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2020年度 地域参画事業活動報告書 

 

 

＜幼児教育学科＞ 

１．子育て支援事業 

（１）「信愛つどいの広場」の開催 

本学、おもちゃライブラリーにて「信愛つどいの広場」を週に3回（月、火、木）実施した。ただ

し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言発令中の期間は休館（22日間）とした

ため、107日間開館した。利用者数は1,338名（1日平均約12名）であった（別紙添付資料1-1,1-

2）。また、つどいの広場開催に合わせて随時、子育て相談（相談件数38件）を実施した。 

 

①相談件数 ②相談概要集計

月 件数 相談概要 回答数

4月 1 1　　食事・離乳食・おっぱい等について　 29

5月 2 2　　身体の発達、病気等について 6

6月 6 3　　衛生面について（排泄・歯磨き） 20

7月 2 4　　睡眠について（夜泣き・お昼寝） 8

8月 11 5　　自己主張や反抗期について 10

9月 0 6　　人間関係について（友達・兄妹・人見知り） 8

10月 6 7　　言葉について 10

11月 5 8　　しつけについて 0

12月 5 9　　幼・保育園などに関して 15

1月 0 10　 遊びについて（絵本・おもちゃ・遊び方） 11

2月 0 11 　お母さん自身の不安など（精神面・人間関係・生活・出産など） 23

3月 0 12　 その他 9

合計件数 38 合計件数 149

2020年度　子育てに関する悩みや相談の件数および相談概要集計

 

 

 

（２）「子育て支援講座」の開催 

支援講座は 12回の開催（別紙添付資料 2-1）を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため予定を変更し（別紙添付資料 2-2）、最終的には下記の講座のみを開講した。のべ 52 名が受

講した。 

 

     

 

２．子育て・子ども育成に関するボランティア参加 

「子育て支援講座」の開催に伴う託児ボランティア、地域の幼稚園・保育所の行事等のボランティア

については新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施していない。 

 

テーマ 実施日 講師名 参加者数

9月19日（土） 原田　弘美

10:00ｰ11:00 (福岡県レクリエーション協会理事)

 10月 3日（土） 椎山　克己

10:00ｰ11:00 （久留米信愛短期大学　教授）

12月12日（土） 新井　真実

10:00ｰ12：30 （久留米信愛短期大学　准教授）

第１回
『親子で楽しむ忍者修行～合言葉はニ

ンニンの巻～』
大人11名、子ども12名

第２回 『親子で楽しむ音楽遊び』 大人12名、子ども14名

第３回 『ママのための　ゆるストレッチandダンス』 大人3名
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３．教員免許状更新講習 

主に幼稚園教諭を対象とした教員免許状更新講習を 8 月に計画していたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため実施していない。 

 

４．「チャイルドプロジェクト」による地域参画活動 

「チャイルドプロジェクト」の科目の中で各研究会が、それぞれ地域活性化を目的としたイベントへの

参加及び、子育て支援の現場との連携した活動を予定していたが、ほとんどが新型コロナウイルス感染

拡大防止のため実施できず、下記のプログラムのみを実施した。 

 

  からだあそび研究会 

  ・12月 25日（金） 星空ピクニック in Winter ステージ出演 

科学遊び研究会 

  ・2021年 2月 15日（月）～3月 12日（金） オンライン講座 

青少年のための サイエンスモール in くるめ 2020 

ワークショップ「不思議な科学遊びを楽しもう」 

 

 

＜フードデザイン学科＞ 

１．公開講座 

（１）「みんなの食育講座‐卓（テーブル）へのお誘い」 

講師：八木なほ子 氏（本学非常勤講師、食空間コーディネート協会認定講師） 

・第 1回  9月 19日（土）「紅茶の基本～テイスティングを楽しむ～」 

・第 2回 10月 10日（土）「フルーツティーを楽しもう」 

受講者数はのべ 25名であった。 

 

（２）「みんなの食育講座‐健康寿命を延ばす食生活」 

    講師：石井妙子 教授（元済生会福岡総合病院栄養部科長） 

・7月 4日（土）「やわらかい・飲み込みやすい食事～パック・クッキングの実習〜」 

受講者数は 2名であった。 

 

（３）「みんなの食育講座‐手作りを楽しむ」 

    講師：山下浩子 教授、眞部真紀子 准教授、山村涼子 教授（開講順） 

・第 1回  9月 12日（土）「敬老の日を祝う～赤飯～」 

・第 2回 10月 31日（土）「エコクッキング」 

・第 3回 11月 28日（土）「新年を祝う～おせち料理～」 

受講者数はのべ 31名であった。 

2年次学生がフードプロジェクトの一環で、第 2回は企画から実施まで担当者として、 

第 3回はボランティアスタッフとして参画した。 

 

２．フードプロジェクト活動 

（１）地域参画活動 

・学生考案料理の企業広報誌掲載（JAくるめ、月 1回／グリーンコープ、月 1回） 

・久留米市就学支援事業における調理ボランティア（2回） 

・「信愛クリスマスショップ」出店（久留米ほとめき通り商店街） 

・久留米菓子協同組合店舗ポップ作成 
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・「青少年のためのサイエンスモール in くるめ 2020」オンライン講座動画撮影（高等教育コンソ

