
事業名
代表者名（所属）

実施主体・連携機関等
事業の概要 対象者・参加人数 実施日 場所

1 街角コンサート

主催：堺筋アメニティ・
ソサエティ
運営協力：相愛大学音
楽学部音楽マネジメン
ト学科　他

「アメニティあふれる堺筋のまちづくり」を目指す沿道企業・団体
の自主連合組織である「堺筋アメニティ・ソサエティ」がするコン
サート。

　  大阪府民多数 年2回 少彦名神社　他

2
北御堂コンサート
－クラシックへの誘
い－

主催：浄土真宗本願寺
派　本願寺津村別院
共催：相愛大学
協力：御堂筋まちづくり
ネットワーク

津村別院が主催するコンサートで、1ヶ月に1回程度の年12回開
催。相愛大学は音楽学部学生・卒業生・教員等を派遣してい
る。

100名程度 月1回 津村別院北御堂

3 南御堂コンサート

主催：難波別院南御堂
共催：相愛大学
協力：御堂筋まちづくり
ネットワーク

難波別院と相愛大学は、浄土真宗の御教えを根底とし、地域
社会の形成・発展に寄与することを目的として、平成25年6月24
日に包括連携協定を締結している。締結後の具体的な取り組
みとして、2ヶ月に1回「相愛大学南御堂コンサート」を開催して
いる。

150名程度 隔月1回 難波別院南御堂

4
大阪市立大学医学
部附属病院
院内コンサート

共催：大阪市立大学医
学部附属病院/相愛大
学

大阪市立大学医学部附属病院と相愛大学は、相互の密接な協
力と連携により、医療・教育・健康・福祉等にかかわる地域課題
に迅速かつ適切に対応し、心身共に豊かで活力ある地域社会
の形成・発展に寄与することを目的とし平成24年3月28日に連
携協定を締結している。取り組みの一環として、年に4回の「院
内コンサート～相愛大学との連携コンサート～」を開催してい
る。

80名程度 年4回
大阪市立大学医
学部附属病院

5
大阪府立急性期・総
合医療センター
連携コンサート

共催：大阪府立急性
期・総合医療センター/
相愛大学

急性期・総合医療センターと相愛大学は、相互の密接な協力と
連携により、医療・教育・健康・福祉等にかかわる地域の課題
に迅速かつ適切に対応し、心身共に豊かで活力のある地域社
会の形成・発展に寄与することを目的とし、平成22年2月1日に
連携協定を締結している。取り組みの一環として、年に7回の
「相愛大学連携コンサート」を開催している。

60名程度 年7回
大阪府立急性期・
総合医療センター

6
相愛大学ATCコン
サート

主催：アジア太平洋ト
レードセンター㈱
（ATC）
共催：相愛大学

本学と同じ南港に構えるアジア太平洋トレードセンター（ＡＴＣ）
は南港のイベント発信地である。そのＡＴＣ主催のもと、ＡＴＣ内
の場所にて様々な音楽イベントを展開している。

100名程度 年6回 ＡＴＣ
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7
南港ポートタウン
ショッピングセンター
相愛大学コンサート

主催：相愛大学
協力：大阪振興株式会
社

南港ポートタウンショッピングセンター出店者協議会と相愛大学
は、相互に協力し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発
展に寄与することを目的とし、平成24年8月1日に連携協定を締
結している。その取り組みの一環として、年に2回程度のコン
サートを開催している。

60名程度 年2回
南港ポートタウン
ショッピングセン

ター

8 加賀屋東桜まつり
主催：さざんか加賀屋
東協議会

住之江区役所主催の「企業・ＮＰＯ・学校交流会」での交流を
きっかけに集まった、地域の団体と、自治体でのまちづくりの一
環として開催。本学からは、クラリネットアンサンブルが出演。

