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神戸女子大学・神戸女子短期大学は、建学の精神に基づき、
自立心に富み、対話力と創造性にすぐれ、

人類社会の発展に貢献する女性を育成しています。

神戸女子大学・神戸女子短期大学は

自立心・対話力・創造性
を培う教育を目指しています

神戸女子大学
神戸女子短期大学



　神戸女子大学は、昭和 15 年にその前身である神戸新装女学院を三
宮で開設して以来、本日まで神戸の地を本拠地として神戸の皆様と
共に開学の精神に則り、関西一円のみならず、関東・東海・中四国・
九州地区に至るまで広範囲の女子学生の高等教育に邁進してまいり
ました。一方で、2019 年 12 月に中国武漢を発生源とするコロナ禍
が世界中を大混乱に陥れてからはや２年が経ち、未だに新規感染者
数は一日２～４万人を推移し、死者数も一日 20 ～ 50 人となってい
ます（2022 年５月現在）。本学の地域連携事業は、正に新型コロナ
禍において避けなければならない３密を強いる事業形態がほとんど
です。従いまして、この２年間、本事業において大きな成果を上げ
ることは困難なものでした。しかし、その間、地域連携推進センター
が無為無策であったわけではなく、ポスト新型コロナの世界を予測
しつつ、現在はWith コロナとして新たに広がる地域連携の姿を模
索し、新しい活動へその舵を切ってまいりました。例えば、本学の
地域連携事業は、「地域連携」「公開市民講座」、そして「高大連携・
交流事業」の３本柱からなっていますが、「地域連携」では、地域学
習の縮小、近隣地域の皆様と交流する「ふれあい給食」の中止とそ
れに変わって「高倉台健康相談」を開始し、さらに、須磨離宮公園
における様々なイベントや企画においても多くの直接接触型イベン
トから、須磨離宮公園を中心とした産官学連携などに転換していま
す。「公開市民講座」もその多くが中止となり、その代わりに女性の
活躍を推進するための新講座の開設を現在検討しているところであ
ります。また、「高大連携・交流事業」では、直接接触型活動を避け
て遠隔授業対応を中心にすることでの近隣の高等学校との密接な結
びつきを重視し、高校と大学が助け合う連携事業を展開していると
ころであります。今後本学としての地域貢献活動の改革にご期待い
ただきたいと思います。ここに、本事業についての昨年度、および
一昨年度の２年分の活動を報告書にまとめましたので、皆様にはぜ
ひご一読いただき、本活動への更なるご理解、ご助言、ご協力をい
ただきたく、何卒ご支援のほどよろしくお願いいたします。この新
しい変化への皆様からの更なるご協力と、ご知恵を拝借させていた
だけましたら大変幸甚でございます。
� 2022.6

はじめに�

神戸女子大学・神戸女子短期大学
地域連携推進センター長

稲垣　善茂
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多様な学びの【場】をつくり出す、

地域は、　　のキャンパスです。
無 限

地域と「向き合う」 情報を「集める」 大学と地域が
「つながる」

地域を見つめ、地
域 課 題を読 み 取
り、大学が地域社
会から「何を求め
られているのか」
を考えます。

地域団体や地方自
治体と積極的に交
流を図り、地域に
関するあらゆる情
報を集めます。

地域連携の窓口と
して、地域や大学
内の情報を集約・
発信し、地域と大
学資源とのマッチ
ングを図ります。

専門性を「深める」 学びの【場】を「拡げる」 “知”を「伝える」

地域とともにまち
の未来を考え、活
動の継続性を心が
けながら、内容を
充実させていきま
す。

広報活動を促進し
ます。また、地域
団体との対話を重
ね、活動の【場】を
拡げていきます。

公開講座や学外へ
の講師派遣等を通
じて、大学が持つ
“知財” を広く地域
に公開・還元して
いきます。

神戸女子大学・神戸女子短期大学
Kobe Women’s University ・Kobe Women’s Junior College

地域連携推進センター
Community Relations Promotion Center 

①�「子どもの豊かな遊び環境のあり方」の調査・研究
②�算数・数学クリニック
③�Play�Wagon がやってくる
④�バスケットボールクラブのボランティア
⑤�蜜蝋の抽出作業
⑥�神戸女子大学�須磨キャンパス
⑦�「北野はいからウォーキング」取材に応じる学生

⑧�Play�Wagon がやってくる～ JUMP!�SPIN!�ENJOY!�懐かしの遊び～
⑨�神戸市立森林植物園　ワークショップ
⑩�Rikyu�Honey を使ったドリンクメニューの開発
⑪�須磨消防団�学生消防団員
⑫�神戸女子大学　ポートアイランドキャンパス
⑬�Rikyu�Honey を使ったデザートメニューの開発
⑭�災害ボランティア・ネットワーク事業　写真洗浄

　社会が成熟化と低成長時代を迎え、人口減少・少子高齢化が加速する我が国において、大学は、地域団
体や地方自治体とともに地域づくりを担う「協働のパートナー」として、その活躍が期待されています。
また、今日の大学では、豊かな教養と深い専門性を身につけた人材の育成はもちろんのこと、地域への「知
の還元」を軸に、地域貢献・生涯学習事業等の展開が求められており、大学が地域社会において果たす役
割は拡大しています。
　学生や教職員が地域と関わりを持ち、地域の「くらし」や「文化」、そして “現代の地域社会が抱える課題 ”
を見つめ、向き合い、探求していくという地域連携活動におけるプロセスは、多様な学びの【場】をつく
り出しています。
　「地域連携推進センター」は、学生が地域住民とともに「地域で学ぶこと」を第一義におき、学生及び
教職員、そして地域を支援し、地域貢献・生涯学習事業を強化するなど、さらに躍進いたします。

①

②

③③

⑤⑤ ⑥⑥ ⑦

④
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多様な学びの【場】をつくり出す、

地域は、　　のキャンパスです。
無 限

地域と「向き合う」 情報を「集める」 大学と地域が
「つながる」

地域を見つめ、地
域 課 題を読 み 取
り、大学が地域社
会から「何を求め
られているのか」
を考えます。

地域団体や地方自
治体と積極的に交
流を図り、地域に
関するあらゆる情
報を集めます。

地域連携の窓口と
して、地域や大学
内の情報を集約・
発信し、地域と大
学資源とのマッチ
ングを図ります。

専門性を「深める」 学びの【場】を「拡げる」 “知”を「伝える」

地域とともにまち
の未来を考え、活
動の継続性を心が
けながら、内容を
充実させていきま
す。

広報活動を促進し
ます。また、地域
団体との対話を重
ね、活動の【場】を
拡げていきます。

公開講座や学外へ
の講師派遣等を通
じて、大学が持つ
“知財” を広く地域
に公開・還元して
いきます。

　地域連携推進センターでは、センターの目的を達成するために、「向き合う」「集める」「つながる」「伝える」
「拡げる」「深める」という 6つのキーワードにもとに、学生及び教職員、そして地域を支援していきます。

⑫⑫ ⑬

⑨

⑩

⑧

⑭

⑪
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地域連携推進事務室の役割

神戸女子大学・神戸女子短期大学

地域連携推進事務室・地域連携推進ルーム

　地域連携推進事務室は、本学と地域を結ぶ総合窓口として、地域連携活動や各種ボランティア活動に関
する情報提供及び支援をしています。活動への申込みや問い合わせに対応しています。事務室の隣には「地
域連携推進ルーム」を設置しています。地域連携活動や各種ボランティア活動をする学生が使えるスペー
スになっており、ミーティングテーブルやパソコン等を設置しています。

①��地域団体等から相談や依頼を受け、得た情報を地域連携活動に関心を持つ学生や教職員
に提供し、情報提供先へコーディネートする等、地域社会と連携するパイプ役となって
います。

②��協定締結している自治体等と積極的に交流することで地域の抱える具体的課題等を把握
し、地域の活性化につながる学生の学びとなるプログラムを委員会とともに開発し、諸
活動を支援しています。

③��本学の教育と学術研究の成果を地域へ還元するために公開市民講座や爽やか健康講座等
を委員会とともに企画・運営しています。開催までの広報活動や受講者への対応も行っ
ています。

④��本学の地域連携の取り組みを大学ホームページや地域連携活動報告書を作成することで
大学内外に広く発信しています。

地域連携推進事務室のお問い合わせ先

場　　所　　�　須磨キャンパス　A館 1階 112 室
開室時間　　�　月曜日～金曜日　9時～17時30分
直通電話　　�　078-737-2484
ＦＡＸ　　　�　078-737-4059
メールアドレス　wu-chiikirenkei@yg.kobe-wu.ac.jp
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地域活性化学生団体

K-osmoseize（コスモシーズ）

　2021 年春、本学の学生が集まり、大好きな神戸の食文化や歴史を広めようと、K-osmoseize（コスモシー
ズ）という地域活性化学生団体を立ち上げました。地元の方々に限らず、神戸を訪れた多くの人に魅力あ
る神戸を知っていただき盛り上げたいと日々活動しています。
　2021年度は、地域を巻き込んだイベント「北野はいからウォーキング」を企画し、神戸再生支援チーム株式
会社やKITANO�ACTIVE�COMMUNITY一般財団法人神戸観光局にご後援いただき、10月30日土曜日・31
日日曜日　10：30 ～ 17：00（ライトアップ　17：00 ～ 20：00）に開催しました。
　このイベントでは、参加者に、北野の飲食店などで使える約 40 店舗の特典付きガイドマップと、神戸
発祥の食べ物など神戸・北野の歴史や文化の魅力を伝える “KITA�NOTE（きたのーと）”をプレゼントし
ました。

知識や経験がない学生だけで企画・運営を行うのは、困難なことばかりでした。
地域や企業の方々から信頼を得るため、何度も足を運びました。また、企画を想像から
実現させるためには、気持ちだけでなくヒト・モノ・カネが必要であることも学びました。
今後の課題は、私達にしかできない企画の立案と目的を達成するための手段の充実です。
2022 年度も、神戸・北野でイベントを計画中ですが、イベント当日だけでなく日常的
に神戸・北野を楽しんでもらえるよう活動を続けていきます。

学んで、食べて、遊んで、
お買い物を楽しもう！
挨拶は�Hi! を合言葉

代表
家政学科３回生�林さん

テレビ取材に応じる学生

新たな取り組み

01
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参加者には、約 40 店舗の
特典付きガイドマップを
プレゼントしました！

副代表
家政学科３回生�田端さん

喫茶はやしでプリンを提供する学生

ランタンワークショップの様子

ライトアップの準備をする学生 新型コロナウイルス収束の
願いを込めたランタンナイト

北野にある民家を学生自ら昭和レトロな空間にリノベーションし
ました。懐かしのクリームソーダやホットチョコレート、プリン
などを提供し、UCC上島珈琲の協力で、店内では昔のコーヒーマ
シンなど収蔵品の展示も行いました。

うろこの家にて、ファッションショーを開催しました。事前予約で誰で
もモデルとなって撮影ができ、手作りのコスプレ衣装で参加したり、本
学のクラブ「ファッションAnfang」が用意した華やかなドレスで撮影
してもらったりしました。

新型コロナウイルス収束の願いを込めて、北野天満神社でランタンを使ったライトアップを開催しました。
三宮の煌びやかな夜景をバックに幻想的な世界を創り出しました。

ランタンワークショップ

子どもにも楽しんでもらえるようにと、ランタンワークショップ
を開催しました。自宅用に作るのはもちろん、作りたてのランタ
ンを北野天満神社に飾ることもできます。

北野天満神社ランタンナイト

喫茶はやし

北野コレクション

光の世界～ランタンナイト～ in 北野天満神社
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高齢者健康相談でのミニ講演

ミニ講演に聞き入る高齢者 体操を行う高齢者

活動名：高齢者健康相談

実施日：2021年５月26日（水）～12月８日（水）
担当者：看護学科　藤田冬子　柴田明日香
対　象：�神戸市須磨区高倉台に居住する高

齢者
主催等：神戸女子大学�地域連携推進事務室
場　所：高倉台地域福祉センター

高齢者健康相談でのミニ講演
日時 ミニ講演のテーマ（内容）
5/26 不整脈ご存じですか（不整脈とは？ 不整脈の測定方法を実演）

7/21 認知症の予防と対応

9/15 眠りのメカニズム（夜にぐっすり眠れるために）

10/20 これからの暮らし（老いの体験と老いに応じた暮らしからACP)

11/17 日ごろから健康チェック（フレイル測定 : イレブンチェッ
ク）

12/8 年末年始にはご注意を！（塩分過剰摂取と疲労に注意）

月1回 水曜日
身体の声を聴いてみましょう

予定日時

10：00～12：00

場所
高倉台地域福祉センター１F

内容
ミニ講演、健康相談、フレイルチェック、
血圧・脈拍チェック・握力チェックなど

主主催催：：神神戸戸女女子子大大学学 地地域域連連携携推推進進事事務務室室
担担当当：：神神戸戸女女子子大大学学 看看護護学学部部 藤藤田田冬冬子子・・柴柴田田明明日日香香

5/26 7/21 9/15 10/20 11/17 12/8

ミニ講演
60分

相相談談
無無料料

令和３年度

健康チェックを受ける高齢者

ミニ講演の内容看護学科�藤田冬子教授

新たな取り組み

高齢者健康相談

　2021 年度より新型コロナウイルス感染予防のため高齢者ふれあい給食を中止し、高倉台ニュータウンに
居住する高齢者を対象に、「高齢者健康相談」をスタートさせました。５月から 12 月に月１回、感染症の
蔓延時期を避け、検温およびマスク装着等の感染症対策を徹底しつつ、「２時間を目安に」開催しました。
内容は、地域のボランティアとともに、血圧測定、握力測定を出席者全員に実施しています。その後は、
高齢者の健康生活の維持に役立つテーマを選択したミニ講演、講演の後には簡単な健康体操を行いました。
血圧測定値や握力値は配布した「健康チェックノート」に記載し、毎月の変化に気づきやすいように工夫
しています。フレイル予防のため、イレブンチェックも１回行い、それぞれの結果が示す意味についても
紹介し、にぎやかに参加者同士が交流し学びあうことができました。参加した高齢者は毎回約 30 名で 80
歳代が多く、ほとんどが女性でした。参加者は熱心に講演を聞き、健康体操も立位や座位などで積極的に
参加してくださりました。

08



秋「資料でたどる古典芸能の舞台　神戸」

神戸市須磨離宮公園内　和室

冬　写真展「ひょうごの祭りと暮らし」
神戸女子大学古典芸能研究センター
開設 20 周年記念展示ポスター

神戸女子大学古典芸能研究センター開設 20 周年記念展示

　2021 年度、古典芸能研究センターが開設 20 周年を迎えたことを記念して、本学とキャンパス・パーク
連携を結んでいる神戸市立須磨離宮公園内の和室で、一年を通じて季節ごとに所蔵品を中心とした資料展
を開催しました。
　春は、本学所蔵の能狂言絵コレクションから逸品を揃えた令和元年度国立能楽堂特別展の再展示を企画
しましたが、会期初日に緊急事態宣言が発令され、翌日から公園の臨時休園が決定したため、展示も中止
となり、一日限りの幻の展示となりました。
　その後の開催は順調で、夏は沖縄祭祀の写真展、秋は神戸に纏わる古典芸能関連の資料展、冬は県下の
祭りと暮らしの写真展と、センターの豊富な所蔵資料をもとに、更に生田神社所蔵『源平合戦屏風』の出
品協力なども得て、より充実した展示が実現しました。会場には、リピーターも含めて延べ 1,800 余名の
来場者が訪れ、どの展示もそれぞれ熱心に見学していました。各展示は、センターでも再展示を行う一方、
この会場での展示の継続開催を求める声も次々と寄せられたため、今後も検討していくことにしました。

須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業
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須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業

SUMA×BEE× SHINJO プロジェクト
ドリンクメニュー及びデザートメニューの開発・販売

第２弾

　2019 年度より、須磨離宮公園内にて採蜜したオリ
ジナルハチミツ「Rikyu�Honey」を使用し、神戸女子
大学の学生が須磨離宮公園内のレストラン運営事業者
と連携してメニュー開発を行う、神戸女子大学・須
磨離宮公園・須磨区役所、三者の協働プロジェクト
「SUMA× BEE× SHINJO」に取り組んでいます。
　第２弾となる 2020 年度は、管理栄養士養成課程�林
利恵子准教授のゼミに所属する学生が、アイスドリン
クとホットドリンクメニューの開発に取り組み、「離
宮ハニー&レモンジンジャー（アイス）」と「スパイ
ス香る離宮ハニーホットティー」が完成しました。
　元々、アイスドリンクは、夏の時期に移動販売車で
発売予定だったため、提供する際のオペレーションも考慮したレシピづくりが課題でした。ホットドリン
クは、来園されるお客様の年齢層が高いことに注目し、スパイスと紅茶を使った大人向けの味を目指しま
した。関係者で行った試飲会・品評会では、クミンやカルダモンが入った独特な風味が好みという方もい
ましたが、好みが分かれるものは外し、最終的にシナモン・ナツメグ・バニラエッセンスを組み合わせた
ものに決まりました。
　販売時には、家政学科�大森正子准教授のゼミに所属する学生が考えたオリジナルデザインのシールが
貼られたカップで提供されました。� （神戸女子大学教育後援会会報第 30 号抜粋）

大森ゼミで行っている「Project�
Bee」のテーマキャラクターとし
て考案したミツバチに、販売場所
の Botanical�Café がある植物園を
イメージ。緑を基調とし、植物の
イラストを添えました。

試飲会の準備をする林准教授とゼミ生 レストラン関係者に説明する学生

（左）ホット：スパイス香る離宮ハニーホットティー
（右）アイス：離宮ハニー＆レモンジンジャー�
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第３弾

　第３弾となる 2021 年度は、管理栄養士養成課程�宮
本有香准教授のゼミに所属する４年生が、デザート
メニューの開発に取り組みました。
　須磨離宮公園内にて採蜜したオリジナル蜂蜜
「Rikyu�Honey」をたっぷりと使用したシフォンケー
キは蜂蜜の香り漂う、きめ細やかなしっとり食感に
仕上がりました。悪戦苦闘しながらも出来上がった
「離宮ハニーシフォン」は、須磨離宮公園植物園内の
Botanical�Cafe（ボタニカルカフェ）で 2021 年 11 月
20 日・土曜日～ 2021 年 12 月 12 日・日曜日の期間限
定で販売し、計 297 個を販売し、大変好評をいただ
きました。

離宮ハニーシフォン

左から宮本准教授と所属ゼミ生

管理栄養士養成課程�宮本有香准教授

試食会の準備をする学生

レシピ開発には、蜂蜜フォンダンや甘酒などを用いた
レシピも候補にあがり、何度も試作、試食を繰り返し、
最終的には蜂蜜をたっぷり使用したレシピが採用され
ました。
「離宮ハニーシフォンケーキ」の名称もゼミ生がいく
つも名称を考え、最終的に決定しました。
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ワークショップの様子

