【現代ビジネス研究所プロジェクト一覧】
単位有無

単位数

有

2

プロジェクト名

【プロジェクト型協働インターンシップ】久慈市インバウンド戦略プ
ロジェクト

期間
5月－3月

状況
進行中

内容
岩手県久慈市の観光情報発信に関する課題解決を主題に、ターゲットは「訪日外国人
旅行者」とし、外国人旅行者の観光ニーズ分析やそれに応える情報発信を行う。
人口減や若者の流出を課題とする地方自治体が、持続可能な未来を築いていくために

有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】多気町応援プロジェクト

5月－3月

進行中

どのような対策が可能か、学生が当事者意識を持って考案し、地方創生問題の本質を
学ぶ。新しく誕生したアクアイグニスを中心としたエリアの展開を学ぶ。

有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】鶴岡再発見！

5月－3月

進行中

若者を鶴岡市に呼び込むためのビジネスプラン策定（移住・就職のみでなく関係人口
の増大を含む）

担当教員
志摩園子（現代）

参考URL
http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/kuji2021

廣田拓（総合）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

志摩園子（現代）

/taki2021

志摩園子（現代）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/tsuruoka2021

静岡県東伊豆町の魅力を、雛のつるし飾り、産品（カーネーション、柑橘類など）、6
有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】東伊豆町魅力発信プロジェ
クト

6月－3月

進行中

つの温泉郷などを通して発信する。
東伊豆町の女性達によって継承されてきた、雛のつるし飾りの文化、製作技術につい

豊田千明（初教）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/higashiizu2021

て学び、若い女性の視点から新たな発信をする。
浅草および墨田区本所地域をフィールドとして、歴史、文化、流行など、過去と現在に
有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】江戸文化の残る浅草の魅力
を発信するプロジェクト

関する情報を学生が取材し、記事にしてSNSで発信していくプロジェクトである。本活
2020年11月～2022年夏頃

進行中

動を通して、地域固有の魅力を発見・発信することを目的としている。さらに地元の東

野口朋隆（歴文）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/edo2021

武鉄道と協働して広報・宣伝の仕方や地域貢献活動を行うなど社会との関わり合いを持
つ。
世界屈指のアジア研究の殿堂「東洋文庫」において様々な実務経験を積む。
（以下具体例）

有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】東洋文庫 Student
Internship Program

①ミュージアム：展示作業の補助、企画展広報、館内ガイド・監視・清掃、受付の補助
5月－1月

進行中

ミュージアムショップの販売補助、商品の管理など。講演会の補助、ワークショップ

牧野元紀（歴文）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/toyobunko2021

の企画・運営など
②ライブラリ：閲覧の受付、図書の登録・保存修復の補助など
③リサーチ：研究データの入力補助
本学学生が主体となり、地域の課題解決のため、社会福祉協議会、世田谷コミュニ
ティ財団、北沢おせっかいクラブなどと連携し、食を通じた地域支援を行うことを目

有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】食を通じた地域支援応援プ
ロジェクト

5月－12月

進行中

的とする。PDCAサイクルに基づき、地域の現状課題を把握し、それに基づく対象（世
代）へのみんな食堂（仮称）を企画する。開催資金の一部はクラウドファンディングに

黒谷佳代（健康）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/syokushien2021

より集め、地域の商店にて食材を購入し、大学でみんな食堂を実施し、評価、企画の
見直しをする。
本学が所有する学寮「東明学林」が所在する大井町でフィールドワークを行い、同町が
抱える課題を抽出・分析するとともに、その課題を解決するためのプランを策定・実
有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】海と山と里、魅力発見プロ
ジェクト －大井町－

6月－3月

進行中

行する。また、本プロジェクトは東明学林の職員の全面協力を得て行い、活動の拠点
は「東明学林」とする（※ただし新型コロナウィルス感染症の影響によってはその限り

志摩園子（現代）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/miryokuooimachi2021

ではない）。前述の自治体の課題解決のほか、訪問人数が激減した学寮の有効な活用
方法の提案も視野に入れる。
町が抱える課題を抽出・分析するとともに、その課題を解決するためのプランを策
定・実行する。また、本プロジェクトは本学が同町の隣の町である大井町に所有する学
有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】海と山と里、魅力発見プロ
ジェクト －松田町－

6月－3月

進行中

寮「東明学林」の職員の全面協力を得て行い、活動の拠点は「東明学林」とする（※
ただし新型コロナウィルス感染症の影響によってはその限りではない）。前述の自治
体の課題解決のほか、訪問人数が激減した学寮の有効な活用方法の提案も視野に入れ
る。

