
◎　27年度　市内地域団体・企業等との連携事業

大学名 連携事業名 具体的な連携取組の内容 連携先 事業期間

1 神奈川大学 地元幼稚園、小学校への学生の派遣 陸上競技部によるランニング教室 横浜市立南神大寺小学校　他 平成22年度～

2 神奈川大学 中学校への指導者・学生の派遣 水泳部による水泳教室
横浜市立斎藤分小学校
横浜市立神奈川中学校

平成25年度～

3 神奈川大学 中学校への指導者・学生の派遣 硬式野球部による野球教室 横浜市立神奈川中学校 平成25年度～

4 神奈川大学 中学校への指導者・学生の派遣 陸上競技部による陸上教室 横浜市立神奈川中学校 平成25年度～

5 神奈川大学 中学校への指導者・学生の派遣 サッカー部によるサッカー教室 横浜市立神奈川中学校 平成22年度～

6 神奈川大学 中学校への学生の派遣 職場体験学習（トレーナーの仕事について）への講師派遣
横浜市立神奈川中学校
横浜市立中山中学校

平成24年度～

7 神奈川大学 大会運営への学生派遣 水泳部にる横浜会場での大会運営補助 スペシャルオリンピックス日本・神奈川 平成22年度～

8 神奈川大学 地元商店街との連携
男子サッカー部によるお祭りの運営手伝い
男子サッカー部による毎週月曜朝の中山駅周辺のゴミ拾い

中山商店街と合同企画 平成14年度～

9 神奈川大学 中学生ポジション別練習会
男子サッカー部による横浜市内の中学生チームはまたは選手を対象
としたサッカー教室の開催

一般社団法人神奈川県サッカー協会より依頼 平成22年度～

10 神奈川大学 神奈川区連携事業（サッカークリニック）
神奈川区民対象
　親子サッカークリニック（with 横浜FC ＆　神大サッカー部）

株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC）
神奈川区役所

平成23年度～

11 神奈川大学 大会運営への学生派遣
男子サッカー部による大会運営補助，審判等
（ビーチサッカー大会、キッズサッカー大会等）

一般社団法人横浜サッカー協会より依頼 平成19年度～

12 神奈川大学 中学校への指導者・学生の派遣 硬式野球部による野球教室 横浜市立中学校（2～3校） 平成24年度～

13 神奈川大学 高大連携事業 職場体験学習（トレーナーの仕事について）の受入れ 県内（市内）高校生 平成22年度～

14 神奈川大学
バスケットボール
サマーキャンプ in 赤城

男子バスケットボール部によるバスケットボール教室
横浜市体育協会からの依頼事業
市内の小中学生

平成24年度～

15 神奈川大学 神奈川県立図書館との連携

神奈川県立図書館と協定を結び、相互協力を実施
学内に所蔵していない資料で、神奈川県立図書館（横浜市西区（川崎
図書館を含む））が所蔵している場合は、神奈川大学図書館（平塚図
書館）を経由して利用が可能
神奈川大学図書館から神奈川県立図書館への貸出しを実施

神奈川県立図書館（横浜市西区）
平成18年度～

年間通して実施

16 神奈川大学
横浜市内大学間学術・教育交流協議会
横浜市内大学図書館コンソーシアム

横浜市内大学図書館コンソーシアムは、「横浜市内大学間学術・教育
交流協議会」の会員校によって、学生の教育機会の多様化を図るこ
と、相互に各図書館の特性を生かしつつ協力し、交流を深め、教育・研
究活動の推進を図ることを目的として結成。原則として加盟大学の学
生、教職員は加盟館の館内閲覧利用が可能

横浜市内大学（14大学）
平成12年度～

年間通して実施

17 神奈川大学 地元商店街との連携
商店街主催のナイトフェスタへの課外活動の協力及び学園祭（神大
フェスタ）への出店

六角橋商店街 平成11年度～

18 神奈川大学 地元商店街・学校・町内会との連携 学園祭（神大フェスタ）の地域密着企画への参加 六角橋商店街、近隣町内会、市内小学校 平成11年度～

19 神奈川大学 地元小学校での演奏会 地元小学校より依頼を受け、管弦楽団が毎年演奏会を開催 市内小学校 平成15年度～

20 神奈川大学 高大連携事業
横浜市内の県立高等学校及び私立高等学校並びに市立高等学校と
高大連携協定を締結し、高校の要望に応じて出張講義、学内施設（図
書館・ジム）を利用したインターンシップ等の実施

横浜市内の県立高等学校57校及び私立高等学校
4校並びに市立高等学校4校

平成13年度～

21 神奈川大学 産学連携事業

かながわ産学公連携推進協議会（県内産学連携機関、大学、企業など
２８機関が参画する協議会）の活動を通じ、横浜企業経営支援財団、市
工連、横浜商工会議所等と連携し、市内の企業とのニーズとシーズのマッ
ティングによる産学連携を実施

各機関の産学連携担当部署 通年

22 神奈川大学 理学部オープンラボ

実験型授業を体験し最先端の機器に触れてみよう！
神奈川新聞紙上で物理コース・化学のコース・生物コース各20名程度の高
校生を募集し、湘南ひらつかキャンパスにおいて実験授業および施設・実験
機器を見学。授業の様子を紙上に掲載

神奈川新聞社 平成27年6月

23 神奈川大学 学部授業の開設

学部授業の開設　人間科学部「社会と人間Ⅰ」
人間科学部の正課科目を神奈川新聞社、テレビ神奈川、共同通信社横
浜支局と共同で実施。市民・社会人としてのメディアとの関わりを考えてもら
うため、メディアの役割や展望を学習するほか、情報が社会に発信されるま
での過程を実践的に学習

神奈川新聞社
テレビ神奈川
共同通信社横浜支局

平成27年4月～
平成28年1月

24 神奈川大学 公開講座の開設

実践的防災まちづくりコーディネーター養成講座
神奈川区との連携講座「神奈川区民大学　地域・防災・まちづくり」
（2005）の一般参加者を中心に、市民団体「防災塾・だるま」が組織され、
2006年より当講座を継続的に開催

防災塾・だるま
平成27年10月～11

月

25 神奈川大学 高齢社会に関する市民意識調査

高齢社会に関する市民意識調査の実施
高齢期のさまざまな課題に対する市民一人ひとりの意識を把握することで、
高齢社会に関する学術研究に資することおよび超高齢社会への「備え」の
必要性を普及啓発していくことを目的とする。調査結果は紙上に掲載

神奈川新聞社
横浜市健康福祉局

平成27年4月～
平成28年3月
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26 神奈川大学 市内高校への留学生の派遣 留学生を市内の高等学校の特別授業に派遣 市内高等学校
平成27年6月、10

月、12月

27 神奈川大学
学校法人神奈川大学と株式会社りそな銀
行との包括的連携協定

取引先企業の紹介から共同研究・受託研究の推進、インターンシップ
の実施、講演会等への講師派遣と連携

りそな銀行 平成19年7月～

28 神奈川大学
包括協定に基づく連携事業（地域経済の
活性化と学術研究の進展で協力）

神奈川大学生向けインターンシップの実施 横浜銀行 平成20年7月～

29 神奈川大学
「本の架け橋プロジェクト～1冊の本には
たくさんの人たちを感動させる力がある
～」

ブックオフから提供された中古書籍をもとに、日本語を学ぶ国内外の
子供たちの学習支援及び日本の子供たちとの間の国際交流の実施

ブックオフコーポレーション株式会社 平成20年9月～

30 神奈川大学 大規模地震発生時の減災応援協力
神奈川大学周辺地域の住民相互と神奈川大学の相互協力により、消
火、救助、応急手当等を効果的に行うことで地域全体の被害の軽減を
推進