須磨離宮公園に向けたプレゼンの様子 ハチの巣を煮て蜜蝋を抽出します

須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業

みつろうラップ プロジェクト

　被服や住空間の企画・デザインを学び、実際にプロダクト制作にも取り組む家政学科。色彩学や人間工学、
環境負荷軽減を専門とする家政学科�大森ゼミでは、卒業研究の一環として、「みつろうラップ」の制作に
取り組みました。
　みつろうラップとは、綿でできた布にハチの巣から採れる蜜蝋（ワックス）を染み込ませた、天然素材
由来のラップのこと。繰り返し使えて、捨てても土に還ることから、プラスチックごみの削減につながる
アイテムとして、世界的に注目を集めています。
　本プロジェクトは、須磨離宮公園内で養蜂に取り組むことで地域の活性化を図ろうと、2018 年に発足し
た須磨離宮公園独自の「bee�kobe」プロジェクトと協同した取り組みです。採蜜を行う際に出る蜜蝋に注
目し、みつろうラップとして再利用することを提案。土台となる布の染色には、公園の整備時に剪定され
たバラを利用し「地産地消のみつろうラップ」をつくることに成功しました。
　みつろうラップ制作に必要な調査や企画は、すべて学生たちが行いました。プロジェクトを通じて学生
たちは、確かな “実践力 ” を身につけました。
　これからも、学生の企画・実践力を活かした研究を通じて、神戸女子大学から地域活性化の輪を広げて
いきたいと考えています。（神戸女子大学 smile�navi�vol.80. 抜粋）
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須磨離宮公園のバラで土台の布を染色することや、研究内容を
SDGs と結びつける考え方は、学生たちが提案してくれました。提
案のクオリティの高さに、正直驚かされました。

家政学科�大森正子准教授

完成までの道のり

01
情報収集

　WEBや書籍を利用した調査活動。素材から地産地消のものにこだわることや、
SDGs と関連づけて考えていくことなど、提案内容を深めていきました。材料、
デザイン、広報・SDGs の３チームに分かれ、協力し合いながら、効率よく情
報を集めました。

02
企画・デザイン

　調査結果からターゲットを「20~30 代の主婦層」に設定し、使うことでエコ
を実現しつつ、冷蔵庫がパット華やぐようなみつろうラップをデザイン。同時に、
プロジェクトのロゴマークやパッケージのデザインも考案しました。

03
プレゼン

　７月には、須磨離宮公園に向けたプレゼンを実施。作成した資料を用いて、
プラスチックごみに対する問題提起と、みつろうラップによるごみ削減提案、
SDGs との関連性、デザイン案の発表を行いました。

04
実制作

　触り心地や粘着強度にこだわりながら、試作を繰り返して、最適な配合を見
つけ出しました。11 月にはワークショップも開催。Instgramを開設したり、駅
でチラシを配ったり、広報活動も自分たちで行いました。

「PROJECT BEE」サブマーク

 シンボルマークとは別に、「ゆるキャラ」の
ようなポジションの軽いデザインのマーク案

 「Bee」の文字を活かし、胴は「ee」、羽は
「B」の文字をかたどっている

 女性はもちろん、お子様からも親しみが持て
るようなキャラクター

 PRキャラクターマークにも使えそう

「PROJECT BEE」シンボルマーク

神戸女子大学のシンボルマークの「エンブレム＆羽ペン」×蜜蜂らしいボーダー

エンブレム型なので学生とのコラボ商品とわかる！
蜜蜂を模したデザインで「みつろう」を使用した商品をアピール
シンプルなデザインで、商品やパッケージのワンポイントに使いやすい！

サブマークを使ったデザイン

全面に大きく配置

（配色：ピンク（神女シンボルカラー）、黄色（ハチミツカラー）、ブルー、ブラック）
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子どもたちに説明する様子

須磨離宮公園の様子
教育学科�大西雅裕教授

縄跳びや輪投げなど遊び方は様々

クリスマスリースをつくろう

　大西研究室では、この活動以外にも様々な地域貢献活動を行っており、特に、須磨離宮公園で実施して
いるクリスマスリースづくり（無料配布）のワークショップは好評をいただています。事前準備として、
処分されるはずだった園内の蔦や蔓を採取し、リース状に編み乾燥させ、松ぼっくりやカラフルなモール
の飾りつけ等を用意し、当日来場した子どもたちに好きなものを選んでもらって、世界に一つしかない素
敵なクリスマスリースを作成してもらっています。

園内の蔦や蔓を使ってリースを作成 カラフルに塗装した松ぼっくり 会場は常に人でいっぱい

学生はこの活動
を通して、大学
で修得した知識
を実践のなかで
応用することで、
より教育への理
解を深めること
ができています。

須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業

カラーロープであそぼう
　教育学科�大西研究室のゼミ生が 2018 年から取り組んでいる地域貢献活動の一つに、「カラーロープで
あそぼう」があります。
　大学コンソーシアムひょうご神戸主催イベント「キッズフェスティバル 2018」で、親和女子大学と大西
研究室が協同で行った経験を活かし、2019 年より大西研究室のゼミ生のみで企画から運営まで行っていま
す。2019 年・2020 年は、キャンパス・パーク連携を締結している須磨離宮公園で実施。2021 年は、須磨
離宮公園（2021 年 10 月 23 日土曜日実施）に加え、大丸須磨店（2021 年 11 月７日日曜日実施）主催イベ
ント「みょうだに秋の読書週間」にも参加するなど、活動の場を拡げています。
� （神戸女子大学�教育後援会�会報第 32 号抜粋）

絵本の読み聞かせも行います

好きな色の布を 3つ選びます
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親子保育くじらくらぶ
� 社会福祉学科　准教授　曽　田　里　美�
� 准教授　下　司　実　奈

　神戸市中央区ポートアイランドに立地する４大学は、2008 年に
「ポートアイランド４大学連携」を締結し、各大学の特色を活かした
連携事業を展開しています。神戸女子大学は、連携事業の一環として、
月１回年間計 11 回「くじらくらぶ」という子育て支援事業をポート
アイランドキャンパスで実施しています。
　2020 年度、残念ながら前期の４回はコロナ感染対策のため中止と
なりました。第１回目のくじらくらぶは、年に１回開催している人
形劇団クラルテのおひさま劇場でした。子どもたちにコロナ禍であっ
ても人形劇を届けたいと、クラルテと協議し、Zoomで配信すること
にしました。本学の学園情報センターの協力を得て、クラルテにとっ
ても初の試みというライブ配信を無事終えることができました。参
加してくれた子どもたちは画面越しでも集中し、終演後もおおかみ
や子ヤギたちに呼びかけてくれました。その後、10 月のみ Zoom配
信で実施しましたが、11 月から３月の５回は子どもたちと大学で出
会って楽しむことができました。
　2021 年度は、５・６月とクラルテ公演の９月は Zoom 開催とし、
それ以外は感染対策を十分に取り対面で行うことができました。
　学生たちは、子どもたちへの関わりで疑問に思ったり悩んだりす
る場面が多くみられましたが、そのたびに教員と振り返り具体的な
スキルを身に付けることができました。また、子どもたちが思いき
り遊び、ああ楽しかったと思えるように、様々な配慮と準備と気配
りがいること、遊びが子どもたちにとっていかに大切で必要なもの
であるかを、経験を通して学んでくれたと思います。
　保護者の方々はコロナ禍で子どもたちを思うように遊ばせること
が難しい状況の中、大学という広い空間がある場所で子どもたちが
大きな声で笑って製作したり遊んだりする時間をとても楽しみにし
てもらっていたようです。地域での子育て支援をわずかではありま
すが、学生と共に貢献できたと考えています。

クラルテの人形劇を Zoom配信

「タオル体操」ライブ配信

クリスマスのクッキー作り

新聞紙で遊ぼう

2020 年度

実　施　日：�2020年9月19日（土）～2021年3月6日（土）
　　　　　　※ 5~7 月中止
参加学生数：延べ 54 名
参加児童及び保護者数：延べ 46 名

2021 年度

実　施　日：�2021年5月29日（土）～2022年3月5日（土）�
参加学生数：延べ 67 名　　　
参加児童及び保護者数：延べ 250 名

ポートアイランド４大学連携事業
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ポートアイランド４大学連携事業

子育てコラボサロン どーなつ
� 看護学科　内・丸山・菅野　�
� 社会福祉学科　曽田・稲垣・下司�

　2019 年、看護学部看護学科と健康福祉学部社会福祉学科の教員が、地域における子育て支援の拠点とな
ることを目指してポートアイランドキャンパスに「子育てコラボサロンどーなつ」を開設しました。子育
て支援に関わる専門領域の教員がそれぞれの分野に重点を置いた子育て講座を開講するとともに、子育て
中のご家庭の悩みや不安を気軽に話し合う場を提供しています。
　2020 年度（前期除く）・2021 年度、対面と Zoomのどちらでも参加できるよう設定し、参加者の方が選
択できるようにしました。Zoom実施に於いては、資料を送ったり、細かいやりとりをメールで行うこと
にさまざま障壁もありましたが、参加者の方のアンケートでは、満足の声を多く頂きました。
　次年度からも１人でも多くの方と繋がれるよう、実施方針や方法など細かく協議していく必要をスタッ
フ全員で確認しています。

2020 年度

前期　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、すべて中止
後期
　第１回（10 月 24 日）� 「親子で知ろうからだの不思議」
　第２回（11 月 28 日）� 「気になる子どもへの関りについて」
　第３回（12 月５日）� �「自分の体を癒そう－自宅で取り組めるアロマ

マッサージ」
　第４回（２月 20 日）� 「ストレスと上手に付き合おう」
　第５回（３月 13 日）� 「子どもとほっこりコミュニケーション」
　

2021 年度

前期
　第１回（４月 24 日）� �「慣れましたか？　新しい生活様式、みんなどうしてる？」
　第２回（５月 22 日）� 「気になる子どもたちと家族へのサポート」
　第３回（６月 19 日）� �「大きくなっているかな？　体重・身長を測ろ

う」
　第４回（７月 24 日）� �「SNS と子どもたち、どうつきあう？　�

私たちにできること」
　第５回（８月７日）� 「なんでも食べて元気に過ごそう！」
　第６回（９月 18 日）� �「子どもの保護者への関わりについて」
後期
　第１回（10 月 30 日）� �「いつもの手洗いで大丈夫 ！？　体を守る正しい

手洗いを学ぼう」
　第２回（11 月 13 日）� �「大きくなっているかな？　体重・身長を測ろう part ２」
　第３回（12 月４日）� 「自分の心身を癒そう―アロママッサージ」
　第４回（１月 22 日）� 「子どもと上手にコミュニケーション」
　第５回（２月 12 日）� �「食事なんでもそうだん。子どもの好き嫌い、困っていませんか？」
　第６回（３月 12 日）� 「親子マッサージを体験しましょう！」

アロママッサージの様子

看護学科の学生による保育の様子
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算数・数学クリニック
　
　「算数・数学クリニック」では算数・数学の学習につまずいている子
どもたちへ学習支援を行っています。ところが令和２（2020）年の年明
けから猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、その活動も自粛、縮
小を余儀なくされています。しかし、この日は十分に感染対策を講じた
上で、１年 10 か月ぶりに開催することができました。小学校で習うわ
り算と日常生活でわり算が必要な場面とを結びつけるその日の活動シー
ンを紹介します。
　クッキーがたくさんあって、４人で仲よく分けることにします。４人
が勝手に好きなだけ取るのではなく、それぞれの取り分が等しくなるよ
うに分けます。何人かでそれぞれの取り分が同じになるよう分ける場面
では、１人分はいくつになるのか、自分の分はいくつなのかは大問題で
す。
　そこで小学３年生の児童が実際に分けてみました。その前に、クッキー
は全部でいくつあるかを確かめておきましょう。ひとつずつ数えてみる
と 24 個ありました。これを４枚のお皿に分けていきます。まずは見当
をつけて４個ずつ配ってみたら余ってしまったけれど、続けて残りを配
ることで等しく分けることができました。分けたところを見ると、それ
ぞれのお皿に６個のクッキーがのっています。
　ところで最初、クッキーは全部でいくつあったでしょうか。今度はひ
とつずつ数えなくても、６個のクッキーがのったお皿が４枚あるので、
６×４で 24 個です。かけ算を使うと最初の数の 24 が出てきました。
　さて、24個のクッキーを４人で等しく分けるとき、４人で分けるから、24
÷４（24わる４）となります。もし、人数が増えて８人で分けるとしたら、
24÷８（24わる８）となります。わり算を使うと等しく分けるときの１人分
がわかります。
　そして、こんなことも考えてみます。４人で分けたときと３人で分け
たときでは、１人分が多いのはどちらでしょうか。あなたがうれしいの
はどっちでしょうか。

全部で 24 個を確認する

４つのお皿に分けていく

８人で分ける（24 ÷ 8）

３人で分けると取り分が多い

教育学科�穴田恭輔准教授

　参加した子どもたちにとって「算数・数学クリニック」は、時間がかかっ
ても自分なりの理解をして自分のものにしていく場になっています。こ
れまでに参加した子どもたちの延べ人数は 2300 名を超えています。

担 当 者 教育学科　穴田恭輔�および大学生スタッフ

実施日時 毎週水曜日 16：00 ～ 18：00

開催場所 神戸女子大学�須磨キャンパスＭ館 315 教室

2021 年 12 月１日の様子

その他の地域連携活動
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MENU (2020 年 10 ⽉ 21 ⽇⽔曜⽇ 11 時〜14 時実施） 
わんぱくの森………………………………‥（ハイハイ競争、新聞紙⽟⼊れ） 
いろはに⾦平糖 ………………………………（ロープをくぐりぬけよう！）
わくわく紙コップランド……………………（⽷でんわ、でんでん太⿎、マラカスなど） 
JUMP! SPIN! ENJOY! 懐かしの遊び……（ゴム跳び、⽫まわし） 
どきどき！ジグゾーパズル………………‥（絵本の表紙をパズル化） 
みんなでつくろう かわいいおうち…………（段ボールハウスにお絵かき）
ぺたぺたスタンプ…………………………（切った野菜や⼿のひらで⼤きな布にスタンプ） 

その他の地域連携活動

Play Wagon がやってくる！

　神戸市の都心、三宮の再開発にあ
わせ、東遊園地（都市公園）の活性
化が課題となっています。日常的な
利用を促すことを目的とした事業
「URBAN�PICNIC」の公募プログラ
ムに、「都市デザイン演習」を履修す
る家政学科３回生の学生が応募し、
採択されました。
　プログラム名称は、「Play�Wagon
がやってくる！」。子どもも大人も遊
べる道具や素材を積み込んだ「Play�
Wagon」が東遊園地にやってきて、
芝生の上で一緒に遊ぶことを提案しました。
　学生たちは７チームに分かれ、事前に現地を視察し、オフィスエリアに存在する東遊園地の立地特性、
芝生上での遊びの展開、気軽に立ち寄れることができる雰囲気づくり、簡単な素材選びなど、様々な観点
から検討を行いました。プログラム実施当日には、子どもだけでなく、会社員や近隣住民、修学旅行中の
高校生などが立ち寄り、都市公園の使われ方として、一つの事例となりました。

ぺたぺたスタンプ わんぱくの森 JUMP!�SPIN!�ENJOY!�懐かしの遊び

Play�Wagon
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公益財団法人 神戸市公園緑化協会 神戸みどりの夢基金
「緑の普及・啓発に寄与する調査・研究支援」

２年連続「優秀賞」受賞

　公益財団法人神戸市公園緑化協会の神戸みどりの夢基金「緑の普及・啓発に寄与する調査・研究支援」
に家政学科�梶木研究室のゼミ生が応募し、採択されました。
　一年を通して、神戸市立森林植物園の多目的ひろば「ぼうけんの丘」において、園内で入手できる素材
や道具を使ったワークショップを複数回実施し、子どもたちの豊かな遊びの環境のあり方について、研究
データを蓄積しました。その成果を論文にまとめたところ、優秀論文選考審査の結果２年連続で「優秀賞」
を受賞することができました。

令和２年度「公園の特徴をいかした自然素材遊びワークショップのあり方」
令和３年度�「多様な参加形態の子どもに対応する森林植物園の特徴をいかした遊びワーク

ショップのあり方」

神戸市立夢野の丘小学校

地域安全マップづくり教室

　兵庫区役所が主宰する「地域安全マップづくり教室」とは、神戸市兵庫区内の小学校を対象に、子ども
たちが自分の住んでいるまちの防災や防犯について楽しく学び、安心・安全に暮らせるように、兵庫区役所・
消防署・小学校・神戸女子大学が協力し、実施しています。
　2021 年度（2021 年 11 月 12 日金曜日）は、神戸市立夢野の丘小学校の 5年生 125 名を対象に実施し、
神戸女子大学�家政学科�梶木研究室のゼミ生及び都市デザイン演習履修生など 40 名が参加しました。
�午前中は、事前学習として、地震・山津波のメカニズムやコロナ禍での避難方法についてクイズなどを
通して楽しく学び、その後、校区内を安心・安全な場所、不安・危険な場所という視点からまち探検を行

いました。2021 年度から導入されたタブレット端末を用いて、写
真撮影や地域の緊急避難場所を確認し、途中で発令されるミッショ
ンに挑戦しました。
　午後には、まち探検で発見した安心な場所や不安な場所などを
マップにまとめ、クラス内で発表しました。子どもたちからは、「地
域のなかに安全な場所をいくつも見つけることができ良かった」、
「何気なく通っているところを安全かどうか考えながら歩くと色々
な気づきがあった」、学生たちからは、「子どもたちの目線でまちづ
くりを考えることも大切だと感じた」などの感想が集まりました。

家政学科�梶木典子教授

タブレットを使って危険な場所を
撮影する様子

森林植物園の特徴をいかした遊びワークショッ
プは、普段、家ではできないような遊び内容で
実施したため、保護者の方々から大変歓迎され
ました。特に、素材や道具、広い空間があるこ
とにより、非日常な遊び体験ができること、遊
具がなくても遊べることが評価されました。
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その他の地域連携活動

須磨消防団
在学消防団員の活動

　
　2010 年４月、消防団員の入団条件が緩和されると、女性や学生が消防団員として活動できるようになり、
これを機に本学の在学消防団員が誕生しました。神戸市内の女子大学では初めて消防署の協力事業所とし
て登録されました。
　学生消防団員は、訓練や防災イベントなどの参加で知識や技術を習得しており、現在の４年生は全員
AEDの扱い方など、市民に応急手当の指導ができる市の「救急インストラクター」の資格を得ています。
　2022 年４月現在、在学団員数は 22 名。地域のイベントや本学の学園祭「コスモス祭」などにおいて、
防災啓発や警備等にあたっています。

2020 年 10 月 11 日秋季訓練

2022 年 1 月 16 日西須磨小学校 1.17 の集い

2021 年 11 月 22 日須磨一ノ谷救命講習

20



21

01  神戸市立須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業

神戸市立須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業01

　　キャンパス・パーク連携連絡会
実　施　日 内　　　　容

2020年６月30日 2020年度離宮公園イベントについて／イベントポスターデザイン募集について／離宮ハニーを使った商品開発やワークショップに
ついて

2020年10月19日 カラフルロープイベントについて／みつろうラップワークショップについて／キッズリーダー部イベントについて
2020年11月16日 カラフルロープイベントについて／みつろうラップワークショップについて／キッズリーダー部イベントについて
2021年１月26日 次年度の連携事業について
2021年３月17日 次年度の連携事業について／古典芸能研究センター展示について／アンケート結果について
2021年５月25日 2021年度離宮公園イベントについて／古典芸能展示日程／バラの無農薬栽培について／ハンドクリームについて
2021年６月23日 キッズリーダー部活動予定／カラフルロープイベントについて／離宮公園での販売物について
2021年８月２日 2021年度離宮公園イベントについて／キッズダンス挿絵について／古典芸能展示日程／地域連携負担金について
2021年９月７日 2021年度離宮公園イベントについて／イベントポスターイラスト募集／キッズリーダー部活動予定／緊急事態宣言に伴う今後の予定
2021年10月18日 2021年度離宮公園イベントについて／イベントポスターについて／キッズリーダー部活動報告／カラフルロープイベントについて
2021年11月17日 2021年度離宮公園イベントについて／キッズリーダー部活動報告／冬のイベント関連／2022年度離宮公園イベントの検討
2022年１月12日 2021年度離宮公園イベントについて／キッズリーダー部活動報告／冬のイベント関連／古典芸能研究センター記念展示
2022年３月２日 次年度の離宮メイツの調整／次年度のイベント企画について／古典芸能展示の結果

