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所長挨拶
昭和女子大学のＨＰに学生のプロジェクト活動Ｓ−ＬＡＢＯのページがあるのをご存知でしょうか。ここに
は、学生が参加するさまざまなプロジェクト活動が、学生自身の声で発信されています。その中で、このニ
ュースレターで紹介している活動でもっとも特徴的なのは、学科や学年を超えたプロジェクト型協働インタ
ーンシップです。連携先の企業や地方自治体との協働でインターンシップの場を自ら創り出していくのが、
このプロジェクトの魅力です。さらに、プロジェクトのプログラムを通して、連携先の新たなネットワーク
を生み出し、複数の連携先を繋ぐプロジェクトが、展開されているのも更なる可能性につながるものかと思
います。日頃よりご協力くださっている連携先の皆様には、厚く感謝申し上げます。
さて、2016年度より昭和リエゾンセンターが立ち上がり、学生の多様なプロジェクト活動をこれまで以
上に支援する形を作り上げつつあります。支えられる活動には、協働インターンシップのプロジェクトにと
どまらず、教員主導や授業・研究室単位のものも含まれます。テーマも地域活性化、デザイン系、地域連
携、食品系等々、多岐にわたります。
学生の活発で楽しそうに参加する活動風景は、教職員のさらなる積極性にもつながるように思います。
社会との接点を学生に提供し、社会で求められている地域や社会への学内外での貢献活動への挑戦に、今
後とも、ご指導、ご支援をいただけますようお願い申し上げます。
地域連携センター所長

志摩 園子

三茶子育てファミリーフェスタ

第12回 三茶子育てファミリーフェスタ in 昭和女子大学」を開催
2006年に学生が参加する地域子育てプロ
グラムとしてスタートし、今年で12回目とな
るファミリーフェスタ。昨年度から地域連携
センターの学生主体プロジェクトが学生ボラ
ンティア団体ENVOと協力して開催するス
タイルに変更しました。
プロジェクトメンバーは５学科11名で構成さ
れ、マネジメント、イベント、デザインの３チ
ームに分かれて企画を練りました。参加団体
数は46団体（学内21、学外25）と増え、9
号館アリーナを第２会場とし、9号館前を大
学と繋がりのある地域の出展スペースにした
「お祭り広場」など新たな試みが多数みら
れました。
世田谷区役所や近隣自治会の協力もあり、
来場者数は1800名と昨年を大幅に上回り
ました。

〈参加学生：日本語日本文学科、福祉社会学科、
初等教育学科、健康デザイン学科〉

プロジェクト型協働インターンシップ

ソーシャルビジネス 地域連携センター×西武信用金庫
社会的課題の解決に向けて、住民やNPO法人（特定非営利活動法人）、企業などがビ

2017 START

ジネスの手法を用いて取り組む方法を学び、そのためにはどうしたらよいかをインター
ンシップ体験を通して考え、提案します。

西武信用金庫の座学で信用金庫の取り組みやソーシャルビジネスの手法を学び、夏季
休暇期間の1〜2週間でNPO法人や企業など5社に
インターンシップでの現場体験を行いました。
これまで学んだことから、インターン先への課題解
決と西武信用金庫への新規ビジネスの2つの提案
をまとめた冊子『Avenues』を作成しました。
〈参加学生：英語コミュニケーション学科、福祉社会
学科、現代教養学科、ビジネスデザイン学科〉

曽我の里

2017 START

地域連携センター×曽我兄弟遺跡保存会
伝統的な曽我の傘焼きまつりを継承し
ていくことが、地域の人びとにとってど
のような意味をもっているのか、また、
地域を活性化させるのに重要な役割を
果たせるように、伝統の傘焼きまつりの
文化的意味を理解し、自ら、企画・提案
し、広報媒体、運営のマネジメントに取
り組みます。
傘焼きまつり、風魔まつり、梅まつりと
1年を通して、小田 原 市の 行事に参 加
し、小田原市観光課の研修では観光ス
ポットを巡り、歴史を学び、下曽我や小
田原市をどのように盛り上げていくかを
考えました。

