
【資料１】

第３５期社会教育委員会の活動実績等 

◆ 委員構成 

学識経験者、学校教育、社会教育、家庭教育の関係者で構成し、学識経

験者、学校教育関係者、社会教育関係者として各関係機関から選出の３名

と各区より選出の７名、合わせて１０名で構成されています。（裏面参照）

◆ 任期 

平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日の２年

◆ 主な活動内容 

・ 本市の生涯学習推進の方向性並びに取組内容等全体に対する意見、提言 

・ 浜松市生涯学習推進大綱の推進状況の管理 

・ 大綱実現に向けた取組についての協議

◆ 第３５期社会教育委員会の開催実績 

≪平成２９年度≫ 

回 開催日 主な内容 

１
平成２９年 

６月８日（木） 

浜松市の生涯学習の基本方向 

平成 29 年度の主要事業等について 

第 35 期社会教育委員会の活動内容について 

２ ８月４日（金） 
平成 28 年度の生涯学習事業報告 

平成 29 年度の生涯学習事業計画 

３ １２月２６日（火） 

第 48 回関東甲信越静社会教育研究大会の報告とそれに係る協議 

・子供の地域づくり参画について 

・地域による子供の学びや生活への支援について 

４
平成３０年 

３月２３日（金） 

平成 29 年度事業の実績 

地域における生涯学習活動や地域づくり活動を担う人材の

育成・発掘・活用について 

社会教育関係団体の補助金について 

≪平成３０年度≫ 

回 開催日 主な内容 

１
平成３０年 

 ６月１７日（金） 

平成 30 年度の主要事業等について 

平成 29 年度の生涯学習事業報告 

平成 30 年度の生涯学習事業計画 

２ １１月１６日（金） 

浜松市と大学との連携事業 視察研修① 

・平成 30年度浜松市と大学との連携事業の進捗状況 

・講座視察（聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学との連携講座「誤嚥性肺炎を予防しよう」） 

・委員・大学・市 3者の意見交換 

３
平成３１年 

３月 ５日（火） 

浜松市と大学との連携事業 視察研修② 

・平成 30年度成果報告会の視察 

４
 ３月１２日（火）

第 35期社会教育委員会の活動実績について 

平成 30 年度事業の実績 

社会教育関係団体の補助金について 



【資料２－１】

「浜松市と大学との連携事業」 実績報告

１ 実績 

大学名 講座数（回数） 学生講師人数 延べ参加者数 

浜松学院大学 １０講座（１４回） ６５人 ２４７人 

静岡文化芸術大学 ２講座（７回） ２５人 ８３人 

常葉大学 １５講座（１６回） ６２人 ４３５人 

静岡大学 ３講座（ ３回） １０人 ４８人 

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 ２２講座（２２回） １２８人 ５８６人 

計 ５２講座（６２回）  ２９０人 １，３９９人 

２ 成果と課題 

 ＜成果＞

○開設講座数が昨年度よりも大幅に増え、市内７区の多くの地域に大学生による

講座を受ける機会を提供することができた。また、これまで講座未実施の多く

の施設において、講座開催が実現した。 

○新たな学部やゼミ等の参加により、講座内容の幅や受講者層が広がった。 

○新たな地域ニーズの発見とともに、大学生らしい工夫やアイデアがあり、これ

までの協働センター・ふれあいセンター講座にはない新鮮な取組ができた。 

○大学生は、受講者や施設職員とのかかわりの中で、社会体験や異世代との交流

など、学内ではなかなか得られない学びを獲得することができた。 

○受講者が、それぞれの講座において、大きな充実感や満足感を味わうことがで

きた。また、大学生の講師が親しみやすく、リラックスした雰囲気の中で受講

することができ、次年度も講座開催を望む声が多数あがった。

○地元の幼稚園や小中学校と連携した講座が増え、地域（協働センター）と学校

との結び付きが深まった。

＜課題＞ 

○講座実施後の次年度への継承を視野に入れた検証と、それを生かした講座の 

 企画や運営の工夫・改善 

○学生の学びと地域のニーズをマッチさせた講座内容の吟味 

○地域の実態を考慮した開催時期の検討 

○講座の企画や広報活動における学校や地域団体等との連携の推進



３ これまでの実績

年度 参加大学 講座数 学生講師数 
参加者数 

（延べ人数） 

23 年度 １ 浜松学院大学 ４ ４７ ３２８ 

24 年度 １ 浜松学院大学 ７ ５０ ４７８ 

25 年度 １ 浜松学院大学 ７ ６１ ５５８ 

26 年度 ２ 
浜松学院大学 
静岡文化芸術大学 

８ ６９ ７７３ 

27 年度 ２ 
浜松学院大学 
静岡文化芸術大学 

１０ ９７ １，０５７ 

28 年度 ４ 

浜松学院大学 
静岡文化芸術大学 
常葉大学 
静岡大学 

１７ １４０ ６６３ 

29 年度 ５ 

浜松学院大学 
静岡文化芸術大学 
常葉大学 
静岡大学 
聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 