　　計画および実施した連携活動：離宮メイツ（学生ボランティア）
年月日 企画名 催　名 連携内容 担当

2021年
　６月５日・７月３日・９月４日
　９月４日・10月２日・12月４日
2022年
　１月８日・２月５日

植物のふしぎを見つけよう 植物に関するイベントのお手伝い

離
宮
メ
イ
ツ
の
募
集

地
域
連
携
推
進
委
員
会

2021年６月21日 七夕イベント 七夕飾り作成などのお手伝い
2021年７月17～25日 ちゃぷちゃぷプールで遊ぼう プール遊びのお手伝い
2021年８月７日 自由研究教室 小学生の自由研究教室のお手伝い
2021年10月30日 ハロウィーンキャンドルナイト キャンドル点灯・消灯・ワークショップのお手伝い
2021年11月６日 フレル！×秋のグリーンアドベンチャー！ 植物に関するクイズイベントのお手伝い

2021年11月27・28日・12月４日 もみじキャンドルナイト
もみじ明かりとお抹茶
キャンドルアートの設置・点灯・消灯・片付け
ワークショップのお手伝い

2022年１月８～10日 新春昔遊び 子どもたちに遊びを教え一緒に遊ぶ
2022年３月５日 フレル！×秋のグリーンアドベンチャー！ 植物に関するクイズイベントのお手伝い

　　計画および実施した連携活動一覧：クラブ・同好会・ゼミ等
年月日 企画名 内　容 担当教職員

2020年８月21日 Project�BEE 離宮ハニーのみつろう採取とプレゼンテーション 大森　正子
2020年９月18日 離宮ハニーを使ったハンドクリームの開発 須磨離宮公園及び（株）スパイクとのミーティング 大森　正子
2020年10月20日 自然観察 自然観察 稲垣　善茂
2020年10月23日・11月20日 みつろうラップワークショップ 「おとな旅�神戸」企画のみつろうラップづくり講師 大森　正子
2020年10月26日 カラフルロープで遊ぼう 子ども向けイベントの開催 大西　雅裕
2020年10月31日～11月８日
　　　11月14日～12月６日
2021年２月５日～３月７日

離宮ハニーを使ったドリンクメニューの開発 離宮ハニーを使ったアイスドリンク・ホットドリン
クの開発及び販売 林　利恵子

2020年11月14日 Project�BEE～みつろうラップワークショップ～ みつろうラップづくりのワークショップ 大森　正子
2020年11月26日 クリスマスリースづくり用材料の採取 園内の蔦の採取 大西　雅裕
2020年12月５・12日 クリスマスリースづくりワークショップ クリスマスリースづくりのワークショップ 大西　雅裕
2021年４月24日～５月５日

神戸女子大学古典芸能研究センター開設20周年
記念展示

能狂言絵コレクション

古典芸能研究
センター

2021年７月17日～８月１日 写真展「沖縄の祭祀�1978－2017」
2021年12月11日～12月26日 「資料でたどる古典芸能の舞台�神戸」
2022年２月５日～２月20日 写真展「ひょうごの祭りと暮らし」
2021年10月５日 離宮ハニーを使ったデザートメニューの開発 試食会及び品評会 宮本　有香
2021年10月23日 カラフルロープで遊ぼう 子ども向けイベントの開催 大西　雅裕
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神戸市立須磨離宮公園とのキャンパス・パーク連携事業 01

年月日 企画名 内　容 担当教職員
2021年11月13日 ちぎり絵ワークショップ 子ども向けイベントの開催 キッズリーダー部
2021年11月27・28日 もみじ明かりとお抹茶 茶席の運営 茶道部
2021年12月12日 クリスマスランタンづくりワークショップ ランタンづくりのワークショップ企画運営 学生団体コスモシーズ

　　計画および実施した連携活動一覧 ： 授業

年月日 授業名 内　　容 担当教職員
2020年11月12日 教育学演習 フィールドワーク 平井　和恵
2020年11月26日 スポーツ実技Ⅰ「フィットネス」 園内ウォーキング 住本　　純
2020年11月26日 家政学総合演習 生活文化に関するフィールドワーク 大淵　裕美
2021年４月15日 家政学を学ぶ 家政学科教員と学生間コミュニケーションを図るオリエンテーション 家政学科全教員
2021年５月22日 基礎トレーニング 有酸素運動及びウォーキング 西山　清子
2021年５月31日 基礎トレーニング 基礎トレーニング 大松　敬子・江尻沙和香
2021年６月１日 基礎トレーニング 有酸素運動及びウォーキング 森　　祐貴・三浦　敬太
2021年６月４日 基礎トレーニング ウォーキング中の心拍数測定 関　　和俊
2021年10月15日 生活科教材研究 植物教材の採取 金岩　俊明
2021年11月11日 家政学総合演習及び卒業研究 生活文化に関するフィールドワーク 大淵　裕美
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02  学生が関わった地域連携活動

学生が関わった地域連携活動02

　　全学共通教養科目「地域学習」等
年月日 事業／企画／催事　名 主催者等 開催場所 内容 学生数

須磨キャンパス
2020年10月～2021年３月 若草地区�子どもの居場所づくり 若草ふれあいのまちづくり協議会 若草地域福祉センター 学習支援および遊びの補助 25
2021年４月～2022年３月 若草地区�子どもの居場所づくり 若草ふれあいのまちづくり協議会 若草地域福祉センター 学習支援および遊びの補助 62

2021年５月16日 こべっこランドオリエンテー
ション兼ボランティア研修会 こべっこランド ZOOM 研修会 4

2021年５月30日 5月集まろう会 こべっこランド ZOOM イベントの準備・企画 4
2021年６月13日 こべっこランド大交流会 こべっこランド こべっこランド 研修会 2
2021年６月17日 アウトドアカレッジ NPO法人こうべユースネット ZOOM イベントの準備・企画 1

2021年６月27日 6月集まろう会 こべっこランド こべっこランドランド
７階研修室 イベントの準備・企画 6

2021年７月～ 須磨離宮公園　離宮メイツ 神戸市立須磨離宮公園・神戸
女子大学 須磨離宮公園 イベントの運営補助 55

2021年７月４日 こべっこランド　お祭りパーク こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの企画・準備・運営 1

2021年７月４日～
2022年１月23日

学生災害ボランティアネット
ワーク事業

大学コンソーシアムひょうご神戸学生
交流委員会・神戸市社会福祉協議会日
本財団学生ボランティアセンター共催

兵庫県国際交流会館・
こうべ市民福祉交流セ
ンター・ZOOM

震災復興支援活動 14

2021年７月10・11日 宇宙ボランティア しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西・神戸ウエスト 垂水区文化センター イベントの運営補助 2

2021年７月24・25日 こべっこランド　お祭りパーク こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの企画・準備・運営 3

2021年８月２～６日 夏休み学生ボランティア 愛垂児童館 高丸学童保育コーナー 学習支援および遊びの補助 3

2021年８月11日 夏イベント　お化け屋敷準備 こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの準備・企画 4

2021年８月27日 えびすバスケットボールクラブ
神戸校ボランティアコーチ えびすバスケットボールクラブ 阪急幼稚園 ボランティアコーチ 2

2021年８月29日 こべっこBOSAI こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの運営補助 2

2021年９月２日 夏イベント　お化け屋敷準備 こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの準備・企画 1

2021年９月４日 夏イベント　お化け屋敷～忘れ
られた学校～ こべっこランド こべっこランドランド

７階こべっこホール イベントの運営補助 3

2021年９月５日 こべっこBOSAI こべっこランド こべっこランドランド
７階こべっこホール イベントの運営補助 1

2021年９月10日 えびすバスケットボールクラブ
神戸校ボランティアコーチ えびすバスケットボールクラブ 阪急幼稚園 ボランティアコーチ 2

2021年９月16日～
2022年１月10日 2022年度神戸市成人お祝いの会 神戸市こども家庭局こども青少年課 読売連合広告社神戸支社・

ノエビアスタジアム神戸 イベントの企画・準備・運営 8

2021年９月23日～
　　　10月10日 多文化フェスティバル深江2021 多文化フェスティバル深江実行委員会 多文化共生センターひょう

ご事務所大日霊女神社境内 イベントの準備・運営補助 11

2021年10月９日 子どもの夢の商店街 一般社団法人ユメ・フルサト イオンモール神戸 イベントの運営補助 2

2021年10月16日 こべっこランド　ルーム補助 こべっこランド こべっこランド　
造形スタジオ イベントの運営補助 2

2021年10月16日 ブルーカーボンフェアat�Suma�Beach 特定非営利活動法人　神戸海さくら 須磨海岸 清掃活動 1
2021年10月16日・
　　　11月３・６・27日 ヴィッセル神戸試合運営業務 楽天ヴィッセル神戸株式会社 ノエビアスタジアム神戸 イベントの運営補助 11

2021年10月26日～
　　　12月14日 学習支援ボランティア 神戸市愛垂児童館 高丸小学校　保育コーナー 学習支援 9

2021年10月30・31日 北野ハイカラウォーキング コスモシーズ 北野異人館周辺 イベントの企画・準備・運営 5
2021年11月２日 チラシチェック こべっこランド ZOOM イベントの準備・企画 1

2021年11月３日 こべっこランド　ルーム補助 こべっこランド こべっこランド　
造形スタジオ イベントの運営補助 2

2021年11月４日 離宮公園クリスマスリース準備 神戸市立須磨離宮公園・神戸女子大学 須磨離宮公園 イベントの運営補助 4
2021年11月６・13・27日
　　　12月27日 わくわく☆すいすいあそび 神戸市愛垂児童館 神戸市愛垂児童館 イベントの運営補助 7

2021年11月７日 こべっこランド　冬イベント会議 こべっこランド ZOOM イベントの企画・準備 1
2021年11月７日 ブルーカーボンフェアat�Suma�Beach 特定非営利活動法人　神戸海さくら 須磨海岸 清掃活動 1
2021年11月12日 募金活動～チャイルドケモハウス～ 飛松中学校 板宿商店街 街頭呼びかけ、募金の回収 1
2021年11月12日 募金活動～赤十字社～ 飛松中学校 板宿商店街 街頭呼びかけ、募金の回収 1
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学生が関わった地域連携活動 02

年月日 事業／企画／催事　名 主催者等 開催場所 内容 学生数
2021年11月18日
　　　12月２・９日 あかしスタディサポート ブレーンヒューマニティー アスピア明石 学習支援 3

2021年11月20日 えびすバスケットボールクラブ
神戸校ボランティアコーチ えびすバスケットボールクラブ 神戸市立御蔵小学校 ボランティアコーチ 2

2021年11月27日 高倉台こどもひまわり食堂 高倉台地域福祉センター 高倉台地域福祉センター 遊び・食事の準備・片付
けの補助 2

2021年11月28日 離宮公園クリスマスリース作り 神戸市立須磨離宮公園・神戸女子大学 須磨離宮公園 イベントの運営補助 1
2021年12月６日 月見山ごみ拾い企画 月見山パパパピッピーズ 月見山 ごみ拾い 5

2021年12月９日 こべっこランドセンターイベン
ト　よちよち広場 こべっこランド 神戸市総合児童センター イベントの運営補助 2

2021年12月12日 クリスマスランタンワーク
ショップ コスモシーズ 須磨離宮公園 イベントの企画・準備・運営 2

2021年12月12日 グリーンバード姫路城　朝のお掃除 グリーンバード 姫路城 清掃活動 1
2021年12月12・19日 学生フードエイドプロジェクト BE�KOBE�ミライ�PROJECT�TEAM 大学共同利用施設UNITY イベントの運営補助 3

2021年12月18日 高倉台こどもひまわり食堂 高倉台地域福祉センター 高倉台地域福祉センター 遊び・食事の準備・片付
けの補助 2

2021年12月19日 神戸こども宅食プロジェクト BE�KOBE�ミライ�PROJECT�TEAM デザインクリエイティ
ブセンターKIITO イベントの運営補助 2

2021年12月25日 クリスマスイベント 垂水商店街・愛垂児童館 愛垂児童館 イベントの運営補助 1
2021年12月27日 森田駅ライトアップ 下森田桜町 森田駅周辺 イベントの運営補助 1
2021年12月28日 公民館清掃 下森田桜町 下森田公民館 清掃活動 1
2021年12月31日～
2022年１月１日 白山神社正月準備・片付け 白山神社 白山神社 清掃活動 2

2022年１月５・16日 こべっこランド　ルーム補助 こべっこランド こべっこランド　
造形スタジオ イベントの運営補助 4

2022年１月14～25日 板宿児童館 板宿児童館 板宿児童館 イベントの運営および遊
びの補助 5

ポートアイランドキャンパス
2021年５月10日 GPSアート教室 SSK グランドでの活動支援 10
2021年８月１～17日 甲子園山口代表宿泊旅館支援 中寿美花壇 選手の食事作りや清掃作業 6
2021年８月１～21日 甲子園鹿児島代表宿泊旅館支援 やっこ旅館 選手の食事作りや清掃作業 6
2021年10月～11月 児童養護施設　継続型ボランティア 信和学園 同左 子どもとの関わり 1

2021年10月～2022年１月 松っ子レベルアップ教室 松が丘小学校 松が丘小学校 放課後学習の学習支援ボ
ランティア 3

2021年10月２・16日 中央区制40周年記念行事 中央区 中央区まちあるき 10
2021年10月２日～
2022年３月27日（計20回） 大阪エヴェッサホームゲーム 大阪エヴェッサ 大阪エヴェッサのホーム

ゲームの運営支援 200

2021年10月２日～
2022年２月20日（計19回） 西宮ストークスホームゲーム 西宮ストークス 西宮ストークスのホーム

ゲームの運営支援 154

2021年10月17日 稲美町民体力測定 NPO稲美町体育協会 体力測定のサポートスタッフ 3
2021年10月23日～
2022年２月26日（計16回） ウエルネスアウトドアクラブ 株ウエルネス 子どもへの運動や遊びの

指導支援 79

2021年11月～12月 病気の子どもと家族の滞在施設　
継続型ボランティア ドナルドマクドナルドハウス 同左 子どもや家族との関わり 1

2021年11月27日 小さないのちのドア　 一般財団社団法人小さないの
ちのドア 神戸市 マタニティホームで食事

ボランティア 1

2021年12月１日 クリスマスカードづくり 兵庫区社会福祉協議会 神戸女子大学 兵庫区の子どもへのクリ
スマスカードづくり 8

2021年12月１日 お菓子工場　ちいさな妖精ボラ
ンティア 兵庫区社会福祉協議会 同左 クリスマスプレゼントと

なるお菓子の袋詰め 8

2021年12月～2022年１月 三宮清掃ボランティア ゴミ拾いボランティアGwMee 三宮駅周辺 ゴミ拾いボランティア 12
2021年12月４日 関西盲導犬協会街頭募金 関西盲導犬協会 街頭での募金活動 2
2021年12月11日 関西盲導犬協会街頭募金 関西盲導犬協会 街頭での募金活動 2
2021年12月23日 稲美町クリスマスコンサート 稲美町社会福祉協議会 稲美北中学校 コンサートのサポート 1

2021年12月26日 東播アンサンブルコンテスト 東播吹奏楽連盟 稲美北中学校
高砂市民会館

音楽指導、コンテストの
サポート 1

2022年１月23日 印南野半どんのコンサート 稲美北中学校 コスモシンフォニックウィ
ンズ印南野半どんの会 コンサートのサポート 1
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02  学生が関わった地域連携活動

年月日 事業／企画／催事　名 主催者等 開催場所 内容 学生数

2021年12月１日 2021サンタフェスのびのびス
ポーツフェスタ パジャカGloup 三田 イベントの手伝い 1

2021年12月29日 総社神社清掃 総社神社 姫路 地元神社の清掃活動 1

2021年８月10日 新商品の試作 NPO法人兵庫県若者らの自立
を考える会 網干 新商品の試作、野菜販売

の手伝い 1

2021年８月10日 抹茶を愉しむ会 抹茶を愉しむ会 姫路 お茶会の手伝い 1
2021年８月22日 里山ガーデンプレパーク NPO法人はりま里山研究所 姫路 子供たちと木工細工等 1

2021年９月２日 ひめじおん講座開催準備ボラン
ティア

姫路市市民活動ボランティア
センター 姫路 高齢者に対するアプリの

使い方教室の手伝い 1

2021年11月14日 お城の掃除ボランティア NPO法人コムサロン21 姫路 姫路城周辺の清掃活動 1

2021年11月28日 姫音祭 姫路明実行委員会 姫路 姫路城での音楽イベント
の手伝い 1

2021年10月～2022年１月 学習支援ボランティア NPO法人こーべユースネット 神戸市 小学生の学習支援 9
2022年１月22日 姫路城マラソン準備 姫路城マラソン実行委員会 姫路 姫路城マラソンボランティア 1

　　クラブ・同好会
年月日 事業／企画／催事　名 開催場所 内　　　容

キッズリーダー部▶石田　裕子
2020年11月21・22日 バルーンアート 須磨離宮公園 来園者にバルーンアートの作り方を説明しながら交流
2021年７月24日 ちゃぷちゃぷプール 須磨離宮公園 子どもたちと水遊びをしたり、危険がないよう見守り
2021年11月13日 ちぎり絵 須磨離宮公園 ちぎり絵遊びの企画運営・子どものお手伝い

2022年１月８日 昔あそび 須磨離宮公園 来園者に昔あそびを体験してもらい、今昔の遊びの違
いを知ってもらう

コーラス部▶村田　恵子
2021年１月９日 新春の集い 南須磨公民館 合唱による演奏
茶道部▶十一　玲子
2021年11月27日 もみじ明かりとお抹茶 須磨離宮公園 茶会のお手伝い
2021年11月28日 もみじ明かりとお抹茶 須磨離宮公園 茶会のお手伝い
スポーツライフマネジメント部▶重福　京子

2021年11月27日・12月25日 ADL体力アップ講座 神戸女子大学（ポートアイラン
ドキャンパス）

高齢者の“身のまわりのことは自分で出来る体力”を維
持・向上するための体力アップ教室の運営スタッフ

デンマーク体操部▶住本　　純
2020年12月20日 第20回ふれあい体操フェスティバル 神戸女子大学（須磨キャンパス） 他団体との交流および発表会
BBS部▶小倉　嘉夫