1

志摩園子（現代）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/miryokumatsuda2021

【現代ビジネス研究所プロジェクト一覧】
単位有無

プロジェクト名

単位数

期間

状況

内容

担当教員

参考URL

本学が所有する学寮「望秀海浜学寮」。コロナ渦の影響により、学生はじめ附属校の
生徒らも訪問機会を失い、望秀海浜学寮は訪れる人が激減したまま維持費のみが発生
している。そこで、学生が学寮としての用途以外に望秀海浜学寮が持ち得る様々な資源
有

2

【プロジェクト型協働インターンシップ】

6月－3月

やってみるっぺ館山プロジェクト

進行中

（海岸や海のアクティビティ、海産物等の地域資源）を再発見し、その魅力を発信す

橘倫央（環境）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

る。具体的プロセスとしては、まず望秀海浜学寮職員および自治体職員主催によるワー

志摩園子（現代）

/tateyama2021

高尾哲也（安全）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

地家真紀（安全）

/aguri2021

ライアン・ケビン

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

（英コミ）

/tokyu2021

画により、世田谷美術館の所蔵作品や美術館の活動に関する学内及び地域に向けた広

木下亮（歴文）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

報と、世田谷美術館企画展の告知に際しての応援をおこない、さらに秋桜祭でアートに

鶴岡明美（歴文）

/sanchart2021

クショップを通して当地に関する情報を得る。その後マーケット分析を行い、その結果
を基に、学生や附属校保護者、地域住民などをターゲットとしたツアー企画やSNS等
を駆使した広報等を実行し、望秀海浜学寮の新たな価値を創り上げる。
山形県鶴岡市産直あぐりで販売する商品の企画、開発、改良を通してコラボ商品を開発

地場産業共創プロジェクト2021

－産直あぐりとのコラボ商品開発－

5月－12月

進行中

し、本学と産直あぐりの共同開発商品として、産直あぐりで販売すると共に、学内での
イベントに参加し、オリジナル商品と産直あぐりの商品を販売・宣伝する。

東急電鉄×昭和女子大学プロジェクト

東急電鉄との協働により、東京五輪や、アフターコロナでの外国人観光客増加に対応

（旧「渋谷駅コンシェルジュ体験・インバウンド戦略立案プロジェク 2020年12月～2022年2月

終了

できるよう、渋谷駅構内の利便性向上や、「コンシェルジュデスク」のサービス向上
につながる施策立案を行う。

ト2021」）

世田谷美術館と三軒茶屋商店街、それに昭和女子大学を連携させ、自主的な学生の企

Sanchart（サンチャート）

2021年6月～2021年11月

終了

関わるワークショップを実施する。
美しく貴重な文化財である木曽漆器を学び、伝統技術を実際の製品技術を通して知識を
深める。学生デザインと木曽漆器の伝統技術を用いた協同制作を目的として、木曽漆器

木曽漆器デザインプロジェクト

4月－3月

進行中

デザインプロジェクトを実施する。漆に携わる木曽平沢の産業を動かす人々と新しい素
材研究やデザイン提案を目指し研究活動を行う。日本伝統工芸として守られて来た揺る

桃園靖子（環境）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/kiso2021

ぎない漆素材の可能性と、古典的な技法を用いた新しい漆のデザイン提案を目指し、地
域貢献を目標とする。
『エミリーキッズラボ「AI時代に輝く力をはぐくむ」教室』における、「探求型カリ
キュラム」「個別カリキュラム」の構築と実践を学生が担う。学生の専攻や特技を生
かして(初等教育学科のみなならず、食物デザインなら食育、建築デザインなら模型造

エミリーキッズラボで探究活動をプランニングしよう

4月－3月

進行中

り、ビジネスデザインならお金の使い道、健康デザインならダンスや体育など多様なカ

鶴田麻也美（初教）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/emily2021

リキュラムを創造できる）学習指導要領によらない「主体性」「創造力」「共感力」
を育む独自のプログラム（授業案）を作成し、子どもたちと取組み、その結果を省察し
プログラムの改良に取り組む。
①2012年度から、本学学生は協働団体に協力し、被団協（原水爆被害者団体協議会）
関連文書の保存・整理の中心的役割を担ってきた。
②本プロジェクトは、歴史学の学知を用いて被団協関連文書を分析し、「被爆者運動
の軌跡」を戦後史に位置づけて理解することを目指し、2018年度にたちあげた。

戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト

―被団協関連文書―

4月－3月

進行中

③プロジェクト4年目となる2021年度は、過去3年間の研究成果をもとに、本学光葉博
物館の秋の特別展示「被爆者の足跡―被団協関連文書の歴史的分析から―」を企画開
催する。
④2020年度にひきつづき歴史学研究の方法論習得の場とすることに加えて、2021年度
は学芸員課程履修中の学生に対して、光葉博物館との連携を通じて、研究成果を社会へ
とわかりやすく発信する手段・方法を習得する学びの機会を与えることを重視する。

