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うえだ

地域と
つながる



うえだはら敬老園 報恩寮 うえだはら敬老園
千曲荘病院デイケア「なごみ」

 地域連携センターは

最新ボランティア情報を

Twitterで公開しています!

　毎年9月、平澤節子准教授のゼミ生が継続し
て訪問し、入所者の皆様と交流しています。　　　　　　　　　　　

「歌のコンサート」と「パネルシアター」をお届け
する8回目の今年は9/27(水) 。利用者の皆様と一
緒に「虫の声」、「月」、「紅葉」、「ゆりかごの歌」、「信
濃の国」などを歌い、「一寸法師」のパネルシア
ターを披露してきました♪およそ60名の利用者

の皆様に
お楽しみ
いただき
ました。

　MIPは毎年10月にう
えだはら敬老園、2月
にはデイケアなごみへ
の訪問を続けています。
毎回、学生たちは『テー
マ』を決めてブライダ
ル中心の”ファッショ
ンショー”をお届けしており、両施設の皆様にたいへん
喜んでいただいています。特に敬老園の女性利用者さん
の中にはショーを見て涙ぐむ方も･･･今後も工夫して素
敵なショーをお届けします♪

幼児教育学科　平澤ゼミ 学生サークル MIP(ブライダル研究会)

2017年6月、9月の2回にわたり、幼児教育
学科 平澤節子准教授とゼミ生が、

2・3年生が選択する「子ども文化Ⅱ」の授業において交
流しました。
　テーマは「パネルシアターの概論と学生による実演」。
前半は平澤先生によるパネルシアターの構成と技術、演じ方の心構えと注意点などについて
講義。後半では、先生とアシスタントの学生によるパネルシアター「桃太郎」の実演です。6月
は、平澤先生が、文化祭(7月)発表に向けて生徒の皆さんが制作した作品について、ていねいな
アドバイスも行いました。

福祉系専門科目、保育系
分野の学習に取り組

む2校と連携しています。
　本学附属幼稚園での見学・体
験受入のほかに、その前後に
は、本学から教員が出前授業を
行っています。　　　

丸子修学館高等学校　
総合学科

　上田千曲高等学校 
　　　　　　　　生活福祉科
　丸子修学館高等学校
　　　　　　　　総合学科

 高大連携

秋日和

秋日和

　6/10(土)、長倉児童館母親クラ
ブ主催の催しに、幼児教育学科で

「身体表現指導法」を学ぶ1年生6
名、演劇サークルに所属する総合
文化1年生3名と2年生3名がボラ
ンティアで出演しました。

　表現教育がご専門の佐藤厚教授が指導する“劇あそ
び”。町田育弥学科長がピアノ演奏で協力。1歳半から小
学6年生までの60名ほどの子どもたちが夢中になって
劇あそびに参加してくれました。3週間前から平日放課
後練習を重ねていた学生たち･･･やりがいのあるボラン
ティアでした。

訪問

訪問

軽井沢長倉児童館母親クラブ主催
♪♪劇あそびとミュージカる?!〜

スカーフ売りとサル♪♪♪

地域貢献・ボランティア
活躍



選者紹介

※今後の予定…
　ボランティア活動学生編
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うえだ七夕文学賞

あなたが真ん中〜小池学長と語ろう!地域連携
センター主催

上田西高等学校
との連携

第3回(2017)は、日 本
国 内、オ ー ス ト

ラリア、カンボジア、タイ、中国
の3,383名の皆さんから6,095
作品の応募がありました。世代
は5歳から93歳までと幅広く、
まさに本文学賞の目指す『世代
間交流』の場となりました。

　2017.9.30㈯ は、晴 天 の
下“開かれた『世代間交流』
の場”として、入賞･入選者
の作品を書いた短冊付きの
風船を空に浮かべました。
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短歌の部　神田重幸 先生
　【東洋大学名誉教授
　　近代日本文学専攻】
俳句の部　星野　椿 先生
　【「玉藻」名誉主宰、
　　鎌倉虚子立子記念館代表】
自由詩の部
　上田西高等学校教諭・
　上田女子短期大学教員

『小学生の部』　上小地区の入賞者 『中学生の部』　上小地区の入賞者

湯 本　 幸 市長賞 上田市立豊殿小学校
田 中　 晴 教育長賞 上田市立豊殿小学校

水野かのん 秀逸賞 上田市立第四中学校

塩入　咲奈 市長賞 上田市立東塩田小学校
中島　芽咲 教育長賞 上田市立塩田西小学校
竹花　　凛 秀逸賞 上田市立東塩田小学校

平林　舞宙 市長賞 青木村立青木中学校
小林　大晃 教育長賞 上田市立第四中学校
中島　美優 秀逸賞 上田市立第四中学校

上田市　市立豊殿小学校…湯本　幸 さん

給食で七夕こんだて食べてたら
　好きの気持ちがつまっていた。

●短歌の部 ●短歌の部

●俳句の部
●俳句の部

秋日和
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参加者はボランティア
に取り組んだ学生たち。
ごちそうをたべながら、
それぞれの成果発表も
行いました!