ーシアム久留米） 

・「食品ロスをなくそう 野菜使い切りレシピ」クッキング動画撮影（久留米市環境部） 

 

（２）地域企業との共同開発 

2企業から依頼を受け、各企業の商品や食材を使った料理・菓子レシピ開発に取り組んだ。 

・「久留米松きのこ」（株式会社 GK・ファーム） 

・「ヒシ粉」（株式会社彩光コーポレーション） 

 

３．食育事業への参画 

（１）「くるめ食育パネル展」に「楽しい食育 私たちの取り組み」と題し、本学の活動を紹介した(パ 

ネル 1枚)（別紙添付資料 3） 

 

（２）「聴覚障がい者対象食育講座」調理実習ボランティア（久留米市、柳川市各 1 回／食と健康の和 

協議体との共同食育活動） 

 

４．食育講座講師受託 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年受託していた食育講座の開講は中止となった。 

 

５．食育講座施設開放 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設開放は行わなかった（施設使用予定であった団体から

も事業中止の連絡を受けた）。 

 

６．その他 

「くるメディア」情報誌（西日本新聞購読久留米エリア差し込み）への「久留米信愛短大の元気レシ

ピ」掲載（隔月 1回予定）は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時中止となっている。 

 

 

＜宗教部＞ 

１．「信愛教育Ⅰ」「信愛教育Ⅱ」の講義の各1回（下記に示す）を、特別公開授業として市民の方々に

対しても公開する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため公開は中止とした。 

（１）テーマ：「思いを行動へ ～Adventure をご一緒に！」 

講師：髙宮隆二 氏 （NPO法人福岡県レクリエーション協会理事） 

日時：6月24日（水）9:30～11:00 

場所：本学講堂 

  

（２）テーマ：「人間の尊厳について」 

講師：李韓雄 神父様（カトリック行橋教会 主任司祭） 

日時：11月11日（水）9:30～11:00 

場所：本学講堂 

 

２．クリスマス祭に行う献金活動 

  クリスマス祭の中で奉納するクリスマス献金を学生・教職員で集め、信愛祭の収益の一部と合わせ

て海外で苦しんでいる子どもたちのために久留米ユニセフ協会へ送金した。 
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＜教務部＞ 

2004年度の久留米市内 5大学等単位互換に関する協定をもとに、2009年度より高等教育コンソーシ 

アム久留米の事業の一環として「単位互換」および「共同講義」を共同企画している。 

１．単位互換 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不開講とした。 

 

２．共同講義 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不開講とした。 

 

 

＜学生部＞ 

１．地域交流ボランティア 

（１）社会福祉法人久留米市社会福祉協議会（久留米市災害ボランティアセンター） 

   7月 23日（木・祝）：2020 年 7月豪雨災害に伴う久留米市災害ボランティア 

        学生 3 名が申し込みをし、要請により内 2 名の学生が避難所での給水呼びかけや被災

者の方の体調確認、ボランティアスタッフの長靴の消毒等の活動を行った。 

 

（２）社会福祉法人大川福祉会 

   9月 26日（土）：「木の香まつり」ボランティア 

        学生 3名が申し込むも、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。 

 

（３）その他、要請のあった団体：活動名 

     久留米市教育委員会：くるめ学力アップ推進事業学習ボランティア 

     久留米市児童センター：第 1回子ども遊びボランティア養成講座  

                第 2回子ども遊びボランティア養成講座  

     社会福祉法人福岡県共同募金会：共同募金運動 

     久留米市環境部施設課：環境交流プラザサポーター 

     サポネットおごおり：障がい児のウィンタースクールボランティア 

     サポネットおごおり：障がい児のスプリングスクールボランティア 

     社会福祉法人ラポール かぜのおか放課後デイサービス：障害児の運動や遊びのサポート 

     社会福祉法人ラポール 生活介護風の丘：障害者の介護、支援、見守り 

     NPO藹々：筑後川マラソン（中止） 

     社会福祉法人北野学園：夏祭り（中止） 

     久留米ユニセフ協会：ハンド・イン・ハンド街頭募金（中止） 

       

２．外部講師による講演 

（１）依頼先：福岡県筑後地域発達障がい者支援センターあおぞら 

日 時：9月 9 日(水)10:00～11:30 

場 所：本学 1501講義室 

講 師：公文眞由美 氏 

内 容：FD・SD研修会「学生を支援する教職員の対応の方法（２）」 

対 象：本学教職員 

 

 (２) 依頼先：久留米市協働推進部消費生活センター 

日 時：12月 23日（水）9:00～11:00 

場 所：本学 1201講義室 
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講 師：和田慈 氏 

内 容：金融講座～ネットトラブルに注意～ 

対 象：本学 2年生・教職員 

 

３．第 53回信愛祭 

日 時：11月 20日(金) 

テーマ：第 53回信愛学内祭「夢に向かって突き進め！」 

      新型コロナウイルス感染防止対策のため 2020 年度は学内祭とし、学生・教職員のみで実

施した。 

 

４．独立行政法人日本学生支援機構「新型コロナウイルス感染症対策助成事業」を活用した学生支援。 

   学生生活を送るための食費や参考図書購入費用の補助として、学生一人当たり 2000円のクオカー

ドと 500円の図書カードを交付した。 

 

