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地域貢献 （ 「春待ち小町」プロジェクト ） 

『春待ち小町』  地域貢献を目的とした子供向けイベントのタイトルである『春待ち小町（はるま
ちこまち）』には、『寒い冬を越えれば必ず春が来る』という、学生たち（小町）が
自分の夢の実現に向かって本学でがんばっているというイメージがこめられて
います。これまで、『春待ち小町』として、桜の名所である名古屋市瑞穂区で、
春がまもなくやってくる毎年２月に、一足先に桜をテーマとしたイルミネーション
やイベントを行ない、夢多き小さな町（小町）を桜の花を咲かせて演出してきま
した(２０１４年に第７回を開催)。『小町』には、そうした２つの意味がこめられて
います。 
 本学の東館を中心に、『桜』をテーマとした子供向けのイベントを開催します。
東館を「春待ち商店街」と見立てて、１階（１丁目）から３階（３丁目）までを利用
します。１丁目には、「春待ち神社」と「春待ち広場」を、２丁目には、「春待ち工
房」と「春待ち城」を、３丁目には「春待ち小学校」を設定し、子供たちのイマジ
ネーションの世界を演出します。なお、企画・運営の中心は、本学短期大学部
生活学科の学生のみなさんで、手作り感で子供たちを迎える暖かな企画を目
指します。地域団体（「地域貢献ボランティア協会」）からはノウハウの提供や指
導を受ける形で学生との「協働」を実現します（例年約３００～５００人来場）。 

経 過 ２００８年２月 協働型サービスラーニングを目指す「バーチャル・カンパニー演 
         習」（生活情報専攻）の目標イベントとして「第１回春待ち小町」を 
         実施。大人を対象としてイルミネーション６日間、イベント３日間 
         実施。 
２００９年２月 「第２回春待ち小町」を実施。イルミネーションを含み２日間実施。 
２０１０年２月 「第３回春待ち小町」を実施。子ども向けに変更し、１日間実施。 
２０１１年２月 「第４回春待ち小町」を実施。子ども向けを中心に２日間実施。 
２０１２年２月 「第５回春待ち小町」を実施。イルミネーションを含み１日間実施。 
２０１３年２月 「第６回春待ち小町」を実施。１日間実施。 
２０１４年２月 生活学科の「地域貢献入門演習」「地域貢献基礎演習」における 
         『春待ち小町プロジェクト』の目標イベントとして「第７回春待ち小 
         町」を実施。 

『春待ち小町マ
ルシェ』 

 地域貢献を目的とした子供向けイベント『春待ち小町（はるまちこまち）』を本
学周辺以外の地域でも開催することを目的とし、町おこしの一環として各地域
と協働することを目指し、アクティブ・ラーニング環境の実現を目指すものです。
本学で実施する『春待ち小町』に対し、各地で行うこのイベント名を『春待ち小
町マルシェ』として区別して展開します。 
 各地での町おこしのためのイベントとして子ども向け企画とステージ企画を
パッケージ化したイベントを提供します。企画・運営は、『地域貢献実践演習』と
『地域貢献応用演習』で行い、毎月実施します。各期末（１月と７月）にこのイベ
ントを授業として実施し、生活学科の学生が主体となって運営します。そのほか
の月は協働団体（「地域貢献ボランティア協会」が運営を代行して団体登録の
ボランティアの参加により実施しています。 

経 過 ２０１３年 ７月 アクティブ・ラーニングを目指す「地域貢献実践演習」「地域貢 
          献応用演習」（生活学科）の目標イベントとして「第１回春待ち 
          小町マルシェ」を『地域貢献ボランティア協会』と協働して授業と 
          して実施。 



２０１３年 ８月 「第２回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１３年 ９月 「第３回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１３年１０月 「第４回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１３年１１月 「第５回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年 １月 「第６回春待ち小町マルシェ」を授業として実施。 
２０１４年 ２月 「第７回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年 ３月 「第８回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年 ４月 津島市をはじめとする４市２町１村とこのイベントを実施するに 
          あたり「アクティブ・ラーニング協定」を結び、引き続き『地域貢 
          献ボランティア協会』と協働して実施。 
２０１４年 ６月 「第９回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年 ７月 「第１０回春待ち小町マルシェ」を授業として実施。 
２０１４年 ８月 「第１１回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年 ９月 「第１２回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年１０月 「第１３回春待ち小町マルシェ」実施。 
２０１４年１１月 「第１４回春待ち小町マルシェ」実施。 