３２ ２２８ ８１５ 

30 年度 ５ 

浜松学院大学 
静岡文化芸術大学 
常葉大学 
静岡大学 
聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 

５２ ２９０ １，３９９ 



【資料２－２】 

平成 30 年度 市と大学との連携事業～大学生による講座 成果報告会 報告 

１ 日 時 3 月 5 日（火）午後 1時 30 分～4時 30 分 

２ 場 所 浜松市地域情報センター 1 階ホール 

３ 参加者 111 人 

  ・市 民：19 人 

・大学関係者：57 人（学生 38 人、教職員 19 人） 

  ・行 政 職 員：35 人（開催施設職員 22 人、その他職員 13 人） 

４ 内 容

（１） 主催者挨拶（浜松市創造都市・文化振興課生涯学習担当課長） 

（２） 今年度事業の概要（浜松市創造都市・文化振興課指導主事） 

（３） 成果報告 

  【浜松学院大学】 

①「ウキウキおんがく楽校」 

②「東京オリンピックに向けて、英語でスポーツの名前を覚えよう」 

【常葉大学】 

   ①「めざせアスリート」「親子で楽しむ格闘系エクササイズ」 

   ②「自分でできるカラダケア」 

③「浜松で世界一周!?～世界遺産を知るための豆知識～」 

【静岡文化芸術大学】 

①「お芝居プロジェクト！」 

  【静岡大学】 

   ①「おもしろ理科工作教室 ゆらゆらフレミングアニマル」 

  【聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学】 

   ①「トリック・オア・トリート～お化けに変身」 

②「自分の走力を高めよう」「健康寿命を延ばすには」 

③「おなかの赤ちゃんをひょっこりのぞいてみよう」 

（４） 講 評（聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 保健福祉実践開発研究センター長 ） 

５ アンケート結果（全８１人回答中） 

非常によかった ４６人 

よかった ３５人 

あまりよくなかった ０人 

よくなかった ０人 



【資料２－３】 

平成 30 年度浜松市と大学の連携事業 新聞記事 

（全２２本）

【静岡新聞 平成 30 年 8 月 21 日（火）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「ボッチャに親しもう！（8/18）」＜入野協働センター＞ 



【静岡新聞 平成 30 年 8 月 23 日（木）】

静岡大学「ゆらゆらフレミングアニマル（8/20）」＜浦川ふれあいセンター＞

【中日新聞 平成 30 年 8 月 24 日（金）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「認知症予防―海馬を鍛えよう！（8/23）」＜和地協働センター＞



【静岡新聞 平成 30 年 9 月 30 日（日）】

浜松学院大学「国名はかせになろう!!（9/29）」＜長上協働センター＞ 



【静岡新聞 平成 30 年 10 月 14 日（日）】

静岡文化芸術大学「お芝居プロジェクト！第 5回（10/13）」＜北浜南部協働センター＞



【中日新聞 平成 30 年 10 月 17 日（水）】

静岡文化芸術大学「お芝居プロジェクト！第 5回（10/13）」＜北浜南部協働センター＞



【静岡新聞 平成 30 年 10 月 15 日（月）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「トリック・オア・トリート～お化けに変身（10/13）」＜三方原協働センター＞

【静岡新聞 平成 30 年 10 月 17 日（水）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「おなかの赤ちゃんをひょっこりのぞいてみよう！」（10/13） 

＜水窪文化会館＞



【静岡新聞 平成 30 年 10 月 21 日（日）】

常葉大学「めざせアスリート～走る・とぶ・勝つための筋肉の動き！～」（10/20） 

＜曳馬協働センター＞



【静岡新聞 平成 30 年 10 月 21 日（日）】

静岡文化芸術大学「お芝居プロジェクト！第 6 回 協働センターまつりにおける成果発表（10/20）」

＜北浜南部協働センター＞ 

【静岡新聞 平成 30 年 11 月 2 日（金）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「脳トレや体操に取り組んで心も体も元気に！～健康寿命を延ばすには～（10/26）」

＜蒲協働センター＞

【中日新聞 平成 30 年 11 月 9 日（金）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「認知症予防―海馬を鍛えよう！（11/7）」＜佐鳴台協働センター＞



【中日新聞 平成 30 年 11 月 9 日（金）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「認知症予防―海馬を鍛えよう！（11/7）」＜佐鳴台協働センター＞