2020年６月13日 ミライの更生保護を考えよう
with�BBS オンライン 研修会（意見交換会）

2020年７月18・19日 関東・近畿地方BBS連盟
合同説明会 オンライン 研修会（企画・運営�担当）

2020年11月７日 子ども食堂 明石市朝霧 子ども食堂の見学・手伝い（神戸学院大学�企画）
2020年12月19日 近畿・関東・石川�オンライン研修会 オンライン 研修会
2020年12月20日 神女地区主催グループワーク 神戸女子大学（須磨キャンパス） オンラインイベント（ゲーム・交流会）
2021年２月13日 西宮地区グループワーク オンライン オンラインイベント（ミサンガ作り・ゲーム）
2021年３月19日 スキルアップ研修会 オンライン 研修会（企画担当）
2021年12月18日 オンラインクリスマスイベント 神戸女子大学（須磨キャンパス） 非行少年を対象としたオンラインイベントの開催
ファッションAnfang部▶中西　正恵
2021年10月31日 北野コレクション うろこの家・北野異人館 ファッションショー
ラクロス部▶奥野　　直
2020年３月25日 ラクロス献血推進キャンペーン 大阪市 全国のラクロス部による献血活動
2022年３月 ラクロス献血推進キャンペーン 大阪市 全国のラクロス部による献血活動
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学生が関わった地域連携活動 02

　　神戸女子大学 学生消防団員
年月日 事業／企画／催事　名 開催場所 内　　　容

2020年10月11日 秋季合同訓練 須磨消防署 ポンプ操法
2020年11月22日 市民救命士講習 須磨一ノ谷グリーンハイツ 市民救命士講習
2021年10月３日 基礎教育訓練 須磨消防署 消防団員としての基礎訓練
2021年10月17日 秋季合同訓練 須磨消防署 訓練礼式、ロープ結索訓練、水防訓練、訓練開始・終了報告
2021年11月20日 広報パトロール 須磨消防署 広報パトロール
2022年１月16日 西須磨小学校1.17の集い 西須磨小学校 防災クイズ、水消火器、広報活動
2022年２月26日 広報パトロール 須磨消防署 広報パトロール
2022年３月６日 広報パトロール 須磨消防署 広報パトロール
2022年３月13日 広報パトロール 須磨消防署 広報パトロール
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03  教職員が関わった地域連携活動

教職員が関わった地域連携活動03

　　文学部
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

井上　勝志▶日本語日本文学科

2021年１月20日 阪神シニアカレッジ（２年生） 兵庫県阪神シニアカレッジ 講師 近松門左衛門①（近松の芸能
界入り） 56歳以上一般

2021年１月28日 阪神シニアカレッジ（４年生） 兵庫県阪神シニアカレッジ 講師 近松門左衛門②（筑後掾没後
の竹本座） 56歳以上一般

2021年３月28日 文楽作品解説講座 株式会社コテンゴテン 講師 『国性爺合戦』ここを聴いて見て 一般
樹下　文隆▶日本語日本文学科

2020年８月24日 兵庫県伝統文化研修館特別講座 伝統文化研修館活用推進協議会 講師 講演：「精霊と古典文学」—
疫病退治と精霊— 県民・市民

2020年９月28日 伝統文化研修館活用推進協議会 兵庫県中播磨県民センター 委員 年度報告の承認、年度計画の審議

2020年10月19日 兵庫県伝統文化研修館特別講座 伝統文化研修館活用推進協議会 講師 講演：「精霊と古典文学」—
鍾馗の変貌と剣の威徳— 県民･市民

2020年11月７日 赤穂市立図書館「令和２年度　
歴史と文学の講座」 赤穂市立図書館 講師 講演：「守屋合戦と秦河勝」 県民・市民

2020年11月30日
神戸女子大学・神戸女子短期大学
オープンカレッジ秋期講座「疫病と
社会—風俗・歴史・文学・芸能—」

神戸女子大学 講師 講演：「疫病と芸能」 一般

飯倉江里衣▶国際教養学科

2020年11月18日
オープンアカデミー「東アジアにおける
ひとの移動～旧「満洲」に渡った朝鮮人
移民を考える～前編」、第3回「移民地に
関わった「満洲国」軍・抵抗軍の実相」

東京外国語大学 講師 「満洲国」にいた朝鮮人の歴
史についての講演 一般

2021年12月９日
オンライン講演会：「満洲
国」における朝鮮人の抗日闘
争と抗日部隊鎮圧

駐仙台大韓民国総領事館 講師 日本の朝鮮植民地支配の歴史
に関する講演 一般

2022年３月７日
連続講座特別編：若者が考え
る日本軍「慰安婦」問題と
「日韓関係」

「慰安婦」問題Webサイト�Fight�
for� Justice�日本軍「慰安婦」
――忘却への抵抗・未来の責任

コメンテーター 自身の経験談と議論の材料を
提供した 一般 3

穴田　恭輔▶教育学科
2021年12月１日 算数・数学クリニック 穴田研究室 学習支援 算数・数学の学習支援 大学近隣の児童
隠岐　厚美▶教育学科

2020年度　 ひょうご専門家チーム　 兵庫県立特別視支援教育センター 責任者／
相談員

兵庫県阪神・丹波地区の専門
家チーム責任者として公立小
学校にて教育相談・指導を行う

教員及び保護者

2020年度　 ひょうご学習障害相談室 兵庫県立特別視支援教育センター 相談員 就学前児を主対象に発達・教
育支援相談を行う 保育者及び保護者

2021年３月３日 社会福祉法人みかり会職員研修会 社会福祉法人みかり会 講師
「発達障害をもつ人の就労支援
を考える」について講演とケース
に対する助言・指導を行った。

職員　40名

2021年度 神戸乳幼児発達研究会　親子
教室　言語指導　 神戸乳幼児発達研究会 言語指導 ダウン症をもつ乳幼児の言語

指導と保護者支援 神戸市民

2021年度 ひょうご専門家チーム派遣事業 兵庫県立特別支援教育センター 派遣相談員 兵庫県下の学校、園等におけ
る発達支援相談 兵庫県民

2021年度 ひょうご学習障害相談室 兵庫県立特別支援教育センター 相談員 LD、ADHD等に関する相談・支援 兵庫県民

2021年８月27日 神戸乳幼児発達研究会　親子
教室　母親講座 神戸乳幼児発達研究会 講師 「子どもの心を育むコミュニ

ケーション」について講演した
親子教室参加
児の保護者

2021年８月30日 兵庫県子育て支援員研修会 兵庫県社会福祉協議会 講師 「子どもの発達」について講演した 兵庫県下の子
育て支援員

2021年10月25日 児童ディサービスイルカ職員研修会 株　Future�Support 講師 「発達心理学基礎講座　子ど
もの発達」について講演した

児童ディサー
ビスイルカ　
管理職職員

2021年12月９日 妙法寺児童館すこやかなかよ
し合同クリスマス会 神戸市立妙法寺児童館 学生指導 山成ゼミと合同で人形劇団あおを立

ち上げ、人形劇を幼児に披露した
須磨区在住未
就園児20名 15

2021年12月23日 おねえさんとあそぼう！ 神女中山手保育園 学生指導 竹田ゼミ、山成ゼミと合同で園児に対
して人形劇とデジタル絵本を披露した

神女中山手保
育園園児 22

2022年３月１日 社会福祉法人みかり会　職員研修会 社会福祉法人　みかり会 講師 「認定こども園における発達支援
相談の在り方」について講演した

社会福祉法人　
みかり会
管理職職員

久野　和子▶教育学科

2020年度 兵庫県立図書館協議会 兵庫県立図書館 委員 兵庫県立図書館の運営につい
ての諮問会議 ―

2020年度 宝塚市立図書館協議会 宝塚市立図書館 委員 宝塚市立図書館の運営につい
ての諮問会議 ―
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2020年10月27日 学校・図書館・ボランティア
を結ぶ実践発表会 滋賀県教育委員会 講師 招待講演：「第三の場」とし

ての学校図書館 教員・司書・市民

2020年11月18日 学校・図書館・ボランティア
を結ぶ実践発表会 滋賀県教育委員会 講師 招待講演：「第三の場」とし

ての学校図書館 教員・司書・市民

齋藤美保子▶教育学科

2020年９月６日 日本母親大会須磨・講演 第42回日本母親大会実行委員会 講演 持続可能な共生社会をめざして
－子ども食堂の実践を通して－ 市民100人

住本　　純▶教育学科

2020年６月１日 東大阪市立柏田小学校　指導助言 東大阪市柏田小学校 講師・実技
指導

授業支援、コロナ禍における
体育科指導について 教員・児童

2020年９月29日 門真市立沖小学校　指導助言 門真市立沖小学校 講師 コロナ禍における体育科指導
について 教員

2020年11月24日 東大阪市立英田北小学校
　授業研究会 東大阪市立英田北小学校 講師 ４年生「高跳び」授業　指導助言 教員

2020年12月10日 東大阪市立英田北小学校
　授業研究会 東大阪市立英田北小学校 講師 ６年生「走り幅跳び」授業　

指導助言 教員

2021年２月24日 東大阪市立英田北小学校
　校内研修会 東大阪市立英田北小学校 講師 2020年度校内研究授業の総括 教員

2021年５月28日 東大阪市立弥刀小学校校内研修会 東大阪市立弥刀小学校 講師 コロナ禍における水泳学習の
在り方研修Ⅰ 教員

2021年６月１日 東大阪市立弥刀小学校校内研修会 東大阪市立弥刀小学校 講師 コロナ禍における水泳学習の
在り方研修Ⅱ 教員

2021年６月９日 東大阪市立英田北小学校授業研究会 東大阪市立英田北小学校 指導助言者 研究授業「中学年マット運
動」の指導助言 教員

2021年６月11日 東大阪市立弥刀小学校校内研修会 東大阪市立弥刀小学校 講師 コロナ禍における水泳学習の
在り方研修Ⅲ 教員

2021年８月25日 東大阪市立英田北小学校夏季研修会 東大阪市立英田北小学校 東大阪市立
英田北小学校 体育学習の在り方について 教員

2021年11月11日 東大阪市英田中学校ブロック
人権教育研究集会

英田中学校、英田北小学校、
英田南小学校、英田幼稚園 指導助言者 研究授業発表「中学年走り幅

跳び」の指導助言 教員

2022年３月８日 大学体育実技研修会 神戸女学院大学体育研究室 実技講師 Gボールを使用した大学体育授
業の実技研修 教員

2022年３月９日 東大阪市立英田北小学校体育
授業研修会 東大阪市立英田北小学校 東大阪市立

英田北小学校 １年間の体育授業研究の総括 教員

曽山いづみ▶教育学科

2021年度
父母の離婚後の子の養育の在り方に
関する心理学及び社会学分野等の
先行研究に関する調査研究、法制審
議会家族法制部会参考資料10-1

法務省 研究協力者 離婚後の子の養育に関する先
行研究の調査 ―

谷山　優子▶教育学科
2020年７月７日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年７月13日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年７月14日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年７月15日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年７月17日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年７月28日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 発達障害のある児童の理解と支援 教員
2020年７月30日 兵庫県中堅教員研修 兵庫県教育委員会 講師 アクティブラーニングの授業づくり 教員
2020年８月３日 西宮市４年次教員研修 西宮市教育委員会 講師 保護者対応とコミュニケーション 教員
2020年８月26日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年９月２日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年９月８日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年９月11日 学童保育職員研修 ㈱セリオ 講師 発達障害のある児童の理解と支援 学童職員
2020年９月14日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年９月15日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年10月７日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年10月28日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年10月30日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年11月９日 兵庫県教員資質向上研究協議会 兵庫県教育委員会 委員 教員の資質向上に関する協議 委員
2020年11月13日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
2020年11月17日 学童保育職員研修 ㈱セリオ 講師 発達障害のある児童の理解と支援 学童職員
2020年11月26日 神戸市立若宮小学校就学時検診 神戸市立若宮小学校 活動支援 新1年就学時検診支援 幼児 15
2020年12月４日 神戸市LD巡回相談 神戸市立竜が台小学校 相談員 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2020年12月21日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年１月13日 神戸市LD巡回相談 神戸市立竜が台小学校 相談員 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年１月22日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年１月25日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年１月26日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年１月27日 神戸市立妙法寺小学校教員研修 神戸市立妙法寺小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年２月10日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年２月12日 神戸市LD巡回相談 神戸市立竜が台小学校 相談員 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年２月26日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年３月12日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年４月28日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年５月19日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年６月９日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年６月30日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年７月28日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年７月30日 兵庫県中堅教員研修 兵庫県教育委員会 講師 アクティブラーニングの授業づくり 教員
2021年８月２日 西宮市4年次教員研修 西宮市教育委員会 講師 保護者対応とコミュニケーション 教員
2021年８月４日 教員免許更新講習 神戸女子大学（文科省） 講師 発達障害のある子供の理解と支援 教員
2021年８月20日 教員免許更新講習 神戸女子大学（文科省） 講師 最新の教育課題と国際的な動向 教員
2021年10月27日 神戸市立井吹東小学校教員研修 神戸市立井吹東小学校 講師 小学校教育実践研修 教員
2021年11月１日 兵庫県教員資質向上研究協議会 兵庫県教育委員会 委員 教員の資質向上に関する協議 委員
2021年11月17日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年11月30日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年12月７日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年12月14日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年12月17日 神戸市LD巡回相談 神戸市立竜が台小学校 相談員 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2021年12月21日 神戸市立井吹東小学校教員研修 神戸市立井吹東小学校 講師 小学校教育実践研修 教員
2022年１月13日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業づくり研修 教員
2022年１月25日 神戸市立井吹東小学校教員研修 神戸市立井吹東小学校 講師 小学校教育実践研修 教員
2022年２月22日 神戸市立井吹東小学校教員研修 神戸市立井吹東小学校 講師 小学校教育実践研修 教員

2022年３月11日 神戸市立多井畑小学校教員研修 神戸市立多井畑小学校 講師 ユニバーサルデザインの授業
づくり研究総括 教員

平井　和恵▶教育学科
2020年10月21日 第１回課題研究会報告 阪神教協 報告 取組の報告をした
2021年２月８日 園内研究会 神戸市立神戸幼稚園 指導助言 園内研究会で指導助言をした

2021年５月26日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・

研究の方向性 園教員

2021年７月２日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・事例検討 園教員

2021年９月29日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・事例検討 園教員

2021年10月27日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・事例検討 園教員

2021年11月17日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・事例検討 園教員

2022年１月26日 幼児期に育みたい“こうべっ子”
の資質・能力研究事業　園内研 神戸市立玉津第二幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解・事例検討 園教員

2022年１月28日 園内研究会 神戸市立魚崎幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解 園教員
2022年２月８日 園内研究会 神戸市立御影幼稚園 指導助言 保育実践における幼児理解 園教員
堀江　祐爾▶教育学科

2020年10月21日 豊岡市立港東小学校校内研修会 豊岡市立港東小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2020年10月28日 三木市別所小学校校内研修会 三木市別所小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

2020年11月13日 姫路市立安室小学校校内研修会 姫路市立安室小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

2021年６月30日 三木市立志染小学校校内研修会 三木市立志染小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

2021年８月６日 姫路市立安室小学校校内研修会 姫路市立安室小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

2021年８月23日 三木市立志染小学校校内研修会 三木市立志染小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

2021年11月10日 三木市立志染小学校校内研修会 三木市立志染小学校 研修会講師 国語科における主体的・対話
的で深い学びの実現 教員

　　家政学部
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

大森　正子▶家政学科

2020年10月23日・
　　　11月20日

おとな旅　神戸　「みつろう
ラップではじめる幸せ時間」

一般社団法人　神戸観光局　
兵庫県　神戸商工会議所ほか 講師

プラスチックごみ削減を考えるきっ
かけとして、キッチンからはじめる
SDG'sをコンセプトに、プラスチックフ
リーや蜜蝋についての講義と洗って繰
り返し使え、最後は土に還ることで、
最近注目されるエコラップの“みつろう
ラップ”を、用意した生地から好きな柄
を選んでもらい、１枚作ります。

市民

2020年11月14日 みつろうラップワークショップ 大森ゼミ　Project　BEE 運営
持続可能社会を目指して学生が提
案したミツロウラップ企画として
須磨離宮公園で一般の方を対象
にみつろうラップWSを開催した

市民・こども 8

2020年10月30日～ SUMA×BEE×SHINJO
第２段 大森ゼミ　Project　BEE 活動支援

神戸女子大学の学生が須磨離宮公園
内にて採蜜されたオリジナルハチミ
ツ「Rikyu�Honey」を使って開発し
た期間限定オリジナルドリンクのカッ
プフォルダーに大森ゼミProjectBEE
の学生が考えたオリジナルデザイン
が採用された。オリジナルデザイン
シールが張られたカップが須磨離宮
公園植物園「Botanical�Cafe（ボタニ
カルカフェ）」で販売された。

市民・こども 1

ガンガ伸子▶家政学科

2020年11月10日 校内研修 宝塚市立御殿山中学校 指導助言
中学校３年の家庭科「商品の
選択と購入」の研究授業に対
して、指導助言を行った。

中学校教員

来海　素存▶家政学科

2020年11月２日 関西デザイン学生シンポジウム2020 日本インテリアデザイナー協会 主催者・理事 「持続可能なデザイン」の共
通テーマでプレゼンを実施。

大学生・
専門学校生 7

2021年２月１日 第18回主張する「みせ」学生
デザインコンペ 商業施設技術団体連合会 学生コンペ参加 「四季の移ろいを感じられるカ

フェ」を設計し奨励賞を受賞。
大学生・
専門学校生 7

砂本　文彦▶家政学科

2021年度 呉市文化財保存活用地域計画
策定協議会 呉市 委員 文化財保存活用地域計画の策

定計画の立案と審議

2021年度 「京町家カルテ」調査への協力 公益財団法人京都市景観・ま
ちづくりセンター コメント 特定の町家群調査にかかるコ

メントなど
2021年１月23日 ブラタモリ「広島県呉市」 NHK 制作協力 番組構成と詳細にかかるアドバイス

2021年８月８日 講演会「彦根市民会館と高橋
貞太郎と」 日本建築家協会近畿支部 講演 彦根市民会館の建築的価値と

設計者について講演

2021年９月21日 読売新聞朝刊記事「小中学校
上履き廃止の動き」 読売新聞社 相談・コメント 学校建築における二足制導入

について解説

2021年９月23日 日本テレビ「news�every.」 日本テレビ放送網㈱ 出演・コメ
ンテーター

学校建築における二足制導入
について解説

2021年９月28日 FBS福岡放送「めんたいワイド」 FBS福岡放送 出演・コメ
ンテーター

学校建築における二足制導入
について解説
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
平田　耕造▶家政学科

2020年７月２日 日本テレビ「バゲット」 日本テレビ放送網㈱ 専門的相談 実験データを示し熱中症対策
を解説・相談 一般市民

2020年７月18日 子どもの遊びとコロナ感染症
＆熱中症予防

特定非営利活動法人日本冒険
遊び場づくり協会 講演 感染対策下における熱中症対

策のポイント
リーダー・
保護者

2020年８月17日 毎日新聞夕刊記事「猛暑乗り
切るクールな口元」 毎日新聞社 相談・コメント AVA血管に関する専門的相談

およびコメント 一般読者

2020年８月31日 週刊アエラ「AVA血管を冷やそう」 朝日新聞出版 相談・コメント 手のひら冷却に専門相談及びコメント 一般読者
2020年９月８日 毎日小学生新聞�「暑さをしのぐ」 毎日新聞東京本社 相談・コメント 読者の工夫に専門的相談及びコメント 一般読者

