
地域交流センターは、地域に愛され親しまれる大学を目指して地域貢献活動を推進しています。
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［編集後記］平成29年度は香川短期大学創立50周年記念の節目の年でした。記念式典は

司会進行をはじめ運営は学生が中心になって行い、学内外から高い評価をいただきまし

た。また、記念誌の刊行をはじめいくつかの記念事業が行われ、教職員、学生が一丸となっ

て乗り切った年となりました。「地域とともに歩む」をモットーとした学生の地域貢献活動

は本学のコミュニティカレッジとして大きな位置づけとなっています。創立50周年の節目

を通して発揮した、学生の若々しい溢れるエネルギーがこれからの50年に向けての地域

連携活動に繋がることが期待されます。

香川短期大学 地域交流センターだより編集委員
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検索香川短大

◎ふじみ園　スプリングフェスタ　ボランティア（介護・ダンスゼミ）
◎赤十字フェスタ2017（高松市丸亀町壱番街前ドーム広場）ボランティア（介護）
◎多度津桜まつり（ダンスゼミ）

◎丸亀お城まつり愛の広場ボランティア（介護）
◎金蔵寺こども祭り（ダンスゼミ）

◎宇多津町社会福祉協議会主催子ども食堂「陽だまり食堂」ボランティア（地域栄養ゼミ）
◎子育てサロン「はぐはぐランドうたづ」あそぼう☆会（～11月　福祉ゼミ）
◎地域支援センターまるやまふれあいフェスタ2016（ダンスゼミ）
◎たどつ商工フェア（ダンスゼミ）
◎五色台体験教室「スケッチ会　五色台を描こう」スタッフ・アドバイザー（経営/Ｄ・Ａコース）

◎公社）日本青年会議所四国地区香川ブロック「さぬきうどん de 県産品　Demand 
Expansion GRAND PRIX」商品開発及び参加(商品開発＆調理ゼミ）

◎香川短期大学産官学連携プロジェクト2017「讃岐うどん　特麺」の持つ機能性を
生かした食事メニュー（～10月　商品開発＆調理ゼミ）

◎老人保健施設「はがみ苑」納涼祭ボランティア（食物栄養）
◎献血推進活動　一日血液センター所長イベント（介護）
◎少年非行防止キャンペーン早朝ボランティア（宇多津駅）（ヤンボラ）
◎新都市夜間防犯パトロール（ヤンボラ）

◎コーベフーズ株式会社健康イベント「ロコモ度チェック、骨密度測定」ボランティア（食物栄養）
◎香川県栄養教諭講習会補助（商品開発＆調理ゼミ）
◎竜雲舜虹苑　夕涼み会ボランティア（介護）
◎瀬戸療護園　せと祭りボランティア（介護）
◎みとよ荘　ふれあい広場ボランティア（介護）
◎フラワーガーデン京町　フラワー祭りボランティア（介護）
◎第48回たどつ夏祭り（ダンスゼミ）
◎ワークショップ「親子でHAIZAIアート」制作指導（経営/Ｄ・Ａコース）
◎香川県造園事業協同組合主催「子ども絵画教室」（経営/Ｄ・Ａコース）
◎夏休み万引き防止キャンペーン（SCマルナカ宇多津）（ヤンボラ）
◎少年健全育成活動＜夏休み塾＞（ヤンボラ）

◎中讃テレビ「食育工房」出演（食物栄養）
◎飯野こども園でのだんご馬節句（食育ゼミ）
◎宇多津町社会福祉協議会主催子ども食堂「陽だまり食堂」ボランティア（地域栄養ゼミ）
◎すこやか苑　敬老祭・シルバーフェスタボランティア（介護）
◎善通寺福祉会　善通寺福祉会祭りボランティア（介護）

◎第２回王越・健康のつどい参加（食物栄養、介護）
◎香川総合リハビリテーションセンターいきいき健康まつりボランティア（介護）
◎誠心保育園訪問演奏（器楽ゼミ）
◎2017 ご当地グルメスタジアム in ピカラ（ダンスゼミ）
◎明治安田生命J2リーグ第35節（ダンスゼミ）
◎綾川イオン　ハロウィンパーティー（ダンスゼミ）
◎アートコンポ香川2017巨大作品制作＆展示（経営/Ｄ・Ａコース）
◎地域安全フェアキャンペーン（仏生山祭り）（ヤンボラ）