 

＜就職部＞ 

１．外部講師による就職支援講座 

（１）就職ガイダンス 

＜幼児教育学科・フードデザイン学科＞ 

    ・ハローワーク久留米 就職支援ナビゲーター 権藤泰之 氏 

    ・日経メディアプロモーション株式会社 椎原英明 氏 

    ・本学客員教授 藤村やよい 氏 

    ・福岡労働局 

    ・日本年金機構 

    ・SMBCコンシューマーファイナンス  

    ・久留米市消費生活センター 

    ・株式会社ディスコ 

    ・スーツセレクト（株式会社コナカ） 

     

（２）保育職・栄養士職の職業理解のための講座 

   ＜幼児教育学科＞ 

・不知火保育園 園長 杉村美智子 氏 

    ・白水学園 理事長 白水剛 氏 

・元双葉保育園 保育士 木村慎吾 氏 

・城島すみれ幼稚園 教諭 大石萌加 氏（本学卒業生） 

・さくらの杜保育園 保育士 橋本育美 氏（本学卒業生） 

・久留米純真 Jr保育園 保育士 池田優香 氏（本学卒業生） 

・児童養護施設 若葉荘 保育士 矢羽田莉菜 氏（本学卒業生） 

＜フードデザイン学科＞ 

    ・特別養護老人ホームありあけ園 栄養士 豊福弓乃 氏（本学卒業生） 

    ・唐孔雀園 栄養士 池田采永 氏（本学卒業生） 

    ・日清医療食品株式会社 栄養士 池田佳奈 氏（本学卒業生） 

    ・二宮医院 医療事務 八山莉子 氏（本学卒業生） 

    ・久留米信愛短期大学理化学研究室 林田理恵 氏（本学卒業生） 
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２．外部主催の講座やプログラムへの参画 

（１）久留米地区私立幼稚園協会主催 エントリーセッション 2020 

久留米・うきは・小郡地区の私立幼稚園・認定こども園の合同就職説明会 

オンラインによる開催 

 

（２）久留米市保育協会主催 就職説明会 

    幼児教育学科の 2年生で保育職希望の学生 1名が参加 

   

（３）大牟田市保育連盟主催 就職説明会 

    新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

      

（４）熊本県私立幼稚園連合会主催 私立幼稚園合同就職説明会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

（５）筑後中小企業経営者協会・高等教育コンソーシアム久留米主催「若者と地元経営者との交流会」 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

３．その他 

（１）「卒業生に対する専門就職先からの評価に関する調査」実施 

幼稚園教諭・保育士・保育教諭・栄養士・調理員として 2020 年 4 月に就職した卒業生に関する評価

について、各就職先へのアンケート調査を 12 月に実施、1 月にその調査結果を集計し、学科会等で

次年度の学生指導の参考にした。 

対象先・対象人数：59カ所・67名･･･内訳 幼稚園教諭、保育士職、保育教諭：52園（57名） 

栄養士職： 7社（10名） 

回答〆切：2021年 1月 8日(金) 

回収率：37.3% 

 

（２）2020年度 就職内定率・決定率・進学率および久留米市内への就職者数 

   ①卒業生 78名、就職希望者 71名、就職内定者 70名（就職内定率 99％） 

進学希望者および合格者数 2名（西南学院大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻、 

福岡女学院大学 人間関係学部 子ども発達学科） 

②久留米市内への就職者数：24名（市内在住 17名 市外在住 7名） 

 久留米市内への就職率：就職内定者の 34.3％ 

 

 

＜入試広報部＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言やその後の感染拡大防止の観点により、年度当初に

計画していた広報活動が大きく方向転換することとなった。予定していたイベントは、中止したり内容

変更をして実施したりした。その一方、大学入試改革の初年度として学生募集内容を大きく変更したの

で、その内容の周知にも苦慮した。そこで、広報が行き届かない分は、オンラインやSNS、HPでの動画配

信などの非接触型でも受験生に広くつながる新しい企画を考えて実施した。詳細は、以下のとおりであ

る。 

 

１．高校訪問 

福岡・佐賀・長崎・大分・熊本県 のべ205校(6～7月:28校、8月:50校、9～11月:78校、12月:49校）

を訪問し、本学の教育内容や募集要項等について入試改革に伴う変更点を説明したり、入試の判定通
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知書を持参して入学予定者のスムーズな高大接続ができるように情報交換をしたりした。 

 

２．入試説明会 

6月3日(水)に予定していた高校の先生を対象とした入試説明会は中止とした。その代替として「令和3

年度の学生募集要項の概要」を作成し、九州全域を中心に約300校に送付した。また、説明動画を作成

して本学のHPに掲載して案内した。 

 

３．ミニオープンキャンパス 

2020年3月25日(水)開催予定だったミニオープンキャンパスを6月13日（土）に開催した。 

緊急事態宣言解除の直後だったので、進学意識の高い受験生が合計22名（幼17名、フ5名）集まり、学

生との対談や幼稚園見学を楽しんでもらった。 

 

４．オープンキャンパス 

例年夏のオープンキャンパスは、全教職員と学生で盛大に行っていたが、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため学生の動員を行わず、個別対応で行うことになった。そのため、本学の入学を強く希望

