公開講座

平成26年度

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。
平成26年度前期のテーマは「健康応援講座」。学外からも専門の講師を招き、9回にわたって実施しま
した。後期は、本学の誇るスペシャリストの先生方が、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。

特別公開講座
前

期

後

テーマ：健康応援講座

研究所副所長、再生医療センター長 梅澤

明弘

自分の理想体重を見つけよう

講師●生活科学部健康デザイン学科 教授

江崎

治

6月21日 アレルギー疾患は治るのか？
講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

研究所副所長 斎藤

博久

教授 高尾

哲也

森髙

初惠

健康と食べ物の味

講師●生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授

楽しく運動をすると健康になる

講師●生活科学部健康デザイン学科 准教授

白川

哉子

7月12日 健康増進のための簡単レシピ ̶調理実習̶
原

正美

7月19日 サプリメントや健康食品の情報と

正しい使い方

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

山﨑

大治

7月26日 何となくに気をつけよう！
̶食べると歩くは異口同音̶

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

海老沢

秀道

講師●人間社会学部現代教養学科 大学院生活機構研究科

業

オープンカレッジ

教授

常喜

生涯学習施設

世田谷区

公的機関

（包括協定）

ソーシャル
セクター

山本

晶子

■平成26年度

ハイドンと東欧のフォークロア
教授

永岡

ハイドンの音楽に見え隠れする
ハンガリーの民族音楽。謎多き
ハイドンの生い立ちから、ヨー
ロッパの歴史を絡めて、壮大な
お話を伺うことができました。

志摩
平尾

園子
澄子

ほとんどの女性が職業を持つスウェー
デン。とてもシンプルで合理的な家庭
料理を、実際に調理・試 食して楽しん
でいただきました。

2月28日

江戸城のインテリア

講師●人間社会学部現代教養学科 助教

徳川家康に所縁のあるご先祖
を持つ小粥先生。鮮やかな CG
画像により、江戸城内の探検
をバーチャル体験しました。

都

小粥

祐子
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現代ビジネス研究所

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の推進を通して、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、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。
本センターは、
「地域連携活動」
「オープンカレッジ」
「キャリアカレッジ」を活動の３つ

事業内容

の柱としています。

オープンカレッジ

地域連携活動

4月

春期講座開講

5月

特別公開講座「再生医療」開催

世田谷区と連携協力に関する包括協定締結

6月

特別公開講座「自分の理想体重を見つけよう」
「アレルギー疾患は治るのか？」
「健康の情報・広告を読みとく」開催

学生基金プロジェクト「さくらんぼ販売」

7月

夏期講座開講
特別公開講座「健康と食べ物の味」
「楽しく運動をすると健康になる」
「健康増進のための簡単レシピ」
「サプリメントや健康食品の情報と正しい使い方」
「何となくに気をつけよう！」開催

8月

冬のスウェーデン家庭料理

スウェーデン料理研究家

大学・大学院・研究所

昭和女子大学

狂言を楽しむ

講師●人間社会学部現代教養学科 教授

女性のための
ビジネススクール

図書館

講師●人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科

1月31日

地域との窓口・
大学内の人的資源と連携

キャリアカレッジ

1

NO.

センター長挨拶
コミュニティー
サービスラーニング

狂言は元々お 笑いの寸劇のような
ものとのこと。舞台の使われ方や、
表現の決まり事などをわかりやすく
教えていただき、「蝸牛」をビデオ
鑑賞しました。

12月13日

地域連携センター

豊

「街歩き自然観察」の方法を教
えて い た だ い た 後、「昭 和 之
泉」などキャンパス内の観察ス
ポットを散策。通いなれたキャ
ンパスを、“自然”といういつも
とは違う視 点で見ることがで
きました。

講師●人間文化学部日本語日本文学科 准教授

講師●生活科学部健康デザイン学科 大学院生活機構研究科

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

期

11月15日

6月21日 健康の情報・広告を読みとく

7月5日

企

10月25日 昭和キャンパスの自然を見る

講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

7月5日

地域連携センター

■センター 概要

※講師の肩書きは平成 26 年度のものです。

5月31日 再生医療
6月7日

昭和女子大学

地域連携センターについて

キャリアカレッジ

「地域連携活動」では、2014年5月に世田谷区と包括協定に調印、地域連携交流会議を設置しました。世田谷区との連携以
外に、企業、省庁、ＮＰＯ等の活動も展開、例えば、企業とはプロジェクト型協働インターンシップ、イベント開催、外務省と在京
ンカレッジ」は、学ぶ意欲のある全ての方々にさまざまな学習の機会を提供することを目的として開講、27年目を迎えています。
「キャリアカレッジ」は、女性の起業支援講座や企業内でのマネジメントに関わりたい女性の自己実現の支援を目的とし、日本
地域に開かれた場づくり、大学外との協働事業、本学の学生・教職員による社会貢献の実践を通して、関わってくださる皆