80名程度 4月2日
加賀屋東福祉セ

ンター

9
大分・鹿児島かとこ
フェアｉｎさんふらわ
あ

主催：株式会社フェ
リーさんふらわあ

株式会社フェリーさんふらわあが主催する、大分県と鹿児島県
の観光フェアを船内で企画する催し。本学は出港時のファン
ファーレと、船上コンサートを開催。出演はサクソフォンアンサン
ブル。

500名程度 4月5日
さんふらわあ号船

上

10
第44回仏教文化交
流会

主催：浄土真宗大谷派
大阪教区

大阪教区が主催する研修会内での演奏依頼により出演。本学
の卒業生で結成する、クラリネットアンサンブルが出演。

150名程度 6月13日 大東市民会館

11
2015年度
課題曲講習会

主催：相愛大学
相愛オーケストラ指揮者と大学教授陣による、全日本吹奏楽コ
ンクールの課題曲の講習会を開催。特別講師には大阪桐蔭高
等学校の吹奏楽部総監督である梅田隆司先生をお迎えした。

250名程度 6月21日
相愛大学南港

ホール

12
日置荘中学校音楽
鑑賞会

主催：日置荘中学校
出演：相愛大学

日置荘中学校からのご依頼を受け、音楽鑑賞会を開催。本学
卒業生、学生による、打楽器アンサンブルとクラリネットアンサ
ンブルの演奏を行った。

生徒　　100名程度
保護者　80名程度

6月27日
日置荘中学校体

育館

13
戦争犠牲者追悼式
平和コンサート

主催：ピースおおさか
協力：相愛大学

プログラム
・相愛高校生徒による合唱
・相愛大学卒業生による弦楽四重奏
・菊一輪　献花
・昇鶴祭

180名程度 8月15日 ピースおおさか

14
貝塚市立北小学校
音楽鑑賞会

主催：貝塚市立北小学
校
出演；相愛大学

貝塚市立北小学校からのご依頼を受け、音楽鑑賞会を開催。
本学学生がハープとフルートの演奏を披露。

300名程度 10月14日
貝塚市立北小学

校体育館



15
アーレンオルガンイ
ブニングコンサート

主催：パックスアーレン
株式会社
協力：相愛大学

“まちデコール”という御堂筋を中心とした大阪市内のエリアに
店舗を構えるインテリアや建材、住設関連のショップやショー
ルームなどを会場として開催するデザインイベントにて、ブース
出展をされる、パックスアーレン株式会社とのコラボ企画。本学
卒業生がオルガンを演奏。

100名程度 10月16日
本町ガーデンシ

ティー

16 さざぴー音楽祭

主催：住之江区青少年
福祉委員連絡協議会
他
協力：相愛大学　他
協賛：住之江区PTA協
議会　他

住之江区内の小学校、中学校、支援学校、一般団体による音
楽祭。本学からも学生が出演。

出演団体　10団体
その他来場者　300名程度

10月24日
相愛大学南港

ホール

17
大阪市立桜宮中学
校音楽鑑賞会

主催：大阪市立桜宮中
学校
出演：相愛大学

桜宮中学校からのご依頼を受け、音楽鑑賞会を開催。本学卒
業生、学生による、打楽器アンサンブルと相愛サクソフォンアン
サンブルの演奏を行った。合同演奏では、桜宮中学校吹奏楽
部のサックスパートの生徒さんも交えて演奏。

生徒数130名 10月31日
大阪市立桜宮中

学校体育館

18
生きた建築ミュージ
アムフェスティバル
大阪2015

主催：大阪市

‘生きた建築’とは、歴史と文化、そして市民の暮らしぶりを支え
つつ、時代に合わせて様々な形で変化・発展しながら、今も生
き生きとその魅力を物語る建築のこと。「生きた建築ミュージア
ムフェスティバル大阪」は、そんな‘生きた建築’を通して、いつ
もとは一味違った大阪を感じていただくイベント。普段はめった
に入ることのできない建物の内部公開を中心に、ツアーや展
示、トークセミナーなど、様々なプログラムを実施。大阪市認定
「生きた建築」の建物内でのコンサートを音楽マネジメント学科
学生がプロデュース。