斎藤分町北部自治会、斎藤分南部町内会、
中丸町内会、六角橋南町内会

平成26年1月～

31
カリタス女子短期
大学

ボランティア活動
キリスト教文化部を中心とする本学学生・教員が、知的障害者支援
サークル（通称トウィンクル）に参加。年２回の全体会、月1回のイベント
開催（障害者の方とのボーリング、カラオケ、スポーツ)が主な活動内容

知的障害者支援サークル（トウィンクル） 通年

32
カリタス女子短期
大学

パン販売の手伝い
知的障害者の方の施設「愛」で生産されたパンを学内で販売する際の
支援

施設「愛」 通年

33
カリタス女子短期
大学

青葉区6大学クリーン大作戦
青葉区を魅力ある街にするため、学生自らができることを企画・検討す
る活動の一環として行っている清掃活動

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 27年4月

34
カリタス女子短期
大学

青葉区6大学めぐりツアー 6大学を見学するバスツアー。施設見学・ミニ授業・学食利用等 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 27年5月

35
カリタス女子短期
大学

子宮頸がん予防講座

青葉福祉保健センターと横浜市立大学看護学科学生やリボンムーブメ
ントの学生によるピアエデュケーション授業を本学学生が受講。受講学
生が、新たなピアエデュケーターとして、子宮頸がん予防の輪を広げて
いき、発症率低下を目指すもの

青葉福祉保健センター、横浜市立大学 27年7月

36
カリタス女子短期
大学

横浜フランス月間
毎年6月～7月にかけて横浜市で開催されるフランス文化の祭典に本
学も参加。「フランスを知るⅣ　レクチャーコンサート」を実施

横浜日仏学院 27年7月

37
カリタス女子短期
大学

高大連携夏季総合講座
高校生の視野を広げ、進路に対する学習意欲を深める事を目的とし
て、夏休みに集中講座を実施

神奈川県総合学科高等学校校長会 27年7月～8月

38
カリタス女子短期
大学

アオロクまつり 青葉区内６大学の学生によるパフォーマンスや講座 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月

39
カリタス女子短期
大学

カリタス女子短期大学市民講座
青葉区内6大学による連携講座を各大学で開催。
市民講座＜さまざまな最終講義　－カリタスにおける教育と研究活動
の彩りー」

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所
平成27年9月～11

月

40
カリタス女子短期
大学

青葉区6大学連携講座
青葉区内6大学による連携講座を各大学で開催。
国際交流フォーラム「国際交流　For What?　－多様性から学びあう－」

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年11月

41
カリタス女子短期
大学

あざみ野音楽祭
あざみ野第一小学校、第二小学校、あざみ野中学校、あざみ野在住
のアマ・プロの音楽家の皆さんと行う音楽会。本学は学生ボランティア
参加、卒業生の出演、会場提供など

マイタウンあざみ野 平成27年11月

42 関東学院大学
神奈川県内工業高校・大学連携推進協
議会

神奈川県内の工業高校及び理工系分野をもつ６大学が連携し、工業
を学ぶ高校生のための大学講座、進学セミナー、シンポジウムを実施

神奈川県内工業高校及び同県内６大学
平成27年6月から
年度内に複数回

43 関東学院大学 １日化学体験教室
小学生、中学生、高校生に化学の現象を身近に感じてもらい、化学の
素晴らしさを体験

日本化学会関東支部 平成27年6月

44 関東学院大学 青少年のためのロボフェスタ
ロボットを通して、子どもたちにものづくりの楽しさや、科学の素晴らしさ
を体験してもらうことを目的として開催

神奈川県立青少年センター科学支援課 平成27年11月

45 関東学院大学 サイエンスフェア
県内に立地している理工系の大学等と協働で、中学生・高校生の皆さ
んを対象として、科学の不思議や魅力を見て、聴いて、知ってもらうた
めのイベント

神奈川県・神奈川県教育委員会・青山学院大学・
神奈川大学・神奈川工科大学・北里大学・慶應義
塾大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工業大学・
東京工芸大学・東京農業大学・日本大学生物資源
科学部・明治大学・横浜国立大学・横浜市立大学・
公益財団法人神奈川科学技術アカデミー

平成27年7月

46 関東学院大学 ものづくりコンテスト

工業教育の振興・発展のための活動の一環として主催し、各工業高等
学校で取り組んでいるものづくりの学習効果の発表の場として、技術・
技能を競い合い、産業を支える技術・技能水準の向上を図り、若年技
術・技能労働者を確保、育成することを目的とした大会

全国工業高等学校長協会 平成27年8月

47 関東学院大学 子ども科学探検隊
小学校4年生～6年生を対象とした、「科学のふしぎ･ものづくりの感動」
を体験するためのイベント

神奈川県青少年科学体験活動推進協議会 平成27年8月

48 関東学院大学 中高生サイエンスキャリアプログラム

神奈川県内の中高生を対象とし、大学・企業等の施設見学、実験・工
作などの体験活動、研究者による講話等、普段の学校生活では体験
できない機会を提供し、科学に対する興味や関心を高め、知識を深め
るとともに、将来の理系への進学や職業についての意識を高めること
を目的としたイベント

神奈川県青少年科学体験活動推進協議会 平成27年8月

49 関東学院大学 金沢区災害ボランティアネットワーク
災害ボランティアコーディネーター養成研修、災害対応シュミレーション、定
例会への参加

金沢区災害ボランティアネットワーク、金沢区社会福
祉協議会、金沢区内地域ケアプラザ

平成27年4月～
平成28年3月

50 関東学院大学 地域連携活動 子どもから高齢者まで多世代交流による地域連携活動
金沢白百合幼稚園、認知症グループホームちいさな
手横浜かなざわ、関ヶ谷自治会、神奈川県共同募金
会、ボランティア団体

平成27年4月～
平成28年3月

51 関東学院大学 共同募金連携活動 寄付つきボールペンづくりの企画・販売 神奈川県共同募金会
平成27年5月～10

月
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52 関東学院大学 ボランティア紹介 夏季ボランティア活動の紹介、コーディネート 横浜市社会福祉協議会、市内福祉施設・事業所 平成27年6月

53 関東学院大学 大学に行ってみよう
外国にルーツのある高校生への大学進学に関する情報提供、ワークショップ
の企画・実施

NPO法人多文化共生教育ネットワーク神奈川 平成27年6月

54 関東学院大学 福祉の仕事相談会 福祉の就職相談会の実施
神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議
会、市内福祉施設・事業所

平成27年6月

55 関東学院大学 認知症サポーター養成 認知症サポーター養成講座の企画・実施
西金沢地域ケアプラザ、釜利谷地域ケアプラザ、かな
ざわささえ隊

平成27年7月

56 関東学院大学 地域連携活動 関ヶ谷地域連携協定の締結、情報交換 関ヶ谷自治会、西金沢小中学校 平成28年2月

57 関東学院大学 障害者支援施設における職員研修会講師
障害者支援施設職員を対象とした支援方法および諸外国の支援事例に
ついての講演

社会福祉法人　訪問の家 平成27年10月

58 関東学院大学 障害者支援施設における評議員 障害者支援施設における運営について外部委員として助言 社会福祉法人　やまびこの里
平成27年4月、10
月、平成28年3月

59 関東学院大学 大学内での障害者支援施設のパンの販売
就労支援施設で作られたパンを大学内で販売し、障害のある人の就労経
験の場を広げるとともに、大学生の障害に対する理解を促進