第1回地域連携交流会議実施
世田谷区と区内大学学長との懇談会に出席

様とともに社会の要請に応えていき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。

10月

秋期講座開講
特別公開講座
「昭和キャンパスの自然を見る」開催

城南信用金庫協働インターンシップ活動開始
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第1回実施
学生基金によるエッセイコンテスト

ビジネス基礎講座・
ステップアップ実践講座開講

11月

特別公開講座「狂言を楽しむ」開催
特別公開講座番外編
「ジャマイカという国そして人」開催

学生グローカルプロジェクト
「モンゴルの暮らしと遊び」開催
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第2回実施

公開シンポジウム
「子育てしながらキャリアを創る」開催

12月

特別公開講座「ハイドンと東欧のフォークロア」開催

国際シンポジウム
「Women can Change the World」開催
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第3回実施

ビジネス基礎講座・
ステップアップ実践講座第１期修了

冬期講座開講
特別公開講座「冬のスウェーデン料理」開催

2月

特別公開講座「江戸城のインテリア」開催

地域連携センター長

講演会
「女性の活躍で日本を変える！」開催
起業家養成実践講座第１期修了

9月

1月

大使館との国際シンポジウムの開催、学生提案の自主プロジェクト、留学生、学生、市民との交流等を展開しています。
「オープ

で初めて大学が開設した「女性のためのビジネススクール」です。

「よい仕事起こしフェア」＠東京国際フォーラム参加
「朝小サマースクール in 昭和女子大学」
参加

夏休み子ども講座インターンシップ実施

起業家養成実践講座開講

NEWS 世田谷区と包括協定を締結！
2014年5月28日、世田谷区と昭和女子大学は、それぞれのもつ資源や特色を生か
しながら、相互に連携・協力するとともに、地域の課題解決と地域社会の発展に寄
与することを目的に、包括協定を締結しました。
昭和女子大学の教育研究資源を提供し、地域や企業と共同で教育研究活動に取
り組むことで、社会と一体となり、信頼・支持される学園を目指します。

城南信用金庫協働インターンシップ
「さんちゃさんぽ」完成発表会
朝小サマースクール協働インターンシップ活動開始
（学生部）世田谷区と連携協力に関する覚書締結

包括協定締結式
講演会「女性がやりたいことを
実現する起業」開催

3月

志摩 園子

昭和女子大学地域連携センター
月〜土曜：9時30分〜17時00分
〒154-8571 東京都世田谷区太子堂1-7-57 正門横：昭和女子大学オープンカレッジ棟3階

TEL：03-3411-5522 FAX：03-3411-5130
MAIL：chiiki-renkei@swu.ac.jp
公式Facebookページ：https://www.facebook.com/swu.Chiikirenkei

2015年2月16日、世田谷区と
昭和女子大学は、若者支 援の
分野（相談・就労支援、居場所
事業）において地域社会の持続
的な発 展に資 することを目的
に、連携協力に関する覚書を締
結しました。
（学生部）

第１回地域連携交流会議

包括協定に基づき、大学と自治体等とで実践す
る協働事業の情報共有の場として「地域連携交流
会議」が設置され、7月9日、第１回交流会議が開催
されました。協働事業の実施に向けて活動を開始
することを確認しました。

連携協力に関する覚書締結式

世田谷区との連携

プロジェクト

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
世田谷区就労支援センターのお仕事カフェにて、出前公開講座「地域の外国人との
コミュニケーションのために」が10月30日〜12月4日まで3回にわたり開催されま
した。受講の募集を開始して1日で予約が満席になったほど、関心を持たれている
「日本語教師」。近年の外国人労働者の増加に伴い、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。
本講座の講師は、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。
第1回の「日本語教師のお仕事とは」で植松容子助教の日本語教師の仕事の説明から
始まり、第2回の「外国人に伝わる日本語」では、大場美和子准教授から、実際に外
国人に何かを説明するときのコツを。第3回の「留学生との交流会」では西川寿美教
授と本学の留学生に参加してもらい、2回目までに学んだことを生かして、日本語の
習熟レベル別の会話について学んでいただきました。
参加された方々からは「留学生のレベルを鑑み、日本語教育に参加したくなった。」
「交流だけでなく、日本語教師へ近づく上でのノウハウについての講話もあって参考
になった。」「３回とも出席したが、どれもいいセミナーでした。なぜ海外の方が日本
に来るのか理解できたような気がしました。」など日本語教育へさらなる関心の声が
寄せられ、講師陣も普段学生に教えるのとは違う手ごたえ
を感じたようです。