〈参加学生：歴史文化学科、英語コミュニ
ケーション学科、心理学科〉
@soga̲no̲sato

三重県多気町

2017 START

地域連携センター×多気町役場

三重県多気町の認知度を上
げるべく、大学と多気町を
つなぎ、東京にいながら応
援するプロジェクト。まちの
広報や情報の発信、物産調
査研究、アンテナショップ
の調査を行い、多気町の魅
力をたくさんの人に知ってもらいます。夏季休暇を利用して、伊
勢〜多気〜松阪女子旅モデルツア
ーを実施し、現地の魅力を知るこ
とができました。
日本橋にある三重テラスで毎年
開催されている「多気町ファン感
謝祭」では、企画運営に関わり、
多気町と三軒茶屋をかけた「多気
茶屋」をオープンしました。来場
されたお客様にふるさと納税の
返礼品を中心に試 食していただ
き、多気町の美味しい特産品をア
ピールし、多気町のファン（ふるさ
と納税者）を増やすきかっけにな
れればと思います。
〈参加学生：現代教養学科〉

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〜
地域連携センター×鶴岡市役所

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した。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年計画2年目のプロジェクトで、今年は「留学生を対象にし
たインバウンドツアーの商品企画」を提案。5月から2月まで
計6回の現地研修では、田植え、孟宗掘り、さくらんぼ狩り、
定置網漁、焼畑農業、野菜収穫、山伏修行などを経験しました。また、昨年プ
ロジェクトに参加していたメンバーが、ボストン留学中に開催された「Japan
festival」で鶴岡のブースを設置し紹介しました。次年度はいよいよ外国人留
学生に募集をかけてツアーを実行します。

〈参加学生：日本語日本文学科、歴史文化学科、福祉社会学科、健康デザイン学科、
食安全マネジメント学科、ビジネスデザイン学科〉
@tsuruokataberu
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情報誌「五反田さんぽ」作成プロジェクト 地域連携センター×城南信用金庫
今年で4回目を迎えた城南信用金庫との協働プロジェクト。今回は城南信用
金庫本店営業部の職員と五反田で評判のお店を紹介した「五反田さんぽ」を

発行しました。城南信用金庫本店でのキックオフで、
「情報誌作成は地元を

元気にするための活動であること」を学び、城南信用金庫主催の“よい仕事お

こし” フェアでは東京新聞のもとで取材体験をさせていただきました。
冊子のコンセプトは「五反田の良さを再発見」。冊子を目にした方が、
「五反
田にはこんなお店をあったんだ」と思い、食べ歩きを通して知らなかった地域
の魅力を知る、そして、
「地域のつながりが広まり、五
反田の街がより盛り上がる」、そういったことを目的に
考えました。
取材したお店は、城南信用金庫のお取り引き先である、
合計14店舗。取材は営業部の方と一緒に取材し、冊子
のデザインは学生が考えました。表紙は手描きのイラス
トでMAPを見てお店まで行けるように工夫しました。
『五反田さんぽ』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：日本語日本文学科、英語コミュニケーション学科、初等教育学科、ビジネ
スデザイン学科〉

特許からアイデア商品を提案 地域連携センター×富士通×昭和信用金庫

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
「知的財産を活用したビジネス創出」大会に出場するプロジェクト。本学のチームは、近年問題となっているSIDS（乳幼児突然死症候群）に着
目し、富士通の特許「顔画像からの脈拍計測技術」を使用した『Care Lover』を提案しました。特徴は、保育園などで睡眠中の乳幼児にかざす
と脈拍と体温を確認でき、保育士さんたちの負担軽減やSIDS対策に繋がる仕組みです。6月のキックオフに始まり、保育園訪問やアイデアのブ
ラッシュアップを重ね、大会に挑
みました。4校8チームが出場した
大会で3位という成果を収めるこ
とができました。

〈参加学生：日本 語日本 文学 科、ビ
ジネスデザイン学科〉

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−

地域連携センター×産直あぐり
今年で2年目を迎える山形県鶴岡
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・開
発・販売に取り組み、学園祭でコラ
ボ商品の発表を目指しました。
2017年3月に学内で、ラッシー、フ
ルーツ今川焼き、ジャム、ギモーヴ
の試作を行い、販売内容を決定。8
月の現地研修では果物農園の見学
や産直あぐりとのミーティングを重
ね、ついにコラボ商品が決定。10月
には価格設定を考慮しながら包装
方法を検討し、ロゴもデザインしま
した。11月の秋桜祭では、「Belle
charme de TSURUOKA」
（鶴岡
のすてきな魅力）という団体
名で出店し、コラボ商品を販
売しました。