【静岡新聞 平成 30 年 11 月 21 日（水）】

常葉大学「ぴかぴかどろだんごを作ろう（11/17）」＜伊佐見協働センター＞

【中日新聞 平成 30 年 12 月 3 日（月）】 



【中日新聞 平成 30 年 12 月 3 日（月）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「軽度認知障害を知って認知症を予防しよう（11/30）」＜高台協働センター＞ 

【静岡新聞 平成 30 年 12 月 13 日（木）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「健康寿命を延ばすには」（12/10）」＜北部協働センター＞



【静岡新聞 平成 30 年 12 月 17 日（月）】

浜松学院大学「ウキウキおんがく楽校」（12/14）」＜可美協働センター＞



【静岡新聞（上）、中日新聞（下） 平成 31 年 3 月 6 日（水）】 

「平成 30年度 成果報告会（3/5）」＜地域情報センター＞



（幼稚園、小学校の授業や中学校の部活動での実践）

【静岡新聞 平成 30 年 9 月 14 日（金）】

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学「自分の走力を高めよう（9/12）」 

＜北浜南小学校（北浜南部協働センター）＞ 

浜松学院大学「ウキウキおんがく楽校（11/2、11/5）」 

＜伊佐見幼稚園（伊佐見協働センター）＞ 



中日新聞 平成 30 年 11 月 26 日（月）】

浜松学院大学「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、対象競技の名前を英

語で覚えよう！」（11/22）」＜西気賀小学校（細江協働センター）＞



【中日新聞 平成 30 年 12 月 3 日（月）】

常葉大学「自分でできるカラダケア」（12/1）」＜麁玉中学校（麁玉協働センター）＞

【静岡新聞 平成 30 年 12 月 18 日（火）】

常葉大学「自分でできるカラダケア」（12/15）」＜北浜中学校（北浜南部協働センター）＞



【資料２－４】平成30年度　浜松市と大学との連携事業　各講座の概要と実績
大
学

№ 実施施設 講座名 目的･ねらい 対象
指導教官・
専門分野

学生講師・
授業科目名

募集方法
（時期）

参加者数
（実績）

1 長上協働センター
2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて国名を
英語で覚えよう

小学4～6年生
16人

9月29日（土）
10:00～11:30
（全1回）

①協働センター作成の募集チラシを与
進小、与進北小の３～６年児童に配付
（９月５日学校へ依頼）

16人

2
細江協働センター
(西気賀小）

2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて競技名
を英語で覚えよう

西気賀小3～4年生
16人

11月22日（木）
9：10～9：55
（全1回）

英語活動を行うのに学年がそろってい
るのが最適と考えたので小規模校に依
頼した。（７月下旬）

16人

3 長上協働センター ピタゴラ装置を作ろう

実際に手を使い、「何の道具を使ったらどう
いった作用が産まれるのか」を予想するなどし
て楽しみながらからくり装置を作成することを
通して、プログラミング的思考の育成に寄与す
ることを目的とする。

小学4年生～6年生
25人

10月20日（土）
10：00～11：30
(全1回）

◎島埜内恵　講師

　教育学

子どもコミュニケーション学科 2年8
人
（コミュニケーション演習Ⅱ）

 協働センター作成の募集チラシを与進
小、与進北小の４～６年児童に配付（９
月１４日学校へ依頼）

16人

4 五島協働センター 10月20日（土）
10：00～12：00
(全1回）

地域共創学科4年1人, 子どもコミュ
ニケーション学科4年　１人
（卒業研究・ポルトガル語カフェ）

南の星小学校の対象学年にチラシ配布
8月30日
南区内８小学校の対象学年にチラシ配
布9月22日～

10人

5 佐鳴台協働センター 12月1日（土）
10：00～12：00
(全1回）

地域共創学科4年1名, 子どもコミュ
ニケーション学科4年１名と２年生３
名。
（卒業研究・ポルトガル４・ポルトガ
ル語カフェ　）

チラシを佐鳴台小全員に配付（２回）
広沢小・鴨江小にも全員配付（再募集）
チラシを近隣協働センターに配架（再
募集）

16人

6 東部協働センター
「赤ちゃんとパパ・ママのふ
れあい遊び方講座」

家でも簡単にできる遊びによって、父親・母親
と子どものよりよい関係性が構築できることを
目的とする。

０歳児から２歳児までの
子どもとその保護者
１０組２０人

11月1日（木）
11月8日（木）

13：00～14：00
（全2回）

◎小楠美貴　助教

　児童家庭福祉

子どもコミュニケーション学科３年１１
人
（　子ども実践ゼミ　）

地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより10月号）②協働セン
ター作成の募集チラシを東部協働セン
ターのよちよち広場で保護者に配付
（10月15日）