※湯本さんは第2回で短歌の部　教育長賞を授賞しています。

おめでとう
ございます！

おおぞら詩
う

歌
た

流し
イベント

母袋市長と記念写真！

　上越出身の３人組が「新潟出
身者」で応募。２年生が郷土料理

「のっぺ汁」を作って協力！充実
した楽しい会になりました。

　語りたい団体募集の決定

テーマ別に集まった学生たちが、
学長を囲んでいろいろなことを
語っています。

新潟県出身者編



公開講座・北野講堂シリーズ

幼児教育学科｜総合文化学科

上田女子短期大学附属幼稚園
信州やまほいく（信州型自然保育）認定

〒386-1214 長野県上田市下之郷乙 620
 TEL 0268-39-7061　FAX 0268-39-7062
 E-mail    chiiki@uedawjc.ac.jp

地域連携センター発行

秋
日
和

秋日和

　雅楽の普及のために活動し、また伊勢神宮に奉祝演
奏の奉納経験もある『長野雅楽会』をお迎えし、”雅楽
と舞”の世界をお届けいたしました。【神前神楽の部】で
は、生島足島神社に奉職している本学卒業生2名が

「浦安の舞」を披露。目にも華やかな印象の装束の数々
と雅な管弦の音色に、観客は魅了されました。

芸術の森 北野講堂シリーズ2016
雅楽と舞「PERSONA　異界への架け橋」

まちキャン市民講座 総合文化学科公開講座
　　「外から見た信州方言」

自然とは何か【その１】

2017年度
前期開催

2016年度
後期開催

秋日和

●大橋　純一 教授(秋田大学教育文化学部)
　「新潟方言」

●佐藤　髙司 教授(前橋国際大学学長補佐)
　「群馬方言」

●木川　行央 教授(神田外語大学大学院)
　　「静岡方言」

●秋山　洋一 先生(山梨県立大学名誉教授)
　「山梨方言」

※後期予定　「信濃のことば　その2」

●市東　賢二 教授
　「自然と環境‐日本的自然観と対人援助‐」　他

●平澤　節子 准教授　「歌声とともに」
●酒井真由子 准教授　「絵本の仕組みと特徴」
●長櫓　涼子 准教授　「人間関係の心理学」
　※後期予定
　　佐藤　厚 教授「ドラマ・ワークショップ」
　　笹井　弘 教授「廃ガラスでペンダントの制作」

●山本　一生 専任講師　「絵本を作る－創作絵本の作り方－」
●吉田　美奈 専任講師　「読み聞かせの効果」

※後期予定　「自然とは何かⅡ」

　地域連携センターは、今年で開設4
周年を迎えました。現在では、毎月平均
100名を超える学生がセンターを訪れ
るようになり、それに伴いボランティア
に取り組む学生も格段に増えました。地
域社会と関わり学ぶことが多いボラン
ティア活動。学生たちは活動を通じ、貴
重な経験を得ています。
　また、地域連携センターでは、ボラン
ティア活動の紹介だけではなく、各種公
開講座や北野講堂でのコンサート、うえ
だ七夕文学賞などを企画・開催し、地域
の皆様との交流をはかっています。
　今後も引き続き、地域の皆様や学生た
ちと共に考え学ぶ場を提供して参りま
すので、応援よろしくお願いします。さ

●前例のない参加型の講義で
たいへん楽しかった。

●実技もあり、脳の活性化に
なり最高でした。

●若い学生さんと一緒に身体
を動かすことができ良かっ
たです。

●学生さんの「さるかに合戦」
を楽しく拝見しました。

【参加者の皆様の声(抜粋)】

 「人間関係を作る絵本」幼児教育学科公開講座2016年度 後期開催
2017年度 前期開催

4大学が連携して設置するまちなかキャンパスに
おいて、市民向け講座を開催しています。

「リーダース・シアター(朗読劇)に学ぶ
コミュニケーション」

●佐藤厚教授　
　(スタッフ…演劇サークル学生6名)

2016年

上田市4大学
リレー講座

秋日和