FM世田谷「商店街東奔西走」番組制作
地域連携センター
×FM世田谷×昭和信用金庫
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
番組制作のための研修を受け、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、番組にも出演しました。
今年度は第1回目に株式会社加賀谷商会の代表取締役石村正人様、第
2回目に本多劇場グループ代表本多一夫様をゲストに迎え、1回の収録
で1ヶ月の放送分を収録。収録後はスタジオにて音源データの編集作業
も行いました。メディアとして正しい情報を伝えるための情報収集の大
切さ、責任ある行動の大切さを実感すると同時に、出来上がった音源
〈参加学生：現代教養学科〉
を聴いた時は達成感が得られました。

〈参加学生：心理学科、現代教
養学科、健康デザイン学科〉
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プロジェクト型協働インターンシップ

朝小サマースクール実施プロジェクト 地域連携センター×朝日学生新聞社
本学での開催が5年目、プロジェクトとしては3回目となる朝小サマースクール。2017年

度は地域との交流・活性化により力を入れ、学生のアイデアで様々な企画が実施されま

した。新たな試みとしては、三軒茶屋にある地元商店街の出張商店街の出店交渉し、
パン屋さんと八百屋さんが参加してくれました。
広報活動にも力を入れ、東急田園都市線駅構内
へのポスター掲載、エフエム世田谷の番組生出演
など、すべて学生が交渉を行い、実現したもので
した。
これらの活動が来場者増につながり、当日の会場
はどこも大賑わいで、充実したものとなりました。
〈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、国際学科、現代教養学科〉

美術館カフェ・プロデュース 〜舞台は自然あふれる世田谷〜

@SeTaBiCafe̲SWU

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
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で、5年間計画の2年目。今年は美術館
が7月から工事に入り、併設のカフェも閉鎖となりました。1月のリニューアルに向けて、国内外計24か所の
美術館カフェに足を運び、人×アート×カフェが融合した新しい憩いの場としてカフェ認知度の向上、集客
率アップに向け、メニューや内装、サービス、宣伝普及活動などの視点から具体的に提案をしました。
1月13日から始まったパリジェンヌ展とのコラボスイーツのネーミングをさせていただき、パリジェン
ヌたちの輝きを表す「Rêve de Paris」
（パリの夢）と名付けました。20代女性をターゲットにインスタ映
えやSNSでの拡散を狙います。今後はステンシールシートを使ったラテアート、ランチョンマットのデザイン
〈参加学生：日本語日本文学科、歴史文化学科、環境デザイン学科〉
も企画中です。

世田谷美術館パリジェンヌ展
記者体験

地域連携センター
×世田谷美術館×NHKプロモーション

世田谷美術館にて1月13日から4月1日まで「ボストン美術館
パリジェンヌ展」を開催しました。
パリという魅力あふれる都市に生きる女性、パリジェンヌ。ボ
ストン美術館が所有する作品約120点を展示し、18世紀から
20世紀のパリを体現する女性たちの姿に迫る企画です。
開館に先駆け、前日1月12日に報道内覧会が行われ、様々な
形でコラボをさせていただきました世田谷美術館から、本学
に内覧会での記者体 験のご
案内があり、報道者内覧会に
学生4名が参加しました。雑
誌記者の方たちに混じって学
生が、学報やSNSで広報しま
した。
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八角堂

地域連携センター×世田谷産業振興公社観光課
八角堂は「ぷらっとSPOT〜世田谷区観光情報発信センター」の名称で、
2017年9月から、月1〜2回のペースで、学生がイベントをPRしています。
2020年東京オリンピックの年に向けて、今後も八角堂を拠点とした「観光
案内＠三軒茶屋プロジェクト」は続いていきます。
9月30日 秋桜祭実行委員会
ＰＲ：「区政85周年」
10月14日 女子高校生に世界を見てもらおう！プロ
ジェクト（ビジネスデザイン学科前田ゼミ）
ＰＲ：「三茶de大道芸」
焼き菓子ホロホロ販売
11月5日 ビジネスデザイン学科1年基礎ゼミ
ＰＲ：「第12回世田谷246ハーフマラソン」
11月18日 ＰＲ：第37回区民ふれあいフェスタ
12月2日 ビジネスデザイン学科1年基礎ゼミ
ＰＲ：ボロ市
1月15･16日 美術館カフェプロデュース・プロジェクト
ＰＲ：せたがや美術館パリジェンヌ展

プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会

学生が企業や地域と一緒に社会活動する「プロジェクト型協働インターンシップ」。目標を設定し、課題を発見
し、成果を積み上げるこのプロジェクト活動は3年目を迎えます。

2017年度は個性ある10のプロジェクトに参加した学生74

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。関係者の皆様のご支援のも
と、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。
懇親会では指導にあたった関係者やアドバイザーの先生と
歓談する姿も見られました。
各プロジェクトの活動状況はS-LABOで随時更新中です。