学生グローカルプロジェクト

モンゴルの暮らし ― 子どもの遊び
〜モンゴル伝統のおもちゃ「ジャガイ」で遊ぼう〜
昭和女子大学では、様々な国からの留学生が一緒に学んでいますが、その国のひとつが「モンゴル」で
す。日本人に顔もよく似た「モンゴル」の人たち。相撲などを通して、日本とかかわりの深い「モンゴル」
ですが、知らないことも沢山あります。
今回は学生グローカルプロジェクトの一環として、かやぶき屋根から故郷を思い出したモンゴル人留
学生が中心となり、世田谷区教育委員会と世田谷トラストのご協力の下「次大夫堀民家園」を会場とし
て、モンゴルに古くから伝わる「ジャガイ」という遊びを紹介しました。
（参加学生：生活機構研究科、現代教養学科、初等教育学科）

インターンシップ

第 2 回学生基金による
女子高校生対象のエッセイコンテスト

オープンカレッジ
「夏休みこども講座」インターンシップ

海外へ目を向け、考えようとする女子高校生を応援するため、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「世界の中の日本―私が語る震災」。
基金運営にあたってはさくらんぼやラ・フランスの学内販売（鶴岡産直あぐり協
力）
、
ショップ・プレリュードとの連携、
チャリティーコンサート開催などを実施。
優勝者は副賞として９日間のボストン・キャンパスでのプログラムに参加してい
ただきました。広い視点で世界を見つめ、自らを飛躍させる契機になったのでは
ないでしょうか。
（参加学生：現代教養学科）

オープンカレッジが毎年夏休みに多数開講してい
る子供向け講座。2014年度は初めてインターン
シップを受け入れました。始めは戸惑いのあった
学生も、最後には「先生、先生！」と大人気。いろ
いろなジャンルの講座を通して、子どもたちとの
触れ合いを楽しんでくれたようです。
（参加学生：初等教育学科、
日本語日本文学科）

さくらんぼ販売

ジャガイ

＜優勝者のコメント＞
今回のボストン行きは初めての海外体験でしたが、皆様のおか
げで安全に楽しく有意義な9日間を過ごすことができました。
現地の高校生との交流や領事館訪問などを通して、貴重な体
験をさせていただき、感謝しています。

次大夫堀民家園
秋桜祭での表彰式

2014朝小サマースクール in 昭和女子大学
８月 20・21 日の２日間、夏休みの子どもたちのお楽しみ「朝小サマースクール」に、
本学からも出展参加しました。

講座の様子

イベント

日・カリブ
交流年

日・ジャマイカ
記念シンポジウム
外交樹立50周年

Women can Change the World
2014年日・ジャマイカ外交樹立50周年と日・カリブ交流年を記念して、男女とも
に活躍できる社会について考える機会を提供するとともに、半世紀に亘る両国の
友好関係の一層の強化と相互理解の促進を目的としたシンポジウムを開催しました。
パネリストは、ジャマイカのシャロン・フォルケス国務大臣、猪口邦子参議院議員、
弓削昭子法政大学教授（元UNDP駐日代表）、坂東眞理子本学学長（モデレータ
ーも）。
全て英語で行われたシンポジウムには、CIE の「グローバルネットワーク」などを活
用して募集した学生が記録と運営のスタッフとして参加。学生が自らの言葉に訳し
た講演内容は、後日報告書としてまとめられました。
（参加学生：英語コミュニケーション学科、国際学科、現代教養学科、ビジネスデザ
イン学科、管理栄養学科、日本語日本文学科、初等教育学科）

〈パネリスト〉

フォルケス国務大臣

弓削氏

特別公開講座番外編

KIDS カルトナージュ

昭和女子大学地域連携センター × 城南信用金庫

プロジェクト型協働インターンシップ

2014年度初めての試みとして、城南信用金庫企画部様の全面的なご協力のもと、プ
ロジェクト型協働インターンシップを実施しました。内容は学生企画の地域情報誌を
ゼロから作り上げること。コンセプト決定や誌面構成、取材、記事作りまですべて学生
が行い、情報誌「さんちゃさんぽ」が完成。2月にはお世話になった方々をお招きして
発表会も行いました。
日経新聞や東京新聞などにも、企業との協働
インターンシップという新たな取り組みが紹
介され、参加した学生たちからは、
「プロジェク
ト型インターンシップははっきり言って大 変
だった！でもその分、今の自分に足りない部分
や、自分の良いところを見つけ出す良い機会
になった。
」
「取材や記事づくりを通して、人と
のつながりの大切さを知り、自信につながっ
た。」などの感想が寄せられました。
（参加学生：現代教養学科、日本語日本文学
科、
国際学科）