29人

7 伊佐見協働センター
11月2日(金）
11月5日（月）
11月19日（月）

10：00～11：30
(全3回）

子どもコミュニケーション学科　4年　11人
センター隣接の伊佐見幼稚園に直接参
加依頼・調整を実施し、年少・年中・年
長の全園児が全３回に参加。

81人

8 可美協働センター
12月14日（金）
12月21日（金）

17：00～18：30
(全2回）

子どもコミュニケーション学科　3年　8人

大学作成の募集チラシを可美小、入野
小の1～4年児童に配布（11月2日）
県居小、鴨江小、佐鳴台小、篠原小の1
～4年児童に追加配布（11月21日）

52人

9 和地協働センター 個人情報のこわさを知ろう

個人情報が流出することの危険性を理解す
る。また、その危険性を理解したうえで、どこま
で自分の個人情報を明かすかをコントロール
することができるようになる。

小学校4～6年生
20　人

12月15日（土）
10：00～12：00
(全1回）

◎勘米良祐太　講師

　 国語教育学

子どもコミュニケーション学科3年　8
人
（　子ども実践ゼミ　）

和地小にチラシを配布 1人

10 白脇協働センター
浜松の野菜・果物を使った
料理教室

浜松の野菜や果物を使った料理教室を行い、
私たちのまちには、こんなに美味しい食材が
あることを実感してもらう。

小学生20人 2月2日（土）
11：00～13：00
(全1回）

◎渡部いづみ　教授

   地域経済・産業論
子どもコミュニケーション学科　７人

白脇小・砂丘小にチラシを配布
白脇だより(１月ｙ５日号）を回覧

10人

ブラジルのポピュラーな食べ物であるタピオカ
サンドを紹介し、実際に作って食べることを通
してブラジルやブラジルの芋（マンジョカ芋）に
ついて認知度を深める目的である。

小学生と保護者
12組

◎光安 アパレシダ光江　准教授

　国際関係・開発、ブラジル

◎高久新吾　教授

　ピアノ，音楽教育，音楽情報科学

日程・時間帯（回数）

ウキウキおんがく楽校 ”音楽の街・浜松”で楽器や音楽について知る。 幼児（年小から年長）
30人

オリンピックを題材として、活きた英語・使える
英語を学ぶ。

◎島埜内恵　講師

　教育学

子どもコミュニケーション学科3年9
人

子ども実践ゼミ

ブラジル風タピオカサンドを
つくろう

浜
松
学
院
大
学
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№ 実施施設 講座名 目的･ねらい 対象
指導教官・
専門分野

学生講師・
授業科目名

募集方法
（時期）

参加者数
（実績）

日程・時間帯（回数）

1 二俣協働センター
親子で楽しむ
格闘系エクササイズ

簡単な格闘系エクササイズを通して、親子の
交流や健康増進を図る。
（幼児家庭教育学級は、二俣幼稚園児の母親
の交流を目的に実施している。8月は夏休み
中であるため、親子のふれあいも含めた交流
会とした。）

幼児家庭教育学級の親子
50名

8月22日(水)
10:00～11:00
（全1回）

◎井口睦仁　助教

　健康スポーツ科学

心身マネジメント学科　4年1人、3年
5人
（井口ゼミナール）

幼児家庭教育学級、学級生にチラシを配布

43人
未就学児(4)
幼児(14）
小学生(10)
保護者(15)

2 伊佐見協働センター 11月17日（土）
10：00～12：00
(全1回）

心身マネジメント学科学科　　３年
８人（専門演習）

伊佐見小にチラシを配布 23人

3 和地協働センター 11月24日（土）
13：00～15：00
（全1回）

心身マネジメント学科学科　　３年
７人
（専門演習　）

大学・協働センター作成の募集チラシ
を和地小へ配布

23人

4 曳馬協働センター 10月20日（土）
10：00～11：00
(全1回）

心身マネジメント学科　3年4人
（井口ゼミナール）

地域への回覧（協働センターだより8月
20日号にて予告）
大学・協働センター作成の応募チラシ
を曳馬小、上島小、船越小の全学年全
児童に配布（9月26日）

25人

5 篠原協働センター 11月10日（土）
13：30～14：30
(全1回）

心身マネジメント学科　3年6人
（井口ゼミナール）

篠原小にチラシを配布 30人

6 浜名協働センター みんなでつくろう「パペットショー」
パペットの創作活動、歌に合わせたお話の表
現活動を通して、仲間とのコミュニケーションを
深める。

３ 歳 ～ 小学校 ２ 年生の
親子
18組

10月20日（土）
10：30～11：00
（全1回）

◎平松なをみ　講師

　リトミック音楽教育
こども健康学科３年　６人（　ゼミ　）

浜名地区内の市立幼稚園３園および同
地区内の保育所など５園にチラシを配
布（９/２５）、一般向け募集チラシを配布
（９/２５～）

40人

7 可美協働センター チャレンジ・バレーボール
様々なバレーボールを体験することにより、健
康増進、参加者の交流、スポーツ文化の学習
を目指す。

小学生～中高年
30人

10月27日（土）
10：00～12：00
(全1回）

◎村本名史　准教授

　（バレーボール）

心身マネジメント学科3年9人
スポーツサイエンスサークル

地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより９月号）

17人

8 西部協働センター Walking をThinking

ウォーキングを始めたいけれど「自信がない」
と思っている方、「どんな歩き方をしたらよいの
か」と悩んでいる方を対象に、現在の歩き方や
転倒予防につながる身体バランスなどを実際
に測定し、測定結果に基づく歩き方のコツをア
ドバイスする。