『COCOキャン
タウンまつり』 

 アクティブ・ラーニング環境の実現を目指し、本学主催の地域貢献を目的とし
た子供向けイベントを『街なかキャンパス』として毎月同じ場所で開催し、学内
教室と実践の場である学外教室をリンクさせて教育を実施するものです。本学
で実施する『春待ち小町』に対し、学外で行うこのイベント名を『COCOキャン・タ
ウン（こころとこころでふれあいキャンパス・タウン）まつり』として区別して展開し
ます。 
 学外固定地での町おこし、地域サービスのためのイベントとして子ども向け企
画とステージ企画をパッケージ化したイベントを提供します。企画・運営は、『卒
業研究』、『地域貢献実践演習』、『地域貢献応用演習』で行い、毎月実施しま
す。学生たちが企画した内容を実際に街なかで実践する場として活用し、新規
出店やフィードバック出店を組み合わせて一つの街を形作ります。２６年度は、
そのための実験展開を協働団体（「地域貢献ボランティア協会」が運営を代行
して、希望学生の参加により実施しています。実験展開が終了後、アクティブ・
ラーニングの一環として本格展開します。 

経 過 ２０１４年 ６月 アクティブ・ラーニングを目指し「街なかキャンパス」の一形態と 
          して、名古屋市の鶴舞公園の一角で「第１回COCOキャン・タウ 
          ン（こころとこころでふれあいキャンパス・タウン）」を『地域貢献 
          ボランティア協会』と協働して実験展開開始。 
２０１４年 ７月 「第２回COCOキャン・タウン（こころとこころでふれあいキャン 
           パス・タウン）」実施。 
２０１４年 ８月 「第３回COCOキャン・タウン（こころとこころでふれあいキャン 
           パス・タウン）」実施。 
２０１４年 ９月 「第４回COCOキャン・タウン（こころとこころでふれあいキャン 
           パス・タウン）まつり」と改名して実施。 
２０１４年１１月 「第５回COCOキャン・タウン（こころとこころでふれあいキャン 
           パス・タウン）まつり」実施。 
２０１４年１２月 「第６回COCOキャン・タウン（こころとこころでふれあいキャン 
           パス・タウン）まつり」実施。 
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地域貢献 （ キッズパソコンプロジェクト ） 

内容 ねらい 

キッズパソコン開催のチラシ 

受講者用名札 

スタッフ用名札 

準備の様子 

地域の小学生を対象に、パソコンのワープロソフトを使用した 
クリスマスカードづくりの講座を開きました。 
カードづくりを子どもたちに教えるだけでなく、講座のチラシや 
受講者・スタッフ用名札の作成、パソコンの設定なども行いました。 



 当日の様子 

受講者が作成したクリスマスカード 
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地域貢献 （ MEIJO♡GIRL編集プロジェクト ） 

内容 ねらい 情報の授業で学んだことを活かして、地域に貢献できるパンフレットなど
を作成します。学外の商店を取材することで 地域社会の活性化につな
げるとともに、学生のコミュニケーション能力も習得します。 

第1号は特別号として名古屋女子大学短期大学部について情報発信を
しました。 

特別号 

多くの人に学校について知っ
てもらうためにはどんな情報
が必要か何度も話し合いまし
た。 

第２号 

学生お薦めのパンを調査中 



第３号 

第４号 

越原記念館 
コラボレーション 

第３号は夏のオープンキャンパスで高校生に伝えたい内容を特集しました 

第４号は特別編として名古屋女子大学
短期大学部周辺のお店を特集しました。 
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地域貢献 （ 児童館クリスマスイベント・プロジェクト ） 

瑞穂児童館 
クリスマスイベント 

内容 ねらい  毎年12月に本学総合科学研究所との共催で開催される「瑞穂児童館 クリス
マスイベント」のブースに出展し、ペーパークラフト作りコーナーを担当します。
このイベントに向けてグループで考え、準備を進める中で、地域貢献の意義
を考え、実践的に学びます。 
 また瑞穂区役所との共催で開催される「ソーシャルメディアに関する講習会
（SNS講習会）」に参加し、地域貢献のあり方を模索しました。 



SNS講習会 

オープンキャンパス 
学生主催イベント 
（学生生活発表） 
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地域貢献 （ ファッションデザインクリエイトプロジェクト ） 

