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２０１７年度　新島学園短期大学地域連携一覧

名称 時期 内容 備考

l  地域→学内

チャペルアワー 通年 地域の牧師等を奨励者を依頼。
一般公開とはしていないが事
前の申し出があれば可能な限
り受け入れている。

チャイルド広場 通年
毎月第２木曜２時限に保護者と子どもを対象
に実施。本学教職員、学生、地域からの講師
による子育て支援事業。

新島学園特別チャ
ペルアワー

６月

通常のチャペルでは呼べない講師を招き一
般公開で講演会などを行う。新聞広報などの
ほか、チラシを地域教会、地域図書館、町内
などに配布。

公開講座 ７月
１日に４講座実施。午前にキャリアデザイン
学科２講座、午後にコミュニティ子ども学科２
講座。４講座で延べ82人の参加があった。

キリスト教文化週間 10月

通常のチャペルでは呼べない講師を招き一
般公開で２回の講演会と展覧会を行う。新聞
広報のほか、チラシはクリスマス行事との両
面刷り、地域教会、地域図書館、町内などに

襄祭 10月
地域の方と学生との交流、学生の発表の
場。空き教室を利用し、カフェやバザーを実

近隣の住民に告知する。

SANBIKA ワ ー ク
ショップ

10月・
11月

讃美歌をうたうことを通してキリスト教につい
て学び、高崎市民クリスマスやクリスマスお
祝いの会で賛美。対象：学生、一般、地域の
教会関係者など。延べ53人の参加者、延べ
41人の行事での賛美者。

クリスマスツリー点
灯式

11月
一般公開。来場者にカードやキャンディを配
布 北小 近隣者の参加あり。北小、近隣者の参加あり。

『上毛教界月報』を
読む会

11月
「非戦の牧師」として知られる安中教会5代目
牧師が発行していた『上毛教界月報』の読書
会。対象：学生、一般、研究者

2016年度初回。

日本キリスト教団群
馬地区大会

11月
隔年

日本キリスト教団群馬地区の集会に会場を
提供。宗教主任が担当者として協力。学長
が挨拶。

カードコンテスト作
品展

11月
～12
月

学生によるクリスマスカードデザインコンテス
トの作品展を本館ロビーで行う。大賞作品は
公式カードに採用、関係者に発送する他、点
灯式、キャンドルサービスの参加者にプレゼ
ント。

