日時
場所

10/1（日）10:00-16:30
大阪国際交流センター

（開場 9:30～）

学生フォーラム
＠ConsoForum2017

地下鉄谷町線「谷町九丁目」駅 ５番出口 徒歩７分
地下鉄谷町線「四天王寺夕陽ケ丘」駅 １番出口 徒歩６分
近鉄線「大阪上本町」駅１４番出口 徒歩５分

定員

200 名（事前予約制）/参加無料

●開催趣旨●
大学コンソーシアム大阪 会員大学の学生が取り組む地域の課題解決に関する研究活動（ゼミ等）に
ついて、発表交流会を開催します。
「地域連携活動」に取り組む学生の意識の高揚と活動の情報を会員大学や自治体関係者等と共有・発
信する機会とし、地域連携の活発化を目指します。

●申込方法●

メールにてお申込みください：

9 月 28 日（木）締切

・本文には次の内容を記載してください
①氏名（フリガナ含む）、②所属先・職名（学生は大学名・学部・専攻・学年）
、③電話番号、④メール
アドレス

・メール送信先： chiren@consortium-osaka.gr.jp
・件名： 「学生フォーラム参加申込」と記載してください
主催：特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

http://www.consortium-osaka.gr.jp/

詳しくはホームページで！

発表内容（予定）＊大学五十音順で掲載

大学コンソーシアム大阪

検

索

大阪市立大学
アルティメットサークル 颯和

アルティメットを活用した地域親善大使事業

大阪市住吉区

大阪府立大学
「地域活動演習」防災グループ

堺市南区御池台小学校区の防災活動

堺市南区御池台小学校区

追手門学院大学
北摂総合研究所
「見山の郷商品開発プロジェクト」

追手門学院大学生の地域連携活動として
「見山の郷の課題解決」に参加する

茨木市

大阪経済大学
人間科学部 人間学科

スポーツツーリズム

大阪府

大阪経済法科大学
BLP 特別演習 河内木綿プロジェクト

授業の一環での地域貢献活動

八尾市、東大阪市

大阪産業大学
地元の E もん A とこづくりプロジェクト

デザインの力でじもとの課題を創造的に解決する

大東市

大阪成蹊大学
芸術学部 造形芸術学科 表現教育コース

地域の魅力発見と発信、
地域の皆さんのコミュニケーション作り

豊中市、泉大津市

大阪電気通信大学
地域連携プロジェクト入門

ねやファーム
（寝屋川市の農家と学生を結ぶマッチングサイト）

大学内

大阪人間科学大学
人間科学部 医療心理学科 言語聴覚専攻
宮地ゼミ

言語発達に遅れがある子どもたちの発達援助

ことばときこえの
発達支援センター
（大学内）

関西大学
人間健康学部

KELP(関大型体験学習研究会）による
地域での活動について

堺市、田辺市

「北条鉄道応援キャンペーンの展開」
「NPO 法人原始人会の知名度アップと環境整備」

兵庫県加西市、東大阪市

近畿大学
総合社会学部 総合社会学科
環境・まちづくり系専攻 田中ゼミ

川西市黒川エリアの古民家を活用した
コミュニティカフェの運営

兵庫県川西市黒川エリア

千里金蘭大学
生活科学部 児童教育学科他

キッズシティきんらん

千里金蘭大学、
DIOS 北千里専門店会

森ノ宮医療大学
メディカルスポーツトレーナー研究会
「MST」

ジュニアスポーツ選手のサポート

舞洲スポーツアイランド、
大和高原ボスコヴィラなど

近畿大学
経営学部
李ゼミ

安田ゼミ

キャリア・マネジメント学科

見山地域 他

●お問い合わせ先●
特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪
TEL:06-6344-9560
MAIL: chiren@consortium-osaka.gr.jp
HP: http://www.consortium-osaka.gr.jp/

大学コンソーシアム大阪 地域連携 学生フォーラム in 大阪 2017
当日スケジュール（予定）

170913版

◆日時：2017（平成29）年10月1日（日） 10：00-16：30 ＊交流会：16：30-17：30
◆会場： 大阪国際交流センター（大阪市天王寺区上本町8-2-6）
◆スケジュール：
時間