◎坂出市保育所食育ブロック部会食育講座補助（商品開発＆調理ゼミ）
◎附属幼稚園さつまいもの収穫クッキング（食育ゼミ）
◎平成29年度　公益財団法人明治百年記念香川県青少年基金学生による企画提案
活動支援事業「生活文化にふれよう―昔のあそび体験と簡単お豆クッキング―」開催
（生活文化・食物栄養）
◎第35回ゆうあいスポーツ四国　まんでがん集まれ・さぬき大会ボランティア（介護）
◎第12回「地域とのつどい」（ポム・ド・パン）ボランティア（介護）
◎☆Build a new smile☆　高松丸亀町参番街「献血ルーム」献血の呼び込み（介護）
◎うたづ健康まつり（福祉ゼミ）
◎振り込め詐欺被害防止キャンペーン（秋の大収穫祭）（ヤンボラ）
◎危険予知トレーニングを活用した交通安全教室（香川県警）（ヤンボラ）
◎宇多津町青色防犯パトロールカーによる見回り活動（ヤンボラ）
◎少年健全育成活動＜農業体験＞（ヤンボラ）

◎「NHK海外たすけあい」（第35回）に伴う街頭募金活動（介護）
◎にこにこクラブクリスマス会ボランティア（介護）
◎丸亀町献血ルーム「オリーブ」クリスマス献血キャンペーン（介護）
◎年末防犯キャンペーン（SCマルナカ宇多津）（ヤンボラ）
◎年末防犯キャンペーン（高松壱番街ドーム広場）（ヤンボラ）
◎少年健全育成活動＜農業体験＞（ヤンボラ）
◎少年健全育成活動＜冬休み塾＞（ヤンボラ）

◎あやまる×香川短期大学（ダンスゼミ）
◎現代舞踊研究会「土曜族」展2018　いわざらこざら（ダンスゼミ）

◎香川成人医学研究所「健康のつどい」参加（食物栄養）
◎丸亀市飯野保育所「食育指導」（食育ゼミ)
◎虎岳幼稚園「食育指導」（食育ゼミ）
◎ＶＭＤコース卒業制作展（経営/VMDコース）
◎新都市夜間防犯パトロール（ヤンボラ）

◎うたづ町家とおひなさんボランティア（体育ゼミ）

Kata n Infor mation

クリーン作戦

6月4日（日）と12月４日（日）、本学と宇多津町が
共同で実施し、本学からは学生・教職員約250名
が参加しました。

うたづ元気っ子クラブ
7月29日（土）に香川短期大学で開催されました。
親子合同での調理実習「みんなで楽しく選んで
食べよう！！」を行いました。

うたづアロハナイト
７月15日（土）、16日（日）にうたづ臨海公園で
行われ、着ぐるみ担当や、キッズコーナーでのボラン
ティアに活躍しました。

宇多津北小学校レッツゴー
スクールデーで福祉の授業

11月5日(日)、生活介護福祉専攻２年生８名が
宇多津北小学校のレッツゴースクールデーで、
「福祉用具」「点字」「障がい者スポーツ」「ハンド
ケア」の４つの体験授業を行い、児童の皆さんが
意欲的に取り組んでくださいました。

2017宇多津秋の大収穫祭
11月４日（土）、５日（日）、食物栄養専攻の教員は、
骨密度測定や血管年齢（血流検査）測定による
栄養指導を、「さぬきヤンボラ守るんジャー」の
学生11名は振り込め詐欺撲滅を呼びかけました。

包括連携協定を結んでいる宇多津町において、今年も活発な活動を行いました。
宇多津町における活動
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地域とともに歩む
Step forward with the community.
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香川短期大学は、
創立50周年を迎えました。

創立50周年記念式典

創立50周年記念誌

創立50周年記念モニュメント時計

香川短期大学紀要創立50周年記念号

学内施設の整備

カラフルリセス

坂出・宇多津をエリアとする地域コミュニティFM局
エフエム・サンのトーク番組「カラフル・リセス」も、
今年で7年となり、生活文化専攻の１年生10名から
成る第6期リセス・ガールズが、楽しいおしゃべりを
1年間お届けしました。
ある時はクリスマスの思い出について、またある
時は初めての大学祭のこと、おいしいものから最近
感じたことまで。自由なテーマでの楽しいおしゃべり
は尽きることがありません。短大生ならではの屈託
のないトークで、リスナーの方々に楽しいひとときを
提供しました。

