
2 0 2 0 年 1 月 度 情 報 交 換 会 

日時：2020 年 1 月 29 日（水）14:00～ 

 

 

 

【発表内容】 

 

1．「楽しく学ぶ クロスロードワークショップ」実施  

 

2．【地域共創センター】 

（1） 東北公益文科大学後援会事業 

一流体験合宿型研修プログラム in ニュージーランド 

（2） 公益教養プログラム Forum21 

「令和元年度 公益教育セミナー 学校と地域」 

（3） 地域共創センターサービスラーニング支援事業 

   「災害ボランティア研修会」 

（4） 令和元年度 地域共創コーディネーター養成プログラム特別講座 

   「ファシリテーション・グラフィック」 

 

3．2021年卒対象「就職ガイダンス in公益大」開催 

 

 

 

※次回の情報交換会は 2020年 2月 26日(水)の予定です。 

リリース情報に関するお問い合わせ 

東北公益文科大学（広報担当）池田、佐藤 

TEL）0234-41-1111  FAX）0234-41-1133 

E-mail）koho@koeki-u.ac.jp 



 

 

2020 年 1 月 29 日 

東北公益文科大学 

 

武田ゼミ 3年生 8名が酒田市立第一中学校 1年生を 
対象に防災授業を行います 

  

東北公益文科大学･武田ゼミは、誰もが生涯、安心して暮らせる地域社会を形成してい

くために、行政、専門職者や特定の当事者だけでなく、住民が一体となって福祉まちづ

くりに取り組む方法について、被災地域へのフィールドワーク等を通して調査、研究を

しています。 

今年度は、庄内地域の中学生に防災意識を持ってもらうことを目的とし、福島県相馬

市、宮城県石巻市、南三陸町における現地調査をもとに、「クロスロード（防災対応カー

ドゲーム）を活用した中学 1 年生向けの防災授業」を企画しました。 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

○日 時：2020 年2 月 3 日（月） １３：３５～１５：２５（2 クラス） 
        2月12日（水） １３：３５～１５：２５（3クラス） 

○会 場：酒田市立第一中学校 一年生 5 クラスの各教室 

（酒田市住吉町 10番 70号） 

○講 師：東北公益文科大学 武田ゼミ 3 年生 8 名 
 

 

Press Release 

★ 武田ゼミ 3年生 8名が現地調査・研究の上で考案したオリジナルの防災

授業の実践です。平成 27年度のゼミ 3年生が制作した『酒田っ子防災学

びノート』も活用します。 

★ 中学生を対象とした授業実践は初めてです。酒田市立第一中学校のご協

力により、2日間に分けて、1年生 5クラス全員を対象として行います。 

★ 100 分の授業時間のうち、前半は授業形式で防災について学習をし、後

半は 5人 1グループのグループワーク形式でクロスロード・ゲームを通

していざという時のことを「自分事」として学び合います。 

お問い合わせ 

 東北公益文科大学 武田研究室 

 電話）０２３４－４１－１２７１ 

 メール）takeda@koeki-u.ac.jp 



東北公益文科大学後援会事業 

一流体験合宿型研修プログラム in ニュージーランド 

2020.1.15 

１．日程 

令和 2年 2月 3日（月）～9日（日） 

 

２．本学からの参加者 

 2年生 8名、1年生 2名 引率）教員 1名、職員 1名 

 

３．スケジュール 

日程 内容 宿泊 

2月 3日（月） 成田国際空港集合・出発→オークランド国際空港へ移動  

 

 

2月 4日（火） オークランド国際空港到着→ 

オークランド空港出発→クライストチャーチ空港到着 

→バスにてクライストチャーチ市内へ移動 

→Al Noor Mosque訪問・NZ傘福の贈呈 

 

 

2月 5日（水） Stand Children’s Services Tū Māia Whānau Christchurch の運営する

Childrens Villageへの訪問、ボランティア活動、スタッフからのレクチャ

ー 

※バスで往復移動 

 

 

2月 6日（木） Ngāi Tahu Treaty Festival Ōnuku MaraeもしくはWaitangi Day 

Festival Ōtautahi への参加、マオリ文化と歴史に関する学習 

→バスでクライストチャーチ空港へ移動 

→クライストチャーチ空港出発→ウェリントン空港到着 

→バスで YHAへ移動 

 

 

2月 7日（金） Ministry of Foreign Affairs への「ニュージーランド傘福」の贈呈（学生

によるスピーチを含む） 

→国会議事堂訪問→酒田市訪問団との合同ランチ・ミーティング 

→Plunket Society等の福祉の民間団体への視察訪問→夕食 

※徒歩とバスで移動 

 

 

2月 8日（土） ウェリントン市内観光（国立博物館 Te PaPaなど） 

→バスでウェリントン空港へ移動→ウェリントン空港出発 

→オークランド空港到着→ホテルの送迎車でホテルへ移動 

 

 

2月 9日（日） ホテルの送迎車でオークランド空港へ移動 

→オークランド国際空港出発→成田国際空港到着・解散 

 