「さんちゃさんぽ」発表会

「さんちゃさんぽ」

ジャマイカという国そして人
国 際シンポジウムのプレ
イベントとして、ジャマイ
カ大 使 館よりアリコック
駐日大使をお招きし、ジャ
マイカの文化や人、日本と
ジャマイカの共通点、異な
る点など、大使が日本に
来て感じたことをうかが
いました。

猪口氏

坂東学長

健康デザイン学科・管理栄養学科は、
学食ソフィアでの「健康 “美” プロジェ
クト」H&B メニュー。ソフィアのテー
ブルでは、栄養満点な「大豆とトマト
のドライカレー」を親子で楽しむ姿が
見られました。

KIDS クッキング

初等教育学科からは、
「プラ板キーホルダー」
と「カラフルスライム」づくり。大変な盛況で、
用意していた一日分の材料500人分＋αがあ
っという間になくなりました。
取材の様子
お世話になった皆さんと

管理栄養学科、森髙先生と飯野先生の「食べ
るってどういうこと？」。
4 種類の高価な機械を教室に持ち込み、子ど
もたちも実際に分析に挑戦。中には、数千万
円もする機械も！
リカルド・アリコック
駐日大使

第 2 弾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」発動！
2015年度は、第2弾として、毎年昭和女子大学を会場に開催される「朝小サマースクール」の実施プロジェク
トがスタートしています。朝日学生新聞社様との協働で、コンテンツ企画からスポンサーとの交渉、当日の運
営まで、学生メンバー6名が挑戦します。どんなイベントになるのか、夏が楽しみです。
（参加学生：初等教育学科、現代教養学科、福祉社会学科）

他にも、歴史文化学科は光葉博物館で世界の仮
面を展示、中高部は「女子高の授業を受けてみよ
う。作ろう！多面体（数学）」や「女子高のクラブ活
動 を 体 験しよう。踊 ろう！チアダ ンス（ダ ンス
部）」など、昭和学園の魅力満載の 2 日間でした。

キックオフミーティング

朝日学生新聞社訪問

世田谷区との連携

プロジェクト

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
世田谷区就労支援センターのお仕事カフェにて、出前公開講座「地域の外国人との
コミュニケーションのために」が10月30日〜12月4日まで3回にわたり開催されま
した。受講の募集を開始して1日で予約が満席になったほど、関心を持たれている
「日本語教師」。近年の外国人労働者の増加に伴い、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。
本講座の講師は、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。
第1回の「日本語教師のお仕事とは」で植松容子助教の日本語教師の仕事の説明から
始まり、第2回の「外国人に伝わる日本語」では、大場美和子准教授から、実際に外
国人に何かを説明するときのコツを。第3回の「留学生との交流会」では西川寿美教
授と本学の留学生に参加してもらい、2回目までに学んだことを生かして、日本語の
習熟レベル別の会話について学んでいただきました。
参加された方々からは「留学生のレベルを鑑み、日本語教育に参加したくなった。」
「交流だけでなく、日本語教師へ近づく上でのノウハウについての講話もあって参考
になった。」「３回とも出席したが、どれもいいセミナーでした。なぜ海外の方が日本
に来るのか理解できたような気がしました。」など日本語教育へさらなる関心の声が
寄せられ、講師陣も普段学生に教えるのとは違う手ごたえ
を感じたようです。

学生グローカルプロジェクト

モンゴルの暮らし ― 子どもの遊び
〜モンゴル伝統のおもちゃ「ジャガイ」で遊ぼう〜
昭和女子大学では、様々な国からの留学生が一緒に学んでいますが、その国のひとつが「モンゴル」で
す。日本人に顔もよく似た「モンゴル」の人たち。相撲などを通して、日本とかかわりの深い「モンゴル」
ですが、知らないことも沢山あります。
今回は学生グローカルプロジェクトの一環として、かやぶき屋根から故郷を思い出したモンゴル人留
学生が中心となり、世田谷区教育委員会と世田谷トラストのご協力の下「次大夫堀民家園」を会場とし
て、モンゴルに古くから伝わる「ジャガイ」という遊びを紹介しました。
（参加学生：生活機構研究科、現代教養学科、初等教育学科）

インターンシップ

第 2 回学生基金による
女子高校生対象のエッセイコンテスト

オープンカレッジ
「夏休みこども講座」インターンシップ

海外へ目を向け、考えようとする女子高校生を応援するため、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「世界の中の日本―私が語る震災」。
基金運営にあたってはさくらんぼやラ・フランスの学内販売（鶴岡産直あぐり協
力）
、
ショップ・プレリュードとの連携、
チャリティーコンサート開催などを実施。
優勝者は副賞として９日間のボストン・キャンパスでのプログラムに参加してい
ただきました。広い視点で世界を見つめ、自らを飛躍させる契機になったのでは
ないでしょうか。
（参加学生：現代教養学科）