宇多津町との共催事業「平成相聞歌」は昨年記念
すべき10回目を迎えました。11回目の今年は、過去
最多の7926点の恋歌が寄せられ、山口県のクラウド
坂上さんの作品「片恋のピアス海色春疾風」が最優
秀賞に選ばれました。
同事業の運営と作品選考には、本学の学生5名が
実行委員として関わりました。
本学経営情報科デザイン・アートコースの学生に
よって作成された入賞作品のイメージ画と歌碑
マップが発表されるとともに、「恋人たちの歌碑巡り
～幸せへのパスポート」事業も紹介され、本学の
学生が宇多津町の町おこしに大いに貢献しました。
また、11月にこれまでの入賞作品とイメージ画が掲載
された「平成相聞歌記念作品集」を発刊しました。

FMラジオでトーク番組のナビゲーター

史上最多7926点の応募
10周年記念作品集発刊
平成相聞歌事業

平成29年11月25日（土）に香川短期大学創立50周年記念式典が本学の講堂ホールで行われました。
香川県知事の浜田恵造様、宇多津町長の谷川俊博様の他、国会議員、教育関係者、旧職員など、
約100名のご来賓にご列席いただきました。
式典の司会進行、受付、誘導、接待など、運営は学生が中心になって行い、さわやかな印象の
式典となり、来賓の方々に好評でした。
式典の後には記念コンサートが行われ、「新たな旅立ち」をテーマに、弦楽四重奏やシンセ
サイザーとともに本学の学生や教員の演奏が披露されました。
また、来賓の方々には50周年記念誌、記念紀要、記念多機能ペン、紅白まんじゅう、平成相聞歌
10周年記念作品集などが配布されました。
この式典を50年の節目と考え、次の50年への更なる飛躍に向けて決意を新たにしました。

記念式典にあわせて、創立50周年記念誌が刊行されました。本誌は、グラビア、第1章「50年の
あゆみ」、第2章「学科・専攻課程のあゆみ」、第3章「教育の現況と組織」、第4章「組織と
学務分掌」、第5章「開かれた大学への取り組み」、第6章「座談会」、第7章「寄稿」、第8章「年表・
資料編」から成り、約200ページです。式典来賓や本学学生に配布されました。

香川短期大学後援会と香川短期大学同窓会“オリーブ会”からの寄付で、創立50周年記念
モニュメント時計が正門入ってすぐの南側に設置されました。
高さ3メートル、ステンレス製。時計はGPS制御の全自動運針時計で、夜間にはLEDが点灯します。
テーマは、「知的な記念樹」です。時計および学章がついた四角い箱と、学校名等が刻まれた
回転部分が積み重なった構造となっています。四角い箱には様々な可能性が詰まっていて、それ
が積み重なってまっすぐに伸びていくことをイメージしています。
1日に3回（9時、13時、18時）学歌をアレンジしたメロディーがフルバージョンで、さらに、30分お
きに学歌のメロディーの一部が15秒間流れます。
学生が、このモニュメント時計を通して、各々の可能性を最大限に伸ばし、大きく羽ばたいていく
ことを心から願っています。

毎年発行されている香川短期大学紀要ですが、6月に、創立50周年を記念して、本学内外の研究
者らにも投稿いただき、論文25件、総説5件、研究ノート3件、調査研究報告1件、実践報告5件、
資料2件から成る記念号を発刊しました。

創立50周年を記念して、学内の施設を下のとおり整備しました。
　・学舎前のロータリーの植え込み及び枯山水の整備
　・エントランスホール周辺照明にLED設置
　・1階トイレの改装

創立50周年記念事業
4月18日（火）

9月16日（土）

9月23日（土）

10月21日（土）

11月12日（日）

平成30年１月18
～20日（木～土）

食育講演会「小児アレルギー専門医から
栄養士・保育士の卵たちへのメッセージ」
（杢保（もくぼ）小児科医院 院長 平場一美先生）

創立50周年記念玉置忠徳バリトンリサイタル
（ユープラザうたづ）

介護職員のスキルアップ研修「コミュニケー
ションのプロに学ぶ 笑える学べる元気に
なるコミュニケーションレベルアップ講座」
（coaching&facilitation Office１２３ 代表 
谷 益美 氏）