所要
時間

9:30

発表大学

第3部

備考

開場（一般来場者）

10:00-10:15

0:15

開会あいさつ（趣旨説明・推進委員 紹介）（15分）

10:15-10:35

0:20

学生発表①

関西大学
人間健康学部 安田ゼミ

KELP(関大型体験学習研究会）による地域での活動について

10:35-10:55

0:20

学生発表②

大阪電気通信大学
地域連携プロジェクト入門

ねやファーム（寝屋川市の農家と学生を結ぶマッチングサイト）

10:55-11:15

0:20

学生発表③

森ノ宮医療大学
メディカルスポーツトレーナー研究会「MST」

ジュニアスポーツ選手のサポート

11:15-11:25

0:10

11:25-11:45

0:20

学生発表④

追手門学院大学
北摂総合研究所
「見山の郷商品開発プロジェクト」

追手門学院大学生の地域連携活動として「見山の郷の課題解決」に参加する

11:45-12:05

0:20

学生発表⑤

大阪経済大学
人間科学部 人間学科

スポーツツーリズム

12:05-12:25

0:20

学生発表⑥

大阪府立大学
「地域活動演習」防災グループ

堺市南区御池台小学校区の防災活動

12:25-12:30

0:05

時間調整(5分）

12:30-13:30

1:00

昼食休憩／発表準備（午後の発表グループ）

13:30-13:50

0:20

学生発表⑦

大阪経済法科大学
BLP特別演習 河内木綿プロジェクト

授業の一環での地域貢献活動

13:50-14:10

0:20

学生発表⑧

近畿大学
総合社会学部 総合社会学科
環境・まちづくり系専攻 田中ゼミ

川西市黒川エリアの古民家を活用したコミュニティカフェの運営

14:10-14:30

0:20

学生発表⑨

近畿大学
経営学部 キャリア・マネジメント学科
李ゼミ

「北条鉄道応援キャンペーンの展開」
「NPO法人原始人会の知名度アップと環境整備」

14:30-14:50

0:20

学生発表⑩

千里金蘭大学
生活科学部 児童教育学科他

キッズシティきんらん

14:50-15:00

0:10

15:00-15:20

0:20

学生発表⑪

大阪成蹊大学
芸術学部 造形芸術学科 表現教育コース

地域の魅力発見と発信、地域の皆さんのコミュニケーション作り

15:20-15:40

0:20

学生発表⑫

大阪産業大学
地元のEもんAとこづくりプロジェクト

デザインの力でじもとの課題を創造的に解決する

15:40-16:00

0:20

学生発表⑬

大阪人間科学大学
人間科学部 医療心理学科 言語聴覚専攻 宮地ゼミ

言語発達に遅れがある子どもたちの発達援助

16:00-16:20

0:20

学生発表⑭

大阪市立大学
アルティメットサークル 颯和

アルティメットを活用した地域親善大使事業

16:20-16:30

0:10

推進委員からの講評・閉会あいさつ

16:30-17:30

1:00

交流会・茶話会（最大18：00まで）

休憩（10分）

第1部

第2部

内容

休憩（10分）

9/13 追加
エントリー

地域連携 学生フォーラム 2017 エントリー大学 一覧 （大学五十音順）

活動主体

170913版

発表タイトル

活動場所

活動概要

1

大阪市立大学
アルティメットサークル 颯和

アルティメットを活用した地域親善大使事業

大阪市住吉区

大学周辺の山之内地区で地域の祭りへの出店や、毎月第一土曜日に連携先のスマイル協議会が
主催する「子供食堂」にボランティアとして参加。このような活動の中で多くの小学生と交流し、その
交流を通じて地域と大阪市立大学を結ぶ。

2

大阪府立大学
「地域活動演習」防災グループ

堺市南区御池台小学校区の防災活動

堺市南区御池台小学校区

堺市・大阪市立大と連携して、堺市内校区の避難所運営マニュアルに関する活動を行っている。学
生の主体的な活動として、校区自治会との意見交換や基本的な防災研修、「防災まち歩き」の企
画・実施、小学5年生を対象に防災訓練の企画等を実施。

追手門学院大学生の地域連携活動として「見山の郷の課題解決」に参加する

茨木市 見山地域 他

見山の郷の課題解決をテーマに現地調査や商品開発（塩あんぱん、見山ジュレ）と販促を行ってお
り、現在新たな商品の開発を行っている。

追手門学院大学
3 北摂総合研究所
「見山の郷商品開発プロジェクト」

4

大阪経済大学
人間科学部 人間学科

スポーツツーリズム

大阪府

2021年の「関西ワールドマスターズゲーム」での外国人観光客の獲得に向けた施策の検討のため、
2019年ラグビーワールドカップや2020年東京オリンピック・パラリンピックの事務局へのインタビュー
を行い、最終目標として、関西の観光客増加を目指す。