大阪市民、および観光客
10月31日
～11月1日

日本生命保険相
互会社本館　他

19 咲洲こどもフェスタ

主催：アジア太平洋ト
レードセンター㈱
（ATC）、大阪府、大阪
市、住之江区、相愛大
学、森ノ宮医療大学
他

住之江区に所在を構える、行政機関・企業・NPO・大学が主催
となり、“こども”をテーマにイベントを開催。本学は「サンセットコ
ンサート」を開催。

11万人程度（全イベント）
10月31日
～11月3日

ＡＴＣ

20
ATCサンセットコン
サート

主催：相愛大学、アジ
ア太平洋トレードセン
ター㈱（ATC）
後援：住之江区役所

大阪南港のATCは日本でも指折りの夕陽スポットである。その
夕陽をバックに海辺のステージにて、相愛大学音楽学部創作
演奏専攻の学生、相愛高等学校の生徒による電子オルガンの
特別演奏会を開催。

200名程度 11月3日 ＡＴＣ

21 住之江の第九
主催：住之江の第九合
唱団ｉｎＯＳＡＫＡ
協力：相愛大学

住之江の第九合唱団ｉｎＯＳＡＫＡが主催する演奏会。第2ステー
ジには、相愛サクソフォンアンサンブルが出演。また、第九演奏
には、ソプラノを泉貴子（本学教授）、メゾ・ソプラノを児玉祐子
（本学講師）、テノールを馬場清孝（本学講師）、バリトンを山田
健司（本学教授）が務めた。

300名程度 11月3日
相愛大学南港

ホール



22
2015さんふらわあ
クリスマスミュージッ
ククルーズ

主催：フェリーさんふら
わあ
協賛：一般社団法人日
本自動車連盟
協力：大阪市住之江区

フェリーさんふらわあが主催する「クリスマスミュージッククルー
ズ」にて、本学の音楽学部生がコンサートを開催。出港時には
ファンファーレも演奏。

700名程度（乗船人数） 12月12日
フェリーさんふら

わあ

23
浜茄子苑クリスマス
コンサート

主催：養護老人ホーム
浜茄子苑

養護老人ホーム浜茄子苑からのご依頼で、クリスマス会での演
奏会を開催。クラリネットカルテットが出演。

80名程度 12月22日
養護老人ホーム
浜茄子苑食堂

24
第4回「吹・奏・楽へ
の誘い」特別演奏会

共演：大阪市立南港南
中学校、大阪市立南
港北中学校、大阪市
立阿倍野中学校、大
阪市立加賀屋中学校/
相愛高等学校・中学校

音楽文化の発展を目的として、地域への貢献活動を展開すべ
く、音楽交流プログラムを実施。本学の教授陣と学生による指
導協力のもと、練習を重ねる。第4回目は、相愛高等学校・中学
校、大阪市立南港南中学校、大阪市立南港北中学校、大阪市
立阿倍野中学校、大阪市立加賀屋中学校の5校を迎え、特別
演奏会を開催。

250名程度 1月11日
相愛大学南港

ホール

25
南港南・北中学校音
楽鑑賞会

主催：相愛大学
南港南中学校・南港北中学校の2校をお招きし、金管五重奏に
よる音楽鑑賞会を開催。

350名程度 3月12日
相愛大学南港

ホール



事業名
代表者名（所属）

実施主体・連携機関等
事業の概要 対象者・参加人数 実施日 場所

1
桂文我による公開授業

『上方落語論』
主催：相愛大学人文学
部

本学人文学部客員教授である桂文我氏による公開授業。4月
～8月の毎週水曜日、全15回で開講。江戸初期から続く上方落
語の歴史を資料に基づき検証し、かつ噺の中身の吟味を行
い、他の古典芸能や文学との関連も含めた講義。