2021年７月６日
『あさイチ』番組内「クイズ
とくもり」コーナーで「この
夏は“冷やし”で乗り切る」担当

NHK 出演・コメ
ンテーター

AVA冷却に関する専門的相談
及び出演 一般市民

2021年７月15日
めんたいワイド　掘り下げコー
ナー「イチめん！」で「いよいよ夏
本番！暑さ指数28℃以上は要注意　
最新！熱中症対処法」担当

FBS福岡放送 出演・コメ
ンテーター

手のひら冷却に関する専門的
相談及び出演 一般市民

2021年８月８日 健康カプセル！ゲンキの時間　
テーマ「熱中症」担当 CBC（TBS系） 出演・コメ

ンテーター
着衣時体温調節の専門的相談
及び出演 一般市民

置村　康彦▶管理栄養士養成課程
2020年度・
　2021年度 医薬品医療機器総合機構審査業務 医薬品医療機器総合機構 専門委員 医薬品医療機器の承認審査業

務に対する見解の開示

2020年10月～
2021年１月

「医師おすすめ！お手軽健康
レシピ」に『フレイル』を
テーマとして連載

神戸新聞
フレイルの病
態、対策に関
する解説

神戸新聞に月１回連載される
「医療のページ」の第13回～
第16回

一般

才新　直子▶管理栄養士養成課程

2020年10月～
2021年１月

「医師おすすめ！お手軽健康
レシピ」に『フレイル』を
テーマとして連載

神戸新聞 レシピ作成
・調理担当

神戸新聞に月１回連載される「医
療のページ」の第13回～第16回 一般

2020年10月～12月 大学生向け朝食摂取率向上プ
ロジェクト事業 兵庫県栄養士会 参加 大学生の朝食摂取率向上のため、

簡単朝食レシピの作成・普及 大学生 9

榊原美津枝▶管理栄養士養成課程

2020年10月～
2021年１月

「医師おすすめ！お手軽健康
レシピ」に『フレイル』を
テーマとして連載

神戸新聞 レシピ作成
・調理担当

神戸新聞に月１回連載される
「医療のページ」の第13回～
第16回

一般

杉岡ふみ子▶管理栄養士養成課程

2020年10月～
2021年１月

「医師おすすめ！お手軽健康
レシピ」に『フレイル』を
テーマとして連載

神戸新聞 レシピ作成
・調理担当

神戸新聞に月１回連載される
「医療のページ」の第13回～
第16回

一般

2021年２月24日 ｢臨床栄養臨地実習」「給食経
営管理臨地実習」学内実習 兵庫県立大学環境人間学部 講師 「病院における管理栄養士の業務」 同大学学生

13名
2021年３月１日 〃 〃 〃 「栄養管理業務・経腸栄養法」 〃
2021年３月２日 〃 〃 〃 「栄養管理法・経静脈栄養法」 〃

2021年３月３日 〃 〃 〃 「がんの栄養管理」「食物ア
レルギーの栄養管理」 〃

2021年９月２日 2021年度アレルギー児に対す
る地域連携の会

神戸市立医療センター西市民
病院小児アレルギーチーム

意見交換会
でのコメント

１部は講演会、２部は食物ア
レルギーに係るスタッフ間の
意見交換会

地域の学校や病院

橋本　加代▶管理栄養士養成課程

2020年４月～
2021年３月 子ども園における食育活動 橋本研究室 企画・運営

明石市内の子ども園の園児を
対象に望ましい食習慣を形成
するための食育活動を実施

園児・保護者 18

2020年８月～
2021年２月

大学生が考える朝食レシピコ
ンテスト 味の素グループ 参加

朝食摂取率と野菜摂取量増加
を目指して朝食レシピを開発
普及のためのコンテスト

一般住民 18

2020年10月～12月 大学生向け朝食摂取率向上プ
ロジェクト事業 兵庫県栄養士会 参加 大学生の朝食摂取率向上のた

め、簡単朝食レシピの作成・普及 大学生 9

2021年４月～
2022年３月 子ども園における食育活動 橋本研究室 企画・運営

明石市内の子ども園の園児を対象に望
ましい食習慣を形成するための食育活
動を実施した。なお、2021年度は新型
コロナ感染症対策のためZOOMを活用
して遠隔で食育活動を実施した。

園児 9

堀田　久子▶管理栄養士養成課程

2021年７月21日 セミナー／サステナブル時代
の消費動向講演会 日本調理食品研究会 演者 サステナブル時代には、廃棄

していたものを見直す
神戸学院大学
学生
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年９月１日 高校生への助言の依頼（高大連携） 六甲アイランド高校 アドバイザー 食品ロスの原因を見つけて解
決する方法の助言

六甲アイラン
ド高校学生

2022年２月７日 神戸市シルバーカレッジ講義 神戸市シルバーカレッジ 講師 腸内細菌と健康について講義 神戸市シルバー
カレッジ学生

2022年２月
兵庫ヤクルト販売発行のリー
フレット「乳酸菌のココロ
No.2」に原稿執筆

兵庫ヤクルト販売 執筆者
「腸内細菌と私」と題して、
腸内細菌の重要性を自分の体
験談も含め書きました。

ヤクルトを愛
飲されている
地域住民の方

安田　敬子▶管理栄養士養成課程

2020年４月～
2021年３月 そうめんレシピの開発 揖保乃糸　菅哉物産 レシピ開発

夏場だけでなく、四季を通じ
てそうめん消費量をアップさ
せるためのレシピの開発

そうめん購買者 18

2021年10月～12月 大学生向け朝食摂取率向上プ
ロジェクト事業 兵庫県栄養士会 参加 大学生の朝食摂取率向上のた

め、簡単朝食レシピの作成・普及 大学生 9

2021年
　11月20日・
　12月11・18日

保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 食育・アレルギー対応部門で栄
養に関する基礎知識等を担当

中堅保育士、
保育教諭

2021年12月19日 食育研修 たつの市 講師 保育園における食育 中堅保育士、
保育教諭

　　健康福祉学部
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

泉　　妙子▶社会福祉学科

2021年10月30日 介護職員等による喀痰吸引等
の研修事業 兵庫県介護福祉士会 講師 介護職員等による単の吸引等

の研修事業 30名

2021年２月９日 神戸市民福祉大学　仲間づくり研修 神戸市社会福祉協議会 講師 兵庫県内福祉施設中堅研修 25名

2021年５月21日 医療的ケア基本研修 兵庫県介護福祉士会 講師 医療的ケア基本研修（医療行
為に関する法律他） 40名

2021年９月24日 医療的ケア基本研修 兵庫県介護福祉士会 講師 医療的ケア基本研修（医療行
為に関する法律他） 40名

2021年10月22日 ICTを活用した福祉の仲間づくり研修 市民福祉大学 講師 チームアプローチ・仲間づく
りをテーマとした講義 20名

2021年12月15日 ICTを活用した福祉の仲間づくり研修 市民福祉大学 講師 中間発表会（グループ発表・
質疑応答） 20名

2022年２月18日 ICTを活用した福祉の仲間づくり研修 市民福祉大学 審査委員長 研究発表会（グループ発表） 20名
稲垣由香里▶社会福祉学科

2020年10月24日～
2021年２月20日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・下司・稲垣
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 地域の子育てに関わる様々な
講座開設や相談に応じる 地域の親子 5

2021年４月24日～
　　　３月12日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・下司・稲垣　　　　　　　　　
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 子育てに関わる様々な講座や
相談事業（７回）

地域の親子
29名 9

植戸　貴子▶社会福祉学科

2020年度 当事者活動「フレンド」 任意団体「フレンド」 ボランティ
ア支援者

知的障害者の活動の支援、月
２回程度 知的障害者

2020年度 神戸市障害者支援区分判定審査会 神戸市 委員 障害者総合支援法障害支援区
分判定審査 ―

2020年度 神戸市障害者施策推進協議会 神戸市 会長 神戸市障害者施策に関する評
価・提言など ―

2020年度 神戸市障害者差別解消支援地
域協議会 神戸市 委員 障害者の差別解消に関する検

討・提言など ―

2020年度 神戸市自立支援協議会運営協議会 神戸市 委員 神戸市自立支援協議会の運営
に関する提言など ―

2020年度 神戸市自立支援協議会課題整
理プロジェクト 神戸市 委員 障害者福祉の地域課題の整理

に関する提言など ―

2020年度 神戸市バリアフリー推進会議 神戸市 副委員長 バリアフリーに関する提言など ―

2020年度 神戸市市民福祉調査委員会 神戸市 委員 市民福祉に関する施策に対す
る提言など ―

2020年度 加古川市障害者施策推進協議会 加古川市 委員 加古川市障害者施策に関する
協議・提言 ―

2020年度 兵庫県障害福祉審議会 兵庫県 委員 障害福祉行政にかかる審議 ―



33

03  教職員が関わった地域連携活動

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
2020年度 神戸シルバー法律研究会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 運営委員 研究会の運営に関する協議 ―

2020年度 神戸市社会福祉協議会こうべ
安心サポート委員会専門部会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 委員 権利擁護事業に関する検討・

提言など ―

2020年度 ヒューマンサービス研究会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 委員 ヒューマンサービス研修のプ
ログラム検討 ―

2020年度 社会福祉法人宝塚いくせい会理事会 社会福祉法人宝塚いくせい会 理事 法人の運営・利用者支援等に
関する協議 ―

2020年度 社会福祉法人かがやき神戸運
営協議会 社会福祉法人かがやき神戸 運営委員 法人の運営・利用者支援等に

関する協議 ―

2020年度 社会福祉法人神戸育成会評議員会 社会福祉法人神戸育成会 評議員 法人の運営・利用者支援等に
関する協議 ―

2020年度 神戸友生園苦情解決・虐待防
止第三者委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2020年度 NPO法人チャレンジひがしなだ幹事 NPO法人チャレンジひがしなだ 監事 法人の会計監査 ―

2020年度 ワークセンターわかまつ苦情
解決・虐待防止第三者委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2020年度
すま障害者地域生活支援セン
ター苦情解決・虐待防止第三
者委員会

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 支援センターにおける苦情解
決等の評価・提言 ―

2020年度 神戸市社会福祉協議会苦情解
決委員会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 第三者委員 法人における苦情解決に関す

る評価・提言 ―

2020年度
公益財団法人日本生命財団
「児童・少年の健全育成助
成」選考委員会

公益財団法人日本生命財団 選考委員 児童福祉活動に対する助成金
交付の選考 ―

2020年度
公益財団法人神戸やまぶき財
団「社会福祉助成金」「奨学
金助成」選考委員会

公益財団法人神戸やまぶき財団 選考委員 福祉活動助成金・奨学金交付の選考 ―

2020年度 社会福祉法人木の芽福祉会第
三者委員会 社会福祉法人木の芽福祉会 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2020年度 グループホーム南落合苦情解
決・虐待防止委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2020年度 神戸市市民福祉調査委員会成
年後見制度専門分科会 神戸市 副委員長 成年後見制度に関する施策に

対する提言など ―

2020年７月１日～
2021年３月31日

神戸市2025ビジョン策定に向
けた有識者検討会議 神戸市　 委員 神戸市将来ビジョン策定に向

けた協議及び提言 ―

2020年７月１～
2021年３月31日 神戸市療育ネットワーク会議 神戸市 委員 就学前の子どもの支援体制に

関する検討 ―

2020年８月１日 社会福祉士基礎研修Ⅲ 一般社団法人兵庫県社会福祉士会 研修講師 事例研究演習 社会福祉士

2020年８月22日 社会福祉士基礎研修Ⅱ 一般社団法人兵庫県社会福祉士会 研修講師 実践のためのアプローチに関
する講義と演習 社会福祉士

2020年９月～ 神戸市市民福祉調査委員会精
神保健福祉専門分科会 神戸市 委員 精神保健福祉施策に関する提言など ―

2020年９月25日
2021年３月12日 相談支援機能強化研修 神戸市 研修講師 障害者相談支援機能強化に向

けた講義と演習 相談支援専門員

2020年10月22日 認知症介護実践リーダー研修 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 ケースカンファレンスの技法
と実際に係る講義と演習 介護職員

2020年
　10月23日
　11月６・20日
　12月４日

スーパーバイザー養成講座 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 スーパービジョンに関する講
義と演習 福祉専門職

2020年11月13日 基幹相談支援センター研修 兵庫県相談支援ネットワーク 研修講師 基幹相談支援センターの理念・
役割等に関する講義と演習 相談支援専門員

2021年１月29日 中級一般職員研修 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 研修講師 利用者支援の基本などに関す
る講義と演習 法人職員

2021年２月15日 権利擁護研修（基礎編） 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 地域福祉における権利擁護の
講義と演習 法人職員

2021年度 当事者活動「フレンド」 任意団体「フレンド」 ボランティ
ア支援者

知的障害者の活動の支援、月
２回程度 知的障害者

2021年度 神戸市障害者支援区分判定審査会 神戸市 委員 障害者総合支援法障害支援区
分判定審査 ―

2021年度 神戸市障害者施策推進協議会 神戸市 会長 神戸市障害者施策に関する評
価・提言など ―

2021年度 神戸市障害者差別解消支援地
域協議会 神戸市 副会長 障害者の差別解消に関する検

討・提言など ―
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年度 神戸市自立支援協議会運営協議会 神戸市 委員 神戸市自立支援協議会の運営
に関する提言など ―

2021年度 神戸市自立支援協議会課題整
理プロジェクト 神戸市 委員 障害者福祉の地域課題の整理

に関する提言など ―

2021年度 神戸市バリアフリー推進会議 神戸市 副委員長 バリアフリーに関する提言など ―

2021年度 神戸市市民福祉調査委員会 神戸市 委員 市民福祉に関する施策に対す
る提言など ―

2021年度 神戸市療育ネットワーク会議 神戸市 委員 就学前の子どもの支援体制に
関する検討 ―

2021年度 加古川市障害者施策推進協議会 加古川市 委員 加古川市障害者施策に関する
協議・提言 ―

2021年度 兵庫県障害福祉審議会 兵庫県 委員 障害福祉行政にかかる審議 ―
2021年度 神戸シルバー法律研究会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 運営委員 研究会の運営に関する協議 ―

2021年度 社会福祉法人宝塚いくせい会理事会 社会福祉法人宝塚いくせい会 理事 法人の運営・利用者支援等に
関する協議 ―

2021年度 社会福祉法人かがやき神戸運
営協議会 社会福祉法人かがやき神戸 運営委員 法人の運営・利用者支援等に

関する協議 ―

2021年度 社会福祉法人神戸市社会福祉
協議会苦情解決委員会 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 第三者委員 社会福祉協議会における苦情

解決等の評価・提言

2021年度 神戸友生園苦情解決・虐待防
止第三者委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2021年度 ワークセンターわかまつ苦情
解決・虐待防止第三者委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2021年度
すま障害者地域生活支援セン
ター苦情解決・虐待防止第三
者委員会

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 支援センターにおける苦情解
決等の評価・提言 ―

2021年度 社会福祉法人木の芽福祉会苦
情解決委員会 社会福祉法人木の芽福祉会 第三者委員 社会福祉法人における苦情解

決等の評価・提言 ―

2021年度 グループホーム南落合苦情解
決・虐待防止委員会 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 第三者委員 障害者施設における苦情解決

等の評価・提言 ―

2021年度 NPO法人チャレンジひがしなだ監事 NPO法人チャレンジひがしなだ 監事 法人の会計監査 ―

2021年度
公益財団法人日本生命財団
「児童・少年の健全育成助
成」選考委員会

公益財団法人日本生命財団 選考委員 児童福祉活動に対する助成金
交付の選考 ―

2021年度
公益財団法人神戸やまぶき財
団「社会福祉助成金」「奨学
金助成」選考委員会

公益財団法人神戸やまぶき財団 選考委員 福祉活動助成金・奨学金交付の選考 ―

2021年度 KOBEしあわせの村ユニバー
サルカレッジ連携協議会 財団法人こうべ市民福祉振興協会 会長 障害者の生涯学習プログラム

の評価・提言 ―

2021年度 神戸市市民福祉調査委員会成
年後見専門分科会 神戸市 委員 成年後見制度に関する提言など ―

2021年度 神戸市市民福祉調査委員会精
神保健専門分科会 神戸市 委員 精神保健施策に関する提言など ―

2021年５月29日 社会福祉士基礎研修Ⅱ 一般社団法人兵庫県社会福祉士会 研修講師 実践のためのアプローチに関
する講義と演習 社会福祉士

2021年８月18日 相談支援専門員研修 社会福祉法人明石市社会福祉協議会 研修講師 知的障害の理解と意思決定支
援について 相談支援専門員

2021年８月25日 中級一般職員研修 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 研修講師 利用者支援と中級職員の心構え 法人職員

2021年11月19日 障害福祉施設新任職員研修 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 障害福祉施設職員の心構えに
関する講義と演習 福祉施設職員

2021年12月24日
2022年
　１月７・21日
　２月４日

スーパーバイザー養成講座 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 スーパービジョンに関する講
義と演習 福祉専門職

2022年１月28日 権利擁護研修（基礎編） 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 研修講師 地域福祉における権利擁護の
講義と演習 法人職員

2022年２月26日 KOBEしあわせの村ユニバー
サルカレッジフォーラム 財団法人こうべ市民福祉振興協会 ファシリテーター 実践発表パネルディスカッション 受講者・

スタッフ等
2022年３月12日 総合職員研修 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 審査員 職員研修会における研究発表の審査 法人職員
小笠原慶彰▶社会福祉学科
2020年度 大阪府新任民生児童委員研修 大阪府社会福祉協議会 講師 府新任民生委員の初任研修（計２回） 新任民生児童委員
2021年５月・９月
2022年１月 新任民生委員児童委員研修会 大阪府社会福祉協議会 講師 民生委員児童委員の歴史と役

割（動画配信） 新任委員
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年７月５日 民生委員児童委員全体研修会 堺市東区民生委員
児童委員協議会 講師 民生委員活動の進め方 中堅委員

木村　あい▶社会福祉学科
2020年４月～ 介護福祉士国家試験委員 社会福祉試験振興センター 委員 国家試験委員
2020年10月～
　　　３月末

介護福祉士養成施設の教員の
教育力向上に関する調査研究 作業部会委員 研修内容検討及び研修の実施 教員

2021年４月～ 新規研修事業検討委員会 一般社団法人兵庫県介護福祉士会 委員 月１回の会議に出席し研修形
態の検討及び助言 介護職員

2020年５月25日・
　　　８月23日・
　　　11月29日

介護福祉士実習指導者講習会 一般社団法人兵庫県介護福祉士会 講師
介護福祉士の実習を担当する
ために必要な講習会で「介護
過程」を担当

介護福祉士

2021年７月９日・
　　　11月19日 介護福祉士実習指導者講習会 一般社団法人兵庫県介護福祉士会 講師

介護福祉士の実習を担当する
ために必要な講習会で「介護
過程」を担当

介護福祉士

2021年７月28日 マインドフルネス教室 かたらいクラブ・木村ゼミ 企画・運営
コロナ禍で閉じこもりがちな
住民を対象にマインドフルネ
ス教室を実施

市民 1

2021年11月23日 スマホ教室 かたらいクラブ・木村ゼミ 企画・運営 地域住民の要望で高齢者に対
するスマホ教室を実施 市民 10

2021年11月24日・
　　　12月22日・
2022年１月26日・
　　　２月25日・
　　　３月23日

港島地区防災対策委員会 港島自治連合協議会 オブザーバー 港島地区の各集合住宅の代表
者と地区防災会議実施 市民 1

2021年12月23日・
　　　２月24日 港島地区高齢者対策委員会 港島自治連合協議会 オブザーバー 港島地区の各集合住宅の代表

者と高齢者対策会議実施 市民

2022年３月24日 港島自治連合協議会理事会 港島自治連合協議会 オブザーバー 港島地区の高齢者対策につい
て行政を交えての会議 市民

下司　実奈▶社会福祉学科

2020年４月～
2021年３月末 子育て心理室　いるかの部屋 下司 企画・運営

個別心理面接　医療・福祉・
教育との連携（４ケース３
セッション+α）

地域・年齢を
問わず

2020年９月２日・
　　　10月９日

兵庫県進路選択学生支援事業
高校への出前講座　北須磨高
校・明石南高校

兵庫県教育委員会 授業 「子どもたちの福祉　社会で
子どもを育てる」 高校３年生

2020年９月19日～
2021年３月６日

ポーアイ４大学連携事業
親子保育くじらくらぶ 社会福祉学科　曽田・下司 企画・運営 大学でダイナミックな遊びを

楽しんでもらう（７回） 地域の親子 のべ
54

2020年10月19日～
2021年３月17日 手話でお話ししよう　ひよこ 兵庫県聴覚障害者協会

兵庫県ユニバーサル支援課 企画・運営
「聴こえない・聴こえにくい未就学児と
その家族のための手話講座」の実施の
代替として手遊び歌・絵本の読み聞かせ
の手話を兵聴協が制作することに協力