社会福祉法人　訪問の家
平成27年4月より毎

週1回

60 関東学院大学 大学における障害のある人による講演会
地域生活をする障害のある当事者と支援者を招き、大学の授業（「障害と
社会」）内で講演を行い、障害者への理解を促進

社会福祉法人　訪問の家 平成27年6月

61 関東学院大学 大学生の障害者施設訪問
グループホームの見学を行い、地域での障害のある人の生活支援の実際を
学習

社会福祉法人　訪問の家 平成27年6月

62 関東学院大学
シルクセンター・シルク博物館主催「シル
キー・ウィンター・フェスティバル」への協力

シルク振興を目的で毎年12月に約3週間の会期で開催される「シルキークリ
スマス」のメインイベント会場の空間構成とプログラム実施に協力

シルク博物館 平成27年12月

63 関東学院大学 旧伊藤博文金沢別邸プロジェクト
旧伊藤博文金沢別邸の存在を周知するため、コンサートなどを年一回行う
ほか関連グッズの開発や、広報誌「博文邸タイムズ」を発行

横浜市金沢区、公益財団法人横浜市緑の協会 平成27年10月

64 関東学院大学
金沢区３工業団体からの課題・ニーズの収
集

横浜市工業技術支援センターとの産学連携協定に基づき、近隣の工業会
を訪問し、地域団体・企業等の課題やニーズを収集

横浜金沢産業連絡協議会、横浜市金沢団地協同
組合、金沢中央事業会、横浜市工業技術支援セン
ター

平成27年4月～
平成28年3月

65 関東学院大学 PIAメッセ2016

横浜金沢産業連絡協議会との産学連携推進に関する協定に基づき、
「PIAメッセ2016（2016年2月開催）」への後援を行い、本学材料・表面工
学研究所長が講演会の講師を務めた。また交流会でのパネル展示を行
い、本学の情報を発信するとともに、近隣企業・団体との情報交換を実施

横浜金沢産業連絡協議会 平成28年2月

66 関東学院大学
古くて新しい「めっき」を体験しよう！（子ども
アドベンチャー２０１５）

横浜市、横浜市教育委員会が主催している「子どもアドベンチャー」で、横
浜市工業技術支援センターが実施するプログラムで、本学材料・表面工学
研究所が、横浜市内の小学３年生から６年生を対象とし、身近な「めっき
技術」について学び・体験しながら、科学の面白さを実感してもらうことをテー
マに実施

横浜市教育委員会
横浜市工業技術支援センター

平成27年8月

67 関東学院大学
神奈川銀行との連携協定に基づく技術相
談への対応

神奈川銀行との連携協定（地域における産業経済の振興や地域社会の
発展を目的とした包括協定）に基づき、同銀行の取引先企業からの技術
相談について、本学材料・表面工学研究所が対応

神奈川銀行 平成28年1月

68 関東学院大学 市民向け公開講座の共同実施
ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会と共同で公開講座を実施。座学およ
び街歩きにより、金沢区とその周辺地域の歴史を学ぶ講座を実施

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会
平成27年5月～6

月、平成27年10月
～11月

69 関東学院大学
中学生向け職業体験学習および高校生向
けインターンシップ

中学生、高校生向けに、学習意欲の喚起、職業観の育成および職業に対
する理解を深める機会を提供

市内中学校
市内高等学校

平成27年8月～
平成28年2月

70 関東学院大学 関東学院大学カップの開催
金沢区少年少女ソフトボール連盟に所属する15チームと及び横須賀支部
39チームによる決勝大会を開催

金沢区少年少女ソフトボール連盟 平成27年12月

71 関東学院大学
実践ビジネスキャリア［神奈川の中小企
業］

神奈川県中小企業家同友会による提供講義で、経済学部の学生のた
めにキャリア教育科目として開設

神奈川県中小企業家同友会 平成27年4月

72 関東学院大学
「湘南グリーンレモンケーキ」ポスターデザイン
企画

学内コンペにより、洋菓子店プチフルールを運営する株式会社横尾商事が
開発した「湘南グリーンレモンケーキ」のPR用ポスターを作製。また、同社が
出展する食品・飲料専門展示会にてポスター展示をするとともに学生も参
加

株式会社横尾商事
平成27年10月～

平成28年3月

73 慶應義塾大学
港北べんきょう会
（寄り添い型学習支援）

経済的困窮世帯の中学生への学習支援活動。生徒１・２人に対して学
生１人がつき、主に学習面をサポートしながら居場所を提供

横浜市港北区役所
NPO法人楠の木学園

平成27年毎週火曜
日と木曜日

74 慶應義塾大学
日吉丸の会
（自然保護・回復事業）

日吉キャンパスとその周辺のランドスケープや自然の散策・調査・保護
活動。「一の谷」と通称される面積5000㎡規模の小流域において、雑木
林と水循環の総合的な回復作業の取組を推進。
第22回横浜環境活動賞 市民の部 大賞、生物多様性特別賞 受賞（平
成27年4月)

かながわトラストみどり財団
横浜市環境創造局政策課

平成27年4月

75 慶應義塾大学
たかたの丘音楽会
（市内中学校での演奏会）

慶應義塾大学塾生と、市内中学校吹奏楽部、市内小学校特別音楽ク
ラブによる演奏会を開催

高田町連合町内会、高田中学校、高田小学校、高
田東小学校

平成27年6月

76 慶應義塾大学
慶應義塾大学・読売新聞市民講座
「東京五輪を考える・ジュニアアスリート育
成」（市民講座）

慶應義塾大学体育研究所・スポーツ医学研究センターと読売新聞横
浜支局共催で行われる、スポーツの見方や楽しみ方についての講座
の開催

読売新聞横浜支局
平成27年6月～７

月

77 慶應義塾大学 日吉フェスタ（地域活性化イベント）
2003年から「ヒヨシエイジ」の名で行われてきた地域活性化イベント。駅
前商店街を中心とした日吉の住民と大学が、共に街を盛り上げるため
に年に1度開催

ヒヨシエイジ協議会 平成27年10月

78 慶應義塾大学
神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア
講座「文化としての病と老い」
（公開講座4回・ワークショップ2回）

神奈川県が推進するヘルスケア・ニューフロンティア構想の「未病を治
す」という取組を踏まえての公開講座、ワークショップの開催

神奈川県
平成27年10月～

平成28年1月、3月
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79 慶應義塾大学
居場所『カドベヤで過ごす火曜日』
（地域交流事業）

文部科学省大学教育推進プログラム「身体知教育を通して行う教養言
語力育成」事業の一環としての、寿地区での社会連携を目的とした活
動

居場所「カドベヤで過ごす火曜日」運営委員会、横
浜市地域文化サポート事業「横浜アートサイト
2015」、コトラボ合同会社、認定NPO「さなぎ達」、一
般社団法人「地唄舞普及協会」、黒沢美香＆ダン
サーズ、「The Dance Times」

平成28年1月～3月

80 國學院大學 青葉区6大学めぐりツアー
区民の方が青葉区内6大学を見学するバスツアー。施設見学・ミニ授
業・学食利用等

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成'27年5月

81 國學院大學 アオロクまつり 青葉区内6大学の学生による「アオロクまつり」を実施 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月

82 玉川大学 青葉区6大学めぐりツアー
区民の方が青葉区内6大学を見学するバスツアー。施設見学・ミニ授
業・学食利用等

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成'27年5月

83 玉川大学 アオロクまつり 青葉区内6大学の学生による「アオロクまつり」を実施 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月

84 鶴見大学 地元商店街イベントへの参加

打ち水体験「地球を冷ませ2015 in 豊岡」が開催され、学生有志総勢49
名が参加。 本学女子学生21名も浴衣姿で打ち水を体験。男子学生4名
もスタッフとして参加。 また、鶴見駅前の鶴見公会堂では、機材の搬出入
等のスタッフを本学地域貢献ボランティアサークルを中心とした7名が務め、
本学演劇部、軽音楽部、茶道部等による活動発表会も開催

