
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
相愛大学×ニッタゼラチン
『レシピ創造プロジェクト』

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
       新田ゼラチン（株）

ゼラチン、アガーの特性を活かし発達栄養学科生がレシピを開発し、
HPに掲載する。家庭調理への利用促進を図る。
また、同時に発達栄養学科の教員からも開発したレシピの嚥下・咀嚼
対応に関するアドバイスを発信した。
令和3年度は22のレシピを公開した。

4月～3月 相愛大学南港学舎

2
相愛大学×京阪百貨店
「D&H COOKING」

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
        京阪百貨店

美味しい（Delicious）と健康（Health）をコンセプトに
旬の食材や行事食をテーマにメニューを開発。
レシピカード京阪百貨店全店の店頭で配布。
レシピの詳細は、京阪百貨店のホームページで紹介している。

4月～3月 相愛大学南港学舎

3
京阪百貨店連携
おせち開発プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
        京阪百貨店

京阪百貨店と本学発達栄養学科生3回生2名と2回生4名、計6名とがコ
ラボして伝統食材を活かしながら「腸活」をテーマに健康を気づかう方
にも配慮した『美味笑福』おせちを開発し京阪百貨店で販売をした。

5月～7月に開発
販売は10月から

相愛大学南港学舎

4
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業：Part1

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：チョウと田んぼ・ため池の生き物を観察しよう
本学キャンパス（主に相愛ビオトープとつどいの里山）を活用し、
地域の低・中学年を対象にオオムラサキ（国蝶）など、
さまざまな生き物を子ども発達学科生と一緒に探索し、観察する。

地域の小学校1～4年生
（保護者も共に参加）

6/5（土）
10：00-12：00
※コロナ禍の

ため中止

相愛大学南港学舎

5
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
       （子ども発達学科）

テーマ：相愛子ども田んぼ　田植え体験
相愛子ども田んぼで、地域の保育園の園児が、田植え・メダカすくい・
泥遊び体験を、グループごとで順にすべて体験できるよう、
子ども発達学科生が一緒に交流しながら活動を支援する。

保育園児5歳児
子ども発達学科生

6/10(木)
9:30-10:50

※コロナ禍の
ため中止

相愛大学南港学舎

6
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）

テーマ：加工食品を作ってみよう！
　　　　　JA紀の里の梅を使って梅干しを作ってみよう！
地域の小学生を対象に和歌山県名産の梅について、またJA紀の里の
場所とおもな作物について講義をする。
講義後は、木熟梅を使った梅干し作りに挑戦する。

地域の小学校1～4年生
※コロナ禍の

ため中止
相愛大学南港学舎

7
特養における
ヘルシースイーツ
開発プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
        社会福祉法人遺徳会

特別養護老人ホームにおいて、食べやすく、おいしい、栄養面も考慮し
た「高齢者向けスイーツ」レシピを学生が開発し、施設で提供する。
※令和3年度はコロナ禍のため、レシピのみ提供し、調理提供は施設
が実施した。

特養「遺徳会」入居者 50名 6月～8月 相愛大学南港学舎
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8
『食品ロス削減レシピ』～
管理栄養士養成課程
7大学 学生プロジェクト

主催：大阪府、
　　 　管理栄養成課程7大学
  　（相愛大学人間発達学部）

「もったいないやん！食の都大阪でおいしく食べきろう学生プロジェク
ト」において、大阪の歴史と食文化に培われた「もったいない」と「おい
しさを追求する」心を大切にし、効果的な取組みを進めるため「おいし
い食べきりレシピ」を開発した。
レシピは大阪府のホームページにて公開されている。

7月～3月 相愛大学南港学舎

9
南港東保育園
5歳児との交流活動
プロジェクト

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地域の保育施設の幼児との交流活動を
実施した。
南港東保育園の5歳児が感動体験できるような活動のあり方や
指導方法について実践を通して学ぶ。
具体的な活動計画の立案と実行を試みるうえで、その方法を探り、
検証し、先生力として必要な専門性の育成を目的としている。
※令和3年度はコロナ禍のため開催回数を１回とし、感染症対策を徹
底して実施した。

認定こども園児5歳児
子ども発達学科生

7/9（金)
11:00-12:00

相愛大学南港学舎

10
よつばのクローバー
  (地域子育て支援
             プロジェクト)

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した。
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している。
※令和3年度はコロナ禍のため開催回数を１回とし、感染症対策を徹
底して少人数で実施した。

1～4歳の子  8名
保護者         7名

7/16（金)
11:00-12:00

相愛大学南港学舎

11

あいあい相愛
おはなしのへや
第1回～5回
(相愛大学子ども発達学科・
住之江区協働プロジェクト)