2

松田忍（歴文）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/sengoshi2021

【現代ビジネス研究所プロジェクト一覧】
単位有無

プロジェクト名

単位数

期間

状況

内容

担当教員

参考URL

近現代美術は、素材や表現形態の多様性などから保存において様々な問題をはらんで
おり、海外では、アーティストが存命のうちに作品、材料や修復の考え方等について

近現代美術の保存に向けたアーティストインタビュー・アーカイブ構
築プロジェクト

インタビューしアーカイブ化する活動が始まっている。本プロジェクトはThe Getty
4月－3月

進行中

Research Instituteとの連携のもと、日本では対応が進んでいないアーティストインタ

田中眞奈子（歴文）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/artistinterview2021

ビューを昭和女子大学の学生主体で実施する。世界的評価を受ける日本の近現代美術
家達のインタビューを体系的に行いアーカイブを構築し、作品の保存・継承に資する
ことを目的とする。
AYA世代（15～39歳）のがんは、恋愛・結婚・就業・妊娠等のライフイベントに大き
く影響すると言われている。また、AYA世代のがん患者のうち約8割が女性で、乳がん
と子宮頸がんが大きな割合を占める。本プロジェクトでは、「女性とがん」をめぐる

「女性とがん」をめぐる問題から「一歩を踏み出す」プロジェクト

2021年5月－2022年３月

終了

様々な問題（予防・啓発・検診・ワクチン接種・がん罹患後の生活サポート・がん患者

黒谷佳代（健康）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/onestep2021

支援等）について学生が当事者意識を持って学び、何が問題かを考え、現状を改善す
る施策（例：啓発イベントの実施、情報誌の作成、ビジネスプラン策定等）を実行・
検証する。
国際的ビジネスコンテストである、Hult Prizeの学内予選を実施する。Hult Prizeに
は、121か国から100万人を超える学生が参加している。学内大会優勝チームは、世界

Social Impact Lab Japan 2022 (Hult Prize Project)

2021年8月－2022年2月

進行中

各地25大学で開催されるRegional Summitに出場し、勝ち進むと6週間のAccelerator
Programに参加、最終予選は6チームで、国連本部で開催される。優勝者は100万ドル
を基に実際に起業をする。

学生は校内予選の実施運営、Regional Summit の実施運

八代尚宏（ビジ）
今井章子（ビジ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/socialimpact2021

小森亜紀子（会フ）

営に関わるチームと出場するチームに分かれて活動する。
本学学生のビジネス思考力、創造力を養う実践的プロジェクト教育の一環として、

パルコ×昭和女子大学クラウドファンディングプロジェクト

2021年3月－

進行中

PARCOが運営するクラウドファンディングサービスBOOSTER（ブースター）を活用し

髙木俊雄（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/parco2021

た産学連携を目的として本プロジェクトを実施する。
駒場東邦中学校1年生約260名と本学学生約21名で、駒場東邦中学の総合学習の授業時
間に「一緒に考えるプロジェクト」を実施する。1回目は2020年2月24日に実施し、2

昭和女子大学×駒場東邦中学校「女子大生と男子中学生が一緒に考え
るプロジェクト」2021年度

12月－3月

進行中

回目は来年度中学2年次に実施、3回目は中学3年次に実施する。3年間のプロジェクト
を発表する報告会を最終年度に開催する。

小森亜紀子（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/komabatoho2021

本学学生はグループワークのトピックを提案し、先方の教員の方に選んでいただき、
グループワークのためのプレゼンテーションを準備する。
京王電鉄井の頭線の乗降客数上昇・沿線価値創造のために、女子大学生が教えるイン
スタ撮影術フォトコンテストを実施する。例となる写真のインスタ投稿とともに、

「女子大生が恋する！」井の頭線プロジェクト

2021年10月－

進行中

髙木俊雄（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

小森亜紀子（会フ）

/inokashira2021

度は小学生女子児童が初めて身に付けるサニタリーショーツの商品開発に取り組み、

髙木俊雄（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio

現在販売促進・プロモーションと生理についての知識の啓発活動を行いながら、第3弾

小森亜紀子（会フ）

/sankei2021

リール機能を使用して撮影術を伝授する。3/1-5/32までのインスタフォトコンテスト
の入賞者作を毎月京王電鉄駅構内に写真を掲示する。身近な井の頭線沿線で京都や鎌
倉で撮ったような写真を提案し、プチ非日常・プチ旅行を提案する。
本プロジェクトでは2017年度から小学生女子児童向けのファーストブラの商品開発を
行い、2019年度販売開始にあたり、販売促進・プロモーションに取り組んだ。2020年