創立50周年記念大学祭

創立50周年記念講演会「自分を知って
延ばせる健康寿命！」開催 講師 家森幸男
先生（武庫川女子大学国際健康開発研究所
所長）

創立50周年記念「こども劇場」（ユープラザ
うたづ、レクザムホール）

［  K a t a n  C l o v e rとは・・・ ］
香川短期大学（通称「香短」）には４つの学科があります。
幸福のシンボルである四つ葉のクローバーに例え、群生し地を這う
クローバーのように、学生が力を合わせて地域に根付き、力強く活動
して社会に幸福をもたらしてほしいとの願いを込めています。

Ka gawa jun io r co l l ege /  Reg i on exch ange cente r

地域との連 携



笑顔と真心大切に
地域社会のにぎわい創出

Activities

毎年4月上旬に行われる「四国こんぴら歌舞伎大芝居」お練り

にこども学科の学生が参加しています。お練りは香川県

琴平町に現存する日本最古の芝居小屋である旧金比羅

大芝居（金丸座）で行われる歌舞伎の初日を前に、出演者が

金刀比羅宮で公演の成功を祈願し、人力車による出演者の

顔見せやだんじりお囃子、金棒引きなどで盛大に行われます。

学生は提灯みこしを担当し、約1万5千人が訪れるという町中

を華々しい雰囲気を作れるよう元気いっぱいにみこしを

担いで練り歩きます。笑顔で溌剌と練り歩くことで、見てくだ

さっている方も自然と笑顔になることを肌で感じ、自分たち

の町の魅力を改めて発見しているようです。
平成29年10月１日から12月31日まで県内各地で"誰もが気軽に参加できる文化
芸術の祭典"をスローガンに「かがわ文化芸術祭2017」が開催されました。この
うち、玉藻公園内の桜の馬場を会場に、デザイン・アートコース卒業生の鷺岡
直子さんが代表を務める「アートコンポ香川2017」が10月28日から11月12日
まで行われました。
そこで本コース2年生岡内優里の作品「くぬきだるま」が入選しました。岡内の
ほか学生5名（木下愛美、木山萌絵、合田有里、河野菜々美、藤村悠里可）も
制作に参加し、巨大作品を作り上げました。この作品
は優秀賞を受賞し、10月28日レクザムホールで行われた
授賞式で表彰され、巨大作品展示の様子は11月3日
RNC西日本放送の「NEWS every.」で放送されました。

食物栄養専攻では、昨年度より「ロコモ予防で健康寿命を目指そう！」

プロジェクトとして地域住民を対象に、要介護や要支援の原因となる運動

器の障害(ロコモティブシンドローム)予防のための「ロコモ予防教室」を

行っています。創立50周年の今年度は、県内4ヶ所で開催し、その一環として

平成29年11月12日（日）に武庫川女子大学国際健康開発研究所所長の

家森幸男先生を招き、「自分を知って延ばせる健康寿命」と題した記念

講演を開催しました。講演後は、学生と教職員が一丸となって、ロコモ

チェック、体力測定、食事調査、簡単にできるロコモ予防食の提供をし、

希望者には家森先生の指導のもと24時間の採尿調査や血液検査を行い

ました。「尿は身体からの小さな便り」をテーマに、今後はさまざまな調査

結果からわかる「からだからの声」をお伝えし、これらの活動を通して、

地域のみなさんの健康増進にお役に立ちたいと望んでいます。

地域のみなさんとのふれあいを大切にしたい-

2017年度も、学生たちは授業で学んだ成果を

披露するため各地へ出かけました。

学生たちは、とびっきりの笑顔と真心で子どもたちやお年寄りと

交流を深め、充実した学生生活の1ページを紡ぐことができました。

貴重な学外活動を通じて、学生たちは多くのものを学びました。

卒業しても、その思い出は貴重な財産となるでしょう。

学生たちの活動の一部を紹介します。
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「健康寿命」延伸をめざした
「ロコモ予防」の取り組み