する受験生を中心に合計47名の参加者があった。詳細は、以下のとおりである。 

7月19日(日)22名（幼19名、フ3名）・8月1日（土）7名（幼のみ）・8月22日（土）18名（幼10名、フ8

名） 

 

５．オンラインオープンキャンパスについて 

8月から9月にかけてオンラインで約30分間のオープンキャンパスを行った。プログラムは4種類「学

校・学科説明（幼児教育学科）（フードデザイン学科）」「入試説明」「就職説明」。日程を設定し

て告知し、事前申し込み制でZoomを使って入試広報部員と両学科長で行った。参加実績は、以下のと

おりである。 

8月19日（水）17:30～18:00 学校・学科説明（幼児教育学科）  2名  

8月19日（水）18:00～18:30 学校・学科説明（フードデザイン学科） 

8月21日（金）18:00～18:30 入試説明             1名 

9月 9日（水）17:30～18:00 学校・学科説明（フードデザイン学科） 1名  

9月16日（水）17:30～18:00 学校・学科説明（幼児教育学科） 

9月16日（水）18:00～18:30 学校・学科説明（フードデザイン学科）  

9月18日（金）18:00～18:30 入試説明    １名 

 

６．進学説明会 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う高校の休校措置や外部接触に対する感染リスクの警戒態勢

で、会場型のガイダンスが激減した。本年度は、15校、2会場にとどまった。 

 

７．信愛ひらく相談会 

 第1、3土曜日を中心に全19回の個別相談日を設定して受験に関する個別対応を行った。日程は、以下

のとおりである。 

4月18日、5月2日、16日、6月6日、20日、7月4日、8月29日、9月5日、19日、10月3日、17日、11月7

日、21日、12月5日、19日、1月16日、30日、2月6日、20日 

 

８．LINE個別相談会 

「信愛ひらく相談会」の同日、LINE公式アカウントにて個別相談会を10:00～14:00まで開設し、LINE

からの質問にすぐに回答できるようにした。 

公式アカウントでの友達登録件数は627件、ターゲットリーチ226件（内高校生54件学年不問）。 

（ 議事資料 1-7 ） 
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オープンキャンパスでLINE登録を促し、ほとんどの参加者が登録している。OC参加のお礼やLINE個別

相談会の開始、終了の配信をした。相談は、受験シーズンの10月ごろから増えてきた。相談内容は、

総合型選抜のエントリーや学生生活、入試についてなど。1月以降は、入学予定者の入学前課題や入学

手続きについての質問が多く寄せられた。 

 

９．秋のオープンキャンパス 

8月29日（土）から12月5日（土）までの「信愛ひらく相談会」は、「育てる入試」と銘打って学校推

薦型選抜の作文および面接指導や総合型選抜の課題指導を中心に個別相談を行い秋のオープンキャン

パスとした。参加者は以下のとおりである。 

8月29日（土）3名（幼教2・フード1）、9月5日（土）3名（幼教3）、9月19日（土）7名（幼教5・フー

ド2）、10月3日（土）3名（幼教3・フード0）、10月17日（土）8名（幼教3・フード5）、11月7日

（土）5名（幼教3・フード2） 

 

＜高大連携事業＞ 

１．高大連携推進事業を以下に示した。 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の影響で日程が例年より遅くずれ込んだが、連携の

ニーズは高く例年並みの要望があった。 

（１）南筑高等学校 

プログラム名：ライフデザインカレッジ 

期 日：6月～3月 

対 象：2年生25名 

場 所：久留米信愛短期大学 

単 位：2単位×24週 

内 容：2学科の特徴を生かした内容（講義、製作、実習、保育現場体験等）および上級学校研究 

担 当：2学科、高大連携推進室 

 

（２）明光学園高等学校 

プログラム名：チャレンジプログラム キャンパスデザイン講座 

期 日：7月3日（金） 

対 象：1年生42名 普通科総合（進学・音楽・美術）コース 

場 所：久留米信愛短期大学 

内 容：短期大学の魅力、幼児教育・保育の仕事を知る（信愛幼稚園の見学、大学の授業体験等） 

担 当：幼児教育学科 椎山克己 教授、他 

 

（３）福岡海星女子学院高等学校 

プログラム名：ガイアの時間 

期 日：9月11日（金）、9月12日（土）、2月6日（土）、2月19日（金） 

対 象：こども教育進学コース 1年生22名、2年生27名 

場 所：福岡海星女子学院高等学校 

内 容：「保育・幼児教育の世界」「手作り楽器を作ろう」（1年生対象） 

「遊びって何？」「”気になる子ども”が世界を変える～多様性に寛容な保育者へ～」 

（2年生対象） 

担 当 幼児教育学科 椎山克己 教授、坂田万代 助教、増田吹子 准教授、園田和江 講師 

 

（４）久留米信愛高等学校 

①プログラム名：信愛ミ・ラ・イフィールド 
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期 日：8月27日（木）、9月10日（木）、11月5日（木） 

対 象：学際コース2年生男女70名 

場 所：久留米信愛短期大学 

内 容：学科説明、体験授業 

担 当：幼児教育学科 椎山克己 教授、内野香 講師、 

フードデザイン学科 山下浩子 教授、山村涼子 教授、脇本麗 講師 

 