聴こえない・
聴こえにくい
未就学児とそ
の家族

2020年10月24日～
2021年２月20日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・稲垣・下司
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 看護・福祉の分野に重点を置
いた子育て講座を開講 地域の親子

2020年12月23日 兵庫県立神戸聴覚特別支援学
校　中学部教員研修 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 講義 「発達に課題を抱える児童と

家族への支援」 中学部教員

2021年２月８日 兵庫県立神戸聴覚特別支援学
校　高等部教員研修 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 講義 「不安への対処について」 高等部教員

2021年４月～
2022年３月末 子育て心理室　いるかの部屋 下司 企画・運営

個別心理面接　医療・福祉・
教育との連携（５ケース11
セッション）

地域・年齢を
問わず

2021年４月14日～
2022年３月15日 加東市子育て心理相談 加東市教育委員会 心理相談 発達サポートセンター

はぴあでの子育て心理相談 加東市民

2021年４月24日～
2022年３月12日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・稲垣・下司
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 看護・福祉の分野に重点を置
いた子育て講座 地域の親子 9

2021年４月27日～
　　　９月21日 川西市手話言語条例制定検討部会 川西市福祉部 部会長 川西市に於ける手話言語条例

制定のための検討部会 川西市民

2021年５月29日～
2022年３月５日

ポーアイ４大学連携事業
親子保育くじらくらぶ 社会福祉学科　曽田・下司 企画・運営 大学でダイナミックな遊びを

楽しんでもらう（11回） 地域の親子 のべ
67名

2021年６月30日～
2022年３月15日 神戸聴覚特別支援学校心理相談 兵庫県教育委員会 心理相談 個別心理相談　教員へのコン

サルテーション
生徒・保護者
・教員

2021年８月10日 教員免許状更新講習会 講演 障害のある子どもたちと家族
への支援 教員

2021年
　９月７・22日

兵庫県進路選択学生支援事業
高校への出前講座　明石南高校 兵庫県教育委員会 授業 「子どもたちの福祉　社会で

子どもを育てる」 高校３年生
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教職員が関わった地域連携活動 03

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年11月26日 難聴児への支援の在り方等検討会議 兵庫県教育委員会 報告 聴覚特別支援学校等の保護者
支援について 検討会議委員

2021年12月～
2022年３月28日 手話でお話ししよう　ひよこ 兵庫県聴覚障害者協会

兵庫県ユニバーサル支援課 企画・運営 聴覚障害幼児と家族を手話で
サポートする

聴覚障害幼児
とその家族

清水　弥生▶社会福祉学科

2020年度 神戸市障害支援区分判定審査会 神戸市 委員 障害者総合支援法障害支援区
分判定審査

2020年９月４日 大阪府人権総合講座講師（オ
ンライン） 一般財団法人大阪府人権協会 講師 人権相談員養成コースでの各

種制度についての講義 受講生

2020年10月３日 兵庫県福祉・介護従事者キャ
リアアップ研修 兵庫県・神戸女子大学社会福祉学科 運営・講師

社会福祉士国家試験対策講座
－働きながら社会福祉士国家
試験合格を目指そう

県内福祉介護職員 7

2020年11月14日 社会福祉学科25周年記念講演
会（オンライン開催）

神戸女子大学社会福祉学科
（川端、稲垣、清水） 運営・司会 司法と医療･福祉の連携 一般市民･卒

業生・学生 129

2020年11月15日 兵庫県福祉・介護従事者キャ
リアアップ研修 兵庫県・神戸女子大学社会福祉学科 運営・講師 認知症のある人を支える医療

福祉介護の連携
県内福祉介護
職員 5

2021年度 神戸市障害支援区分判定審査会 神戸市 委員 障害者総合支援法障害支援区
分判定審査

2021年９月７日 大阪府人権総合講座（オンライン） 一般財団法人大阪府人権協会 講師 人権相談員養成コースでの各
種制度についての講義 受講生

2022年２月19日 京都YWCA　75周年誌を通じ
活動を振り返る 京都YWCA 講師

希求21世紀へつなぐ－1974年
度から1997年度の活動を振り
返る座談会

一般市民・
会員

曽田　里美▶社会福祉学科

2020年５月～ 神戸市北区要保護児童対策地
域協議会実務者会議 神戸市 委員 地域における子ども・子育て

家庭への支援に関する検討 ―

2020年８月～10月 西宮市児童福祉施設等指定候
補者選定員会 西宮市 委員 児童福祉施設の指定候補者の選定 ―

2020年９月～
（７回）

ポーアイ４大学連携事業親子
保育「くじらくらぶ」 社会福祉学科　下司・曽田 企画・運営

地域の子どもたちに大学でダイナミッ
クな遊びを楽しんでもらう。２回はオ
ンライン開催。親子参加延べ46人。

地域の親子 延べ
54

2020年
　９月３・４日

兵庫県進路選択学生支援事業　
高校出前授業 兵庫県立明石南高校 講師 児童福祉に関する授業 高校３年生

2020年９月９日 兵庫県こども家庭センターグ
ループ研究公開講座 兵庫県こども家庭センター 講師

「社会的養護における養育に
必要な情報の集め方・活かし
方」講義と演習

児童相談所・
施設職員

2020年９月23日 兵庫県子育て支援員研修 兵庫県児童養護連絡協議会 講師 社会的養護における「家族と
の連携」講義 市民

2020年10月～
（５回） 子育てコラボサロン「どーなつ」

社会福祉学科（下司・稲垣・
曽田）・看護学科（内・丸
山・菅野）

企画・運営 地域の子育てに関わる様々な
講座を開催し、相談に応じる。 地域の親子 5

2020年11月～ 児童養護施設立正学園ケース
アドバイザー 立正学園 講師 施設における子ども・家族へ

の支援に関する検討 施設職員

2021年４月～
（６回）

神戸市北区要保護児童対策地
域協議会実務者会議 神戸市 委員 地域における子ども・子育て

家庭の支援に関する検討 ―

2021年４月～
（７回） 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科（下司・稲垣・
曽田）・看護学科（内・丸
山・菅野）

企画・運営
地域の子育てに関わる様々な講
座を開催し、相談に応じる。講
座７回　一般参加者のべ29名

地域の親子 9

2021年５月～
（11回） 親子保育くじらくらぶ 社会福祉学科�下司・曽田 企画・運営

地域の子どもたちに大学でダ
イナミックな遊びを楽しんも
らう。親子参加延べ250名

地域の親子 延べ
67

2021年５月14日・
　　　６月25日 児童養護施設�ケース検討 夢野こどもホーム アドバイザー 施設における子ども・家族へ

の支援に関する検討 施設職員

2021年８～10月　
（５回）

西宮市児童福祉施設等指定候
補者選定委員会 西宮市 委員 児童福祉施設の指定候補者の選定 ―

2021年
　９月６・８日

兵庫県進路選択学生支援事業　
高校出前授業 兵庫県立明石南高校 講師 児童福祉に関する授業 高校３年生

2021年９月～
（７回）

大阪府社会福祉審議会児童措
置審査部会 大阪府 委員 児童相談所がとる子どもの施

設入所措置等に対する審査。 ―

2021年11月～
2022年１月（３回） 西宮市子ども・子育て会議　 西宮市 委員 西宮市の子ども・子育て支援

施策に関する審議。 ―

2021年11月12日 児童養護施設�ケース検討 立正学園 アドバイザー 施設における子ども・家族へ
の支援に関する検討 施設職員
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03  教職員が関わった地域連携活動

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
津田理恵子▶社会福祉学科

2020年度 介護福祉士養成大学連絡協議会 介護福祉士養成大学連絡協議会
選挙管理委員長
理事・研修委員
会委員長

第７期選挙の選挙管理委員長
として選挙を行った。 会員

2020年度 介護福祉養成大学連絡協議会 介護福祉士養成大学連絡協議会 理事・研修委
員会委員長

第７期の理事として協議会の
運営に携わった。 会員

2020年度 教育力向上員会 日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロッ
ク代表委員

近畿ブロックからの代表とし
て年会数回会議を行った。 会員

2020年度 介護福祉士試験委員会 国家試験試験センター 幹事委員 筆記試験の作問に携わった。 市民

2020年度 日本自動車連盟委員会 日本自動車連盟 常任委員 交通安全に向けて有識者メン
バーとして会議に出席している。 市民

2020年９月23日 回想法 尾道社会福祉協議会 講師 市民に向けて回想法の講座を行った。 市民 6
2020年
　10月７・14日 介護技術 北須磨高等学校 講師 介護技術の授業を２回に分け

て行った。 高校生

2020年10月17日 これからの介護福祉士養成大
学の教育のありかたを考える 介護福祉士養成大学連絡協議会 企画・運営 全国規模の研修会を企画して

運営した。 会員・会員以外

2020年10月24日 回想法 芦屋市シルバー 講師 市民に向けて回想法の講座を行った。 市民

2020年11月12日 ぽーあい４大学クリーン作戦 ポーアイ４大学連携社会貢献部会 企画・運営 ポートアイランド内のクリーン作
成を４大学で協力して行った。 地域住民 約70

2020年12月19日 コロナ禍の効果的な実習 介護福祉士養成大学連絡協議会 企画・運営 全国規模の研修会を企画して
運営した。 会員・会員以外

2021年３月１日 介護福祉士養成課程の教員の教
育力向上に向けたモデル研修事業 日本介護福祉士養成施設協会 講師 カリキュラムマップ作成につ

いて講義を行った。 教員

2021年度 介護福祉士養成大学連絡協議
会研修委員会 介護福祉士養成大学連絡協議会 研修委員会

委員長
第７期研修委員会の委員長と
して年間数回の研修会を企
画・運営した。

会員

2021年度 介護福祉士養成大学連絡協議
会理事会 介護福祉士養成大学連絡協議会 理事 第７期の理事として協議会の

運営に携わった。 会員

2021年度 日本介護福祉士養成施設協会
教育力向上委員会 日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロッ

ク代表委員
近畿ブロックからの代表とし
て年間に数回会議を行った。 会員

2021年度 介護福祉士試験委員会 社会福祉振興・試験センター 幹事委員 国家試験筆記試験の作問に携わった。 市民

2021年度 日本自動車連盟委員会 日本自動車連盟 常任委員 交通安全に向けて有識者メン
バーとして会議に出席した。 市民

2021年度
介護福祉士養成教育における
感染症に関する教育の手引き
の作成事業

日本介護福祉士養成施設協会 ワーキンググ
ループ委員

介護の実践現場に感染症に関
する質的調査を行うとともに
教育現場で活用するための報
告書をまとめた。

会員

2021年度
介護福祉士養成課程における
新型コロナウイルス感染症対
策に関する調査研究事業

日本介護福祉士養成施設協会 委員長
介護福祉士養成課程における
新型コロナウイルス感染症対
策に関する質的・量的調査を
実施し報告書にまとめた。

会員

2021年７月 介護教育研修「懐かしい記憶
から引き出す生きがい」 福井県立すこやかシルバー病院 講師 福祉施設、病院の関係者に回

想法の講義を行った。
福祉・

医療スタッフ

2021年９月４日
第１回研修会
介護福祉のあゆみ～1970年代
から今を考える

介護福祉士養成大学連絡協議会 企画・運営 オンラインで全国規模の研修
会を企画して運営した。 会員・会員外 7

2021年９月12日 日本介護福祉士養成施設協会
東海ブロック教員研修会

日本介護福祉士養成施設協会
東海ブロック教員研修会実行委員会 講師 分科会において、介護福祉実習

での取り組みについて報告した。 会員

2021年10月12日 社会福祉と回想法 東播磨高等学校 講師 社会福祉３資格と回想法の技
法について講義を行った。 高校生

2021年11月18日 ぽーあい４大学クリーン作戦 ポーアイ４大学連携社会貢献部会 企画・運営 ポートアイランド内のクリーン作
成を４大学で協力して行った。 地域住民 約60

2021年11月22日 回想法 尾道社会福祉協議会 講師 オンラインで市民に向けて回
想法の講座を行った。 市民 ４

2021年
　11月29・30日 介護福祉士候補者導入研修 国際厚生事業団（JICWELS） 講師 オンラインでEPAインドネシアの方

に対して介護技術の演習を行った EPA １

2021年12月18日
第２回研修会
介護ロボット・ICT活用にお
ける基礎知識の獲得

介護福祉士養成大学連絡協議会 企画・運営 オンラインで全国規模の研修
会を企画して運営した。 会員・会員外 6

2022年３月５日
第３回研修会
厚生労働省専門官経験者が語る　
介護福祉の歴史的変遷と今後

介護福祉士養成大学連絡協議会 企画・運営 オンラインで全国規模の研修
会を企画して運営した。 会員・会員外 15
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教職員が関わった地域連携活動 03

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
松井　順子▶社会福祉学科

2020年４月～
2021年３月

兵庫県宝塚市老人福祉セン
ター‥いきいき学舎フレミラ
「健康とまちづくり」コース

宝塚市社会福祉協議会 コース代表 シニア市民を対象に町づく
り・健康寿命延伸 宝塚シニア市民

2021年１月６日 広島県福山市・環境審議会・委員 福山市役所 委員 環境の保全創造に関する事項
の調査，審議

2021年３月16日 芦屋市市民参画協働推進会議 芦屋市役所 委員 市民文化行政の調整、市民文
化活動の推進

2021年～現在 芦屋市市民参画協働推進会議 芦屋市企画部市民参画・協働推進室 委員 市民参画・協働に関することの検討 ―
糸井　亜弥▶健康スポーツ栄養学科
2020年10月26日～
　　　11月１日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート 神戸女子大学 企画・

運営・総括
身体組成測定・食事調査・栄
養指導の実施 高校野球部員 6

2021年10月31日～
　　　11月６日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート 　　〃 企画・

運営・総括
身体組成測定・食事調査・栄
養指導の実施 高校野球部員 7

2021年11月12日～
　　　11月14日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート（その２） 　　〃 企画・

運営・総括
身体組成測定・食事調査・栄
養指導の実施 高校野球部員 7

橋本　優希▶健康スポーツ栄養学科
2020年10月26日～
　　　11月１日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート 神戸女子大学 企画・運営 身体組成測定・食事調査・栄

養指導の実施 高校野球部員 6

2021年10月31日～
　　　11月６日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート 　　〃 企画・運営 身体組成測定・食事調査・栄

養指導の実施 高校野球部員 7

2021年11月12日～
　　　11月14日

高校スポーツ選手を対象とし
た栄養サポート（その２） 　　〃 企画・運営 身体組成測定・食事調査・栄

養指導の実施 高校野球部員 7

本田　まり▶健康スポーツ栄養学科
2020年７月７日 西宮市地域型保育事業基礎研修 NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 講師 「乳幼児の食事と栄養」講話 保育施設職員

2020年７月28日 兵庫県保育士等キャリアアップ研修 西宮市私立保育協会 講師
「保育所における食事の提供
ガイドライン」講話
「保育所におけるアレルギー
対応ガイドライン」講話

保育施設職員

2021年２月５日 半田市居宅訪問型保育基礎研修 公益社団法人�全国保育サービス協会 講師 「乳幼児の食事と栄養」講話 居宅訪問保育職員
2021年２月27日 西宮市地域型保育事業基礎研修 NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 講師 「乳幼児の食事と栄養」講話 保育施設職員

2021年７月２日 西宮市地域型保育事業基礎研修 西宮市 講師 「乳幼児の食事と栄養」講話 地域型保育事
業所職員

2021年７月27日 兵庫県保育士等キャリアアップ研修 西宮市私立保育協会 講師
「保育所における食事の提供
ガイドライン」講話
「保育所におけるアレルギー
対応ガイドライン」講話

私立保育所等職員

2021年８月７日 第４回アレルギー対応食クッキ
ング講習会�第１部（zoom開催）

神戸小児アレルギークッキン
グ研究会 運営 参加者にzoom開催準備の説

明、食物アレルギーミニ講義
食物アレルギー
児と保護者

2021年８月28日 第４回アレルギー対応食クッキ
ング講習会�第２部（zoom開催）

神戸小児アレルギークッキン
グ研究会 運営 食物アレルギー対応クッキン

グ講習会、保護者座談会
食物アレルギー
児と保護者

2022年２月25日 西宮市地域型保育事業基礎研修 西宮市 講師 「乳幼児の食事と栄養」講話 地域型保育事
業所職員
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　　看護学部
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

内　　正子▶看護学科

2020年11月28日 子育てコラボサロンどーなつ 看護学科・健康福祉学科 企画・運営 気になる子どもへの関わりに
ついての講演 神戸市内の保育士

2020年12月５日 子育てコラボサロンどーなつ 看護学科・健康福祉学科 企画・運営 アロマオイルやマッサージの
講話と実演 神戸市内の親子 3

2021年４月24日～
　　　３月12日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・稲垣・下司
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 子育てに関わる様々な講座や
相談事業（７回）

地域の親子
29名 9

菅野由美子▶看護学科

2021年４月24日～
　　　３月12日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・稲垣・下司
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営 子育てに関わる様々な講座や
相談事業（７回）

地域の親子
29名 9

玉木　敦子▶看護学科

2020年度 精神的な問題を抱える母子等
に係るケースカンファレンス 神戸市 助言者 ケースカンファレンスにおけ

るコンサルテーション 保健師

2020年度 こころの健康相談 親子支援ネットワーク 相談員 乳幼児をもつ母親や妊婦を対
象とした相談活動 妊産婦・母親

2020年７月４日 周産期メンタルヘルス勉強会 神戸女子大学看護学部看護学
科精神看護学分野 運営 妊産婦に関わる看護職対象の

勉強会の運営 看護職

2020年７月27日・
2021年２月25日 赤ちゃん訪問連絡会 宝塚市 講師 事例検討会における助言 保健師・

助産師等
2020年９月12日 看護職員研修会 徳島県看護協会 講師 周産期メンタルヘルスに関する講演 看護職
2020年９月28日・
　　　10月12日

新人看護職員卒後臨床研修事
業「実地指導者研修」 兵庫県看護協会 講師 看護職対象の研修会講師 看護師

2021年３月４日 母子看護学講座　特別講演 山口大学医学部保健学科 講師 周産期メンタルヘルスに関する講演 助産師
2021年度（不定期） こころの健康相談 親子支援ネットワーク協会 相談員 看護師によるメンタルヘルス相談 乳幼児の母親
2021年４月24日 育児支援者向け勉強会 赤ちゃんの眠り研究所 講師 「産後うつの理解と対応」 看護職、心理職等