クリスマスお祝いの
会

12月
一般公開。来場者にプレゼントを配布。地域
の固定ファン、北小関係者の来場多数。

新 島 襄 召 天 記 念
礼拝・講演

１月
一般公開。地域の固定ファン、同志社関係
者の来場あり。

新島襄召天記念早
天祈祷会

１月
一般公開。地域の固定ファン、同志社関係
者の来場あり。

2017年度は雪のため中止。

名称 時期 内容 備考

Ⅱ 学内→地域

たかさき春まつり ４月
もてなし広場で行われる春まつり。2017年度９人
参加。子どもの遊び場を担当。

2013年～コミュニティ子ども学
科学生にボランティアの呼びか
けあり。



たかさきスプリング・
フェスティバル

４月
キッズコーナースタッフとして学生が参加。12
人参加。

2008年からボランティア部が活
動参加する。

あかぎの森のようちえ
ん　ボランティア説明会 ４月

渡邊哲也ゼミ１年生、２年生が「森のようちえ
ん体験（散策・火起し体験、沢遊び、安全に
関する講習）」に参加。６人参加。

活動紹介「森のようちえんと
は」と講義「森遊びと安全」他

花と緑のぐんまづくり
2017　in 富岡・安中 ４月

上州富岡駅前広場でのイベントに出演。新
入生３人を含む９人の部員で３曲演奏。

県民参加フェスタ ５月 着ぐるみ。１人参加。
本とんど毎年ボランティア部が
活動参加する。

安中ツアー ５月 新島襄ゆかりの安中教会や有田屋を巡る。
現在は「新島襄」受講生を中心
に開催。一般公開の可能性を
検討。

鐘の鳴る丘少年の
家ボランティア

５月 子どもの日の集い。11人参加。

さんあいボランティ
ア

５月 さんあい創立記念祭。３人参加。

群馬県児童養護施
設連絡協議会ボラ
ンティア

５月 球技大会（ドッジボール大会）。10人参加。

わかちあいカフェ
５、７、
12月

募金で地域に協力。 他の行事との発展的連携。

かんなの里ボラン
ティア

６月 藤華祭。２人参加。

群馬整肢療護園ボ
ランティア

６月 父母会夏祭り。８人参加。

草津ツアー
６又は
７月

２年山下ゼミで草津聖慰主教会（楽泉園内）
などを訪問し、入居者と交流。

前 橋 キ リ ス ト 教 会
（JECA)手話サークル ７月

渡邊哲也ゼミ２年生が前橋キリスト教会
（JECA)で行われている「手話サークル」に参
加。２人参加。目的：「地域社会活動」に対す
る関心の育ち。

2014年から

高崎ツアー ７月 内村鑑三ゆかりの頼政神社などをめぐる。
現在は「群馬とキリスト教」受
講生を中心に開催。一般公開
の可能性を検討。

福）前光会ボラン
ティア

８月 前光会（「青空」）フェスティバル。４人参加。

認定こども園原市
赤心幼稚園ボラン
ティア

８月 夕涼み会。５人参加。

福)希望館ボラン
ティア

８月 希望館納涼祭。３人参加。



」

教会訪問
８、12
月

「キリスト教入門」受講生が地域教会の礼拝
に出席。

対象教会を広げるほか、教会
バザーなどでボランティア協力
できないか可能性を探る。

集 中 講 義 「 ボ ラ ン
ティア活動」

８月
新生会、アジア学院でそれぞれ３泊４日の研
修を行う。その後もボランティア協力等関係
が続く。

高崎まつり ８月
花火、清掃、創作だるま、備品の搬出入など
の手伝い。約28人参加。

独立行政法人重度
知的障害者総合施
設のぞみの園ボラ
ンティア

８月 盆踊り。４人参加。

チャイルド広場 ８月 夏のあそび。３人参加。.

児童発達支援事業
所「こっころ」ボラン
ティア

８月 １人参加。

希望館八幡の家ボ
ランティア

８月 夏祭り。１人参加。

サマーキャンプ ９月
軽井沢友愛山荘で１泊２日。学生希望者と教
職員数人が参加。

地域の施設の積極的利用を検
討。2017年度から会場を恵み
シャレーから友愛山荘に変更。

飯塚町第一町内ふ
れあいサロン

９月

飯塚町第一公民館にて本学教員・学生によ
るふれあいサロン　「歌やレクレーションで楽
しもう」　。2016、2017年度は小菅ゼミ２年生
が活動した。

森のようちえん
「ほんわか」「ほんわか

10月10月
親子でのんびり森の中での自然体験活動を
楽しむもので、渡邊哲也ゼミ２年生がボラン楽しむもので、渡邊哲也ゼミ２年生がボラン
ティアで参加。12人参加。

主催：NPO法人　あかぎの森ようち
えん・対象：年少～年中の親子・場えん 対象：年少 年中の親子 場
所：国立赤城青少年交流の家

周辺地域ごみ拾い 10月
襄祭（大学祭）終了後等、学生の有志と地域
連携委員会の教職員が周辺地域のごみ拾
いを実施している。

2017年度は悪天候のため中止。

TSKキッズ広場
2017withゴム動力
自動車コンテスト

10月 子どもの遊び場担当。８人参加。

群馬県立しろがね
学園ボランティア

10月 のびのば祭。２人参加。

障害者支援施設青
空ボランティア

10月 文化祭。７人参加。

高崎市豊岡児童館
ボランティア

10月 秋祭り。13人参加。

群馬整肢療護園ボ
ランティア

10月 あゆみ祭。４人参加。

キングオブパスタ 11月 ごみ分別、誘導等。６人参加。

群馬県立館林美術
館「子どもと大人で
たのしむフランスの
絵本と音楽」

11月
コミュニティ子ども学科音楽コース教員、学生
らが協力。フランスの童謡の歌唱や振り付け
を子どもたちと実施。



高崎市民クリスマ
ス

12月
聖歌隊が毎年市庁舎にて他のキリスト教団
体らと運営、演奏を行っている。

2015年度～本学にて開催

赤とんぼ　お楽しみ
会

12月
吉井町公民館などで赤とんぼ主催のお楽し
み会をコミュニティ子ども学科２年生が実施
(約１時間）。

2013年度～

小児医療センター
クリスマス会

12月 聖歌隊による賛美歌やクリスマスソング。 於：群馬県立小児医療センター

かんなの里ボラン
ティア

１月 第18回地域支援セミナー。１人参加。

市内私立大学・短
期大学合同事例発
表会

２月
キャリアデザイン学科１年生６人が「安中カレ
ンダープロジェクト」について発表。

各大学の産学連携に関する取
り組みについての事例発表
会。

第１２回高崎市総
合福祉センターま
つり

３月 子どもまつりイベントスタッフ。５人参加。 於：高崎市総合福祉センター

第１回ぐんまスイー
ツマラソン

３月 イベントスタッフ。３人参加。 於：観音山ファムリーパーク

鼻高こども園ボラン
ティア

３月 一日入園。３人参加。
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