②プログラム名：模擬講義 

期 日：11月14日（土）11:00～12:00 

対 象：2年生全コース対象 幼教20名、フード19名 

場 所：久留米信愛短期大学 

内 容：「コミュニケーションに強い社会人になろう！」、 

「やってみよう！生化学実験 糖とタンパク質の定性実験」 

担 当：幼児教育学科 桑原広治 教授 

フードデザイン学科 脇本麗 講師 

 

③プログラム名：高大接続プログラム 入試説明会 

期 日：8月8日（土） 

対 象：学際コース3年生25名、他コース3年生1名 

場 所：久留米信愛短期大学 

内 容：「学科説明」・「募集要項、編入学、就職状況」 

「卒業生と語ろう」 

担 当：幼児教育学科 椎山克己 教授、フードデザイン学科 山下浩子 教授、 

入試広報部・就職部 

 

２．その他 

（１）10月 6日(火) 大分県立日田三隈高等学校 1年生 3名 キャンパス訪問  

（２）12月 3日(木) 祐誠高等学校 2年生 20名 キャンパス訪問 

 

＜図書館＞ 

１．職場体験研修 中止  

昨年度より、本学院以外の中学校からも受け入れを開始した。キャリア教育機会の場として、受け入

れ先の中学校からは次年度も継続希望の申し込みがあっていたが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、いずれの中学校も職場体験研修の実施は中止となった。   

２．自殺対策パネルの展示 

 9月 15日（火）～10月 31日（土） 

久留米市保健所との合同企画で実施 7 年目となった。自殺やメンタルヘルスの問題を学生等にも広

めるための同保健所の啓蒙活動の一環である。今年度は新型コロナウイルスの影響も重なり、とくに

若年層の自殺者が増加傾向で今後の動向が危惧された。久留米市保健所作成のパネルとともに当館

の関連資料とあわせ展示を行った。テーマは「自分と、大切な人の「SOS」に気づけますか ～ひとり

ひとりの SOS：小さな変化にも心配りを～」とした。 

３．「研究紀要」の公開  

本学「研究紀要」第 43号（2020年 9月発行）を当館 WEBサイトに全文公開した。  

４．図書館開放 

（ 議事資料 1-9 ） 
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（１）小学生対象（本学院中学校体験入学会の参加者）中止  

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中学校体験入学会がオンライン開催となった。 

   

（２）幼稚園免許状更新講習受講者対象（本学開講）中止 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、免許状更新講習が中止となった。 

 

＜地域参画推進委員会＞ 

2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントや講座等の中止、延期を余儀なくされた。

地域参画推進委員会としては 4 月 24 日「第 138 回福岡県市長会総会」への学生のアトラクション出

演協力を始め新規の活動計画もあったが、結果的には、年間で予定していたほぼ全ての活動が見送られ

ることとなった。しかし、これは新たな地域参画のあり方を模索する契機と捉え、本学最後の２年間も

地域参画型短期大学として「自己を他者に生かす」精神に基づき、学生・教職員の一人ひとりが知識・

技術・経験を持ち寄り、地域と連携し貢献できる環境を創造していきたい。 

 

１．高等教育コンソーシアム久留米による市民向け公開講座等への協力  

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため対面によるイベント開催に制約がかかったもの

の、新たにオンラインを導入することで事業の継続を達成するとともに多数の遠隔地の参加者と交

流することができ、今後の新たな事業展開に向けた足掛かりとなった。 

 

（１）「青少年のためのサイエンスモール inくるめ 2020 オンライン」への参画 

小中高連携部会の事業として、共催：久留米学術研究都市づくり推進協議会、後援：久留米市教育

委員会の下、コロナ禍のなかで 2021年 2月 15日～3月 12日にオンライン講座を開催した。この行

事は昨年度までは福岡県青少年科学館で開催していたが、連携校各校がオンライン発信に相応しい

プログラムを考案・資料作成のもとに実施した。本学からは、幼児教育学科より『不思議な科学遊

びを楽しもう』(科学遊び研究会) 、フードデザイン学科より『砂糖のかがく ～キャラメルをつく

ってみよう！～』(フードプロジェクト)をテーマとした講座を企画・制作・配信した。当日の参加

者数は 96 名であった。 

（２）広報くるめ「くるめ学生通信」への協力（別紙添付資料 4-1,4-2,4-3） 

広報交流部会の取り組みの一環として、本学より 3名の学生が久留米市の仕事などを取材し、学生

目線で発信を行った。 

※令和 3年 3月 15日号をもって「くるめ学生通信」は終了 

 

（３）久留米学術研究都市づくり推進協議会への協力（別紙添付資料 5-1,5-2） 

学研ラジオ「教えて、ガッケン！」に高等教育コンソーシアム久留米５大学等が出演し、本学から

は 2020 年 11 月 25 日および 2021 年 3 月 1 日放送回に、それぞれフードデザイン学科の学生が出

演し、学科やフードプロジェクトの取り組みについて紹介した。 

 