5

大阪経済法科大学
BLP特別演習 河内木綿プロジェクト

授業の一環での地域貢献活動

八尾市、東大阪市

八尾市の伝統文化、産業であった「河内木綿」を現代のニーズに合わせて、世界に発信することを
通じて地域に貢献することを目指し、活動している。

6

大阪産業大学
地元のEもんAとこづくりプロジェクト

デザインの力でじもとの課題を創造的に解決する

大東市

「じもとで活躍できる人材を育成する」ことを大きな目標として考え、デザインの力でじもとの課題を
創造的に解決し、魅力的にする、地元のEもん・Aとこづくりプロジェクトをを行う。

7

大阪成蹊大学
芸術学部 造形芸術学科 表現教育コース

地域の魅力発見と発信、地域の皆さんのコミュニケーション作り

豊中市、泉大津市

地域の課題を芸術を学ぶ学生がアートで解決することを目指す。豊中市では、公園に仮想銭湯を
つくり人々交流を図るプロジェクト、泉大津市では地域の特色である織物産業に着目した自分のも
の作り（帽子制作）といったプロジェクトを進めている。

8

大阪電気通信大学
地域連携プロジェクト入門

ねやファーム（寝屋川市の農家と学生を結ぶマッチングサイト）

大学内

農家と農業を体験したい学生のマッチングの場を提供し、地域活性化や後継者不足を解決する活
動を行っている。

9

大阪人間科学大学
人間科学部 医療心理学科 言語聴覚専攻 宮地ゼミ

言語発達に遅れがある子どもたちの発達援助

ことばときこえの発達支援センター
（大学内）

発達障害児の認知件数は増加の一途をたどっているが、受け皿となる地域の発達支援機関は飽
和状態になっている。このような背景のもとに、「ことばときこえの発達支援センター」が大学に開設
され、言葉の発達や聞こえの問題を抱える地域の子どもたちと言語聴覚士を目指す学生が共に学
ぶ場で、専門性を生かした発達援助を行い、地域医療や福祉に貢献する。

関西大学
人間健康学部 安田ゼミ

KELP(関大型体験学習研究会）による地域での活動について

堺市、田辺市

体験学習をテーマにゼミ活動を行っており、①関大・さかいECOベンチャークラブの創設プロジェク
ト、②田辺市との協働による地域活性化プロジェクト、③香ヶ丘地域活性化プロジェクト、④和歌山
県・田辺市の「企業の森」事業への参画「関大の森」プロジェクト、⑤AP研修プロジェクト、⑥KELP
（関大型体験学習研究会）プロジェクトの6つのプロジェクトについて発表する。

「北条鉄道応援キャンペーンの展開」

兵庫県加西市、東大阪市

北条鉄道の利用客増加と地域活性化を狙い、鉄道の沿線の飲食店割引券発行を考案し、地元の
魅力や地域住民の地域愛の醸成を目指す。

「NPO法人原始人会の知名度アップと環境整備」

兵庫県加西市、東大阪市

加西市万願寺地区の町おこし事業として立ち上がり、以降古民家や農家レストランの運営、どぶろ
く・甘酒の製造販売や市民農園の貸し出しを行っているが、エリアや活動の知名度に課題があり、
SNSを活用した活動の発信を行う。

川西市黒川エリアの古民家を活用したコミュニティカフェの運営

兵庫県川西市黒川エリア

少子・高齢化の進む黒川エリアで古民家を活用した地域活性を目指す。カフェや、地元で採れた野
菜など低価格で販売する予定。今後は、市街化調整区域内での古民家活用の参考事例となるべく
企画を行う。

10

近畿大学
11 経営学部 キャリア・マネジメント学科
李ゼミ

近畿大学
12 総合社会学部 総合社会学科
環境・まちづくり系専攻 田中ゼミ

13

千里金蘭大学
生活科学部 児童教育学科他

キッズシティきんらん

千里金蘭大学、dios北千里

子どもが街の住人となって、ドイツのミニミュンヘンをモデルとした「キッズシティきんらん」という一つ
の街をつくりあげるイベントを企画し、開催。子どもたちが「仕事をし、給料を得て買い物をする」とい
う経済活動を疑似体験することにより、創造力や協力する楽しさを育むことを目指す。

14

森ノ宮医療大学
メディカルスポーツトレーナー研究会「MST」

ジュニアスポーツ選手のサポート

舞洲スポーツアイランド、
大和高原ボスコヴィラなど

ジュニア世代のスポーツ現場にトレーナーブースを設置し、選手のサポートを行っている。現場では
応急処置やストレッチなどの講座を行い、チームに指導を行う。