鶴見区豊岡商店街
平成27年
8月9日

85 鶴見大学 つるみ夢ひろばin總持寺
地元鶴見の文化や歴史に親しみ、東日本大震災の被災地と絆を結ぶを
テーマに開催・参加

曹洞宗大本山總持寺、鶴見区文化協会
平成27年
11月3日

86
鶴見大学短期大
学部

アクティブラーニングに関する協定締結
双方が有する人的資源の交流と知的・物的資源の有効活用によって、地
域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とし、その目的達成のた
め、主に学生のアクティブラーニングに関して連携協力

株式会社サカタのタネ 平成28年3月

87 桐蔭横浜大学 青葉区6大学めぐりツアー
区民の方が青葉区内6大学を見学するバスツアー。施設見学・ミニ授
業・学食利用等

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成'27年5月

88 桐蔭横浜大学 アオロクまつり 青葉区内6大学の学生による「アオロクまつり」を実施 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月

89
東京藝術大学大
学院映像研究科

馬車道まつり「トワイライトコンサート　藝大ブ
ラス」

本学音楽学部の協力を得て、地元馬車道商店街の馬車道まつりの一環
として例年実施している市民向けブラスバンドコンサートを開催

馬車道商店街協同組合、関内ホール、横浜市文化
観光局

平成27年11月

90
東京藝術大学大
学院映像研究科

横浜シネクラブ（フランス映画上映会）
アンスティチュ・フランセ日本が主催し、横浜市文化観光局が後援するフラン
ス映画上映会「シネクラブ」全4回について、馬車道校舎大視聴覚室での
上映会に協力

アンスティチュ・フランセ日本が主催し、横浜市文化観
光局が後援

平成27年5月～11
月

91 東京工業大学 東工大・横浜市大医療系技術サロン
東工大が行っている医療機器開発などの研究分野において横浜市立大と
の交流推進のための講演及びフリーディスカッション

横浜市立大学 平成27年12月

92 東京都市大学 つづきジュニア編集局
都筑区を中心とする横浜市近郊の小学校4年生から高校3年生までを対
象としたジュニア記者活動をNPO法人ミニシティ・ブラスと共催

NPO法人ミニシティ・ブラス
地域住民

平成22年4月から

93 東京都市大学 本牧防災プロジェクト
横浜市立本牧中学校と協力して、1年生の総合的学習の時間に5月から
12月にかけて毎年、地震防災学習を実施

横浜市立本牧中学校 平成19年5月から

94 東京都市大学 つづき「街の記憶」プロジェクト
「つづきアーカイブクラブ」と協力して、横浜市都筑区を中心とした街の歴史
や記録の収集、情報発信の支援を実施

つづきアーカイブクラブ 平成21年7月から

95 東京都市大学
都筑多文化・青少年交流プラザ（MYプラザ）
ホームページ作成

同施設のオリジナルホームページを作成、管理 都筑多文化・青少年交流プラザ 平成23年4月から

96 東京都市大学 中川駅前地区まちづくり

中川駅前遊歩道調査の実施、ほっとカフェ中川の検討、中川ルネッサンスプ
ロジェクトへの参加、中川駅前地区まちづくり検討会への参加（27年度）、コ
ミュニティカフェの運営調査（27年度）、中川駅前地区の遊歩道の調査（27
年度）

NPO法人ぐるっと緑道
平成18年頃から継

続

97 東京都市大学 港北区錦が丘地域緑のまちづくり調査
地域緑のまちづくりに関する地域団体との共同による住民調査
地域懇談会や地域発表会の実施（３回）

錦が丘・緑豊かな街並みを創る会と錦が丘町内会
平成27年1月～
平成27年3月

98 東京都市大学
トンボはドコまで飛ぶかフォーラムによる京浜
臨海部トンボ調査等への協力

京浜の森づくり事業に関連し、NPOトンボはドコまで飛ぶかフォーラムの実施
する京浜臨海部企業緑地等におけるトンボ調査に参画。今後は学生によ
るPR等にも協力していく予定

トンボはドコまで飛ぶかフォーラム
（代表：吉田洋子氏）

平成27年7月〜

99 東京都市大学 茅ヶ崎公園自然生態園における生態調査
港北ニュータウン保全地域である茅ヶ崎公園自然生態園において、ニホンア
カガエル等を指標とした両生類保全のための生態系調査を実施

茅ヶ崎公園自然生態園
（亀田さやか氏）

平成28年3月〜

100 東京都市大学
横浜若葉台団地における外構空間の水浸
透機能調査

横浜若葉台団地（旭区）において、外構空間の土壌環境調査として、水
浸透機能や水たまりの出来やすさに関する調査を実施

若葉台団地（第8・第11自治会） 平成28年3月〜

101 東京都市大学 牛久保西地区花と緑の会
横浜市の地域緑づくり事業において、牛久保西地区町内会との連携によ
り、町内及び大学における緑化普及活動等を実施

牛久保西町内会 平成25年4月～

102 日本体育大学 青葉区6大学めぐりツアー
区民の方が青葉区内6大学を見学するバスツアー。施設見学・ミニ授
業・学食利用等

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成'27年5月

103 日本体育大学 アオロクまつり 青葉区内6大学の学生による「アオロクまつり」を実施 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月

104 フェリス女学院大学 5校ジョイントコンサート
近隣地域の5校による文化交流を目的とした合唱、演奏によるジョイントコン
サート

岡津幼稚園、岡津小学校、岡津中学校、緑園総合
高校、フェリス女学院大学

平成27年10月

105 フェリス女学院大学
After You （お先にどうぞ）～挨拶と歩行マ
ナーキャンペーン～

最寄り駅周辺は学生で混雑するため、地域のみなさんと気持ち良く行き交
うことができるよう、緑園都市コミュニティ協会(RCA)の方と共に歩道に立ち、
毎学期始めの毎朝一週間、通学路の交通整理を連携して実施

緑園都市コミュニティ協会(RCA) 平成27年4月、9月
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106 フェリス女学院大学 RCA年末一斉清掃
まちの一員として、日頃利用している通学・通勤・生活路の一斉清掃に本
学学生と職員が参加

緑園連合自治会・緑園都市コミュニティ協会(RCA) 平成27年12月

107 フェリス女学院大学 横浜インターンシップ制度
横浜商工会議所会員企業へ、学生が夏季休暇を利用してインターンシッ
プに参加している。前後に、横浜商工会議所主催の事業説明会、報告会
に参加し、商工会議所および出席企業と意見交換し、各種報告を実施

横浜商工会議所 平成27年8月～9月

108 フェリス女学院大学 日本語の個人指導 正課外で、留学生に対する日本語の個人指導を依頼 NPO法人　留学生と語り合う会　（RKK)
平成27年4月～
平成28年3月

109 フェリス女学院大学 地域国際交流事業
大学祭における、RCA国際交流トークサロンにスピーカーとして留学生を推
薦。地域住民との国際交流を推進

緑園都市コミュニティ協会　（RCA)
平成27年4月～
平成28年3月

110 フェリス女学院大学 緑園東小学校ふれあい学習サポート

緑園東小学校からの呼びかけを受けて、学生たちが継続的に取り組んでい
るボランティアが「緑園東小　ふれあい学習サポート」である。毎週水曜日と
木曜日の放課後（フェリス生にとっては３・４限の時間帯）に、小学校の図書
室で、子どもたちの学習サポートを行うチューターとして活動