２．「まちなか星空ピクニック in Winter」（別紙添付資料 6） 

（主催：ハイマート久留米、協力：TOMITA、ほとめき通り商店街）への参画  

12 月 25 日(金)、26 日(土)、27 日(日)久留米シティプラザ六角堂広場・久留米ほとめき通り商店街

にて開催された「まちなか星空ピクニック in Winter」に参画した。主催者との連携の下、感染防止

対策を充分に講じた上で、12月 25日(金)幼児教育学科からだあそび研究会がクリスマス・ダンスス

テージを実施した。（別紙添付資料 7-1、7-2） 

 

３．産学官連携促進 Webサイトにかかる本学のデータ提供 （別紙添付資料 8） 
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 2021年度　地域参画事業活動計画（各学科・各部署） （ 議事資料　2 ）

月 幼児教育学科 フードデザイン学科 宗教部 教務部 学生部 就職部 入試広報部 高大連携事業 図書館 地域参画推進委員会・その他

4 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ）

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

○職務適性テスト

5 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ）

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

【延期】

〇ホームカミングデー

6 信愛つどいの広場 特別公開授業（16日） 「安全について」講座 ○職務適性テスト解説講座 高校訪問①

（月・火・木）

レシピ掲載（ＪＡくるめ） ○保育職の職業観について（1）

子育て支援講座① レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ） 面接講座（保育職）

7 信愛つどいの広場

（月・火・木）

子育て支援講座② レシピ掲載（ＪＡくるめ）

レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

8 信愛つどいの広場 「安全について」講座

（月・火・木）

子育て支援講座③ レシピ掲載（ＪＡくるめ）

レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

教員免許状更新講習

『ミュージックコミュニケーション！
～子どもの心と感性をリズムで育
てましょう～』

みんなの食育講座　『卓(テーブ
ル)へのお誘い』第1回

福岡市保育協会主催就職説明
会

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（10･24・31日）
※24・31日は南筑高校にて開催

新型コロナウイルス感染症対策
を本年度も引き続き実施。

みんなの食育講座　『健康寿命を
延ばす食生活』

『ミュージックコミュニケーション！
～子どもの心と感性をリズムで育
てましょう～』

※緊急事態宣言発令に伴い全日
程休館

『ミュージックコミュニケーション！
～子どもの心と感性をリズムで育
てましょう～』　中止

※緊急事態宣言発令に伴い17日
（木）まで休館

信愛高校
信愛ミ・ラ・イフィールド講座
（2年）

誠修高校
連携プログラム（3年）

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間（1年）（8日）

信愛高校
信愛ミ・ラ・イフィールド（2年）
（3・10日）

地域参画推進委員会を筆頭とす
る、学内の各種委員会等が連携
し種々の活動を行う。

久留米市及び近隣自治体の中
学校からの職場体験受け入れ、
小学生対象の施設開放を見送る
一方、所蔵する資料・資源を活用
した地域への情報発信を行う。

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
開講式（19日）

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（7･14・21日）

南筑高校、明光学園高校、福岡
海星女子学院高校、誠修高校、
久留米信愛高校との高大連携プ
ログラムを予定している。
高大が相互に連携し交流を深め
ることにより、高校生及び大学生
の個々の能力や適性の伸長を図
り、地域の発展に資する人材の
育成を行う。

【中止】
第5回 くるめ楽衆国まつり参画
(29日)
(からだあそび研究会)

信愛高校
接続プログラム(1年)

大牟田・みやま幼稚園認定こども
園就職フェアー

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（5･12日）

福岡県私立幼稚園振興協会
筑後・北部連盟主催エントリー
セッション（就職説明会）

信愛高校
接続プログラム(3年)

地域のボランティア活動や行事
への参加を通じて地域へ貢献す
るとともに地域社会の一員として
の自覚を持つ貴重な体験として
本年度も様々な活動への参加を
推進する。
昨年度に続き新型コロナウイル
スの影響で活動が困難な状況下
で、学生には地域との交流にお
いて自分たちができることを考え
行動する姿勢を学ばせたい。教
職員へは従来のＦＤ/ＳＤ研修会
の実施を予定している。

○就職ガイダンス
（ハローワーク久留米）

○大学新聞社主催学内企業説
明会

令和4年度以降の学生募集停止
について、全国の高校をはじめ、
関係各所に周知徹底するように
務める。
これまで入学生のあった近隣の
高校へは、高校訪問を行い、挨
拶と共に在学生の近況報告をし
ながら、卒業、就職するまで高等
学校と連携してしっかり育てるこ
とをお伝えする。

○キャリア形成支援講座
（職業意識について学ぶ）

○キャリア形成支援講座
（保育者としての心構えについ
て）
○学修リテラシーの習得
（新聞の読み方や文章表現）

久留米市保育協会 保育園就職
説明会

図書館開放
教員免許状更新講習者対象

事業目標
及び計画

明光学園高校
キャンパスデザイン講座（1年）

○就職試験対策講座
（幼児教育学科）

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間（2年）（19日）

地域のニーズを把握し、幼稚園、
保育所、地元産業界の要望にも
考慮してキャリア教育を行い、地
域社会で活躍し、貢献する人材
を育成する。
幼稚園・保育所の園長や地元産
業界の人事担当者などから直接
指導を受ける面接講座や卒業生
による就職支援講座など本学独
自の指導を行い、地元への就職
率の向上を目指す。