内容 ねらい 

 地域貢献演習では、最も身近な社会である「地域」を知り、人々と触れあい、貢献する力を養います。 
地域貢献演習「ファッションデザインクリエイトプロジェクト」では、ファッションデザインコースの教員が 
サポートし、ハンカチの草木染めの技能を修得し、その学生がチューターとなって地域の方と触れあい 
ながら染色体験教室を開催します。 
 さらに、草木染め等の布を用いた小物の作製や、家で眠っている古着をバッグや小物にリフォームし、 
地域の市場にコーナーを設置して展示・販売を行います。そして、この展示を見学してもらった地域 
の方からのリフォームリクエストも受付けて、希望のデザインに改変します。 
 また、このプロジェクトでは、瑞穂児童館との共催で、クリスマスイルミネーションも行います。 

草木染めの技術修得 

染色体験ポスター作成 ポスター 

チラシ 



草木染め体験 

草木染めの小物製作 
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草木染めの小物展示即売会 

古着リメーク作品製作 
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古着リメーク展示即売・リメーク依頼受付会 

瑞穂児童館 クリスマスイルミネーション 
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地域貢献 （ 国際生活文化プロジェクト ） 

内容 ねらい 「いっしょに体験してみませんか？」の地域の福祉施設のデイサービスを訪問
してレクリエーションボランティア活動をしました。 

 外国発送の遊び、ボーリングと輪投げの説明をしました。 

 500mlのペットボトルにウォルト・ディズニー（Walt Disney）、宮﨑 駿（みやざき はやお）、 

  やなせ たかしのキャラクターを飾ってピンを作りました。 

Ｓｕｍｍｅｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ 「ボーリング ＆ 輪投げ 大会」     

利用者はピンに向かってボールを投げました。 
ボールがピンに当たった!! 

はしゃぎ声が響いていました!! 

車いすの利用者が輪投げを楽しんでいました。 

平成26年度 

輪投げはかんたんで、難しいですね! 



平成26年度 クリスマス・パーティー 「クリスマスカードとクリスマスツリーを作りましょう」 

外国の文化と習慣にあるクリスマスツリーの由来のお話しとクリスマスカードはいつから？の説明をしま
した。飾りなしのツリーと元のカードを作りました。様々な飾りを作り、準備しました。 

飾りの選択と貼る位置を決めるに大仕事。利用者は一生けんめい作成に 

かかっていました。 

オンリーワンの作品 

ができあがりました。 

利用者は家に 

クリスマスツリー
を飾ったり、 

カードを何方か 

に差し上げたか 

と思います。 
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地域貢献 （ まごごろはぐくみプロジェクト ） 

内容 ねらい 人に共感し、人のためになる「まごころ」を育み、積極的な社会参加型職能人と
なることを目標とします。 
様々な場面で自分たちにできる事を考えます。 

★保育所でのボランティア活動 
  ～保育所内の環境整備や保育活動に使用する媒体製作～ 

★総合科学研究所、瑞穂児童館共催イベント「クリスマスイベント」でのボランティア活動 
 ～子どもたちのクッキー作りの補助～ 

   



★総合科学研究所、瑞穂児童館共催イベントでのボランティア活動 
 ～子どもたちのおこしもの作りの補助～ 

★瑞穂3丁目市場イベントでのボランティア活動 
 ～市場の活性化を目指した展示およびクッキー配布～ 
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地域貢献 （ 「名女カフェ」プロジェクト ） 

内容 ねらい 地域貢献入門・基礎演習（１年次）「カフェプロジェクト」では、社会人基礎
力やコミュニケーション能力を身につけます。 

 ■ コーヒーの専門知識をプロから学びました ■ 日本家政学会中部支部の研究会で 
   コーヒーのサービスを行いました 

■ 第２５回 フードビジネスショーに参加し、コーヒーのサービスを行いました （於：吹上ホール） 

■ 介護付有料老人ホームで入所者にコーヒーをサービスし、おやつの時間を共有しました 
                    「メディカルホーム まどか 汐路」 



内容 ねらい 地域貢献実践・応用演習（２年次）では、１年次の「カフェプロジェクト」で培っ
た力を生かし、インターンシップや地域活動（里山体験）を通して即社会に役
につ人材の育成を目的とする。 

■ インターンシップ （コーヒーイヅツヤ） 

■ 野菜の飾り切り講習 

■ 中部地区 小学生インスタントラーメン 
     レシピコンテスト調理補助 （於：今池ガスビル） 

バスで岐阜県山岡町へ出発 

コーヒーのサービス 

里山体験会場 ザンジバルカレーの提供 

里山
体験 

24 