受講者定員70名
4/15（水）
（全15回）

相愛大学南港学
舎

2

公開授業
名越康文客員教授
による「宗教心理
学」－人格分類法と
の相関を軸に、探究
します－

主催：相愛大学人文学
部

日本テレビ「シューイチ」をはじめ、テレビのコメンテーター、雑
誌連載、映画評論、漫画分析などさまざまなメディアで活動して
いる精神科医の名越康文客員教授が本学にて公開講座を行っ
た。
名越的心理学からみた「宗教」とは？を探る。

受講者定員80名
4/24（金）

（他全11回）
相愛大学本町学
舎F604教室

3
人文学部公開講座
「人文の時PartⅣ」

主催：相愛大学人文学
部
後援：相愛大学総合研
究センター

公開講座共通のテーマを「人文の時PartⅣ」とし、それぞれの
専門領域の講師が6回にわたり講義を展開する。
5/30「人を見る目は確かです！？」益田圭（教授）
6/27「現代アニメの楽しみ方」高木学（教授）
7/11「イングランド探訪」石川玲子（准教授）
9/26「宗教と音楽」小野真（准教授）
10/31「和歌（うた）の力」鈴木徳男（教授）
2/6「アジアの中の沖縄」藤谷忠昭（教授）

各回60名程度
5/30（土）
(他全6回）

相愛大学本町学
舎F604教室

4
若者による若者のた
めの『らくごこわ
い！？』

主催・企画：相愛大
学、天満天神繁昌亭

相愛大学は数少ない大阪市内の大学で長きにわたって大阪に
文化に貢献してきている。「もっともっと大阪文化を応援した
い！」そういう思いで始まったのが「相愛大学人文学部presents
落語会ｉｎ天満天神繁昌亭」。人文学部3回生が中心となり、『ら
くごこわい！？』を企画。タイトルは「饅頭こわい」をもじって、演
目は怪談めいたものを披露。「落語ってこわくないよ、楽しいよ」
と感じてもらえるよう企画をした。

定員：200名 8/21（金） 天満天神繁昌亭

5

相愛大学人文学部
公開授業「日本文化
特殊講義（大阪文
化）」
「仏教と落語」入門

主催：相愛大学人文学
部

日本仏教と芸能の関係をさぐる。落語入門講座と同時に、宗教
や仏教の入門講座でもあるという、たいへんユニークな講義と
なった。

定員：100名
9/17（木）
（全15回）

相愛大学南港学
舎

6
第6回相愛寄席
「滑稽噺と人情噺」

主催：相愛大学
後援：大阪市住之江
区、大阪市中央区

例年、客員教授の桂春之輔氏と、桂春団治一門との連携に
よって、「日本文化特殊講義」を開講しており、その授業の中
で、「相愛寄席」を開催している。
 「相愛寄席」は、人文学部教職員と学生有志によって運営され
ており、毎年高い評価と支持を得ている。船場という土地ならで
はの地域貢献の取り組みである。

定員：500名 11月21日
相愛学園本町講
堂
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事業名
代表者名（所属）

実施主体・連携機関等
事業の概要 対象者・参加人数 実施日 場所

1
京阪百貨店・ＫＹＫ連
携弁当開発プロジェク
ト

京阪百貨店のＫＹＫで
販売する弁当の開発

京阪百貨店30周年「食育推進プロジェクト」（期間：平成27年1月
～28年3月）の一環として、相愛大学学生6名ととんかつのＫＹＫ
がコラボした『春を感じる行楽弁当』を開発し、春の感謝祭にお
いて期間限定で販売した。

～5月 相愛大学

2
京阪百貨店・福寿堂秀
信連携和菓子開発プ
ロジェクト

京阪百貨店の福寿堂
秀信で販売する和菓
子の開発

京阪百貨店30周年「食育推進プロジェクト」（期間：平成27年1月
～28年3月）の一環として、相愛大学学生5名と和菓子の福壽堂
秀信がコラボして新感覚で自由な発想の手作り最中「ＭＯＮＡＫ
ＡＲＯＮ(もなかろん)」を開発し、期間限定で販売した。