以下の計画は、就職部員が担当
する教科「キャリアガイダンスⅠ・
Ⅱ」（○印で表記）と就職部とで連
携して実施する。

「信愛つどいの広場」の事業を通
して地域の子育て支援に参画す
ると共に、「チャイルドプロジェク
ト」で行う研究活動の中で、子育
て支援や子ども育成などに関す
る地域の活動と連携を図る。ま
た、地域の幼稚園教諭を主な対
象者とした教員免許状更新講習
を実施する。

キリストの教えに基づいた価値
観を身に着け、豊かな心を持った
人間として社会に貢献できるよう
に、本年度は「賜物としての生
命」・「世界の平和」について学
ぶ。これらのテーマのもとに特別
公開授業、練成会を実施する。
心の教育を目指して、宗教行事
も行う。

食品ロスをなくそうシリーズ②③
「野菜使い切りレシピ」動画配信
開始

高等教育コンソーシアム久留米
の事業の一環である市内５高等
教育機関による「共同講義」（オ
ンライン講座）を実施する。

「フードプロジェクト」は、地域社
会が抱える様々な課題につい
て、主に「食育」の視点から食支
援活動を中心に、各課題解決に
取り組む姿勢を培うことを目的と
する。また、学生が主体的に研究
課題を設定し、地域社会と連携し
た活動を行うことにより、自己研
鑽力および栄養士としての専門
性を高めることを目指す。本活動
は学生・教員共同で行う。

「戦争や飢餓で苦しむ海外の子
どもたち」

※緊急事態宣言発令に伴い公開
は中止。
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 2021年度　地域参画事業活動計画（各学科・各部署） （ 議事資料　2 ）

月 幼児教育学科 フードデザイン学科 宗教部 教務部 学生部 就職部 入試広報部 高大連携事業 図書館 地域参画推進委員会・その他

9 信愛つどいの広場 FD/SD研修会

（月・火・木） （ハラスメントに関する講座）

子育て支援講座④ レシピ掲載（ＪＡくるめ）

レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

子育て支援講座⑤

10 信愛つどいの広場 くるめフォーラム2021

（月・火・木）

子育て支援講座⑥

レシピ掲載（ＪＡくるめ）

レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

子育て支援講座⑦

『作って遊ぼう　小麦粉粘土』

11 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ） 特別公開授業 第54回信愛祭 ○保育職の職業観について（2）

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ） 「世界の平和」

子育て支援講座⑧ 就職模擬試験（一般常識）

12 信愛つどいの広場 ○ビジネスマナー講座

（月・火・木）

子育て支援講座⑨ 信愛クリスマスショップ

レシピ掲載（ＪＡくるめ）

レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

1 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ）

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

○労働法について

○年金について

2 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ）

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

子育て支援講座⑩

子育て支援講座⑪

『親子で楽しむ触れ合い遊び』

3 信愛つどいの広場 レシピ掲載（ＪＡくるめ） 高校訪問②

（月・火・木） レシピ掲載（ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ）

子育て支援講座⑫

その他 専門就職先へのアンケート調査 【実施時期調整中】

自殺対策パネルの展示

【中止】

図書館開放（小学生対象）

○就職試験対策講座
（フードデザイン学科）

久留米ユニセフ協会街頭募金活
動に参加予定

『生きる力を育む①～愛着形成
からの信頼～』（乳児期）

『手作り楽器を作ろう（紙コップの
マラカス）～歌って鳴らして音楽
家♪～』

『音で遊ぼう！親子で楽しむリト
ミック』

『手作り楽器を作ろう（紙皿のタン
バリン）～歌って鳴らして音楽家
♪～』

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間(2年)(4日)

誠修高校
連携プログラム（2年）

福岡海星女子学院高校
連携プログラム（2年）

南筑高校
ライフデザインカレッジ(2年)
（6･13･27日）

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間(1年)(30日)

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（4･11･18・25日）

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（1・8・29日）

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間(2年)(19日)

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（7･14・28日）

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（7･14日）

在職調査
（幼稚園、保育所、認定こども園）

日田三隈高校
キャンパス訪問（1年）

信愛中学
職場体験研修の受け入れ

久留米市内中学校
職場体験研修の受け入れ

福岡海星女子学院高校
ガイアの時間(1年)(5日)

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（13日）

○社会人としての心構えについ
て

○卒業生との懇談会
（幼児教育学科）

○ビジネスコミュニケーション講
座

企業研究、企業訪問など就職お
よび進学に関する全般

本学「研究紀要」第44号を当館
WEBサイトにて公開

南筑高校
ライフデザインカレッジ（2年）
（17･24・31日）

○卒業生との懇談会
　（フードデザイン学科）

各種恒例イベントについて、オン
ライン参画等の検討

久留米市市民活動活性化・絆づ
くり補助金事業採択事業等の推
進 （からだあそび研究会）

共同講義（10～11月）15回開講、
うち2講座担当

『生きる力を育む②～「道」に学
ぶ～』（幼児期）

『親子で楽しむ忍者修行　～合言
葉はニンニンの巻～』

『ママのための ゆるストレッチand
ダンス』

久留米リハビリテーション病院地
域連携事業「久留米市やまもと
のまちづくり」参画

みんなの食育講座　『手作りを楽
しむ』第3回

みんなの食育講座　『手作りを楽
しむ』第1回

みんなの食育講座　『卓(テーブ
ル)へのお誘い』第2回／『手作り
を楽しむ』第2回

久留米市就学支援事業における
食育・調理ボランティア
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（添付資料 1-1） 