緑園東小学校
平成27年4月～
平成28年3月

111 フェリス女学院大学 小学校での朗読会

専門家から朗読の指導を受けた学生とＯＧが近隣の緑園東小学校を訪問
し、全校生徒を対象に朗読会を実施。学生が日頃の練習の成果を披露す
るのみならず、小学生にも一緒に参加してもらうことで朗読の楽しさを共有す
る。本を通した地域交流事業として実施

横浜市立緑園東小学校 平成28年2月

112 フェリス女学院大学 神奈川近代文学館での朗読会
専門家から朗読の指導を受けた学生とＯＧが、神奈川近代文学館との共
催で同ホールで行う朗読会で、平成27年度で6回目となる。無料で一般の
方に公開し、毎回100名以上が来場

神奈川近代文学館 平成28年2月

113 フェリス女学院大学
フェリス女学院大学音楽学部演奏学科フ
ルート専攻の有志学生によるクリスマスコン
サート

音楽学部演奏学科フルート専攻の有志学生による、無料のロビーコンサー
ト。会場:吉野町市民プラザ2階ギャラリーホワイエ　30分×3回×1日間、合
計3回

（公財）横浜市芸術文化振興財団
横浜市吉野町市民プラザ
※所管課：文化振興課

平成27年12月

114 フェリス女学院大学
「いずみ野マルシェ」でのフェリススムージーの
販売

YOKOHAMA　HOMEMADE　SMOOTHIEとコラボし、地産地消をテーマにし
たスムージーを開発、販売

YOKOHAMA　HOMEMADE　SMOOTHIE
平成27年8月～
平成28年3月

115 フェリス女学院大学 地産地消をテーマにしたパンの開発、販売
ヴィ・ド・フランスいずみの店、相鉄ホールディングとコラボし、地産地消をテー
マにしたパンを開発、販売

株式会社ヴィ・ド・フランスいずみの店、
相鉄ホールディング株式会社

平成27年7月～11
月

116 フェリス女学院大学 ヤシ砂糖を使用した洋菓子の販売
パティスリー　ラ・ベルデュール、およびベーカリー　パーネ・ディ・トゥッティとコラボ
し、インドネシアのヤシ砂糖を使用した洋菓子を開発、販売し、インドネシア
の環境について知ってもらう企画

パティスリー　ラ・ベルデュール、
ベーカリー　パーネ・ディ・トゥッティ

平成27年4月～
平成28年3月

117 フェリス女学院大学
緑園都市駅前「街カフェ」への出店や運営ス
タッフ参加

緑園自治会の主催する街カフェに出店し、上記企業と共同開発したパンや
ヤシ砂糖製品、および有限会社ネパリ・バザーロのファアトレード製品等を販
売

緑園自治会地域活性化委員会 平成27年4月、10月

118 フェリス女学院大学
ありあけハーバー　フェリス・オリジナルパッケー
ジの作成

平成26年に横浜市公式認定ブランド「横濱００１」スイーツ部門「フェリス女
学院大学賞」に輝いた横濱銘菓ありあけハーバーのフェリスオリジナルパッ
ケージをデザイン

株式会社ありあけ
平成27年5月～11

月

119 フェリス女学院大学 タクシーで巡る横浜観光
かながわ観光タクシーの普及、認知の向上を目指し、横浜の見どころを巡る
観光コースを提案

一般社団法人神奈川県タクシー協会
平成27年4月～
平成28年3月

120 明治学院大学 戸塚まつり
「環境」「国際」「福祉」を共通テーマとして、地域・学生・教職員が一体とな
り、開催する学園祭

近隣自治会 平成10年度～

121 明治学院大学 パソコン講座 地域の方をお招きし、学内コンピュータ実習室におけるパソコン講座の開催 社会福祉法人　開く会　横浜市倉田コミュニティﾊｳｽ 平成26年度～

122 明治学院大学 「スポGOMI」大会 競技感覚でゴミ拾いを行う「スポGOMI」大会を地域・学生・職員にて開催 近隣自治会 平成24年度～

123 明治学院大学 クリスマスツリー点灯式
キャンパス内のツリーの木に電飾を施し、その点灯式に近隣小学生をゲスト
としてお招きし、合唱を披露

横浜市立倉田小学校 平成25年度～

124 明治学院大学 日赤×明学　連携パネル展＆募金活動
・日本赤十字社と本学の連携パネル展開催
・本学学生による日本赤十字社「NHK海外たすけあい」募金の開催

日本赤十字社・西武東戸塚店 平成27年12月

125 明治学院大学 公開セミナー 「垣根を越えて」（主催：国際学部付属研究所） 近隣の方々を対象とした講座 平成27年11月

126 明治学院大学 横浜公開講座 「弱さの思想」（企画：国際学部付属研究所） 近隣の方々を対象とした講座 平成27年10月

127 八洲学園大学 みなとみらいかもめSCHOOL みなとみらい地域の就労者へ向けた朝活（講座等）の事業に講師を派遣 (社)横浜みなとみらい21 平成27年5、9月

128 横浜国立大学
地域課題実習
アーツコミッション・ヨコハマ

　現場でしか得られないマネジメントの経験などを得るために、公益財団法
人横浜市芸術文化振興財団アーツコミッション・ヨコハマが行っているアーティ
ストなどの創造の担い手をサポートするプロジェクトに学生がインターンシップ
として参画

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団アーツコミッ
ション・ヨコハマ

通年

129 横浜国立大学
地域課題実習
地域起業型インターンシッププログラム

　学生が主体的に町の中で実際に収入を得つつ町に貢献する活動を行う
ことにより、基礎的な経営感覚を養うことを目的としたプログラムの実施にあ
たり、様々なスペースなどを商店街から提供

保土ケ谷区和田町商店街 通年

130 横浜国立大学
地域課題実習
市民活動を体験して考える協働型まちづくり
ＰＪ

　ＮＰＯがどのような活動を行い、社会に影響を与えているか、今後のＮＰＯ
の在り方について学習するために、ＮＰＯ法人アクションポート横浜が企画し
ているＮＰＯインターンシップ事業のうち、ＮＰＯ法人ＡＲＣＳＨＩＰに学生が参
画

ＮＰＯ法人アクションポート横浜、ＮＰＯ法人ＡＲＣＳＨＩ
Ｐ

７月から９月初頭

131 横浜国立大学
地域課題実習
和田べんプロジェクト

　地域の活性化を目的に、和田町商店街の商店が作るお弁当を学内で
販売したり、和田町タウンマネジメント協議会への出席、フリーマーケットへの
出店、ホームページ制作、オリジナル商品企画、ゆるキャラの作成など多岐
にわたる活動を実施

和田町タウンマネジメント協議会、盛光堂、ひまわり
亭、大学生協

通年
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132 横浜国立大学
地域課題実習
ワダヨコプロジェクト

　和田町の拠点を利用した継続的な取組やイベントを通じて、学生が町の
人々と交流を持ち、お互いを良く知ることを目的として、寺子屋、古本図書
館などの地域活動を実施

OfficeWit(株)、和田町タウンマネジメント協議会、和
田町商店街、和田町西部町内会、和田町第一子
供会、福祉を考える会、ＮＰＯ法人ダンボの会、保土
ケ谷区地域振興課

通年

133 横浜国立大学
地域課題実習
ほどがや「みちまち」ＰＪ－IN BETWEEN
CITY HODOGAYA

　旧東海道を中心とする周辺資源に着目し、まちづくり、街路・沿道のデザ
イン、地域資源の発見と発信、回遊性の構築、コミュニティ形成などの「みち
のデザインマネジメント」について、学生が行政・地域住民・地域団体ととも
に考えるプロジェクトを実施し、学生が製作した移動式の「ほどわごん」を用
いて地域のイベントなどに参加したり、地域への貸出を実施