～5月 相愛大学

3
老舗料亭「徳」との連
携によるお弁当開発プ
ロジェクト

弁当3種類の開発（第3
弾）

商品開発プロジェクトとして、住之江区の老舗料亭「徳」と相愛
大学学生15名がコラボしたお弁当を3種類開発し、春の期間限
定で販売した。

～5月 相愛大学

4 糖尿病予防教室
共催：大阪府立急性
期・総合医療セン
ター、相愛大学

府立急性期・総合医療センターと共催している外来糖尿病教室
である。学生は食育ＳＡＴシステムを使った食事診断を行った。

府立急性期・総合医療センター
糖尿病患者　延べ200名

年4回程度
府立急性期・総合

医療センター

5

相愛大学×京阪百貨
店による
食育推進フェスタｂｙ相
愛大学

主催：京阪百貨店
共催：相愛大学

「やってみよう！楽しんでみよう！みんなで食育♪」をテーマ
に、色々なブースを展開。体組成計（Inbody）による体組成の測
定や、食育ＳＡＴシステムによる食事診断などを行った。

京阪百貨店へご来場のお客様多数
5/31（日）
8/6（木）
8/23（日）

京阪百貨店
守口店・くずは店・住

道店

6
大阪神愛館グレース
保育園　運動遊び指
導

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

地域の保育園で取り組む運動遊びに関する研究協力として、
本学科教員が園児を対象とした運動遊びをコーディネートし、
実践する。その際、子ども発達学科学生も実践に参画し、子ど
もたちの運動遊びを補助しながら、指導の実際を学ぶ。事前に
保育園で行われている運動遊びを見学し、対象に合わせた内
容を検討して実践を行った。

4・5歳児クラスの幼児約30名
5/20(水)、7/22（水）
12/3（木）、1/13（水）

相愛大学南港学舎

7 よつばのクローバー
主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

本学の施設を活用して子育て支援活動を実施する。地域の3歳
以下の子育て家庭との交流活動「あそびのひろば」を計画し、
実行、検証を通して、参画した世代（子どもや親等）の発達支援
や人と人をつなぐ（ファシリテーター的）実践力の育成をめざ
す。

地域の3歳以下の子育て親子約20組
5/20（水）、6/3（水）
6/24（水）、7/15（水）

相愛大学南港学舎

8
住友ビル食堂での相
愛大学＆阪急食育推
進プロジェクト

主催：相愛大学、阪急
産業
協力：住友マシネック
ス(株)

事業所給食を通して利用者の健康の維持・増進に寄与すること
を目的に、学生が作成した「減塩と野菜」の卓上ＰＯＰを食堂に
設置し、栄養情報を提供するととともに、体組成の測定や栄養・
食生活相談を同時に実施した。

アンケート協力者
400人

5月～9月（全5回） 住友ビル社員食堂

平成27年度　地域連携事業報告書（人間発達学部）



9
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part1-1

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

チョウと田んぼ・ため池の生き物を観察しよう 小学校1～4年生(20名) 6/7（土） 相愛大学南港学舎

10
第11回市民公開
フォーラム（カゴメとの
ブース出展）

主催：㈳札幌農学同窓
会関西支部
後援：相愛大学、近畿
農政局大阪地域セン
ター、大阪府等

「食の安全・安心」、「地産地消」、「豊かな食卓」などをメイン
テーマとした市民公開フォーラムに、相愛大学はカゴメ(株)と共
催でブースを出展し、学生は食事診断を担当した。

府民多数 6/20（土） ＬＩＣはびきの

11
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part2

主催：相愛大学人間発
達学部（発達栄養学
科）

加工食品を作ってみよう 小学校1～4年生（20名） 6/21（日） 相愛大学南港学舎

12
相愛子ども田んぼ　田
植え・メダカすくい・泥
遊び・虫取り体験

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

地域の保育園2園の園児と学生が、田植え体験・ねん土あそ
び・めだかすくい・虫とり体験を行う。

保育園児5歳児（70名） 6/24(水) 相愛大学南港学舎

13
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part1-2

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

ナイトウォッチ！
セミの羽化を観察しよう

小学校1～4年生(20名) 7/18（土） 相愛大学南港学舎

14

相愛大学＆大阪ガス
食育推進プロジェクト
食からはじめる自分磨
きのクッキングｆｏｒ女子

主催：相愛大学、大阪
ガス(株)