2021年６月19日 周産期メンタルヘルス勉強会 玉木敦子 主催者・
ファシリテーター

コロナ禍における妊産婦のメ
ンタルヘルス 看護職等

2021年６月23日 子育て支援講座 三田市社会福祉協議会 講師 「コロナ禍における妊産婦の
心の理解」 子育て支援員等

2021年７月26日・
2021年10月27日 赤ちゃん訪問連絡会 宝塚市健康推進課 講師 事例検討におけるコンサル

テーション 看護職等

2021年７月27日 母子保健研修 公益財団法人山口県健康福祉財団 講師 「産後うつ状態にある母親への支援」 看護職等
2021年
　８月２日・
　10月５日・
　12月28日

精神的な問題を抱える母子等
に係るケースカンファレンス 神戸市母子保健課 講師 事例検討におけるコンサル

テーション 保健師

2021年11月９日 ネウボラ推進応援事業　妊産婦に
対するメンタルヘルス支援研修会 美馬保健所 講師 「妊産婦へのメンタルヘルス支援」 看護職等

2022年１月７日 母子保健事業従事者研修 神戸市 講師 「周産期メンタルヘルス支援」 保健師、助産師

2022年１月８日 専門医等うつ病治療向上研修事業　第
11回妊産婦メンタルヘルスケア研修会 滋賀医科大学精神医学講座 講師 「妊産婦が求めるメンタルヘ

ルス支援とは」 医師、看護職等

2022年２月11日 オンライン講座 親子支援ネットワーク協会 講師 「親子に寄り添うためのコ
ミュニケーション」 子育て支援員等

2022年２月19日 乳幼児睡眠アドバイザー養成講座 赤ちゃんの眠り研究所 講師 「母親のメンタルヘルス」 看護職等

2022年３月14日 新人看護職員教育にかかる研修 関西労災病院 講師 「コロナ禍における新人看護
職員への支援」 看護職

槻木　直子▶看護学科

2021年度 芦屋市プレおや教室（沐浴ク
ラス）事業 芦屋市

事業委託機関
（芦屋市助産
師会）・会長

芦屋市在住の妊婦とその家族に対
する出産準備教室（沐浴クラス）
の運営について市担当者と検討

―

2021年５月15日～
2022年１月15日

（計５回）
芦屋市プレおや教室（沐浴クラス） 芦屋市

事業委託機関
（芦屋市助産師
会）・出務者

赤ちゃん人形を使った沐浴練習、育児に
向けての様々な準備について夫婦（また
は家族）で考えるといった出産準備教室

芦屋市内在住
の妊婦とパート
ナー等その家族

中岡亜希子▶看護学科

2021年12月19日 看護エデュケア研究会セミナー 看護エデュケア研究会 企画・運営
「マインドフルネスの看護教
育・実践への意味～自分をケ
アする心のトレーニング～」

看護師・医療
職者全般・看
護系教員

2022年２月27日 看護エデュケア研究会定例会 看護エデュケア研究会 企画・運営 「あらためて基礎看護学を考
える」

看護師・看護
系教員
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
藤田　冬子▶看護学科
2021年５月26日～
　　　12月８日

（計５回）
高齢者健康相談ミニレクチャー 神戸女子大学地域連携推進室 講師・運営

高倉台地域福祉センターにおいて、地
域に居住する高齢者約30名を対象に、
ミニレクチャー・健康体操をおこなった

高齢者

丸山　有希▶看護学科

2021年４月24日～
2022年３月12日 子育てコラボサロンどーなつ

社会福祉学科
　　　　　曽田・稲垣・下司
看護学科　内・丸山・菅野

企画・運営
地域の子育てに関わる様々な講
座開設や相談に応じる　
講座７回　一般参加者のべ29名

地域の親子 9

2021年９月４日 保育士等、キャリアアップ研修 たつの市教育委員会 講師 保健計画の作成、感染予防に
関する講義（リモート研修） 保育士幼稚園教諭

横内　光子▶看護学科
2021年
　７月30日・
　８月３日・
　２月22・25日

神戸労災病院看護研究支援 神戸労災病院看護部 研究個別指導
/発表会講評 病棟の看護研究チームの研究支援 看護師

2022年２月７日 明石市立市民病院看護管理研修 明石市立市民病院看護部 研修講師 看護管理に関する研修 看護師

　　総合生活学科
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

谷山　澤子
2020年８月～10月
2021年３月～５月
　　　８月～10月

国連英検指導検討委員 日本国際連合協会
国際連合公用
語、英語検定試
験のアドバイザー

国連公用語普及のため、国連
の理念に従って検討し、アド
バイスした。

一般

西　　奈保

2021年９月10日 食物アレルギーセミナー（社
員教育訓練） 有馬温泉元湯　古泉閣 講師 「食物アレルギーの基礎知識と

対応」についての講義を実施 主催先の従業員

2022年２月20日 第5回食物アレルギー講習会 神戸女子短期大学 オンライン
講習会

第５回食物アレルギー講習会
企画・運営・講師 一般

本保　弘子

2020年度 明石市建築審査会 明石市都市局 委員 建築基準法に規程する同意と
審査請求の審議

2020年度 明石市開発審査会 明石市都市局 委員 開発許可等の処分等の審査請
求に対する審議

2021年度 明石市建築審査会 明石市都市局 委員 建築基準法に規程する同意と
審査請求の審議

2021年度 明石市開発審査会 明石市都市局 委員 開発許可等の処分等の審査請
求に対する審議

水島かな江

2020年11月29日 消費生活アドバイザー面接委員 日本産業協会 面接委員 消費生活アドバイザー一次試験
合格者に対する面接の面接委員

消費生活アド
バイザー一次
試験合格者

　　食物栄養学科
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

赤桐　里美

2020年度 CM出演（飲料水） 日田天領水、VSQ 解説 ミネラルウォーターの機能性
についての解説を担当した。 一般

今江佳菜美

2021年１月 こべっこランド講座
からだにおいしいいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に食育講座およ

び調理実習を実施 小学生

竹内　美貴

2020年５月～
2021年３月

中央市民病院小児科へのボラ
ンティア活動 中央市民病院 イベント

学生が行事ごとにカードを作
成し、病院の小児科に届ける
活動を行った。

小児科入院患者 90

2021年８月28日 食物アレルギー対応親子クッ
キング講習会（zoom開催）

神戸小児アレルギークッキン
グ研究会 運営・講師 親子クッキング、保護者座談会 食物アレルギー

児を持つ保護者



41

03  教職員が関わった地域連携活動

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2022年２月12日
オリーブ料理オンラインクッ
キングとレシピコンテスト募
集（zoom開催）

NPO法人神戸オリーブ園 講師 zoomによるオリーブの健康講
義とクッキング 一般

中野佐和子

2021年１月 こべっこランド講座　からだ
においしいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に食育講座およ

び調理実習を実施 小学生

西　　奈保

2021年２月17日
小大連携食育プログラム
小学５年生対象のオンライン
食育調理実習

神戸市立義務教育
学校港島学園

実技
（オンライン
調理実習）

港島学園小学部の５年生３ク
ラス（94人）を対象に、オン
ライン（ZOOM）にて食育調
理実習を実施した。

小学生

西川　貴子

2020年11月 お弁当･おにぎりコンテスト審
査委員長

兵庫県・
兵庫県米穀事業協同組合

その他
（コンテスト）

第23回お弁当・おむすびコン
テストの最終審査会（実物審
査）の審査委員長を務めた。

小学生・中学生

2021年１月 こべっこランド講座
からだにおいしいいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に２回の食育講座

および調理実習を実施した。 小学生

2021年２月17日 小大連携食育プログラム
小学５年生対象の食育調理実習

神戸市立義務教育
学校港島学園

実技（オンラ
イン調理実
習）

神戸市立義務教育学校港島学
園の５年生３クラス（94人）を
対象にオンライン（ZOOM）に
て食育調理実習を実施した。

小学生

2021年
　７月31日・
　８月31日・
　10月16・17日

こべっこランド講座
からだにおいしいいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に食育講座およ

び調理実習を実施 小学生

2022年２月８日 神戸市立義務教育学校港島学
園小学部 神戸女子短期大学

実技（オン
ライン食育
調理実習）

５年生３クラスに、オンライ
ン食育調理実習を実施 小学生

2022年２月20日 第５回食物アレルギー講習会 神戸女子短期大学 オンライン
講習会

第５回食物アレルギー講習会　
企画・運営 一般

平田　庸子

2021年１月 こべっこランド講座
からだにおいしいいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に２回の食育講座

および調理実習を実施した。 小学生

2021年２月17日
小大連携食育プログラム小学
５年生対象オンライン食育調
理実習

神戸市立義務教育学校港島学
園小学部

実技（オン
ライン食育
調理実習）

港島学園小学部の５年生３クラス（94
人）を対象に、オンライン（Zoom）に
て食育調理実習を実施した。

小学生

2021年
　７月31日・
　８月31日・
　10月16・17日

こべっこランド講座
からだにおいしいいクッキング 神戸市総合児童センター 講義・実技 小学生を対象に食育講座およ

び調理実習を実施 小学生

2022年１月20日 神戸婦人大学　健康講義 神戸婦人大学 講義 食生活と健康増進について講
義を実施 高齢者

2022年２月８日 神戸市立義務教育学校港島学
園小学部 神戸女子短期大学

実技（オン
ライン食育
調理実習）

５年生３クラスに、オンライ
ン食育調理実習を実施 小学生

2022年２月12日
神戸の食『オリーブ料理オン
ラインクッキング＆レシピコ
ンテスト』

法人神戸オリーブ園
実技（オン
ライン調理
実習）

オンラインクッキング企画・実施 一般

2022年２月20日 第５回食物アレルギー講習会 神戸女子短期大学 オンライン
講習会

第５回食物アレルギー講習会　
企画・運営 一般

平野　直美
2020年度 兵庫県スポーツ推進審議会 兵庫県教育委員会スポーツ振興課 委員 兵庫県におけるスポーツ推進の検討 ―

2020年度 体力アップサポート専門家会議 兵庫県教育委員会体育保健課 構成員 兵庫県児童生徒体力向上に関
する検討 ―

2020年度 ひょうご女性スポーツの会 兵庫県教育委員会スポーツ振興課 エグゼクティブ
アドバイザー

兵庫県女性スポーツの活性化
の検討 ―

2020年８月22日

「ひょうご女性スポーツの会」
競技別大会総合開会式におけ
る基調講演：
演題【女性の健やかなスポーツ
ライフのための食育】

兵庫県教育委員会スポーツ振興課 基調講演
講師 標記演題について講演 大会参加者

（約100名）

2020年10月22日 令和２年度公私合同主任保育
士研修会 神戸市こども家庭局幼保事業課 講師 「味覚の形成」をテーマに講演

神戸市公私
主任保育士
（236名）
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年
　10月26・29日

私立幼稚園教員子育て支援研修
（ZOOM）：演題【園での「食育」
と「アレルギー対応」を学ぶ】

兵庫県私立幼稚園協会 講師 標記演題について講演
兵庫県

私立幼稚園教諭
（200名）

2020年11月９日 姫路市主催・社会福祉研修
「食育研修」

姫路市健康福祉局保健福祉部
監査指導課 講師 「食育研修」をテーマに講演

姫路市
保育従事者
（97名）

2020年11月18日 「新任研修：
幼児期の食育の重要性」 神戸市私立幼稚園連盟 講師 「幼児期の食育の重要性」を

テーマに講演
神戸市

幼稚園新任教諭
（約150名）

2021年12月４日
令和２年度・幼児の食事とおや
つの教室・「お母さんに知って
ほしい幼児期からの食育」

芦屋市こども・健康部健康課
（保健センター） 講師 標記演題について講演

芦屋市
乳幼児の保護者
（約20名）

2021年
　２月10・17日

小大連携食育プログラム【健康
教育・オンライン食育調理実習】 神戸女子短期大学食物栄養学科 講師 小大連携食育プログラムを実施 港島学園

５年生94名
2021年度 兵庫県スポーツ推進審議会 兵庫県教育委員会スポーツ振興課 委員 兵庫県第２期スポーツ推進計画策定 ―

2021年度 体力アップサポート専門家会議 兵庫県教育委員会体育保健課 構成員 兵庫県児童生徒体力向上に関
する検討 ―

2021年度 ひょうご女性スポーツの会 兵庫県教育委員会スポーツ振興課 エグゼクティブ
アドバイザー 兵庫県女性スポーツの活性化の検討 ―

2021年度 令和３年度・「食を営む力を培う
食育の推進・テーマ研究委員会 神戸市立保育所　保育士会 研究指導・助言 神戸市立保育所保育士会の令

和３年度の研究指導助言 ―

2021年10月27日
令和３年度・神戸市保育士会研究
部講演会　演題：「子どもたちの
健やかな発育・発達のための食育
～楽しく食べることの大切さ～」

神戸市立保育所　保育士会 講師 標記演題について講演
神戸市立保育所
保育士・調理師
（137名）

2021年11月９日
西宮市私立幼稚園PTA連合会
（ZOOM）演題：子どもたち
の心と体を健やかに育む「食
育」～家庭の食育の大切さ～

西宮市私立幼稚園連合会 講師 標記演題について講演
西宮市私立幼
稚園・園児の
保護者

（約200名）

2021年11月30日
堺市・食育講演会（ZOOM）演題：
「脳科学から見た子どもの発達と食の
大切さ～子どもの食事に関わる全ての
大人が知っておいてほしいこと～」

堺市子ども青少年局・子育て
支援部　幼保運営課 講師 標記演題について講演

堺市
保育関係者
（約50名）

2022年12月10日
令和３年度・幼児の食事とおや
つの教室・「お母さんに知って
ほしい幼児期からの食育」

芦屋市こども・健康部健康課
（保健センター） 講師 標記演題について講演

芦屋市
乳幼児の保護者
（約20名）

2022年
　２月３・８日

小大連携食育プログラム【健康教
育・オンライン食育調理実習】 神戸女子短期大学食物栄養学科 講師 小大連携食育プログラムを実施 港島学園

5年生100名

2022年２月12日 神戸の食『オリーブ料理オンライ
ンクッキング＆レシピコンテスト』 NPO法人神戸オリーブ園 講師 「オリーブオイルの健康効果

について」のミニ講義�
一般

（約25名）

2022年２月20日 第５回食物アレルギー講習会 神戸女子短期大学食物栄養学科 運営 「第５回食物アレルギー講習
会」企画・運営

一般
（約50名）

　　幼児教育学科
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

大西　眞弓
2020年５月29日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観並びに研究発表について指導助言 教職員
2020年６月26日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観並びに研究発表について指導助言 教職員
2020年７月３日 園内研修会 神戸市立青山台こばと幼稚園 講師 保育参観後の研究発表について指導助言 教職員
2020年８月７日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観並びに研究発表について指導助言 教職員
2020年９月25日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観並びに研究発表について指導助言 教職員
2020年10月30日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観並びに研究発表について指導助言 教職員

2020年10月14日 神戸市保育士会研究部講演会 神戸市立保育士会 講師 「保育所保育の質の向上を目
指して」講演

保育士・
行政職員

2020年11月２日 保育士会連絡会議 神戸市立保育士会 講師 事例を使ってのグループワー
クにて指導助言

保育士・
行政職員

2020年11月20日 令和元・２年度宝塚市教育委
員会指定保育研究発表会 宝塚市教育委員会 講師 研究発表の助言並びに講演 幼・保・小

教員事務局
2020年11月27日 園内研修会 神戸市立青山台こばと幼稚園 講師 保育参観後の反省会にて指導助言 教職員
2020年12月18日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観後の反省会にて指導助言 教職員
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2021年１月19日 令和２年度幼児期と児童期の
円滑な接続推進委員会 兵庫県教育委員会 委員 幼小接続指定校園との研究報

告の指導助言
幼小教員・
事務局

2021年１月29日 園内研修会 川西市立多田幼稚園 講師 保育参観後の反省会にて指導助言 教職員
2021年２月２日 園内研修会 神戸市立青山台こばと幼稚園 講師 保育参観後の反省会にて指導助言 教職員

2021年５月14日 幼児期と児童期の円滑な推進
委員会 兵庫県教育委員会 委員 幼小接続指定校園との研究協

議の指導助言
幼小教員・
事務局

2021年５月28日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観後、反省会にて指導助言 教職員

2021年７月９日 幼稚園教員選択研修 姫路市教育委員会 講師 道徳性の芽生えを意識した保
育について講話�

幼保教員・
事務局

2021年９月14日 幼児期と児童期の円滑な推進委員会 兵庫県教育委員会 委員 幼小接続指定校園との研究協
議の指導助言

幼小教員・
事務局

2021年10月１日 園内研修会 神戸市立たまつ幼稚園 講師 保育参観後、反省会にて指導助言 教職員

2021年10月18日 令和３年度発題報告会（撮影） 神戸市立保育所保育士会 講師 神戸市立保育所の研究発表に
対する総評

保育士・
事務局

2021年11月19日 職務研修「幼稚園主任研修②」 神戸市総合教育センター 講師 ミドルリーダーとしての主任
の役割について 主任・事務局

2021年11月26日 令和３年度幼児教育研修会 丹波市教育委員会 講師 カリキュラム・マネジメント
の必要性について

10年以内保育
教諭

2021年12月10日 令和３年度幼児教育研修会 丹波市教育委員会 講師 カリキュラム・マネジメント
の重要性について

主任保育教
諭・管理職

2021年12月15日 幼稚園教育実践研修�主任研修会 神戸市立幼稚園主任会 講師 園内研修における主任の役割
について 主任・事務局

2021年12月17日 園内研修会 宝塚市立小浜幼稚園 講師 保育参観後、反省会にて指導助言 教職員

2022年１月14日 幼児期と児童期の円滑な推進
委員会 兵庫県教育委員会 委員 幼小接続指定校園との研究協

議の指導助言
幼小教員・
事務局

2022年３月４日 園内研修会 川西市立東谷幼稚園 講師 保育参観後、反省会にて指導助言 教職員
川村　高弘

2021年８月11日 令和３年度　愛媛県私立幼稚
園新規採用教員研修会 愛媛県私立幼稚園協会 講師 愛媛県私立幼稚園の新採用教

諭に対しての研修会講師 幼稚園新人教諭

2021年12月14日 川村ゼミ学生影絵発表 川村ゼミ 運営・上演 神女中山手保育園園児への影絵発表 保育園園児 7

2022年１月25日 兵庫県保育士等キャリアアップ研修 兵庫県保育協会 講師 兵庫県保育士等キャリアアッ
プ研修講師 兵庫県内保育士

桐原美恵子
2020年10月16日 丹波市公開保育研修会事前研修会 丹波市教育委員会 講師 いちじまこども園での保育指導 こども園・保

2020年10月30日 一宮学校園所人権教育推進協
議会幼稚園部会研修会 一宮学校園所人権教育推進協議会 講師 保育指導と講話 幼・こども園・保

2020年11月18日 神戸大学附属幼稚園学校評議員会 神戸大学附属幼稚園・小学校 学校評議員 学校評議員会に参加
2020年12月４日 丹波市公開保育研修会 丹波市教育委員会 講師 公開保育研修会の講話 こども園・保
2020年12月25日 神戸市立港島幼稚園学校評議員会 神戸市立港島幼稚園 学校評議員 学校評議員会に参加
2021年度 神戸大学附属幼稚園学校評議員 神戸大学附属幼稚園 委員 学校評議員として助言
2021年度 神戸市立港島幼稚園学校評議員 神戸市立港島幼稚園 委員 学校評議員として助言
2021年７月16日 丹波市公開保育研修会事前研修 丹波市教育委員会 講師 かすが森の子園での指導助言 こども園職員
2021年８月12日 免許状更新講習 講師 更新講習での講話 教諭・保育士
2021年11月５日 丹波市公開保育研修会 丹波市教育委員会 講師 公開保育の助言と講話 こども園職員
2022年１月11日 専任園長研修会 神戸市立幼稚園長会 講師 専任園長研修で講話 幼稚園長
小松原祥子