オープンカレッジが毎年夏休みに多数開講してい
る子供向け講座。2014年度は初めてインターン
シップを受け入れました。始めは戸惑いのあった
学生も、最後には「先生、先生！」と大人気。いろ
いろなジャンルの講座を通して、子どもたちとの
触れ合いを楽しんでくれたようです。
（参加学生：初等教育学科、
日本語日本文学科）

さくらんぼ販売

ジャガイ

＜優勝者のコメント＞
今回のボストン行きは初めての海外体験でしたが、皆様のおか
げで安全に楽しく有意義な9日間を過ごすことができました。
現地の高校生との交流や領事館訪問などを通して、貴重な体
験をさせていただき、感謝しています。

次大夫堀民家園
秋桜祭での表彰式

2014朝小サマースクール in 昭和女子大学
８月 20・21 日の２日間、夏休みの子どもたちのお楽しみ「朝小サマースクール」に、
本学からも出展参加しました。

講座の様子

イベント

日・カリブ
交流年

日・ジャマイカ
記念シンポジウム
外交樹立50周年

Women can Change the World
2014年日・ジャマイカ外交樹立50周年と日・カリブ交流年を記念して、男女とも
に活躍できる社会について考える機会を提供するとともに、半世紀に亘る両国の
友好関係の一層の強化と相互理解の促進を目的としたシンポジウムを開催しました。
パネリストは、ジャマイカのシャロン・フォルケス国務大臣、猪口邦子参議院議員、
弓削昭子法政大学教授（元UNDP駐日代表）、坂東眞理子本学学長（モデレータ
ーも）。
全て英語で行われたシンポジウムには、CIE の「グローバルネットワーク」などを活
用して募集した学生が記録と運営のスタッフとして参加。学生が自らの言葉に訳し
た講演内容は、後日報告書としてまとめられました。
（参加学生：英語コミュニケーション学科、国際学科、現代教養学科、ビジネスデザ
イン学科、管理栄養学科、日本語日本文学科、初等教育学科）

〈パネリスト〉

フォルケス国務大臣

弓削氏

特別公開講座番外編

KIDS カルトナージュ

昭和女子大学地域連携センター × 城南信用金庫

プロジェクト型協働インターンシップ

2014年度初めての試みとして、城南信用金庫企画部様の全面的なご協力のもと、プ
ロジェクト型協働インターンシップを実施しました。内容は学生企画の地域情報誌を
ゼロから作り上げること。コンセプト決定や誌面構成、取材、記事作りまですべて学生
が行い、情報誌「さんちゃさんぽ」が完成。2月にはお世話になった方々をお招きして
発表会も行いました。
日経新聞や東京新聞などにも、企業との協働
インターンシップという新たな取り組みが紹
介され、参加した学生たちからは、
「プロジェク
ト型インターンシップははっきり言って大 変
だった！でもその分、今の自分に足りない部分
や、自分の良いところを見つけ出す良い機会
になった。
」
「取材や記事づくりを通して、人と
のつながりの大切さを知り、自信につながっ
た。」などの感想が寄せられました。
（参加学生：現代教養学科、日本語日本文学
科、
国際学科）

「さんちゃさんぽ」発表会

「さんちゃさんぽ」

ジャマイカという国そして人
国 際シンポジウムのプレ
イベントとして、ジャマイ
カ大 使 館よりアリコック
駐日大使をお招きし、ジャ
マイカの文化や人、日本と
ジャマイカの共通点、異な
る点など、大使が日本に
来て感じたことをうかが
いました。

猪口氏

坂東学長

健康デザイン学科・管理栄養学科は、
学食ソフィアでの「健康 “美” プロジェ
クト」H&B メニュー。ソフィアのテー
ブルでは、栄養満点な「大豆とトマト
のドライカレー」を親子で楽しむ姿が
見られました。

KIDS クッキング

初等教育学科からは、
「プラ板キーホルダー」
と「カラフルスライム」づくり。大変な盛況で、
用意していた一日分の材料500人分＋αがあ
っという間になくなりました。
取材の様子
お世話になった皆さんと

管理栄養学科、森髙先生と飯野先生の「考え
てみよう！ 食べるってどういうこと？」。
4 種類の高価な機械を教室に持ち込み、子ど
もたちも実際に分析に挑戦。中には、数千万
円もする機械も！
リカルド・アリコック
駐日大使

第 2 弾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」発動！
2015年度は、第2弾として、毎年昭和女子大学を会場に開催される「朝小サマースクール」の実施プロジェク
トがスタートしています。朝日学生新聞社様との協働で、コンテンツ企画からスポンサーとの交渉、当日の運
営まで、学生メンバー6名が挑戦します。どんなイベントになるのか、夏が楽しみです。
（参加学生：初等教育学科、現代教養学科、福祉社会学科）