一般・高齢者
15人

11月1日（木）
11月8日（木）

18：00～20：00
(全2回）

◎松村剛志　准教授

　（　　理学療法学　　）

理学療法学科3,4年　6人

（　　　卒業研究ゼミ　　　）
西部協働センターたより　９月号、１０月号 29人

9
伊佐見協働センター
（湖東中学校）

11月10日（土）
13：00～14：00
14：00～15：00
（全2回）

健康鍼灸学科4年2人、3年生2人（SinQ）

湖東中学校に直接依頼・調整（７月～）し、い
くつかの運動部単位での参加とすることとし、
部活動の選択は学校側に一任した。実施時
期は夏の大会が終わり、新チームがある程度
固まってくる１０月以降に実施することとした。

51人

10
麁玉協働センター
（麁玉中学校）

12月1日（土）
10：00～12：00
(全1回）

健康鍼灸学科4年1人、3年生3人、
2年生6人（SinQ）

地元の中学校へ直接依頼 54人

11

北浜南部協働セン
ター
（北浜東部中学校
北浜中学校）

12月15日（土）
10：00～12：00
13：00～15：00
(全2回）

健康鍼灸学科4年2人、3年生1人、
2年生6人（SinQ）
健康鍼灸学科4年2人、3年生1人、
2年生6人（SinQ）

北浜中学校・北浜東部中学校へ参加部
活動を推薦してもらい、その部員を対象
に講座を実施する。

84人

12 引佐協働センター
「浜松で世界一周！？～世
界遺産を知るための豆知識
～」

世界遺産は現在193の国と地域で1073件の遺
産が登録されている。日本のみならずアジア、
ヨーロッパにも目を向け、著名な世界遺産や
人知れず魅力的な世界遺産をクイズや映像を
通じて紹介し、日本との意外な関係や発祥の
由来等をわかりやすく解説する。

18歳以上
20人

11月29日（木）
13：30～15：00
(全1回）

◎村瀬慶紀　講師

　観光経営論

経営学部経営学科　3年7人
（専門演習Ⅱ（村瀬ゼミナール所
属））

①地域への回覧（広報はままつ北区版
９月号へ掲載）
② 大学作成のチラシを引佐協働セン
ター、北区役所、引佐多目的研修セン
ター、常葉大学（２箇所）へ配架
チラシを各種講座及び、いなさ生涯学
習推進フェア(１１月３、４日)で配布

11人

小学生
30人

◎井口睦仁　助教

　健康スポーツ科学

めざせアスリート
走る・とぶ・勝つための筋

肉の動き  

どうしたらはやく走れるのか？ どうしたら高くと
べるのか？どうしたら力こぶが大きくなるの
か？ どうしたらからだがやわらかくなるのか？
筋肉が発達するしくみや働きを楽しく学ぶ。

自分でできるカラダケア

大学生が自らの専門分野で学んだ知識と技
術を、市内の部活動に取り組む中学生の身体
ケア指導に生かすことで、大学としての地域貢
献と人的な交流を図る。

中学生
60人

どろだんごが光るしくみや色々などろだんごの
種類を学び、創作の楽しさを体験する。

小学生
５０人

◎木村佐枝子　教授

　健康心理学・ボランティア教育

◎村上高康　准教授
　鍼灸学

◎藤田格
　鍼灸学

常
葉
大
学

ぴかぴかどろだんごを作ろ
う
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13 水窪協働センター
（水窪中学校）