株式会社三恵×昭和女子大学ファーストブラプロジェクト

2017年4月－2022年3月

終了

となる商品開発に取り組んでいる。ファーストブラ・サニタリーショーツともに多く
のメディアにとりあげられた。
都内商店街でも地方と同様に商店街の衰退が生じている。このことに対し、中野区商

中野区商店街活性化プロジェクト

2021年4月－

進行中

店街連合会、西武信用金庫、JTBの協力を受け、本学が主体となり商店街活性化を目的
とした無人店舗設置について検討を行い、その上で実際に無人店舗の設置・運営も行
う。そしてこの店舗設置前後における消費者の行動変化について明らかにする。

3

髙木俊雄（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/nakano2021

【現代ビジネス研究所プロジェクト一覧】
単位有無

プロジェクト名

単位数

期間

状況

内容

担当教員

参考URL

インターネット通販会社である、スクロールR&D（親会社：株式会社スクロール）と
協働し、同社の「生活雑貨」というブランドの商品開発を行う。「生活雑貨」の顧客
は18～30歳の一人暮らしの女性を想定している。

昭和女子大学×ScrolR&D「一人を楽しむ」プロジェクト

2021年6月－

進行中

学生は、商品開発にあたりアン

ケート・インタビュー等で顧客ニーズを可視化し、商品の提案を行う。さらに、商品

小森亜紀子（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
/scrolrd2021

仕様書を作成し、その後サンプル修正、商品決定等、商品が完成するまでの過程を経験
する。商品完成後は、商品撮影・販売ページの作成に加わり、販促・プロモーション
活動について提案し、実行する。
2022年1月に誕生するラグビー新リーグに、世田谷区をホームタウンとする唯一のラグ
ビーチーム「リコーブラックラムズ東京」が参入します。チームを運営するリコーラグ

昭和女子大学×ブラックラムズ東京

パートナーシッププロジェクト

2021年9月－

進行中

ビー事業準備室と協業し、駒沢オリンピック公園陸上競技場で行われる「最初のホーム

稲澤裕子（総合）

ゲーム」満員を目指して、10～20代女性をターゲットにしたプロモーション施策を企
画・制作・実施します。

株式会社ケアメイトが品川区荏原地域で新設構想中の「多世代共生シェアハウス」を中
心に、多様につながり、支え合うことができる「お互いさま拠点」を、学生が企画提
案する。具体的には、多世代共生シェアハウス入居者と地域住民、本プロジェクトチー

品川多世代共生シェアハウス企画プロジェクト

2021年11月－

進行中

ムによる協働企画として、身近な地域で展開できる多世代交流や食支援、健康づくり、
地域保育、在宅ケア、就労機会創出、研修スタジオ等の事業展開のための企画・提案
をケアメイト社に対して行う。これらの活動を通して、産学ネットワーク構築ができ、

李恩心（福祉）
佐藤千晶（福祉）
清水史子（管理）
喜屋武雅美（管理）

また地域活性化や地域共生社会づくりに役立てる新たな価値創造に寄与する。
小学1年～6年生を対象に英語を使用したSTEAM教室を運営する。この教室は「自分で
学び、自分で理解していく」ことを目的としており、様々な社会課題や普段の生活に関
する謎などを取り上げ、STEAM［Science（科学）、Technology（技術）、

英語でSTEAM教育

2021年12月－

進行中

Engineering（工学・ものづくり）、Art（芸術・リベラルアーツ）、Mathematics（数 髙木俊雄（会フ）
学）］の観点から原因解明、課題解決を図る。小学生に論理的思考力や問題解決能力
を身に着けてもらうにはどうすれば良いか考え、社会人基礎力獲得への一歩を踏み出
す授業を設計する。
「シンポテト」の新商品開発およびプロモーションを通じて、実際のビジネス活動に
ついて本学学生が学ぶことを目的としている。具体的には以下のことを実施する。
① シンポテトの新商品共創
・味のアイデア出しと試食評価

カルビー×昭和女子大学産学連携プロジェクト

2022年3月－2023年3月 進行中

・パッケージのアイデア出しと最終決定
・WEB媒体での情報発信内容協議や、写真の掲載のご許可
② シンポテトの広告制作のご協力
・WEBプロモーション内容とキャンペーン景品考案
・WEBプロモーションへの参加
・ユーザーとしての評価

4

髙木俊雄（会フ）

http://swubizlab.jp/project/topics/portfolio
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