他にも、歴史文化学科は光葉博物館で世界の仮
面を展示、中高部は「女子高の授業を受けてみよ
う。作ろう！多面体（数学）」や「女子高のクラブ活
動 を 体 験しよう。踊 ろう！チアダ ンス（ダ ンス
部）」など、昭和学園の魅力満載の 2 日間でした。

キックオフミーティング

朝日学生新聞社訪問

公開講座

平成26年度

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。
平成26年度前期のテーマは「健康応援講座」。学外からも専門の講師を招き、9回にわたって実施しま
した。後期は、本学の誇るスペシャリストの先生方が、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。

特別公開講座
前

期

後

テーマ：健康応援講座

研究所副所長、再生医療センター長 梅澤

明弘

自分の理想体重を見つけよう

講師●生活科学部健康デザイン学科 教授

江崎

治

6月21日 アレルギー疾患は治るのか？
講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

研究所副所長 斎藤

博久

教授 高尾

哲也

森髙

初惠

健康と食べ物の味

講師●生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授

楽しく運動をすると健康になる

講師●生活科学部健康デザイン学科 准教授

白川

哉子

7月12日 健康増進のための簡単レシピ ̶調理実習̶
原

正美

7月19日 サプリメントや健康食品の情報と

正しい使い方

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

山﨑

大治

7月26日 何となくに気をつけよう！
̶食べると歩くは異口同音̶

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

海老沢

秀道

講師●人間社会学部現代教養学科 大学院生活機構研究科

業

オープンカレッジ

教授

常喜

生涯学習施設

世田谷区

公的機関

（包括協定）

ソーシャル
セクター

山本

晶子

■平成26年度

ハイドンと東欧のフォークロア
教授

永岡

ハイドンの音楽に見え隠れする
ハンガリーの民族音楽。謎多き
ハイドンの生い立ちから、ヨー
ロッパの歴史を絡めて、壮大な
お話を伺うことができました。

志摩
平尾

園子
澄子

ほとんどの女性が職業を持つスウェー
デン。とてもシンプルで合理的な家庭
料理を、実際に調理・試 食して楽しん
でいただきました。

2月28日

江戸城のインテリア

講師●人間社会学部現代教養学科 助教

徳川家康に所縁のあるご先祖
を持つ小粥先生。鮮やかな CG
画像により、江戸城内の探検
をバーチャル体験しました。

都

小粥

祐子

News Letter

創刊号

2015年4月

現代ビジネス研究所

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の推進を通して、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、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。
本センターは、
「地域連携活動」
「オープンカレッジ」
「キャリアカレッジ」を活動の３つ

事業内容

の柱としています。

オープンカレッジ

地域連携活動

4月

春期講座開講

5月

特別公開講座「再生医療」開催

世田谷区と連携協力に関する包括協定締結

6月

特別公開講座「自分の理想体重を見つけよう」
「アレルギー疾患は治るのか？」
「健康の情報・広告を読みとく」開催

学生基金プロジェクト「さくらんぼ販売」

7月

夏期講座開講
特別公開講座「健康と食べ物の味」
「楽しく運動をすると健康になる」
「健康増進のための簡単レシピ」
「サプリメントや健康食品の情報と正しい使い方」
「何となくに気をつけよう！」開催

8月

冬のスウェーデン家庭料理

スウェーデン料理研究家

大学・大学院・研究所

昭和女子大学

狂言を楽しむ

講師●人間社会学部現代教養学科 教授

女性のための
ビジネススクール

図書館

講師●人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科

1月31日

地域との窓口・
大学内の人的資源と連携

キャリアカレッジ

1

NO.

センター長挨拶
コミュニティー
サービスラーニング

狂言は元々お 笑いの寸劇のような
ものとのこと。舞台の使われ方や、
表現の決まり事などをわかりやすく
教えていただき、「蝸牛」をビデオ
鑑賞しました。

12月13日

地域連携センター

豊

「街歩き自然観察」の方法を教
えて い た だ い た 後、「昭 和 之
泉」などキャンパス内の観察ス
ポットを散策。通いなれたキャ
ンパスを、“自然”といういつも
とは違う視 点で見ることがで
きました。

講師●人間文化学部日本語日本文学科 准教授

講師●生活科学部健康デザイン学科 大学院生活機構研究科

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

期

11月15日

6月21日 健康の情報・広告を読みとく

7月5日

企

10月25日 昭和キャンパスの自然を見る

講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

7月5日

地域連携センター

■センター 概要

※講師の肩書きは平成 26 年度のものです。

5月31日 再生医療
6月7日

昭和女子大学

地域連携センターについて

キャリアカレッジ

「地域連携活動」では、2014年5月に世田谷区と包括協定に調印、地域連携交流会議を設置しました。世田谷区との連携以
外に、企業、省庁、ＮＰＯ等の活動も展開、例えば、企業とはプロジェクト型協働インターンシップ、イベント開催、外務省と在京
ンカレッジ」は、学ぶ意欲のある全ての方々にさまざまな学習の機会を提供することを目的として開講、27年目を迎えています。
「キャリアカレッジ」は、女性の起業支援講座や企業内でのマネジメントに関わりたい女性の自己実現の支援を目的とし、日本
地域に開かれた場づくり、大学外との協働事業、本学の学生・教職員による社会貢献の実践を通して、関わってくださる皆