・体組成計（Ｉｎｂｏｄｙ）による体組成の測定（ＢＭＩ、体脂肪量、基礎代謝量）
・生活習慣記録機（ＬＩｆｅｃｏｒｄｅｒ）による運動量・歩数・総消費量等の測定
・食生活自己診断の実施
・調理実習「自分磨きの簡単クッキング」
・学生レポ！「キレイと健康！食情報！」

18歳以上の女性で健康づくりに関心の
ある方
32名

7/8（水）、7/29（水）
大阪ガスクッキングス

クール淀屋橋

15
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part3

主催：相愛大学人間発
達学部

「赤ちゃんってグルメ！？」赤ちゃんのご飯を科学しよう 小学3～6年生20名 8/4（火） 相愛大学南港学舎

16
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part4

主催：相愛大学人間発
達学部

「やる気スイッチを見つけよう」夏休みの宿題を早めに終えるには？自
己分析を自由研究にしよう！

小学4～6年生20名 8/6（木） 相愛大学南港学舎

17
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part5

主催：相愛大学人間発
達学部

「牛乳パック変身！」再生紙を作って「見る」 小学3～6年生20名 8/7（金） 相愛大学南港学舎



18
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part6

主催：相愛大学人間発
達学部

「カラフル人工イクラを作ろう！」海藻の謎に挑戦 小学2～4年生20名 8/18（火） 相愛大学南港学舎

19
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part7

主催：相愛大学人間発
達学部

「ぷにゅぷにゅのびのび」いろんな味のグミを作ろう！ 小学2～4年生20名 8/19（水） 相愛大学南港学舎

20
おおさか食育フェスタ
2015（食育ブース出
展）

主催：大阪府、健康お
おさか21推進府民会
議　他
協力：相愛大学

大阪府は8月の食育推進強化月間に、地域ボランティアや流
通・食品企業などと相互に連携した参加型イベントを開催して
いる。相愛大学は、体験型食育ブースを出展し、学生は子ども
達に野菜・朝食をテーマとした食育を行った。

府民多数 8/19（水） イオンモール茨木

21
子どもの育ちを考える
研修会（ワークショッ
プ）①

主催：相愛大学（人間
発達学部子ども発達
学科）

【講義】
テーマ：「発達障害児への理解とかかわり」
担当教諭：直島正樹（障害児・者福祉分野）、中井清津子（保育・幼児教育分
野）
【ワークショップ】
テーマ：「保育・教育現場における発達障害児の受け入れと課題」
担当教諭：中井清津子（保育・幼児教育分野）

保育所・幼稚園・小学校に勤務されてい
る方
80名

8/27（木） 相愛大学南港学舎

22
子どもの育ちを考える
研修会（ワークショッ
プ）②

主催：相愛大学（人間
発達学部子ども発達
学科）

【シンポジウム】
テーマ：「保護者支援について考える」
担当教諭：中西利恵、甲斐真知子、実光由里子、大島崇
【ワークショップ】
テーマ：「保育・教育現場での支援体制づくりとケースカンファレンスの進め
方」
担当教諭：中西利恵（保育・幼児教育分野）

保育所・幼稚園・小学校に勤務されてい
る方
80名

9/5（土） 相愛大学南港学舎

23
食と防災シンポジウム
2015

主催：大阪府、農林水
産省近畿農政局大阪
地域センター、相愛大
学、他

災害から個人や家族、地域を守るためには、私たち一人ひとりが災害
の認識を深め、備えを強化することが重要です。そこで、9月の「防災
月間」に食と防災の視点から、自助（個人）、共助（地域、大学）、公助
（行政、病院）の必要性を深めるためにシンポジウムを開催。