11月24日（土）
13：30～14：30
(全1回）

常葉大学健康プロデュース学部４
人（同大女子バスケットボール部
員）

大学・協働センター作成の募集チラシ
を水窪小の全児童、水窪中の全生徒に
配布（10月23日）

10人

14 都田協働センター 2月3日(日）
10：00～12：00
(全1回）

常葉大学健康プロデュース学部４
人（同大女子バスケットボール部
員）

協働センター作成の募集チラシを都田
小、都田南小の１年～６年児童に配布
（１月８日）

19人

15 積志協働センター
中学生
30人

2月9日（土）
10：00～12：00
(全1回）

常葉大学健康プロデュース学部２
人（同大女子バスケットボール部
員）

中学校長へバスケットボール部員の受
講依頼（７月下旬）
中学校長へ事業内容、講座内容説明
及び日程等調整（９月上旬・１月上旬）

26人

1 入野協働センター
東京パラリンピックに向けて
“ボッチャ”を知ろう！

２０２０年の東京パラリンピックに向けて、障害
者スポーツの一つである“ボッチャ”を体験し、
競技のルールや障害者の社会参加などにつ
いて学ぶ。

小学３年生～成人
30人

8月18日（土）
14:00～15:30
（全1回）

◎福田俊子　教授

　ソーシャルワーク

社会福祉学科　2・4年　　5人

「総合演習Ⅱ・社会福祉演習」

入野小、大平台小、西都台小、入野中
に募集チラシ配付（7/17）、
一般向け募集チラシを配布（8/6～）

28人

2 和地協働センター 8月23日（木）
13:30～15:30
（全1回）

作業療法学科
4年5人，3年3人，1年1人

地域の回覧板 48人

3 富塚協働センター 10月6日(土）
9：30～11：30
（全1回）

地域への広報　①自治会でのチラシ回
覧（協働センター作成の協働センター
だより８月２０日号）②協働センター内に
チラシ配架

26人

4
浦川ふれあいセン
ター

10月10日（水）
13：30～15：30
（全1回）

大学作成の募集チラシを佐久間地域内
回覧及び浦川地区シニアクラブへ募集
チラシ配布（９月４日）

34人

5 佐鳴台協働センター 11月7日（水）
9：30～11：30
（全1回）

作業療法学科　2年4人，1年2人
地域への回覧（協働センターだより10月
号）
老人クラブへのＰＲ

36人

6 春野協働センター
遊びながら器用になろ
う！！～からだ遊びとものづ
くり～

親子で一緒に遊びや物作りを通して，上手な
身体の使い方を体験する。感覚運動と遊びの
大切な関係について体験を通して学ぶ。

幼児とその保護者
10組

8月29日（水）
10：00～12：00
(全1回）

◎泉良太　准教授

　 作業療法学
作業療法学科　3年3人，2年3人

地域自治会への回覧8/5（春野文化セ
ンター作成チラシ）
親子広場・放課後児童ｸﾗﾌﾞ7/31配布
（春野文化ｾﾝﾀｰ作成チラシ）

19人

7
北浜南部協働セン
ター
（北浜南小学校）

自分の走力を確かめよう
体の仕組みや使い方を理
解して

走力を高める運動を通して、体の仕組みや使
い方について学習する。かけっこ(走力)に関
連する体の仕組みや使い方(動き方)を理解す
る。体の仕組みや使い方を知り、走力UPを図
る。

小学5年生
65人程度

9月12日(水）
10：20～11：05
11：15～12：00
（全2回）

◎田中真希　助教

 理学療法学
理学療法学科　1年　11人

北浜南小学校との打ち合わせ後大学と
の打ち合わせを経て、小学校・大学・協
働センター３者の下見を兼ねた打合せ
会を実施。（７月20日）

63人

8
竜川ふれあいセン
ター

10月12日（金）
14:00～15:30
（全1回）

地域への回覧(ふれあいセンターだより
8/20号、竜川地区全戸配布。)　高齢者
学級(わかあゆ学級生徒へ通知郵送)そ
の他(センター内チラシ配布。静岡新聞
9/18掲載。)

24人

9 高台協働センター 11月30日（金）
14:00～15:30
（全1回）

地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより９月５日号《予告》
地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより１０月５日号《募集》

19人

かけっこ改善で球技力アッ
プ

◎山田雅敏　講師

　情報科学，認知科学，人工知能
　女子バスケットボール監督

小中学生
20人

高齢者
20人

◎中村哲也　助教

 言語障害学・発生発語障害学
言語聴覚学科　3年2名、1年2名

将来、スポーツ指導者、スポーツトレーナーを
目指す女子バスケットボール部の大学生と一
緒に、楽しみながら走りが早くなるコツを学ぶ。
走りが改善すると球技力がアップする。

認知症予防　海馬を鍛えよ
う

物忘れと認知症の違いについて学び，日頃の
生活の中で実施できる海馬の鍛え方を体験
し，認知症を予防する。

一般、高齢者
30人～60人

◎泉良太　准教授

 作業療法学

作業療法学科
3年3人，2年2人，1年1人

認知症に移行しやすい軽度認知症（MCI）に
関心を持って頂き、早期発見の重要性につい
て知って頂く。
認知症予防や改善のための活動を一緒に行
い、認知症の予防や改善をはかる。

軽度認知障害を知って認知
症を予防しよう

常
葉
大
学
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10 三方原協働センター 10月13日（土）
10：00～11：30
(全1回）