四国こんぴら歌舞伎
大芝居お練りに参加

宇多津商工会との産学協業
「うたづ町歳末大売り出し」
ポスター＆フライヤー制作

アートコンポ香川2 017
「心の目を開け。～さぬきの今昔物語～」
優秀賞受賞し巨大作品を制作＆展示

「平成相聞歌  恋人たちの
歌碑めぐり」がテレビ番組に

7月15日（土）深夜０時55分から、「平成相

聞歌　恋人たちの歌碑めぐり」事業に

ついて、TSCテレビせとうちの「ロケット

ぱぁんち」という番組で特集されました。

出演したのは平成相聞歌の委員を務めて

いる5人の学生と企画委員長の岩永

（生活介護福祉専攻教員）です。香川県住みます芸人の梶剛さん、岡山県住み

ます芸人の江西あきよしさん、アナウンサーの佐竹明咲美さんと本学学生が、

「恋人たちの歌碑めぐり」のストーリーに沿ってデート体験。

ロケは学舎前から始まり、うたづ海ホタルや協賛店のお菓子の工房リンドン、

さらにウエディングチャペルセント・カテリーナなどで行われました。

平成29年12月１日から12月6日まで開催された、宇多津商工

会主催の「うたづ町歳末大売り出し」について、ポスターと

フライヤーを本コースの学生6名（岡内優里、木下愛美、

木山萌絵、合田有里、河野菜々美、藤村悠里可）と宇多津

商工会との協業で制作し、町内各所で配布、掲示されました。

夏休み中、歳末セールに参加する事業所へ学生が出向き、

取り扱う商品の詳細などを自ら取材しました。各商店の

特徴がフライヤーに掲載する地図にも反映されており商店街

を盛り上げると好評をいただきました。参加学生は、宇多津

町のことに詳しくなり、これまで以上に愛着がわいたと話し

てくれました。

生活介護福祉専攻2年生は、平成29年12月7日、坂出市の介護予防事業に参加しました。介護

予防事業は、65歳以上のすべての高齢者を対象に地域包括支援センターが主体となって行わ

れている事業です。坂出市地域包括支援センターでは、市内12か所で月1回実施しています。

今回は、坂出市中心部のふれあい会館で行われている活動に参加しました。最初にセンターの

職員から主旨や内容を説明していただき、健康運動指導士の指導で高齢者の方と一緒にスト

レッチや体操を行いました。活動の効果を体で実感するとともに、介護予防に関する知識も身

につけることができました。活動終了後、なごやかな雰囲気の中で学生は参加した多くの人た

ちから健康のことや生活についてお話しを聞かせていただきました。

地域の介護予防事業に参加

地域交流センター

子ども学科第Ⅰ部・子ども学科第Ⅲ部

デザイン・アートコース　経営情報科

デザイン・アートコース　経営情報科

食物栄養専攻　生活文化学科

生活介護福祉専攻　生活文化学科
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5
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子ども学科音楽ゼミは毎年保育所や幼稚園などを訪れ、

ミュージカルを子どもたちに披露しています。今年度も

キッズプラザうたづ（児童館）、青山保育園、多度津幼稚園、

白方保育所を訪問し、「ヘンゼルとグレーテル」の

ミュージカルや大型絵本の読み聞かせ、みんなで踊ろう

（ダンス）を組み合わせた演目を発表しました。

音楽ゼミは子どもたちのためのミュージカルの制作や発

表を目的としています。保育現場で実践する能力を身に

つけるために、台本・音楽・大道具・衣裳を手づくりし、舞台

での演技、歌、ダンスなどを学び、発表しています。

平成29年12月7日には青山保育園・幼稚園のクリス

マス会に訪れました。子どもたちの反応に合わせて

臨機応変に演技しなければならないので、学生たちに

とってとても良い経験になりました。

平成29年度　開講講座一覧

地域交流センターは、宇多津町と共催でカルチャー講座を開催していますが、平成29年度は人気の講座について３～５回の連続講座とし、15講座46回

開講、「より深く学ぶ」ことを目指しました。夏休み小学生向け３講座は、毎年内容を変えて宿題お助け講座として充実、新しい講座として「着物着付け

教室」「小学生講座 おもしろい算数のお話」「知って得する介護のこと」を開講、年間のべ約700名の方々に受講いただきました。

今後も「地域の知の拠点」としての役割を積極的に果たしていきたいと考えています。

「より深く学ぶ」をテーマに

受講者の声

平成30年度開講予定講座

平成30年度開講講座につきましては、決まり次第ホームページに掲載いたします。詳しくは香川短期大学ホームページでご確認ください。
▶▶  http://www.kjc.ac.jp