 

 



14 

 

 

（添付資料 1-2） 
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（添付資料 2-1） 
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（添付資料 2-2） 
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（添付資料 3） 
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（添付資料 4-1） 

 

幼児教育学科 久保綾菜さん 令和 2年 7月 1日号掲載 
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（添付資料 4-2） 

 

フードデザイン学科 中野祐里さん 令和 2年 8月 1日号掲載 
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（添付資料 4-3） 

 

幼児教育学科 大場麗奈さん 令和 3年 2月 1日号掲載 
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（添付資料 5-1） 

 

フードデザイン学科 宮原奈々花さん ２０２０年１１月２５日出演 

 

 

（添付資料 5-2） 

 

フードデザイン学科 緒方実央さん・髙山麻衣さん ２０２１年３月１日出演  

 



22 

 

 

（添付資料 6） 
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（添付資料 7-1） 

 
 

 

（添付資料 7-2） 
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（添付資料 8） 

 

 



氏　名 委員名 委嘱期間・任期 備　考

久留米市東京オリンピック・パラリンピックキャンプ等実行委員会 平成30年7月から継続

久留米市学術研究都市づくり推進協議会　委員 令和元年4月から継続

高等教育コンソーシアム久留米（理事） 令和元年4月から継続

久留米市剣道連盟（監事） 令和元年4月から継続

久留米市社会福祉審議会委員（会長）

同審議会児童福祉専門分科会委員（委員長)

久留米市子ども・子育て会議委員（会長） 平成30年から継続

久留米市社会教育委員（委員長） 平成30年12月1日～令和2年11月30日　2年間

久留米健康生きがいづくり財団理事 平成29年から継続

福岡県社会教育委員連絡協議会評議員 平成30年5月～

大刀洗町子ども子育て会議（副会長） 平成29年から継続

大川市子ども・子育て会議（会長） 令和3年3月～

久留米市学術研究都市づくり推進協議会幹事 平成30年度から継続

高等教育コンソーシアム久留米　運営委員会委員 令和3年度

高等教育コンソーシアム久留米　地域支援部会委員 令和3年度

第2期健康くるめ21 令和元年年8月1日～令和4年7月31日

久留米市中央卸売市場運営協議会委員 令和元年8月9日～令和3年8月8日

久留米市食育推進会議（副会長） 令和3年6月1日～令和5年3月31日

久留米市地球温暖化対策協議会委員 令和3年4月1日～令和5年3月31日

高等教育コンソーシアム久留米　高等教育連携部会 令和3年度

久留米市芸術奨励賞選考委員 令和元年7月1日～令和3年6月30日

久留米ユニセフ協会評議員 令和2年12月10日から　2年間

久留米市都市計画審議会委員 令和2年4月28日～令和4年4月27日

久留米市拠点形成・土地利用推進委員会委員 令和2年4月1日から目標達成日

高等教育コンソーシアム久留米　広報交流部会 令和3年度

久留米市中央卸売市場　市場取引委員会　青果取引委員会 令和2年12月1日～令和4年11月30日　2年間 委嘱状未発行

高等教育コンソーシアム久留米　小中高連携部会 令和3年度

久留米市食育推進委員会　地産地消部会 令和3年度

石井　妙子 地方卸売市場水産物部取引委員会委員 令和3年3月1日～令和4年2月28日

眞部　真紀子 高等教育コンソーシアム久留米　e－キャンパス部会 令和3年度

久留米市スポーツ推進審議会委員 令和3年1月1日～令和5年12月31日　2年間

久留米広域連携中枢都市圏ビジョン懇談会委員（分科会会長） 令和3年4月1日～令和4年3月31日

久留米市中心市街地活性化協議会委員（分科会会長/監査） 1年間（令和3年4月1日～令和3年3月31日）

久留米市一番街多目的ギャラリー指定管理者候補者選定委員会委員 令和3年6月7日～令和3年3月31日

久留米市民温水プール指定管理者候補者選定委員会委員 1年間（令和3年4月1日～令和3年3月31日）

高等教育コンソーシアム久留米　地域支援部会 令和3年度

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団

ステップアップ助成プログラム ダンス部門審査員・アドバイザー

増田　吹子 高等教育コンソーシアム久留米　高等教育連携部会 令和3年度

高等教育コンソーシアム久留米　運営委員会 令和3年度

高等教育コンソーシアム久留米　小中高連携部会 令和3年度

高等教育コンソーシアム久留米　事務局 令和3年度

岩瀬　由紀枝 高等教育コンソーシアム久留米　広報交流部会 令和3年度

大塚　智 久留米市雇用・就労推進協議会推進委員会 令和3年度

北里　隆介

【久留米市等の地域行政機関審議委員等】

関 　　聡

椎山　克己

平成30年5月2日から継続

山下　浩子

令和3年 5月25日現在

原　浩美

山村　涼子

新井　真実

令和3年4月1日～令和4年3月31日