地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより9月5日号、大学・協働
センター作成の募集チラシを三方原
小、豊岡小、初生小の全学年に配布（8
月下旬）

22人

11 水窪協働センター 10月20日（土）
13：30～15：00
(全1回）

大学・協働センター作成の募集チラシ
を水窪小の全児童、水窪幼稚園の全園
児及び就学前の全幼児に配布（９月１９
日）

33人

12 水窪協働センター
おなかの赤ちゃんをひょっこ
りのぞいてみよう

赤ちゃんや出産に係る様々な学習や体験を
通して、世界に1つしかない自分の命を大切
に思うことができる。

小中学生
20人

10月13日（土）
13：30～15：00
(全1回）

◎三輪与志子助教
　久保田君枝教授
　助産学専攻科

　小池武嗣助教
　看護学部・在宅看護学

助産学専攻科　　３人

協働センター作成の募集チラシを水窪
小・中学校へ配布
小学校の参観会の日に再度保護者へ
案内をした

10人

13 曳馬協働センター 10月19日（金）
13：30～15：00
（全1回）

介護福祉学科　4年　3　　人
地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより8/20号）

9人

14 天竜協働センター 12月5日（水）
13：30～15：00
（全1回）

介護福祉学科　2年　3　　人 協働センターだより（11/5号）に掲載 11人

15 中瀬協働センター
 Let's enjoy English!
（英語であそぼう！）

子供たちのための楽しい英語のイベント。ゲー
ムやアクティビティを体験してみることを通し
て、英語に触れる。

３歳から小学４年生まで
２０人

10月20日（土）
10：00～11：30
(全1回）

◎ドナルド・パターソン　准教授
　英語
　渥美陽子　助教
　英語

看護学科2年6人
看護学科1年1人
社会福祉学科2年1人
（英会話サークル）

募集チラシを中瀬小、赤佐小、麁玉小
の１～４年の児童に、中瀬幼、上島幼、
赤佐幼、赤佐西幼の全園児に配布（９
月６日）

22人

16 南陽協働センター 音楽でつなごう友達の輪
大学生のお兄ちゃんお姉ちゃんと素敵なハロ
ウィンの時間を過ごすことで、音楽の楽しさや
人と交流する喜びを味わう。

幼児・児童
30人

10月20日（土）
11：00～12：00
(全1回）

◎二宮貴之　准教授

　音楽
音楽サークル「ピアチェーレ」　15名

○地域への回覧
○芳川小、芳川北小、河輪小の全児童
に配布（９月３日）
○ハロー保育園、河輪幼稚園、南の星
幼稚園に配付（９月下旬）
○センター利用者へのチラシ配付（随
時）
○南区のＦａｃｅｂｏｏｋに募集記事掲載
（９月１９日）

36人

17 熊ふれあいセンター
高齢者
20人

10月26日（金）
14:00～15:30
（全1回）

地域内各世帯への配布される広報紙
（ふれあいセンターだよりくんま９月２０
日号）への掲載
開催チラシのセンター内への掲示及び
センター利用団体への配布

18人

18 浜名協働センター
高齢者
30人

11月16日（金）
14:00～15:30
（全1回）

浜名協働センターだよりに事業内容を
掲載し、浜名地区の全戸に配布し募集
するとともに、センターにチラシを配架し
募集した。

38人

19 蒲協働センター 10月26日（金）
14:00～15:30
（全1回）

地域への回覧（協働センター作成の協
働センターだより９月５日号）

18人

20 県居協働センター 11月30日（金）
14:00～15:30
（全1回）

地域へ回覧（協働センター作成の協働
センターだより１０号 
協働センター来館者に直接声を掛けて
勧誘

27人

21 北部協働センター 12月10日（月）
10：00～11：30
(全1回）

理学療法学科3年12人
（事前学修科目：地域理学療法学
の実践）

地域への回覧・協働センター内に配架
（北部協働センター作成の協働セン
ターだより11月5日号）
協働センター内で開催していた講座等
で周知・宣伝

30人

22 南部協働センター 「赤ちゃんを沐浴しよう！」

赤ちゃんの沐浴（お風呂）を通して、家族みん
なで、生まれてくる新しい家族を迎え入れる準
備を行う。また、上の子が家族として大切にさ
れ、育てられているのを実感する機会を提供
する。

妊産婦とその家族
10組

12月1日（土）
13：30～15：00
(全1回）

◎黒野智子　准教授
　 神﨑江利子　講師

 　母性看護学

看護学３年　　14人
（ 母性看護学実習　）

①  地域への回覧（協働センターだより11月5日
号）
② 子育て情報サイト「ぴっぴ」イベントカレン
ダー、中区協働センター通信（市ＨＰ）へ掲載
（11月1日～11月30日まで）
【追加募集】
聖隷浜松病院、三方原病院、近隣の個人病院
（産婦人科）、幼稚園、子育て支援広場、放課後
児童会等へチラシ配付（11月13日）
中央保健福祉センター（はじめてのパパママレッ
スン）へ周知協力依頼（11月14日）
浜松市助産師会へ周知協力依頼（11月14日）
中区健康づくり課、社会福祉課（保育園入園手
続き会場）へチラシ配付（11月14日）