ほどがや人・まち・文化振興会、保土ヶ谷駅西口商店
街、松原商店街振興会、常盤台地区連合町内会、
ハマのパークキャラバン実行委員会、tomito
architecture、保土ケ谷区区政推進課

通年

134 横浜国立大学
地域課題実習
ローカルなマテリアルのデザイン

　食材を通じて農業の持続化や農村地域の風景・環境の保全に関する識
見を学生が学ぶプロジェクトを実施し、地域の農家から供給された野菜を学
内の食堂へ流通させるなど地産地消に関連する諸活動を実施

学内レストラン、近隣地域農家様 通年

135 横浜商科大学 商店街振興事業 野毛の街おこしイベントの企画・運営への協力 野毛商店街 平成16年～

136 横浜商科大学 商店街振興事業 大口通商店街の街づくり事業への協力。イベントの企画支援、共同運営 大口通商店街 平成17年～

137 横浜商科大学 商大キャンパスバザール

公共スペースでは制約の多い販売方法やイベントを展開し、楽しい朝市の
実現を試行。また、「待つ商売」だけでなく「見せる商売」「引き寄せる商売」
の実験の場でもある。本学学生も企画・運営に参加し、商いのスキルを学
習。大学のキャンパスを開放し朝市を楽しんでいただける場とすることで、地
域の方々と良好な関係を構築

商大キャンパスバザール事務局 平成25年～

138 横浜商科大学
子育てタクシー利用登録者数アップ・プロジェ
クト

子育てタクシー利用登録者数アップのための調査への協力
東宝タクシー㈱
NPO法人びーのびーの

平成27年9月～

139 横浜市立大学 中学生職業体験・職業インタビュー
中学生が病院で働く人たちの姿に触れ、職業に対する興味・関心や職
業に対する理解を深める機会を提供する取組

横浜市内の中学校
平成18年～

（平成27年度は７・
12・１・２月）

140 横浜市立大学 地域医療連携研修会

地域の医療従事者（開業又は勤務している、医師・歯科医師・薬剤師・
看護師等）を対象として、当院における臨床研究の成果を踏まえ、医
療知識の普及を図り、また研修・研鑽の場を提供することにより、地域
医療に貢献することを目的とした取組

・７区医師会（磯子区、金沢区、港南区、栄区、中
区、西区、南区）
・南区薬剤師会
・製薬会社等

平成19年～
（平成27年度は５

月～３月）

141 横浜市立大学
市民公開講座
賢い病院のかかり方～地域医療の仕組
み～

市民の皆様に、病気にかかった際に適切な医療機関を選択して受診
できるよう、知識を提供

横浜市医師会
平成24年～（平成
27年度は6～7・9～
10・12～3月）

142 横浜市立大学 かなざわ　大人のライブラリーツアー
金沢区読書活動推進事業「金沢区読書フェスティバル」のイベントの１
つとして、学術情報センターの館内ツアーを開催（各図書館でツアーを
実施）

横浜市金沢図書館、関東学院大学図書館 平成27年11月

143 横浜市立大学 横浜市金沢図書館での資料展示 横浜市立大学のルーツを辿るパネルと関連資料の展示 横浜市金沢図書館 平成27年9月

144 横浜市立大学
神奈川県看護協会実施の教育課程にお
ける講義

・平成26年度緩和ケア認定看護師教育課程「文献検索・文献講読」
・平成26年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程「看護情報論」

神奈川県看護協会 平成27年4月～6月

145 横浜市立大学
神奈川県内病院・医療機関　図書室担当
者向け　文献検索講習会

神奈川県内医療機関の図書室担当者で構成されるネットワークの研
修事業において、医療関係の文献検索の講習・実習、医学情報セン
ターの利用案内等

神奈川県医療情報ネットワーク協議会 平成28年3月

146 横浜市立大学 はじめの一歩教室
金沢区主催で近隣の小学生を対象としたサッカー教室を開催。教室の
企画・運営には本学サッカー部の学生が参加

・金沢区
・横浜市立金沢高校サッカー部

平成25年2月～
今年度実施は
平成28年2月

147 横浜市立大学 学生のインターンシップ
横浜商工会議所主催による市内大学の学生を対象としたインターン
シップ。横浜商工会議所の加盟団体・企業で学生がインターンシップを
実施

横浜商工会議所
平成17年～

今年度実施は
春期・夏期

148 横浜市立大学 留学生のインターンシップ
横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）主催による本学留学生のための
インターンシップ。横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）が会員企業へ
内容を周知し、本学留学生が市内企業でインターンシップを実施

横浜企業経営支援財団（IDEC横浜）
平成24年6月～
今年度実施は
平成27年8月

149 横浜市立大学 学生のインターンシップ
野村證券横浜支店紹介による市内大学の学生を対象としたインターン
シップ。野村證券横浜支店の取引先団体・企業で学生がインターン
シップを実施

野村證券株式会社横浜支店
平成26年6月～
今年度実施は
平成27年8月

150 横浜市立大学 国際機関実務体験プログラム
横浜市国際交流協会（YOKE）主催による市内4大学の学生を対象とし
た実務体験プログラム

横浜市国際交流協会（YOKE）
不明～

今年度実施は
平成27年8月

151 横浜市立大学 寄附講座 横浜銀行グループによる「銀行講座」 株式会社横浜銀行 平成18年～

152 横浜市立大学 寄附講座 横浜信用金庫寄附講座「融資判断のための企業分析」 横浜信用金庫 平成18年～

153 横浜市立大学 寄附講座 産業事情～ファッション・ビジネス戦略Ⅰ 財団法人ファッション産業人材育成機構 平成18年～

154 横浜市立大学 寄附講座 環境経営の最先端：グリーン購入が開く環境都市 横浜グリーン購入ネットワーク 平成26年9月～

155 横浜市立大学 寄附講座 中小企業のCSR戦略 神奈川県中小企業家同好会 平成26年9月～

156 横浜市立大学 総合講義 総合講義（連携特別講座「国際協力事業」） JICA横浜 平成26年9月～

157 横浜市立大学 実践科目 福祉施設実習 地域の福祉施設 平成27年8月～9月

158 横浜市立大学 よこはま経営塾
次世代経営者の経営力及びネットワーク力向上を目的に、国際マネジ
メント研究科教員が講義を行う。研究科学生の受講、単位認定も実施

横浜銀行グループ
（協賛：横浜企業経営支援財団）

平成27年7月～
平成28年6月
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159 横浜市立大学 理研・市大合同一般公開

隣接する理化学研究所と市大が合同で行う1年に1度の施設の一般公
開。普段は見られない研究施設や実験機器等の公開や体験型の実
験、講演会などを実施。周辺地域の小中学校や公的施設への周知及
び参加呼びかけ等の取組を実施

・理化学研究所　横浜事業所
・鶴見区及び周辺区の公的施設や小中学校など

平成13年7月～
（平成27年度は8月

に実施）

160 横浜市立大学 つるみ臨海フェスティバル
年1回行われる鶴見区区民フェスティバルの一つ。理研・市大合同ブー
スにて参加。開催場所は鶴見区の入船公園。毎年多くの関係団体が
参加

・理化学研究所　横浜事業所
・鶴見区
・実行委員会

平成21年10月～
（平成27年度は10

月に実施）

161 横浜市立大学 理研・市大合同クリーンキャンペーン

鶴見まちづくり推進会議が提唱し、鶴見区民・企業・行政が一体とな
り、「明るくきれいな鶴見区」をつくるためのクリーンアップキャンペーン
で理研・市大合同で大学前から鶴見小野駅間の市道の掃除及びドン
グリ拾いのボランティア。ドングリは高知県土佐郡大川村のどんぐり銀
行へ寄与