2021年12月21日 市立尼崎高校　企業訪問
神戸女子短期大学幼児教育学
科・市立尼崎高校（名鉄観光
サービス株式会社神戸支店）

ゼミ指導 高校生を対象とした学科紹介
でのゼミ生の演奏 高校生 5

2022年１月25日 きずなDAY 神女中山手保育園・神戸女子
短期大学幼児教育学科 ゼミ指導 ゼミ２回生によるピアノ連弾

とクイズを録画し園に送った 保育園児 6

塚田みちる

2020年度内８回 神女中山手保育園の子育てサロン 神女中山手保育園 子育て支援活動 zoomによる園児の保護者を対象に
カウンセリングを個別に実施した 神女中山手保育園

2002年度内１回 神戸女子短期大学　
にこにこクラブ 大学近隣在住の親子 子育て支援活動

近隣在住の親子が気軽に遊びに来て
ホッとできる場を提供する。ゼミ活動
として子どもとの関わりや環境構成な
どの学びの場でもある。保護者から教
員に子育て相談がもちかけられる場合
もある（zoomによる実施）。

大学近隣在住
の親子 8



44

教職員が関わった地域連携活動 03

年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

2020年12月 神戸女子短期大学　
赤ちゃん先生プロジェクト参加 大学近隣在住の親子 子育て支援活動

神戸市主催の「赤ちゃん先生プロジェ
クト」に参加し、ママディレクターの母
親から妊娠・出産・子育ての講話ならび
にキャリアデザインについて学生と意見
交流を行った（zoomによる実施）。

大学近隣在住
の親子 8

2020年12月７日 第９回きずなDAY記念プレゼン
トの提供 神女中山手保育園 子育て支援活動

第９回きずなDAYの実施は中止となった
が、記念として幼教１年生全員による手
作り作品をプレゼントした。園内でプレ
ゼントの展示と紹介のイベント行った。

神女中山手
保育園 67

2020年度前期 さくらんぼプロジェクト 神女中山手保育園 子育て支援活動

保育士指定科目「保育カウンセリン
グ」において、コロナ禍でもステイ
ホームを楽しく過ごすためのアイデア
集を作成し、一部サンプル品を作成し
て親子にプレゼントした。

神女中山手
保育園 8

2021年６月７日 子育てサロン 神女中山手保育園 子育て相談 地域の保護者を対象にした子育て相談 保護者
2021年６月19日 子育てサロン 神女中山手保育園 子育て相談 地域の保護者を対象にした子育て相談 保護者

2021年７月13日 赤ちゃん先生プロジェクト 神戸市 活動支援 ４組の親子とオンラインで接
続してゼミ２回生と交流した 7

2021年８月28日 第４回親子クッキング講習会 小児アレルギー研究会 活動支援 食物アレルギー児とその保護
者向け調理実習と懇談会

食物アレルギー
児とその保護者

2021年11月１日 子育てサロン 神女中山手保育園 子育て相談 園児の保護者を対象にした子育て相談 保護者

2021年12月７日 赤ちゃん先生プロジェクト 神戸市 活動支援 ４組の親子と対面にてゼミ２
回生と交流した 7

2021年12月13日 子育てサロン 神女中山手保育園 子育て相談 地域の保護者を対象にした子育て相談 保護者

2021年12月21日 にこにこクラブクリスマス会 塚田ゼミ 企画・運営 ４組の親子と対面にてゼミ２
回生と交流した 7

2022年１月８日 子育てサロン 神女中山手保育園 子育て相談 地域の保護者を対象にした子育て相談 保護者
辻田　美和

2020年度後期８回 ステイホーム支援ぬりえ原画
制作と配布 神戸女子短期大学 原画作成と配布

授業「学科特別演習Ⅱ」及び「子ど
もの遊びと文化」にて学生が制作し
たステイホーム支援ぬりえ原画を、教
育実習、保育実習、施設実習にてお
世話になった幼稚園、保育園、子ども
園、施設の子どもたちへ配布した。

幼稚園・保育
園・こども
園・施設

16

2021年８月11日 教員免許状更新講習 文部科学省 講師
「表現をみつけるための造形表
現・図画工作」について講義及び
制作実践を通した講習を行なった

教諭（幼稚
園・小学校）

2022年
　１月28～30日 第60回私学連合美術展 兵庫県私学総連合会 運営、参加 幼稚園児～大学生の美術・造

形作品展を運営 子ども・市民

永井久美子
2020年８月19日 第２回丹波市幼児教育研修会 丹波市教育委員会 講師 ２歳児の発達とその支援 保育者

2021年２月19日 大阪府子育て支援課研修会
大阪府　福祉部　子ども室　
子育て支援課　認定こども
園・保育グループ

講師 乳児期の発達と生活・あそび 保育者

2021年２月10日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の意義 保育者
2021年２月13日 都島友の会保育士等キャリアアップ研修 都島友の会 講師 乳児保育の環境 保育者
2021年２月13日 都島友の会保育士等キャリアアップ研修 都島友の会 講師 乳児への適切な関わり 保育者
2021年２月17日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の環境 保育者
2021年２月24日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児への適切な関わり 保育者
2021年２月27日 都島友の会保育士等キャリアアップ研修 都島友の会 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者
2021年２月27日 都島友の会保育士等キャリアアップ研修 都島友の会 講師 乳児保育の指導計画・記録及び評価 保育者

2021年３月２日 西播磨コンソーシアム保育士
等キャリアアップ研修 西播磨コンソーシアム 講師 乳児への適切な関わり 保育者

2021年３月２日 西播磨コンソーシアム保育士
等キャリアアップ研修 西播磨コンソーシアム 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者

2021年３月３日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者
2021年３月10日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の指導計画・記録及び評価 保育者
2021年５月２日 小規模施設長研修 社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会 講師 子どもの育ちと関わりについて 施設長
2021年５月28日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者
2021年５月28日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児への適切なかかわり 保育者
2021年５月28日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の意義 保育者
2021年５月28日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の指導計画、記録及び評価 保育者
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
2021年５月28日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の環境 保育者

2021年６月２日 令和３年度　教育・保育施設
課程（初任者クラス） 社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会 講師 記録作成の視点・ポイントについて 保育者

2021年６月25日 令和３年度園内研修 草津市立矢橋ふたばこども園 講師 子どもの育ちに合わせた遊び
の環境と援助 保育者

2021年９月19日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者
2021年９月19日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児への適切なかかわり 保育者
2021年９月19日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の意義 保育者
2021年９月19日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の指導計画、記録及び評価 保育者
2021年９月19日 東京都保育士等キャリアアップ研修 家庭まち創り産学官協創ラボ 講師 乳児保育の環境 保育者
2021年10月１日 丹波市幼児教育研修会 第１回丹波市教育委員会 講師 未満児保育の環境作りについて 保育者

2021年10月８日 令和３年度園内研修 草津市立矢橋ふたばこども園 講師 子どもの育ちに合わせた遊び
の環境と援助 保育者

2021年10月13日 小規模施設長研修 尼崎市こども青少年局保育児
童部保育運営課 講師 小規模保育事業所の役割と保

育のあり方 保育者

2022年２月２日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の意義 保育者
2022年２月９日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の環境 保育者
2022年２月16日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児への適切な関わり 保育者

2022年２月５日 西播磨コンソーシアム保育士
等キャリアアップ研修 西播磨コンソーシアム 講師 乳児保育の環境・乳児への適

切な関わり 保育者

2022年３月23日 令和３年度園内研修 キッズルームふたば 講師 子どもの捉え方、発達の理
解、保育者の援助 保育者

2022年３月２日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児の発達に応じた保育内容 保育者
2022年３月７日 神戸市保育士等キャリアアップ研修 神戸市私立保育園連盟 講師 乳児保育の指導計画、記録及び評価 保育者

2022年３月８日 令和３年度　大阪府認可外保
育施設職員研修会

大阪府　福祉部　子ども室　
子育て支援課　認定こども
園・保育グループ

講師 アタッチメントは「幸せ」の基盤 保育者

2022年３月19日
認可外保育施設（企業主導型
保育事業、居宅訪問型）保育
従事者セミナー

兵庫県健康福祉部少子高齢局
こども政策課 講師 子どもの発達～発達障害との

向き合い方～ 保育者

矢野　真理

2021年10月22日 姫路市シニアオープンカレッジ 姫路市 講師 マイナス５歳を目指した身体
作りの実践 概ね50歳以上

2021年
　11月26・27日 保育士等キャリアアップ研修 西播磨コンソーシアム 講師 食育・アレルギー対応分野の講義 保育士・栄養士

山内有香子

2021年６月２日 豊岡市立田鶴野小学校研究会 田鶴野小学校 講師 兵庫県書写教育研究大会に向
けての授業改善の研究支援 小学校教諭

2021年８月２日 夏季研修会 兵庫県揖龍地区
小学校書写部会 講師 指導要領を踏まえての実践研

究の支援 小学校教諭

2021年９月21日・
　　　11月２日 神戸市教員育成協議会 神戸市教育委員会 助言 委員会提示の素案に対しての助言

2021年10月１日 北播書写書道教育研究会 北播教育研究会 講師 講演「確かな力を育む書写教育」 小中高校教諭

2021年11月１日 書写教育指導者研修会 小野市書写部会 講師 小学校教育の指導力向上のた
めの研修支援と作品審査 小学校教諭

2021年11月19日 兵庫県小学校書写研究大会 兵庫県小学校教育研究会 講師 講演「生きる力を育む書写教育」 小学校教諭
2022年１月20日 国語科教育研修講座 尼崎市立教育総合センター 講師 講話「硬筆書写の考え方」 小学校教諭

　　事務組織・附属機関
年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数

古典芸能研究センター

2021年１月30日 古典芸能研究センターお勧め
の古典芸能鑑賞　能楽 古典芸能研究センター 主催 古典芸能研究センターが選ぶ

古典芸能の舞台鑑賞会 学生 5

2021年３月１日～
　　　４月30日

展示「江崎家の近代�―福王流ワキ
方能楽師の明治・大正・昭和―」 古典芸能研究センター 主催 江崎家旧蔵資料の展示 一般
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年月日 事業／企画／催事 名 主催等 担当 内容 対象 学生数
2021年４月24日
（４月25日～５月５日
コロナのため中止）

神戸女子大学古典芸能研究セン
ター開設20周年記念展示〈春〉 古典芸能研究センター 主催

神戸女子大学古典芸能研究セ
ンター・神戸女子大学図書館
所蔵「能狂言絵コレクション」

一般 4

2021年７月17日～
　　　８月１日

神戸女子大学古典芸能研究セン
ター開設20周年記念展示〈夏〉 古典芸能研究センター 主催 写真展「沖縄の祭祀�1978－2017」 一般 31

2021年12月11日～
　　　12月26日

神戸女子大学古典芸能研究セン
ター開設20周年記念展示〈秋〉 古典芸能研究センター 主催 「資料でたどる古典芸能の舞

台　神戸」 一般 65

2022年２月５日～
　　　２月20日

神戸女子大学古典芸能研究セン
ター開設20周年記念展示〈冬〉 古典芸能研究センター 主催 写真展「ひょうごの祭りと暮らし」 一般
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04  高大連携の取組み

高大連携の取組み04
　本学は、平成 15年度から県内 15大学の一つとして教育委員会と協定を締結し、高大連携等を推進して
きました。高等教育等を受ける能力と意欲を有する県立高等学校の生徒に、大学レベルの教育に対する学習
機会を提供し大学が有する教育資源等をもって、広く兵庫県の高等教育の活性化を高大連携等推進事業とし
て図ってきました。2020年度・2021年度の高大連携科目の登録は下記一覧の通りです。

　　2020 年度高大連携科目一覧
時期 科目名 担当教員名 開講曜日 開講時間 受入数 場所

前期
４月～７月

心理学Ⅰ 前田　研史 火

16：20～17：50

5

須磨キャンパス
自然と環境Ⅱ 村田　恵子 水 5
管理栄養士論Ⅰ 榊原美津枝　他７名 木 5
自然と環境Ⅳ
（生命の科学） 稲垣　善茂 金 5

自然と環境Ⅱ 村田　恵子 月

16：40～18：10

5

ポーアイキャンパス
教養総合 津田理恵子 月 10
現代社会Ⅴ 横山　正子　他９名 月 10
心理学Ⅰ 下司　実奈 金 10
健康づくり・生活支援入門 奥田　　直 月 17：00～18：30 10 兵庫医療大学

後期
９月～翌年１月

心理学Ⅱ 前田　研史 月
16：20～17：50

5
須磨キャンパス

管理栄養士論Ⅱ 狩野百合子　他７名 火 5
生命倫理 狩野　　恭 月

16：40～18：10
10

ポーアイキャンパス自然と環境Ⅰ
（生活の中の物理学） 稲垣　善茂 水 5

（★）単位認定外科目として開講

　　2021 年度高大連携科目一覧
時期 科目名 担当教員名 開講曜日 開講時間 受講授業形態 単位認定 受入数 場所

前期
４月～７月

心理学Ⅰ 前田　研史 火

16：20～17：50

対面のみ 対面のみ 5

須磨
キャンパス

自然と環境Ⅱ 村田　恵子 水 対面のみ 対面のみ 5

管理栄養士論Ⅰ
榊原美津枝、後藤　昌弘、
狩野百合子、小倉　嘉夫、
橋本　加代、才新　尚子、
安田　敬子、杉岡ふみ子他

木 対面及び遠隔 対面及び遠隔 5

自然と環境Ⅳ
（生命の科学） 稲垣　善茂 金 対面及び遠隔 対面のみ 5

教養総合Ⅰ 津田理恵子 月

16：40～18：10

対面のみ 対面のみ 10

ポーアイ
キャンパス

ボランティア活動論 木村　あい 月 対面のみ 対面のみ 10
自然と環境Ⅱ 村田　恵子 月 対面のみ 対面のみ 5

前期
４月～７月

心理学Ⅰ 下司　実奈 金 対面及び遠隔 対面及び遠隔 5
健康づくり・生活支援入門 奥野　　直 月 17：00～18：30 対面及び遠隔 対面のみ 10 兵庫医療大学

後期
９月～翌年１月

心理学Ⅱ 前田　研史 月

16：20～17：50

対面のみ 対面のみ 5
須磨
キャンパス管理栄養士論Ⅱ

狩野百合子、竹中　　優、
小倉　嘉夫、橋本　加代、
榊原美津枝他

火 対面及び遠隔 対面及び遠隔 5

生命倫理 狩野　　恭 月

16：40～18：10

対面のみ 対面のみ 10
ポーアイ
キャンパス

教養総合Ⅱ 清水　弥生 水 対面のみ 対面のみ 5
自然と環境Ⅰ
（生活の中の物理学） 稲垣　善茂 水 対面及び遠隔 対面のみ 5

※後期授業以降、高大連携科目の設定を中止し、高校生の受け入れを休止とした。



48

産学官連携 05

産学官連携05
　本学が地域に関わる産学官連携を結び、貢献をした内容は下記一覧の通りです。

締結日 連携先 内　　　容 担当者
2020年６月１日～
2021年５月31日 株式会社オイシス 「若者の朝食欠食改善プロジェクト」コラボ商品開発 健康スポーツ栄養学科

（短大）食物栄養学科
坂元　美子
鈴木　一永

2020年７月１日～
2021年６月30日 コープこうべ第3地区活動本部 商品開発及びコープ商品を使ったレシピ開発 管理栄養士養成課程 林　利恵子

2020年10月１日～
2021年３月31日 株式会社クボタ阪神工場 社員食堂メニューの開発 健康スポーツ栄養学科

（短大）食物栄養学科
本田　まり
竹内　美貴

2020年10月１日～
2021年９月30日 ウオクニ株式会社 社員食堂メニューの開発

健康スポーツ栄養学科
管理栄養士養成課程
（短大）食物栄養学科
（短大）食物栄養学科

佐藤　誓子
高橋　孝子
平田　庸子
西岡　奈保

2020年10月24日～
2021年10月23日 神戸市立須磨離宮公園 離宮ハニーを使ったドリンクメニュー開発 管理栄養士養成課程 宮本　有香

2020年11月１日～
2021年10月31日 株式会社ジオナ 化粧品のマーケティングを共同で行う 家政学科 大森　正子

2021年３月10日～
2022年３月31日 株式会社Sportist スポーツ栄養の解説及び料理動画の掲載 健康スポーツ栄養学科 坂元　美子

2021年10月１日～
2022年９月30日 ウオクニ株式会社 社員食堂のメニュー開発

健康スポーツ栄養学科
管理栄養士養成課程
（短大）食物栄養学科

佐藤　誓子
才新　直子
中村智英子

2021年10月１日～
2023年９月末日 株式会社アエルプランニング 商品監修 健康スポーツ栄養学科 坂元　美子

2021年11月３日 大丸松坂屋百貨店大丸須磨店 読書週間イベントへの参加協力 教育学科 大西　雅裕
2022年２月１日～
2022年12月31日 櫻ダイニング株式会社 ハンバーガーメニューの開発 健康スポーツ栄養学科 坂元　美子

2022年４月１日～
2023年３月31日 コープこうべ第５地区活動本部 栄養改善メニュー開発及び啓発資料の作成 管理栄養士養成課程 安田　敬子



2020 年度・2021年度　地域連携活動報告書　Vol.13

発　行　日　　2022 年８月
編集・発行　　神戸女子大学・神戸女子短期大学　地域連携推進センター
　　　　　　　編集委員：稲垣　善茂、梶木　典子、大西　雅裕、
　　　　　　　　　　　　児玉也寸志、一宮　麻純

協　　　力　　学校法人　行吉学園　学園企画部　学園広報部　学生課
発　　　行　　神戸女子大学・神戸女子短期大学
印　　　刷　　交友印刷株式会社
　　　　　　　〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町５丁目４－５
　　　　　　　Tel. 078-303-0088



神 戸 女 子 大 学
神戸女子短期大学

学校法人 行吉学園 須磨キャンパス	 	〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山 2-1	 Tel.	078（731）4416［代表］
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ホームページ	 	https://www.yg.kobe-wu.ac.jp

キャンパス	 	〒650-0046 神戸市中央区港島中町 4丁目 7-2	 Tel.	078（303）4700［代表］
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