400名 9/7（月）
相愛学園本町学舎講

堂

24
ヘルシーダイエット教
室

主催：相愛大学人間発
達学部
共催：住之江区生涯学
習推進委員会

健康づくりで体重を適正に保つことは大変重要です。相愛大学では、
「健康と栄養について学べる」教室を開催します。健康的な体型をめざ
して自分の生活習慣を見直し、ダイエットに取り組んでみませんか？

健康的なシェイプアップ、メタボリックシ
ンドローム・生活習慣病改善を目標とし
ている方。
30名

9月～1月 相愛大学南港学舎

25

豊中市教育委員会と
の地域連携事業
（幼稚園、小学校での
親子料理教室）

主催： 豊中市教育委
員会
協力：相愛大学

豊中市教育委員会では、地元のシェフ、料理人による親子料理
講習会を市内小学校、幼稚園で順次実施している。相愛大学
学生（毎回6名）がボランティアとして参加し、調理実習の円滑な
進行に協力している。

児童・園児と保護者　各回15～20人 9～3月
豊中市立

小学校・幼稚園

26
親子でわくわく体験
フェスタ

主催：パナソニックセン
ター大阪・相愛大学

相愛大学人間発達学部「子ども発達学科」と「発達栄養学科」が、パナ
ソニックセンター大阪と共催で『食べる・遊ぶ・住まい』をテーマに、子
ども達と一緒に楽しむ体験フェスタを開催。

300名程度 10月4日（日）
パナソニックセンター
大阪＜グランフロント

大阪　南館＞

27
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part8-1

主催：相愛大学人間発
達学部

「焼き板・ペンダント・リースなどを作ろう」 年長・小学校1～2年生20名 10/17（土） 相愛大学南港学舎



28

相愛大学発達栄養学
科オレンジーズ
ちびっこ博士の食品科
学実験室

主催：相愛大学発達栄
養学科オレンジーズ
後援：相愛大学

実験1：「海藻成分でプチプチ～人工イクラを作ってみよう！」
実験2：「海藻成分でぐにゅぐにゅ～グミを作ろう！」
実験3：「大阪近郊の海にひそむちりめんモンスターをさがせ！」
実験4：「ポップコーンでばくはつ体験！」

4才～小学6年生、保護者 10月17（土）・18（日）
相愛大学南港学舎

5-104（リエゾンキッチ
ン）

29
相愛子ども田んぼ
稲刈り体験

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

田植えを共に行った保育園児と学生が、稲刈り体験をする。 保育園児5歳児（70名）
10/22(木)

相愛大学南港学舎

30
相愛子どもわくわくあ
そび広場

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

地域と連携した世代間プログラム。けん玉・ブーメラン・ドミノ・手
づくりあそび・昔あそび・学生ステージ・乳児コーナーなど、多彩
なあそびを通して、地域の人々と学生が交流する。

地域の乳幼児・小学生と保護者・高齢
者・おやじの会（約300名）

10/31（土） 相愛大学南港学舎

31 糖尿病フェスタ
共催：相愛大学、大阪
府立急性期・総合医療
センター

糖尿病患者及びその家族、予備軍を対象に、病院の医師、管
理栄養士、看護師、薬剤師等による寸劇の実施やブース・相談
コーナーの設置、学生が考案した紙芝居やレシピの配布など
糖尿病に関する様々な最新情報の提供や情報交換の場となっ
た。

糖尿病患者及びその家族、
地域住民　273人

11/21（土）
府立急性期・総合

医療センター

32
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part8-2

主催：相愛大学人間発
達学部

「キャンパス内の落ち葉を使ってあそぼう」 年長・小学校1～2年生20名 11/28（土） 相愛大学南港学舎

33
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part11

主催：相愛大学人間発
達学部（発達栄養学
科）

「ＪＡ紀の里の野菜や果物で実験しよう」
ＪＡ紀の里の方をお迎えして野菜や果物の色などを絞って、飲んで、
ミックスして観察しよう

小学校1～4年生（20名） 12/26（土） 相愛大学南港学舎

34
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-1

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「小学校講師に学ぼう！！」
講師から採用試験合格を目指すために