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！
−エッセイコンテスト−

全国の女子高校生からエッセイを募り、最優秀賞者の米国ボストン留学を支援する活動として、今
年で5回目を迎えました。
「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立ち上げた、
学生基金によるエッセイコンテスト。今年度のテーマは「女性活躍
推進の過去と未来」。最優秀賞受賞者は副賞として本学ボストン
校で9日間のHigh School Youth Ambassadorプログラムに参
加しました。
研修費用はプロジェクトの学生が子育てフェスタやオープンキャ
ンパス、八角堂で世田谷区の焼き菓子を販売したり、教職員向け
のワインセミナーなどを実施し、渡航費を集めました。

〈参加学生：日本語日本文学科、ビジネスデザイン学科〉

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。生徒の出身国はオーストラリアやニュージ
ーランド、中国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。
こうした活動の他、子どもたちの現状などを学生同士で研究する
勉強会も開催しました。
〈参加学生：大学院、英語コミュニケーション学科、初等教育学科〉

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−

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。
4 月の入学式からスタートし、毎月学生考案メニューを学内で販売してきました。試作では店長の
ご指導の下、初めて自分たちで作ったフリツァは格別に美味しかったそうです。
メンバーが 17 名
に増えたことで、3 チームに分かれて競い合ったり、広報班を設置し SNS での広報活動もに力
をいれました。
昨年からの念願であった秋桜祭出店では野外で電子レンジを使用できないこともあ
り、温めなくても美味しく、すぐに提供できる新商品を考案しました。
そして完成した
のが、フリッツァの生地に具材をサンドして食べる「フリッツァサンド」。フリッツァの
モチモチの生地を堪能できるフードになりました。
〈参加学生：健康デザイン学科、管理栄養学科、食安全マネジメント学科、ビジネスデザイ
ン学科〉
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学生向け特別セミナー

プロジェクト参加学生向け特別セミナーを開催
プロジェクトに参加した学生向けに特別セミナーを３回開催しました。
第１回「企業から学べること」

第２回「ロジカルコミュニケーション（基礎編）」

第３回「ロジカルコミュニケーション（実践編）」
ビジネスにおいて活用される手法「ピラミッドストラクチャー」は、会議やプレ
ゼン、メールなど様々な場面で使われます。自分が相手に伝えたいことを論理
的に話すことが大切であると学びました。
また企業とのやりとりをする上で、メールや文書の書き方、話し方などをワー
クショップ形式で具体的に学び、就活に役立つ内容でした。
▶社会で求められている能力・
スキルを理解する
▶相手に伝わりやすいメッセー
ジの作り方を理解する
▶メッセージの作り方の基本的
な 型を 理 解し、就 活 のES・
面接に生かす

秋桜祭

「第25回 秋桜祭」に参加

第25回秋桜祭に地域連携センターとしては過去最多の4
つのプロジェクトが参加し、コラボメニューの販売や展示
を行いました。
また、サポーターズクラブ主催イベントでは、第2部「学生
による企業や自治体とコラボレーションしたプロジェクト
発表」において、Cʼest Moi ! プロジェクトが活動内容を発
表しました。

岡
って鶴
こしゃ

参加団体

こしゃって鶴岡（展示・販売）

Belle charme de TSURUOKA（展示・販売）
曽我の里プロジェクト（展示・販売）
Cʼest Moi !

新メニュー開発！（販売）

Bell

rme
e cha

de TS

URUO

KA

ェクト
プロジ
里
の
曽我
発！
ュー 開
新メニ
!
i
o
M
Cʼest
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公開講座

平成29年度公開講座

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。
前期

5月27日

昭和キャンパスの自然

6月10日

『源氏物語』の自然描写

現代教養学科 教授 常喜

豊

日本語日本文学科 大学院文学研究科 教授

胡

7月1日

江戸時代女性の化粧道具と折形

7月8日

ベトナムの伝統的衣服

初等教育学科 准教授

秀敏

豊田 千明

環境デザイン学科 教授 谷井 淑子

後期

10月14日

ベトナム伝統集落の
まちづくりに参加しよう

環境デザイン学科 教授 友田 博通

11月18日

食と健康を考える

11月25日

はじめての日本画

12月2日

ジェイン・オースティンと女性たち

管理栄養学科 教授

横塚 昌子

初等教育学科 専任講師 早川

陽

英語コミュニケーション学科 教授 金子 弥生

せたがやｅカレッジ
世田谷区内の5つの大学（国士舘大学・駒澤大学・昭和女子大学・東京農業大学・東京都市大学）と世田谷区教育委員会が協働で2004年に
「せたがやｅカレッジ」を設立。世田谷の豊かな知識財を、インターネットで区民や全国に向けて発信し、文化創造型の新しい学習サービスの創
設に取り組んでいます。
Webサイト：http://setagaya-ecollege.com/