・理化学研究所　横浜事業所
・鶴見区
・社団法人大川村ふるさとむら公社

平成21年10月～
（平成27年度は10

月に実施）

162 横浜市立大学 末広町プロムナード再整備
鶴見区末広町プロムナードの緑化整備・再整備を目的にした末広地区
緑のまちづくり協議会に参加し、地域の発意による公共緑化整備等の
取組

・理化学研究所横浜事業所、末広地区関係企業
・鶴見区、環境創造局みどりアップ推進課
・トンボみちファンクラブ

平成24年4月～
（平成27年度は11

月に実施）

163 横浜市立大学 みんなでつくるテレビ番組 テレビコンテンツを用いた高齢者見守りシステムの開発 テレビ神奈川
平成27年8月1日～

現在

164 横浜市立大学
エクステンション講座「ブロンテ・デイ公開
講座　Part 2」

市民向け講座の共同開催 日本ブロンテ協会 平成27年6月

165 横浜市立大学
エクステンション講座「外国人居留地から
みるハマの歴史」

市民向け講座の共同開催
(公財)横浜市ふるさと歴史財団
　　横浜開港資料館
　　横浜都市発展記念館

平成27年6月

166 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「ちゃんと知ろう『母乳育
児』」

市民向け講座の共同開催 男女共同参画センター横浜南 平成27年6月

167 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「やさしい肝臓病のはなし」

市民向け講座の共同開催 社団法人日本肝臓学会 平成27年6月

168 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「小児期ワクチンの実際」

市民向け講座の共同開催 男女共同参画センター横浜北 平成27年7月

169 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「思いがけない症状から分
かる『がん』の可能性」

市民向け講座の共同開催 三菱財団医療福祉支援事業 平成27年7月

170 横浜市立大学
エクステンション講座
「モータリゼーションの時代と都市横浜」

市民向け講座の共同開催
(公財)横浜市ふるさと歴史財団
　　横浜開港資料館
　　横浜都市発展記念館

平成27年7月

171 横浜市立大学
エクステンション講座
医療講座「遺品整理の最前線」

市民向け講座の共同開催 日本地域看護学会 平成27年8月

172 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「女性の尿失禁」

市民向け講座の共同開催 男女共同参画センター横浜北 平成27年9月

173 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「ここまで治るC型肝炎」

市民向け講座の共同開催 大日本住友製薬株式会社 平成28年1月

174 横浜市立大学
エクステンション講座「楽しく学ぶ地震と防
災」

市民向け講座の共同開催 男女共同参画センター横浜 平成27年12月

175 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「風邪やインフルエンザの
漢方薬」

市民向け講座の共同開催 株式会社ツムラ 平成27年12月

176 横浜市立大学
エクステンション講座「理研よこはまサイ
エンスカフェ」

市民向け講座の共同開催 国立研究開発法人 理化学研究所 横浜営業所 平成28年2月

177 横浜市立大学
エクステンション講座
市民医療講座「口にも出来る怖いがん
（口腔がん）」

市民向け講座の共同開催 日本口腔腫瘍学会 平成28年1月

178 横浜市立大学 キャンパスタウン金沢

金沢区と関東学院大学と連携しながら取り組む『大学の活力を生かし
たまちづくり』。「マルシェ」「スマートイルミネーション」などの地域イベン
ト、ゲームによる中高生地域参画の仕組みづくり、商店街の魅力発
信、地元企業の魅力（いいとこ）発信などにゼミや学生団体が参画

金沢区、関東学院大学、西大道町内会、事業協同
組合　金沢八景共栄会、横浜市金沢団地協同組
合、金沢中央事業会、（一社）横浜金沢産業連絡
協議会　等

平成20年11月

179 横浜市立大学

学生が取り組む地域貢献活動支援事業
「地域情報と魅力発信によるまちへの関
心向上と、アートを生かしたまちづくりの
定着」

スマートイルミネーション横浜2015（住民参加のアートイベント）を開催
し、Webラジオを介してイベントや地域情報を発信することで、地域コ
ミュニティの形成を目指す取組

初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会（「Kogane-X
Lab. コガネックス・ラボ」）

平成23年6月～
（平成27年度は6月

に実施）

180 横浜市立大学

学生が取り組む地域貢献活動支援事業
「こども記者による媒体発信を通じた、横
浜橋通商店街内外のつながり向上プロ
ジェクト」

横浜橋通商店街をフィールドにし、小中高生のこども記者「ばしっこ
ジャーナル」を通し、商店街の魅力を発信。周辺地域との交流促進・情
報発信の強化を推進

横浜橋通商店街協同組合
平成26年6月～

（平成27年度は6月
に実施）

181 横浜市立大学
学生が取り組む地域貢献活動支援事業
「保育所×地域－つながり力アップ・マッ
プワークショッププロジェクト」

保育所と地域の人が共同して作成したお散歩マップ（ワークショップ）に
より地域資源の共有、防犯、保育所と地域のつながりを創出する。

横浜市認可ピッピ保育園
家庭的保育室なないろ

平成24年6月～
（平成27年度は6月

に実施）

182 横浜市立大学
学生が取り組む地域貢献活動支援事業
「金沢区に対する地域資源を活かしたま
ちづくりと研究調査活動」

地域に賑わいを持たせるため、地産地消を促進する「瀬戸マルシェ」、
「はちのば」の運営を通して、金沢区の魅力を区内外の住民へＰＲを促
進

金沢区六浦地区社会福祉協議会、瀬戸町内会
平成23年6月～

（平成27年度は6月
に実施）

183 横浜市立大学
学生が取り組む地域貢献活動支援事業
「まちづくりデザインゲーム並木版の制
作・活用を通じた地域活性化」

並木地区住民の、関心とまちづくりに対する意識を高めるため、楽しみ
ながらまちの将来について考える「まちづくりデザインゲーム」を作成・
活用

住民組織「これからの並木を創る会（コレナミ）」 平成27年6月

184 横浜市立大学
教員地域貢献活動支援事業
「卸売業の活性化」

今後の卸売業を担い得る人材を育成し、多様な外部の専門人材ネット
ワークや採用支援機能も併せ持つセンター構想の具現化に資する施
策の提示を目的として共同研究を推進

協働組合横浜マーチャンダイジングセンター 平成27年6月
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185 横浜市立大学
教員地域貢献活動支援事業
「横浜ワールドポーターズ・新港地区活性
化に向けた学生視点の導入」

学生の事業提案により、横浜ワールドポーターズの集客増と新港地区
全体の活性化を推進することを目的とし、新港地区を対象としたモザイ
クアート企画、SNSの検証実験等を実施

株式会社横浜インポートマート 平成27年6月

186 横浜市立大学

教員地域貢献活動支援事業
「横浜の地域課題からオープンイノベー
ションを生み出す企業ネットワークの構築
とCSR活動を伝える新たなコミュニケー
ション手法の研究」

横浜市内の地域貢献に関心ある企業を発掘するネットワーキング事
業、地域課題を解決する事業企画アイデアソン、参加型のCSRコミュニ
ケーション研究を実施

ＮＰＯ法人横浜コミュニティデザイン・ラボ 平成27年6月

187 横浜市立大学
教員地域貢献活動支援事業
「デジタル放送を活用した高齢者見守りシ
ステムの可能性の検討」

テレビを活用したユニバーサルな高齢者の見守りサービスの構築と、
それに付随するサービス開発を通じた超高齢社会の課題解決を目的
として、単身高齢者の生活の質に関する調査、見守りシステムのニー
ズの把握、ユーザーインターフェース及びシステム概要の検討、社会
実験等を実施