学生・社会人 1/9（土） 相愛大学南港学舎

35
ふれあい病院探検隊
（食育ブース出展　他）

主催：大阪府立急性
期・総合医療センター
協力：相愛大学

医療関係の仕事を希望する府内の高校生を対象に、病院の仕
事を体験してもらうために府立急性期医療センターが実施して
いる。医療センターと包括連携協定を締結している相愛大学で
は、森ノ宮医療大学や大阪府立大学とともに体験型ブースを出
展した。

高校生1年、2年生
ブース来場者数延べ400人程度

1/17（日）
府立急性期・総合

医療7センター

36
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part12

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「相愛忍術学園にようこそ！」 小学校1～2年生（20名） 1/30（土） 相愛大学南港学舎



37
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-2

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「石森先生の音楽室訪問」 学生・社会人 2/5（金） 枚方市立津田小学校

38 食育推進キャンペーン
主催：相愛大学
後援：近畿農政局大阪
地域センター

相愛大学とスーパーマーケット、食品企業等が連携・協働し、地
域の子どもや保護者等に、朝食や野菜等の必要性を啓発する
ために平成19年度から毎年実施しており、学生が考案した体験
型ブースで子ども達を対象とした食育を推進した。

幼児・小学生および保護者500人程度 2/6（土）
南港ポートタウンショッ

ピングセンター

39
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-3

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「教育実践報告から学ぶ」 学生・社会人 2/27（土） 相愛大学南港学舎

40
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-4

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「初めて教壇に立つ君たちへ」 学生・社会人 3/12（土） 相愛大学南港学舎

41
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-5

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「新任指導の先生（10年目）、新任の先生（1～3年目）をお招きして 学生・社会人 3/12（土） 相愛大学南港学舎

42
ＰＡ（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：
Part13-6

主催：相愛大学人間発
達学部（子ども発達学
科）

「授業づくり」 学生・社会人 3/14（月） 相愛大学南港学舎

43
あいあい相愛おはなし
のへや

相愛大学・住之江区協
働プロジェクト

「あいあい相愛おはなしのへや」開設記念として「親子一緒に読み聞
かせ体験」や「読み聞かせミニ講座」など、絵本を通して大人も子ども
も一緒に楽しめる体験講座を開催。

3～6歳（就学前幼児）とその保護者（親
子）30組

3/22（火） 相愛大学南港学舎

44
「マジごはんbyOsaka」
推進プロジェクト

共催：近畿農政局大阪
地域センター、大阪
府、相愛大学

若者に「マジごはん計画」を推進するための大阪発産官学連携
による食育プロジェクトである。高校生や大学生が地域や学内
で食育活動を行い、その成果を発表する場として実施し、毎年
優秀者には大阪府知事賞が授与されている。

府民・学生・高校生　291人 3/25（金） 相愛大学本町学舎



事業名
代表者名（所属）

実施主体・連携機関等
事業の概要 対象者・参加人数 実施日 場所

1
学校支援学生ボラン
ティア

主催：大阪市教育委員
会
協定校：相愛大学、
他、全28大学・短期大
学

学習補助、障害のある子どもへの学習補助・介護支援、理科実
験・体育技術の指導補助、パソコンを活用した授業補助、休憩
時・放課後の遊び支援、保育補助、校外学習引率補助、部活
動指導補助など、学校教育活動全般にわたる学生によるボラ
ンテイア支援を行っている。

　4回生、36名
　科目等履修生、5名

　通年

大阪市立の幼稚
園、小学校、中学
校、高等学校、特
別支援学校

2

3

平成27年度　地域連携事業報告書（共通教育センター）
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