第1回地域連携交流会議実施
世田谷区と区内大学学長との懇談会に出席

様とともに社会の要請に応えていき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。

10月

秋期講座開講
特別公開講座
「昭和キャンパスの自然を見る」開催

城南信用金庫協働インターンシップ活動開始
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第1回実施
学生基金によるエッセイコンテスト

ビジネス基礎講座・
ステップアップ実践講座開講

11月

特別公開講座「狂言を楽しむ」開催
特別公開講座番外編
「ジャマイカという国そして人」開催

学生グローカルプロジェクト
「モンゴルの暮らしと遊び」開催
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第2回実施

公開シンポジウム
「子育てしながらキャリアを創る」開催

12月

特別公開講座「ハイドンと東欧のフォークロア」開催

国際シンポジウム
「Women can Change the World」開催
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第3回実施

ビジネス基礎講座・
ステップアップ実践講座第１期修了

冬期講座開講
特別公開講座「冬のスウェーデン料理」開催

2月

特別公開講座「江戸城のインテリア」開催

地域連携センター長

講演会
「女性の活躍で日本を変える！」開催
起業家養成実践講座第１期修了

9月

1月

大使館との国際シンポジウムの開催、学生提案の自主プロジェクト、留学生、学生、市民との交流等を展開しています。
「オープ

で初めて大学が開設した「女性のためのビジネススクール」です。

「よい仕事起こしフェア」＠東京国際フォーラム参加
「朝小サマースクール in 昭和女子大学」
参加

夏休み子ども講座インターンシップ実施

起業家養成実践講座開講

NEWS 世田谷区と包括協定を締結！
2014年5月28日、世田谷区と昭和女子大学は、それぞれのもつ資源や特色を生か
しながら、相互に連携・協力するとともに、地域の課題解決と地域社会の発展に寄
与することを目的に、包括協定を締結しました。
昭和女子大学の教育研究資源を提供し、地域や企業と共同で教育研究活動に取
り組むことで、社会と一体となり、信頼・支持される学園を目指します。

城南信用金庫協働インターンシップ
「さんちゃさんぽ」完成発表会
朝小サマースクール協働インターンシップ活動開始
（学生部）世田谷区と連携協力に関する覚書締結

包括協定締結式
講演会「女性がやりたいことを
実現する起業」開催

3月

志摩 園子

昭和女子大学地域連携センター
月〜土曜：9時30分〜17時00分
〒154-8571 東京都世田谷区太子堂1-7-57 正門横：昭和女子大学オープンカレッジ棟3階

TEL：03-3411-5522 FAX：03-3411-5130
MAIL：chiiki-renkei@swu.ac.jp
公式Facebookページ：https://www.facebook.com/swu.Chiikirenkei

2015年2月16日、世田谷区と
昭和女子大学は、若者支 援の
分野（相談・就労支援、居場所
事業）において地域社会の持続
的な発 展に資 することを目的
に、連携協力に関する覚書を締
結しました。
（学生部）

第１回地域連携交流会議

包括協定に基づき、大学と自治体等とで実践す
る協働事業の情報共有の場として「地域連携交流
会議」が設置され、7月9日、第１回交流会議が開催
されました。協働事業の実施に向けて活動を開始
することを確認しました。

連携協力に関する覚書締結式

公開講座

平成26年度

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。
平成26年度前期のテーマは「健康応援講座」。学外からも専門の講師を招き、9回にわたって実施しま
した。後期は、本学の誇るスペシャリストの先生方が、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。