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：『おはなし』との触れ合いを中心にいろいろ体験しよう
おはなし隊（子ども発達学科生・教職員）が、絵本や大型絵本、パネル
シアター、エプロンシアター、ペープサート、紙芝居、お話し劇など、
様々なスタイルでおはなしを上演し、子どもも保護者も一緒に楽しむ活
動を企画・実施する。
子育て支援等事業として、絵本の読み聞かせ活動を中心としたプログ
ラムにより子ども(親子)の発達支援を目的とするとともに、学生の専門
性の向上(子どもの発達段階に応じた絵本の選択力、感情を共有でき
る共感力や表現力、絵本に関わる事業を実施する企画力などの学び
を深める)を目的としている。
※令和3年度は、コロナ禍のため感染症対策を徹底して実施した。
緊急事態宣言等の行動制限期間中は中止としたため、2回の実施と
なった。

①1～12歳  13名
　 保護者    11名

②1～12歳  24名
 　保護者    20名

5回予定していたが

実施は以下の2回

①7/29（木）
13：20-14：20
②12/11（土）
10：30-11：30

相愛大学南港学舎

12

住友ビル食堂での
相愛大学＆阪急産業㈱
による
食育推進プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
        阪急産業(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もに、体組成の測定や栄養・食生活相談を同時に
実施している。
また、「相愛大学とのコラボ週間」と銘打って学生が考案した一汁三菜
定食単品メニューを一週間日替わりメニューとして社員食堂で販売し
ている。
※令和3年度はコロナ禍のため、メニュー開発および販売提供のみを
行った。

住友ビル社員食堂で
昼食を摂られる利用者多数

7月～9月
住友ビル社員食堂

(大阪市中央区)
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13
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
       （子ども発達学科）

テーマ：「牛乳パック変身！」再生紙を作って「見る」
小学生対象＜夏休みの自由研究お助けシリーズ＞。
科学する心を育てる活動を、子ども発達学科生と一緒に体験する。
牛乳パックからはがき大の再生紙を作る過程を楽しみ、紙の性質や環
境についての興味を深める。
※令和3年度はコロナ禍のため、動画配信・教材送付により実施した。

地域の小学校3～6年生　7名
8/9（月）

10:00-12:00

動画配信・教材発送
にて実施

集合実施はしない

14
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
       （発達栄養学科）

テーマ：汚れがピカピカ光る！きれいに洗おう実験
小学生対象＜夏休みの自由研究お助けシリーズ＞。
※令和3年度はコロナ禍のため、中止した。

地域の小学校3～6年生

8/9（月）
13:30-15:30

※コロナ禍の
ため中止

相愛大学南港学舎
にて実施

集合実施はしない

15
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
       （子ども発達学科）

テーマ：電気回路の迷路を作ってあそぼう！
小学生対象＜夏休みの自由研究お助けシリーズ＞。
科学する心を育てる活動を、子ども発達学科生と一緒に体験する。
専用のペンで迷路を描く制作を通し、楽しく電気回路の理解を深める。
※令和3年度はコロナ禍のため、動画配信・教材送付により実施した。

地域の小学校3～6年生　10名
8/10（火）

10:00-12:00

動画配信・教材発送
にて実施

集合実施はしない

16
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
       （子ども発達学科）

テーマ：ダンゴムシ迷路を作ろう！
小学生対象＜夏休みの自由研究お助けシリーズ＞。
科学する心を育てる活動を、子ども発達学科生と一緒に体験する。
子どもが大好きなダンゴムシの生態を利用した迷路づくりを楽しむ。
※令和3年度はコロナ禍のため、動画配信・教材送付により実施した。

地域の小学校3～6年生　10名
8/10（火）

13:30-15:30
動画配信・教材発送

にて実施
集合実施はしない

17
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part8

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （発達栄養学科）

テーマ：食品の物性
　　　　　小麦粉はさらさら？ドロドロ？ふわふわ？かちかち？
小学生対象＜夏休みの自由研究お助けシリーズ＞。
地域の小学生を対象に小麦と小麦製品について講義形式の資料を作
成し、小麦に含まれるたんぱく質グリアジン、グルテリンからグルテン
を生成して分離できる実験キットを作成した。
また、強力粉から調整したグルテンの食感も確認できるよう、焼麩の調
整方法についても併せて紹介した。
※令和3年度はコロナ禍のため、教材の発送により実施した。

地域の小学校1～4年生 8/12日（木）
教材発送にて実施
集合実施はしない

18
老舗料亭「徳」との
連携による
お弁当開発プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
       （株）徳