株式会社テレビ神奈川 平成27年6月

188 横浜市立大学
教員地域貢献活動支援事業
「ブルーカーボン横浜プラットフォーム」

海洋を利用した海域浄化能力の向上及び温暖化対策に資する技術や
仕組みづくりを検討するとともに、その成果を広く社会に発信することを
事業目的とし、海域環境調査、簡易漁礁・生物付着基盤の開発及び検
討、海域環境改善に関わる啓発活動を実施

株式会社横浜八景島 平成28年1月

189 横浜創英大学
ＵＲ連携協定に基づく講座
「スポーツレクリエーション」

地域の親子を対象に本学アリーナで開催 UR都市機構 平成27年9月18日

190 横浜創英大学
ＵＲ連携協定に基づく講座
「転倒予防のすすめ」

地域住民の方々を対象に左記テーマで実施 UR都市機構 平成27年9月18日

191 横浜創英大学
ＵＲ連携協定に基づく
親子交流会

地域住民の方々、特にインド系住民との交流を主眼に実施 UR都市機構 平成27年12月5日

192 横浜創英大学 子育てイベント「ママＦＵＮ　ＤＡＹ」
地域の子育て中のママを対象に本学教員がサポート
平成27年4月～平成28年3月に計9回開催

霧が丘ケアプラザ
平成27年4月9日～
平成28年3月10日

193 横浜創英大学
霧が丘地域ケアプラザ
ストレスチェック（唾液アミラーゼ）

地域住民の方々を対象に左記テーマで実施 霧が丘ケアプラザ 平成28年1月20日

194 横浜創英大学
横浜保育室部会研修会
「幼児救命救急法」

保育園の園長先生、職員を対象に幼児救急法の講義を実施 横浜市社会福祉協議会 平成27年9月25日

195 横浜創英大学 「あつまれっ！　みどりっこ祭り」 鴨居保育園でのイベント見学 横浜市鴨居保育園 平成27年6月13日

196 横浜創英大学 「あつまれっ！　みどりっこ祭り」 ハーモニーみどり（中山）でのイベント見学 ハーモニーみどり 平成27年6月27日

197 横浜創英大学 「あつまれっ！　みどりっこ祭り」 長津田保育園でのイベントアシスタントとして参加 横浜市長津田保育園 平成27年11月14日

198 横浜美術大学 手形アート 手形アートの作成補助 横浜市立鴨志田中学校 平成27年9月

199 横浜美術大学
「文化発表会」の作品展示計画・企画・展
示

「文化発表会」の作品展示計画・企画・展示作業補助 横浜市立鴨志田中学校
平成27年9月～

平成27年10月27日

200 横浜美術大学 黒板アート制作
卒業式サプライズとしての黒板アート制作
辻准教授、学生4名

横浜市立鴨志田中学校
平成28年1月～

平成28年3月11日

201 横浜美術大学 美術授業のアシスタントティーチャー 上白根中学校において、美術の時間のアシスタントティーチャーを実施 横浜市立上白根中学校 平成27年度中

202 横浜美術大学 美術教材の新たな活用方法の提案
連携・協力に関する協定書を締結。協定は両者の申し出がなく授業計
画に支障がない場合は自動更新

株式会社アートピア 平成27年7月、12月

203 横浜美術大学 老人福祉施設との連携 納涼祭での似顔絵描き
社会福祉法人龍岡会
青葉ヒルズ

平成27年7月19日

204 横浜美術大学 公共ポスター展 授業で制作した公共ポスターの展示 テュフラインランドジャパン　株式会社
平成27年9月2日～
平成27年11月30日

205 横浜美術大学 青葉6大学連携
青葉6大学まつり
実行委員、運営委員、クラブ「アオロク」参加

青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所 平成27年9月6日

206 横浜美術大学 青葉6大学連携 青葉6大学連携講座の提供 青葉区6大学（他5大学）・青葉区役所

207 横浜美術大学 山内ライブラリーカレッジ
横浜市山内図書館
山内ライブラリーカレッジにおける講座提供≪小野寺）

横浜市山内図書館 平成27年10月3日

208 横浜美術大学 大学で学ぼう生涯学習フェア
大学で学ぼう生涯学習フェアのポスター、チラシ制作
（4年　佐藤　菜摘）

かながわ大学生涯学習推進協議会
県立図書館生涯学習サポート課

～平成27年4月30
日

209 横浜美術大学 わんぱくホリデー
わんぱくホリデーにおけるフラッグアート制作のワークショップ
絵画3年（山口　光・菅原　悠介）

横浜市奈良地区センター 平成27年8月18日

210 横浜美術大学 横浜美術館とのコラボレーション
蔡國強展における
テラコッタ作品制作

横浜美術館 平成27年4月～5月

211 横浜美術大学 老人福祉施設との連携
「納涼盆踊り」
看板制作、ポスター制作、似顔絵コーナーの運営等

メディカルホームくらら青葉台 平成27年8月6日
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212 横浜美術大学 老人福祉施設との連携
「くらら楽市」
看板制作、ポスター制作等

メディカルホームくらら青葉台 平成27年10月25日

213 横浜美術大学 老人福祉施設との連携
「二丁目の創作展」
看板制作、ポスター制作等

メディカルホームくらら青葉台
平成27年10月31日

～
平成27年11月8日

214 横浜美術大学 老人福祉施設との連携 「HOT　ＷＩＮＴＥＲ展」 メディカルホームくらら青葉台
平成27年12月9日

～
平成28年1月18日

215 横浜薬科大学 神奈川新聞社花火大会 本学在学生がボランティア活動として車椅子利用の招待者らを支援 神奈川新聞社 ２１年度

216 横浜薬科大学 かながわ親子健康セミナー２０１５ 子を持つ親や、教育関係者向けの講座 神奈川新聞社 平成21年度

217 横浜薬科大学
子ども薬剤師体験セミナー
（子どもアドベンチャー２０１５）

学校では学ぶことのできない「本物に触れる」体験・学習活動の場を提供 横浜市教育委員会、横浜市薬剤師会 平成23年度

218 横浜薬科大学 俣野公園のつどい 俣野公園近隣の自治会・教育関係者・諸団体が目指す共助態勢の育成 俣野公園事務所、ＮＰＯ法人　ドリームの丘 平成23年度

219 横浜薬科大学 薬物乱用防止啓発イベント
第３回「薬物乱用防止キャンペーン」IN 横濱、薬物乱用のない社会を目指
すイベント

薬物乱用防止キャンペーン実行委員会（社団法人
横浜市薬剤師会、市、横浜薬科大学）

平成24年度

220 横浜薬科大学 歩こう会
地域住民と大学教職員・学生が月１度「歩こう会」を開催し、健康の維持
及び友好を深める機会を提供

俣野公園事務所、ＮＰＯ法人　ドリームの丘 平成20年度

221 横浜薬科大学 地域祭り、レクレーション参加（８回） 地域の団結と和をつどう。教職員・学生の参加 近隣自治会 平成18年度

222 横浜薬科大学 出張講義（高校生：１８件）
高校からの要望により、大学で行なわれている興味を抱くような講義を現場
で実施

市内高校 平成18年度

223 横浜薬科大学 出張講話（一般：３回） 市民向けの講座の開催を出張で実施 各機関 平成19年度

224 横浜薬科大学 中学校生徒の職場体験学習（２回） 近隣中学校の要望により職場体験学習を実施（薬草園業務、売店業務） 横浜市教育委員会、市立大正、深谷中学校 平成22年度