出前講座

出前講座＠三茶おしごとカフェ ̶女性が社会で輝くために̶

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「女性が社会で輝くために」が11月2日〜12月15日まで、3回に
わたり開催されました。
日常となってしまっている身のまわりのことや生活の姿勢を少し意識するだけで、元気が出たり、自信を持てたり。講師はそれぞれの分野を専門
とする先生方。
講座後の感想では、
「とても勉強になりました。まだまだお話しを聞いてみたいです。」「化粧の持つ可能性を感じました。」「相手を思う気持ち
と想像力を意識しようと思います。とても前向きになれました」等、好評を博しました。

第1回 敬語の使い方「敬語表現と配慮」

日本語日本文学科 准教授 嶺田 明美

第2回

化粧の心理学

健康デザイン学科 教授

圷 信子

第3回 社会でのマナー

「よりよい人間関係を築くために」

ビジネスデザイン学科 教授 飴善 晶子

News Letter no.4

7

SHOWA on MEDIA

2017年5月14日

山形新聞
プロジェクトメンバー５名と台 湾から
の留学生モニターが５月に現地研修を
行い、山形新聞の取材をうけました。
2017年11月15日 山形新聞
3年計画の概要と、最終年度と
なる来年の目標など、プロジェ
クト活動が紹介されました。

2017年8月22日 東京新聞 号外
「2017 “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10月6日
広報つるおか特集号
鶴岡市決算特集

メンバーが 現 地研 修で
だだちゃ豆の収穫体験
を行った際の写真が表
紙に採用されました。

2017年8月9日 荘内日報
荘内日報ＨＰより

現地で学生が「民田ナス」を使
った 浅 漬け作りを 体 験 する様
子が掲載されました。

2018年2月11日 小田原市タウンワーク誌
「曽我別所梅まつり」の会場で、プロジェクト
メンバーの6名が缶バッジ作りなどを体験で
きるワークショップを行い、学生のインタビュ
ーが掲載されました。

平成29年度 地域連携活動 事業内容
5 月 ●公開講座「昭和キャンパスの自然」開催
6 月 ●公開講座「『源氏物語』の自然描写」開催
●「三茶子育てファミリーフェスタ in 昭和女子大学 2017」開催
●プロジェクト型協働インターンシップ活動開始
7 月 ●公開講座「江戸時代女性の化粧道具と折形」開催
●公開講座「ベトナムの伝統的衣服」開催
8 月 ●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 2017」開催
●「よい仕事おこしフェア」＠東京国際フォーラム参加
9 月 ●せたがやｅカレッジ公開講座開催
10月 ●公開講座「ベトナム伝統集落のまちづくりに参加しよう」開催
11月 ●「ビジネスフェア from TAMA」＠後楽園ホール参加
●出前講座＠「三茶おしごとカフェ」計３回実施

お問い合わせ ● 昭和リエゾンセンター

11月 ●秋桜祭参加
●「女子高校生に世界を見てもらおう！」
プロジェクトによるエッセイコンテスト表彰式
●公開講座「食と健康を考える」開催
●公開講座「はじめての日本画」開催
●富士通「知的財産を活用したビジネス創出」大会出場
12月 ●FM世田谷「商店街東奔西走」第１回放送
●公開講座「ジェイン・オースティンと女性たち」開催
●特別セミナー「ロジカルコミュニケーション（基礎編）」
1 月 ●世田谷美術館「ボストン美術館パリジェンヌ展」報道内覧会参加
●特別セミナー「ロジカルコミュニケーション（実践編）」
2 月 ●プロジェクト型協働インターンシップ成果報告会
●鶴岡市市政報告会参加
3 月 ●FM世田谷「商店街東奔西走」第２回放送

〒154 8533 東京都世田谷区太子堂1 7 57 TEL：03 3411 5522
MAIL：liaison-center@swu.ac.jp 公式Facebookページ：https://www.facebook.com/swu.Chiikirenkei/
S-LABO 学生プロジェクトサイト：https://slabo.swu.ac.jp/