15人

言語聴覚学科　3年2名、1年2名

理学療法学科1年12人
（事前学修科目：基礎演習）

造形による遊び　トリックｵｱ
トリートお化けに変身

身近な素材を活用した仮装のための衣装づく
りを楽しむと共に、外国の文化に触れる。ま
た、参加者同士、あるいは地区協働センター・
地域の商店街など様々な人と交流する。

脳トレや体操に取り組んで
心も体も元気に！
～健康寿命を延ばすには
～

転倒による健康への悪影響について学び、転
倒予防のための脳トレや体操を体験する。
（転倒予防と脳トレーニングを実際に行う。）

高齢者
30人

◎田中真希 助教
　（矢部広樹、吉本好延、俵祐一）

　理学療法学

◎中村哲也　助教

　言語障害学・発声発語障害学

高齢者に急増「誤燕性肺
炎」を予防する

近年、高齢者の死因として急増している「誤嚥
性肺炎」についての知識を深め、日常生活で
出来る誤嚥性肺炎の予防について学ぶ。

◎秋山恵美子　助教

　介護福祉、介護予防
シャボンラッピング

ボディシャンプーによりたくさんの泡を作り、対
象者の手指の清潔とリカバリング効果を目的と
する。学生はゆったりとした時間の中で、対象
者の心身の安定がはかれるようコミュニケー
ション能力を発揮し、手を添えることで双方に
感じる豊かな時間を共有する。

一般成人
15人

小学生以下の子どもと
保護者
20組

◎鈴木光男　教授

 美術教育
こども教育福祉学科　３年　　　３人
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№ 実施施設 講座名 目的･ねらい 対象
指導教官・
専門分野

学生講師・
授業科目名

募集方法
（時期）

参加者数
（実績）

日程・時間帯（回数）

1
浦川ふれあいセン
ター

8月20日(月)
13:30～15:00
（全1回）

ふれあいセンター作成の募集チラシを
浦川小の全児童に配布（７月6日）

21人

2
細江協働センター

8月25日（土）
9：30～11：00
（全1回）

西気賀小・気賀小・伊目小・中川小学
校にチラシを配布

8人

3 可美協働センター 2月16日（土）
9：30～11：00
（全1回）

可美小全児童にチラシを配布 19人

1
北浜南部協働セン
ター お芝居プロジェクト

・お芝居を媒介として周りの人とコミュニケー
ションを図る。
・「社会包摂」の理念に基づき、中学生の学校
以外での居場所として機能させる。

浜北区の中学生
1年～3年
10人

7月10日（金）
9月22日（土）
9月29日（土）
10月6日（土）
10月13日（土）
10月20日（土）

8：30～12：00
13：00～16：00
13：00～16：00
13：00～16：00
13：00～16：00
11：00～13：00
(全6回）

◎池上重弘　教授

 文化人類学、多文化共生論

国際文化学科　　４年　　１人
国際文化学科　　２年　　３人
国際文化学科　　１年　　１人
文化政策学科　　１年　　２人
芸術文化学科　　３年　　１人
芸術文化学科　　２年　　２人
芸術文化学科　　１年　　３人

①北浜南部協働センター作成のチラシ
を北浜区の中学校（北浜中学校・北浜
東部中学校・浜名中学校）に配布（７
月）

②北浜中学校主催カルチャー大会の
演劇ワークショップ講座にて宣伝（７月）

62人

2 中部協働センター 英語で遊ぼう
英語を使ったゲームや絵本、ものづくりなどを
通して、子どもたちが英語に慣れ親しみ、英語
を使ったコミュニケーション活動を楽しむ。

小学生
20人

11月17日（土）
10：00～12：00
(全1回）

◎エドワードサリッチ　准教授
  コミュニティカブ・ランゲージ・ティー
チング

◎マーカススプリンガー　特任講師

国際学部　10人
近隣小学校(中部学園、東小、船越小、
西小、竜禅寺小）への全校児童へチラ
シ配布（10月31日、11月７日) 

21人

0

理科工作サークル Kid's Science
Caf  のメンバー　1年生～3年生
計6人

ゆらゆらフレミングアニマル
理科の原理を利用した工作を通し、理科の不
思議さや身近さ、工作の面白さを知ってもら
う。理科への興味を促進する。

小学生
20人

◎立岡浩一　教授

　電子物質科学
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