クリスマス会で
子どもたちと交流

平成29年度講座概要

本館１階学生ラウンジを学生の主体的・協働的な学びを促進
できる空間となるようラーニングコモンズへと改装しました。
この場所は多様な形態の公開講座・カルチャー講座の開講や
自治体・企業等への研修会場として地域へも開放しています。
また、エントランスホールには、学生が教育情報を即座に取
得でき快適な環境の中で学修に専念できるようにデジタル
サイネージを設置して学生を支援しています。
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平成30年1月27日（土）、茶道文化を学んでいる生活文化専攻の1、2年生が、地域の方々を初

茶会にお招きしました。初茶会は、日頃の学習成果を披露する場であり、また地域との交流を

深める場にもなっています。亭主、お点前、半東、お運び、と各自の役割に責任を持ち、一期一

会の気持ちで心を込めておもてなしした成果は、一服のお茶の後にお客さまが詠んだ俳句に

反映されています。

普段はおしゃべり好きな学生の凜としてお茶を運ぶ姿に大きな成長を感じると同時に、茶道

文化の継承者として地域で活躍してもらえるのではと期待させる良き茶会となりました。

子ども学科第Ⅰ部・子ども学科第Ⅲ部

ゼミ学習の成果を県内の子どもたちに披露する「こども劇場」は、昭和

51年の第1回公演から41年続く歴史ある催しですが、今年度も1月18日

から20日の間ユープラザうたづと高松のレクザムホールで3回の公演が

行われました。

今回の演目は「ヘンゼルとグレーテル」のミュージカルや「はらぺこ

あおむし」のダンス、吹奏楽演奏、ブラックライトなど様々で、子ども

たちの笑顔が弾けていました。この公演には香川県や高松市、宇多津

町、各報道機関などからの後援をいただいています。1年間の練習を

重ねての晴れ舞台。小道具や大道具、衣裳も、学生たちの手づくりで、

音響や照明も学生たちが担当しました。出演しない学生はプログラム

作成のほか、招待した子どもたちの受付や客席への案内などを担当し、

子どもたちと触れ合える大切な機会となりました。

子どもたちに楽しい舞台を
「こども劇場」に県内の
子どもたちを招待
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子ども学科第Ⅰ部・子ども学科第Ⅲ部

新春初茶会・谷川町長ら招きお手前を披露
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生活文化専攻　生活文化学科

 ・ 健康料理を食卓に ・ 小学生講座 おもしろい算数のお話 ・ シニアと音楽好きのための日本の歌を楽しもう ・ 小学生親子料理講座 ハンバーグを
作ろう！・ ライアン＆ミイコの「英会話で楽しいティータイム」 ・ みんなで楽しくバドミントン ・ 親子講座 読み聞かせと手作り絵本 ・ 着物着付け
教室 ・ 小学生夏休みの宿題 読書感想文講座 ♡ほん大好き♡感想文を書こう！・ 知って得する介護のこと ・ 小学生夏休み 親子クラフト教室「タイル
でアレンジ小物を作ろう」 ・ 楽しくイタリアン！・ シニアと初心者のためのパソコン講座 ・ 暮らしにお花を ・ オシャレにネイルチップ

楽しくイタリアン！

難しい作業もなく簡単に作れた。
（30代・男性）

日本の歌を楽しもう

初心者でも参加しやすい。
（60代・女性）

親子料理講座 ハンバーグを作ろう！

広々として使いやすい施設。学生さん
が子どもの面倒もよくみてくれました。

（30代・女性）

知って得する
介護のこと

今後、絶対に
関わってくる事
なので前もっ
て知れて本当
によかった。
（60代・女性）

おもしろい算数のお話

先生がやさしくておもしろかった。
（10代・女性）

読み聞かせと手作り絵本

地域にひらかれた講座があることを知
りこれからも参加したい。（60代・女性）

ラーニングコモンズと
デジタルサイネージを設置