弁当3種類の開発（第10弾）
商品開発プロジェクトとして、住之江区の老舗料亭「徳」と本学発達
栄養学科生18名がコラボしたお弁当を3種類開発し、
2022年春の期間限定で販売した。

9月～１月 相愛大学南港学舎
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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

19 ヘルシーダイエット教室

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （発達栄養学科）
共催：住之江区
        生涯学習推進委員会

「ヘルシーダイエット教室」
健康づくりで体重を適正に保つことは大変重要である。
「健康と栄養について学べる」教室を全7回に渡り開催した。
健康的な体型をめざして自分の生活習慣を見直すための食と運動プ
ログラムを実施した。
※令和3年度はコロナ禍のため、感染症対策を徹底して少人数で実施
した。

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　20名

9月～1月 相愛大学南港学舎

20

相愛大学＆大阪ガス
食育推進プロジェクト
地産地消はいいことづくめ！
パパっとできる大阪産を使った
健康・時短・Let’ｓ！
和ごはん

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
        大阪ガス(株)

テーマ「地産地消はいいことづくめ」
体組成計（Inbody）による体組成の測定（BMI、体脂肪量、基礎代謝量
等）、超音波踵骨測定装置による骨密度測定、調理実習『パパっとで
きる大阪産を使った「健康・時短・Let’s！和ごはん」』、
学生レポ！「栄養・食情報！」を行った。
※令和3年度はコロナ禍のため、感染症対策を徹底して少人数にし、3
回実施した。

18歳以上で
健康づくりに関心のある方　28名

10/3（日）
10/6（水）
10/20（水）

大阪ガス
ハグミュージアム
(大阪市大正区)

大阪ガスクッキング
スクール淀屋橋
（大阪市中央区）

21
相愛大学×
スーパーKOHYO
お弁当開発プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
       (発達栄養学科）
       （株）光洋

管理栄養士養成課程の学生ならではのお弁当を開発する。
1年間に6種類のお弁当を開発。
コンセプトは健康と季節に合わせ、毎回違ったメニュー展開となる。
開発したお弁当は、スーパーKOHYO、イオン、ピーコックで販売されて
いる。

10月～3月 相愛大学南港学舎

22
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part10

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：本物の木に触れよう
地域の保育園児を対象に、本物の木に触れ、木のぬくもり、木の薫り
を体験する活動を行った。
子ども発達学科生は園児たちの木へのかかわりを知り、保育や教育
の中で自然を教材とすることの重要性や方法について学ぶ。
※令和3年度は、感染症対策を徹底して少人数で実施した。

保育園児5歳児  約10名
子ども発達学科生

10/19（火）
12:50-14:50

相愛大学南港学舎

23
PA（プロジェクト型
アクティビティ）事業：
Part11、12

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：保育園児とのいも掘り体験
地域の保育園児5歳児による、いも掘りの体験活動を、
子ども発達学科生の支援のもと実施した。
※令和3年度は、感染症対策を徹底して少人数で実施した。

保育園児4・5歳児　約30名
子ども発達学科生

10/28（木）
11/4（木）

10:15-11:20
相愛大学南港学舎

24
第8回
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）

本学体育館に、けん玉・ブーメラン・ドミノ・手づくりあそび・学生ステー
ジ・みんなの広場など、8種類の多彩なあそびのコーナーを、子ども発
達学科１～4回生らが主体で開設した。
開設にあたっては「日本けん玉協会」「くすのき小学校おやじの会」な
どの地域の団体や専門家と連携した。参加者の満足度は高く、アン
ケートではほぼすべての方から「とても楽しかった」との回答であった。
時間短縮をしたため、もっと遊びたかったとの意見もあった。
※令和3年度は、コロナ禍対応のため、高齢者や乳児と触れ合う昔あ
そびコーナー、乳児コーナーは実施しなかった。
また、密集しないよう2部に分け、1回は子ども50名までとし、付き添い
は1人まで、途中で換気・消毒を行った。

咲州地区の保育園・幼稚園・
小学校の子どもたちとその家族　104名

11/6（土）

第1部
13:00-14:00

第2部
14:30-15:30

相愛大学南港学舎
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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

25
「さかなを食べよう！」
食育推進プロジェクト

主催：相愛大学
        人間発達学部
         (発達栄養学科）
         (株)うおいち
         愛媛県大阪事務所

すべての年齢層で「魚離れ」が急速に進行し、日本人の魚の消費量は
年々減退している。
大阪市中央卸売市場にある株式会社うおいち、愛媛県大阪事務所と
連携し、簡単にできる美味しい魚料理を広く啓発する取組みを推進す
ることとし、特に若い世代の魚離れを減らし、生活習慣病予防や健康
の維持向上に寄与する機会とした。

