
『CONNECT−女子大生の中小企業探訪
記−』発行に関する記事が掲載されまし
た。

2017年2月1日

地域連携センター

News Letter

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。また、本年度から、地域・社会への貢献を目指す本学の地域連携センター・現代ビジ

ネス研究所・昭和デザインオフィスの3部門を統括する事務部門「昭和リエゾンセンター」が立ち上がり、
活動を支えてくれています。

本年度の地域連携センターの活動の中心は、プロジェクト型協働インターンシップです。これは、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、連携先のご指導の下、学生が主体的に多様な学びの場を作り上げると同時に、社会

1月28日、江戸川区船堀で開催された「寒鱈まつ
り」で学生がお手伝いをし、J:COM夕方のニュー
ス（足立・葛飾・江戸川エリア）でインタビューさ
れた内容が放送されました。

貢献につなげていくものです。このプロジェクト型協働インターンシップは、初年度は2件、2年目は4件が展開されていました。3年目を

迎えた本年度は、7件のプロジェクト型協働インターンシップが展開されただけでなく、学生が自主的に活動しているグローカルなプロ
ジェクトも4件が活動しています。

今年のプロジェクト型協働インターンシップの新しい特徴の一つは、3〜4年の期間を意識しながら積み上げていく形のプロジェクト

です。今一つは、地方自治体と連携した体験・滞在型のものです。プロジェクト型協働インターンシップの多様な可能性を探る年度にな
ったと考えております。

地域連携センターのもう一つの活動である公開講座や三茶おしごとカフェでの出前講座は、地域の方に開かれています。学内教員と

大学院留学生によるベトナムやモンゴルに関しての2回続きの講座は新しい試みでしたが、座学とワークショップ形式で、参加者にも好
評でした。

社会との接点を学生に提供し、地域への貢献を図るだけでなく、プロジェクトの連携先同士を繋ぐことから産まれる新しい形のプロ

平成28年度 公開講座

前期
日本語日本文学科 特任教授 太田

少子化社会への対応

6月11日

ビジネスデザイン学科 特命教授

平成28年度 地域連携活動 事業内容
4 月 ●昭和リエゾンセンター設置
5 月 ●公開講座「湯島天神周辺の坂道を歩く」開催

湯島天神の坂道を歩く

5月21日

鈴子

八代

尚宏

7月2日

ベトナムの世界遺産を発掘する

7月9日

ベトナムの生活と文化

大学院生活機構研究科 教授 菊池

誠一

6 月 ●公開講座「少子高齢化社会への対応」開催
●「三茶子育てファミリーフェスタ in 昭和女子大学 2016」開催
7 月 ●出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施
●公開講座「ベトナムの世界遺産を発掘する」開催
●公開講座「ベトナムの生活と文化」開催
●プロジェクト型協働インターンシップ活動開始

大学院生活機構研究科 教授 菊池

8 月 ●「よい仕事おこしフェア」＠東京国際フォーラム参加
●朝日学生新聞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 2016」開催

10月29日

縄文時代文化研究の最前線

11月5日

毛筆で書く年賀状

10月 ●西武信用金庫と包括的連携・協力に関する協定を締結！
●エネフェスせたがや2016出展
●公開講座「縄文時代文化研究の最前線」開催
●「ビジネスフェアfrom TAMA」＠後楽園ホール参加

誠一
ベトナム人留学生

後期

歴史文化学科

教授 山本

暉久

日本語日本文学科 教授 槍田

良枝（雅号・朝雨）

11月26日 「モンゴル」とモンゴルの伝統文化①
大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
12月3日

「モンゴル」とモンゴルの伝統文化②
大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
大学院生活機構研究科
モンゴル人留学生

2017年4月

センター長挨拶

ジェクトも次年度に向けて構想中です。今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「公開講座プログラム」を開催しています。本学の誇るスペシャリストの講師陣が、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。

3

NO.

11月 ●「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
●公開講座「毛筆で書く書道」開催
●公開講座「モンゴルと伝統文化①−モンゴル人の分布とことば−」開催

NEWS

1 月 ●国土交通省手作り郷土賞発表会にて事例発表
●社会連携型PBL研究部会研究会にて事例発表

3 月 ●朝小サマースクール協働インターンシップ2017募集開始

昭和女子大学地域連携センター

〒154 8533 東京都世田谷区太子堂1 7 57 TEL：03 3411 5522
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●西武信用金庫と包括的連携・協力に関する
協定を締結！
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大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
12月3日

「モンゴル」とモンゴルの伝統文化②
大学院生活機構研究科 教授 フフバートル
大学院生活機構研究科
モンゴル人留学生

2017年4月

センター長挨拶

ジェクトも次年度に向けて構想中です。今後とも、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
地域連携センターでは、毎年一般の方を対象に「公開講座プログラム」を開催しています。本学の誇るスペシャリストの講師陣が、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。
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NO.

11月 ●「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
●公開講座「毛筆で書く書道」開催
●公開講座「モンゴルと伝統文化①−モンゴル人の分布とことば−」開催

NEWS

1 月 ●国土交通省手作り郷土賞発表会にて事例発表
●社会連携型PBL研究部会研究会にて事例発表

3 月 ●朝小サマースクール協働インターンシップ2017募集開始

昭和女子大学地域連携センター

〒154 8533 東京都世田谷区太子堂1 7 57 TEL：03 3411 5522
MAIL：chiiki-renkei@swu.ac.jp 公式Facebookページ：https://www.facebook.com/swu.Chiikirenkei

志摩 園子

●西武信用金庫と包括的連携・協力に関する
協定を締結！

世田谷区内初となる支店を本学キャンパスの隣に開いた西武信用金庫。平成
28年10月24日、本学と包括協定を締結しました。今後は地域活性化に共同で
取り組みつつ、企業や商店と教員・学生による研究や商品開発など、様々なプ
ロジェクト活動に取り組むべく新しい形のプロジェクト型協働インターンシッ
プを模索していきます。
城南信用金庫・昭和信用金庫に次ぐ 3 つ目の連携協定を受けて、大学のダ
イバーシティ推進機構との連携講座・共同研究も期待されます。

12月 ●富士通「知財活用アイディア全国大会」出場
●FM世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
●公開講座「モンゴルと伝統文化②−モンゴル語の伝統文化−」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
●FM世田谷「商店街東奔西走」第２回放送

地域連携センター長

●チームさんちゃんが
「知財活用アイデア
全国大会2016」に出場
12月10日、
「知財活用アイデア全国大会2016」で富士通
の開放特許「温度差発電技術」を活用した本学学生が
提案した「家畜の健康管理」がファイナリスト賞を獲得
しました。