特別公開講座
前

期

後

テーマ：健康応援講座

研究所副所長、再生医療センター長 梅澤

明弘

自分の理想体重を見つけよう

講師●生活科学部健康デザイン学科 教授

江崎

治

6月21日 アレルギー疾患は治るのか？
講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

研究所副所長 斎藤

博久

教授 高尾

哲也

森髙

初惠

健康と食べ物の味

講師●生活科学部管理栄養学科 大学院生活機構研究科 教授

楽しく運動をすると健康になる

講師●生活科学部健康デザイン学科 准教授

白川

哉子

7月12日 健康増進のための簡単レシピ ̶調理実習̶
原

正美

7月19日 サプリメントや健康食品の情報と

正しい使い方

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

山﨑

大治

7月26日 何となくに気をつけよう！
̶食べると歩くは異口同音̶

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

海老沢

秀道

講師●人間社会学部現代教養学科 大学院生活機構研究科

業

オープンカレッジ

教授

常喜

生涯学習施設

世田谷区

公的機関

（包括協定）

ソーシャル
セクター

山本

晶子

■平成26年度

ハイドンと東欧のフォークロア
教授

永岡

ハイドンの音楽に見え隠れする
ハンガリーの民族音楽。謎多き
ハイドンの生い立ちから、ヨー
ロッパの歴史を絡めて、壮大な
お話を伺うことができました。

志摩
平尾

園子
澄子

ほとんどの女性が職業を持つスウェー
デン。とてもシンプルで合理的な家庭
料理を、実際に調理・試 食して楽しん
でいただきました。

2月28日

江戸城のインテリア

講師●人間社会学部現代教養学科 助教

徳川家康に所縁のあるご先祖
を持つ小粥先生。鮮やかな CG
画像により、江戸城内の探検
をバーチャル体験しました。

都

小粥

祐子
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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の推進を通して、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、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。
本センターは、
「地域連携活動」
「オープンカレッジ」
「キャリアカレッジ」を活動の３つ

事業内容

の柱としています。

オープンカレッジ

地域連携活動

4月

春期講座開講

5月

特別公開講座「再生医療」開催

世田谷区と連携協力に関する包括協定締結

6月

特別公開講座「自分の理想体重を見つけよう」
「アレルギー疾患は治るのか？」
「健康の情報・広告を読みとく」開催

学生基金プロジェクト「さくらんぼ販売」

7月

夏期講座開講
特別公開講座「健康と食べ物の味」
「楽しく運動をすると健康になる」
「健康増進のための簡単レシピ」
「サプリメントや健康食品の情報と正しい使い方」
「何となくに気をつけよう！」開催

8月

冬のスウェーデン家庭料理

スウェーデン料理研究家

大学・大学院・研究所

昭和女子大学

狂言を楽しむ

講師●人間社会学部現代教養学科 教授

女性のための
ビジネススクール

図書館

講師●人間社会学部初等教育学科 大学院生活機構研究科

1月31日

地域との窓口・
大学内の人的資源と連携

キャリアカレッジ

1

NO.

センター長挨拶
コミュニティー
サービスラーニング

狂言は元々お 笑いの寸劇のような
ものとのこと。舞台の使われ方や、
表現の決まり事などをわかりやすく
教えていただき、「蝸牛」をビデオ
鑑賞しました。

12月13日

地域連携センター

豊

「街歩き自然観察」の方法を教
えて い た だ い た 後、「昭 和 之
泉」などキャンパス内の観察ス
ポットを散策。通いなれたキャ
ンパスを、“自然”といういつも
とは違う視 点で見ることがで
きました。

講師●人間文化学部日本語日本文学科 准教授

講師●生活科学部健康デザイン学科 大学院生活機構研究科

講師●生活科学部管理栄養学科 准教授

期

11月15日

6月21日 健康の情報・広告を読みとく

7月5日

企

10月25日 昭和キャンパスの自然を見る

講師●独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所

7月5日

地域連携センター

■センター 概要

※講師の肩書きは平成 26 年度のものです。

5月31日 再生医療
6月7日

昭和女子大学

地域連携センターについて

キャリアカレッジ

「地域連携活動」では、2014年5月に世田谷区と包括協定に調印、地域連携交流会議を設置しました。世田谷区との連携以
外に、企業、省庁、ＮＰＯ等の活動も展開、例えば、企業とはプロジェクト型協働インターンシップ、イベント開催、外務省と在京
ンカレッジ」は、学ぶ意欲のある全ての方々にさまざまな学習の機会を提供することを目的として開講、27年目を迎えています。
「キャリアカレッジ」は、女性の起業支援講座や企業内でのマネジメントに関わりたい女性の自己実現の支援を目的とし、日本
地域に開かれた場づくり、大学外との協働事業、本学の学生・教職員による社会貢献の実践を通して、関わってくださる皆

第1回地域連携交流会議実施
世田谷区と区内大学学長との懇談会に出席

様とともに社会の要請に応えていき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。

10月

秋期講座開講
特別公開講座
「昭和キャンパスの自然を見る」開催

城南信用金庫協働インターンシップ活動開始
出前講座＠「三茶おしごとカフェ」第1回実施
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ビジネス基礎講座・
ステップアップ実践講座開講

11月
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特別公開講座「江戸城のインテリア」開催
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「朝小サマースクール in 昭和女子大学」
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起業家養成実践講座開講
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包括協定に基づき、大学と自治体等とで実践す
る協働事業の情報共有の場として「地域連携交流
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