発達栄養学科生1回生　70名 11/13（土） 相愛大学南港学舎

26
咲洲こどもEXPO2021
「親子でおはなしを
               楽しもう！」

主催：咲洲こどもEXPO
        実行委員会
        （ＡＴＣ、
          相愛大学、
          大阪市など）

大阪南港ＡＴＣ（アジア太平洋トレードセンター）をメイン会場とした子ど
もの遊び・学びをテーマとしたイベント「咲洲こどもEXPO」において、子
ども発達学科生と教員が、いろいろな絵本を題材とした楽しいステージ
の上演や手作りあそびコーナーを実施した。来場した多くの園児や小
学生とその家族にご参加いただき盛況であった。

来場された園児、小学生と
その家族  約150名
子ども発達学科生

11/13（土）
ATC

（アジア太平洋
トレードセンター）

27 糖尿病フェスタ

主催：相愛大学
　　　　人間発達学部
　　　　(発達栄養学科）
　　　　大阪急性期・
　　　　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、本学発達栄養学科生が考案した紙芝居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ている。
※令和3年度はコロナ禍のため、ポスター展示のみとした。

糖尿病患者及びその家族
地域住民

※コロナ禍の
ため中止

大阪急性期・
総合医療センター

28
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part15

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：子ども発達学科　卒業生が学生に語る会
地域の保育・教育現場で活躍する子ども発達学科の卒業生をお招き
し、ご自身の経験を在学生にお話いただくパネルセッション。
“先生”と呼ばれて生きていく日々で得た貴重な経験談や後輩へのアド
バイスなどをいただく。
※令和3年度は、コロナ禍のため事前にWeb会議での座談会を録画
し、後日、学生が視聴した。

教職・保育職に就く卒業生　　7名
子ども発達学科生　　　　 　　60名

11/20(土)収録

12/3(金)
1回生視聴

1/13（木）
2～4回生視聴

相愛大学南港学舎

29
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part14

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：小学生、おじいちゃん、おばあちゃん、
　　　　　みんなで干し柿づくりを楽しもう
学童と住之江区老人会会員、そして本学子ども発達学科学生の、幅
広い世代間が一緒になって干し柿づくりに挑戦する。
ピーラーを使って柿の皮をむき、お湯にさっとくぐらせてから吊して干す
一連の「加工して食品を美味しくする工夫」を体験するとともに、協働を
通して多世代の交流も図る。
※令和3年度は、コロナ禍のため高齢者の参加は無しとした。
 感染症対策を徹底して実施した。

地域の学童保育
「南港こまどり学童」の児童
子ども発達学科生

11/25（木）
16:40-17:30

相愛大学南港学舎

30
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part17

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （発達栄養学科）

テーマ：ネチャネチャおもちのなぞに挑戦！
地域の小学生を対象に、お米の成分・特徴について講義した。
講義後はおもちとご飯の違いについて官能評価を行った。

地域の小学校1～4年生
12/18（土）

13:30～15:30
相愛大学南港学舎
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31
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part19

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （子ども発達学科）

テーマ：みそをしる
プロジェクト隊である「みそ汁隊」の学生が地域の小学生を対象に、
食育活動として企画・実施している。
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、喫食ができ
ず、食品保存用袋を使ったみその仕込み体験とした。
感染症対策を徹底して少人数で実施した。

地域の小学校3～6年生　12名
1/29（土）

10:00～12:00
相愛大学南港学舎

32 食育推進キャンペーン

主催：相愛大学
        人間発達学部
        (発達栄養学科）
後援：（一社）全国栄養士
        養成施設協会     他

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平成19年
度から毎年実施しており、発達学科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ている。

幼児・小学生および保護者
2/5（土）

※コロナ禍の
ため中止

南港ポートタウン
ショッピングセンター

33
PA（プロジェクト型アク
ティビティ）事業:Part20

主催：相愛大学
        人間発達学部
       （発達栄養学科）

テーマ：チョコレートを科学しよう！
地域の小学生を対象に、チョコレートの原料、カカオの生態・栽培方
法、工場でのチョコレート調整法などについて講義した。
講義後はチョコレートのお湯を使った溶解温度、氷水を使った硬化温
度の確認を兼ねたオリジナルチョコレート作りを実施した。

地域の小学校1～4年生
2/5（土)

13:30～15:30
相愛大学南港学舎

6 