 

 

 

https://ngaitahu.iwi.nz/event/ngai-tahu-treaty-festival/
https://my.christchurchcitylibraries.com/ti-kouka-whenua/otautahi/


東北公益文科大学≪公益教養プログラムFORUM21≫

主催 公益教育研究会 東北公益文科大学 山形県庄内総合支庁

■日 時 ２０２０年１月３１日（金）１４時００分～１６時４５分

■場 所 東北公益文科大学／公益ホール２階 中研修室2

■参 加 料 無料

■締め切り ２０２０年１月１７日（金）

このセミナーは、公益の学校づくり・人づくりを目指し、多くの方のお力
添えをいただきながら毎年開催しているものです。今年度は、「基調講演」
と「実践発表」「パネルディスカッション」での構成で、これからの学校と
地域のあり方や、それぞれの立場からの「公益の人づくり」について考えて
いきます。

学校関係者はもちろんのこと、どなたでも参加できますので、皆様どうぞ
お誘いあわせの上、おいでくださいますようご案内申し上げます。

■申込方法 メールまたはFAXで
公益教育研究会事務局 佐藤千佳夫 (酒田市立八幡小学校)

電話 0234-64-3737 FAX 0234-64-3744 メール chikao.sa@gmail.com
■後援 ・山形県教育委員会 ・鶴岡市教育委員会 ・酒田市教育委員会 ・三川町教育委員会 ・庄内町教育委員会 ・遊佐町教育委員会

・ロゴマーク(まつりん)

実践に学ぶ 〔実践提供〕
酒田市立浜田小学校 教諭 加藤ひとみ 先生
遊佐町立藤崎小学校 教諭 池田 博之 先生
山形県立酒田光陵高等学校 教諭 梅津 吉絵 先生

基調講演 「学校と地域」～酒田光陵高等学校の取り組みを中心に～
鈴木和仁 先生 （山形県立酒田光陵高等学校 校長)

パネル

ディスカッション

2019年12月

「庄内地域の学校教育における地域課題学習の実践と課題」
コーディネイター 東北公益文科大学教授 武田真理子 先生
山形県立酒田光陵高等学校 校長 鈴木 和仁 先生

酒田市立浜田小学校 教諭 加藤ひとみ 先生

遊佐町立藤崎小学校 教諭 池田 博之 先生

山形県立酒田光陵高等学校 教諭 梅津 吉絵 先生

令和元年度 公益教育セミナー



所属

所属電話番号

◎送付書なしでこのままＦＡＸしてください。→0234-６４-３７４４

〔会場アクセス〕

令和元年度 公益教育セミナー

職 参加者氏名

東北公益文科大学 酒田キャンパス

郵便番号：998-8580
住 所：山形県酒田市飯森山三丁目5番地の1
電話番号：0234-41-1111（代表）

FAX番号：0234-41-1133



ボランティアに
求められることっ
て何だろう…？ 

 

災害ボランティア研修会 
 

災害ボランティ
ア、参加したいけ
どちょっと不安… 

もっとボランティ
アでできること
を増やしたい 

被災地の人々の
為に何ができる
だろう？ 

会場：東北公益文科大学 公益ホール 中研修室 2 

 

 

IVUSAで活動する他大生とも交流できます！ 

内容：講演  
NPO法人 鶴岡災害ボランティアネットワーク 

         チームはちまき 佐藤薫さん、菅原千佳さん 
     活動事例紹介 

NPO法人国際ボランティア学生協会（IVUSA） 
    交流  

災害ボランティアワークショップ 
         

お問い合わせ、申込み先 

地域共創センター（お名前、学年、電話番号を教えてください） 

 電話：0234-41-1115 

 mail：musashi@koeki-u.ac.jp (担当：武蔵) 

地域共創センター サービスラーニング支援事業 

2020 年 2 月 16 日（日）13:00～15:00 
 



 

  

 

 

 

 

日時：2020年 2月 29（土）10:00～15:00 

場所： 東北公益文科大学 酒田キャンパス103教室 

対象者： どなたでも     

定員： ３２名（定員になりしだい、締め切りとさせていただきます。） 

参加費： 一般1000 円 （本年度プログラム受講生、大学生、大学院生無料） 

申込方法： 裏面申込フォームまたは、FAX、E-mail にてお願いします。 

 

 

 

 

令和元年度 地域共創コーディネーター養成プログラム 特別講座

 話し合いの際、記録はどうされています

か？ファシリテーション・グラフィックは、

話し合いの内容を絵や図などを取り入れ

ながら、メンバーに見えるように即興で

記録し、共有するための方法です。 

今すぐ実践できるスキルです。 

是非、この機会にご参加ください！！ 

講師：稲村 理紗 氏    
まちづくりファシリテーター、山形県地域コミュニティー    

アドバイザー、東北公益文科大学非常勤講師。 

〇申し込み・お問い合わせ〇 東北公益文科大学 地域共創センター 

〒998-8580 山形県酒田市飯森山 3-5-1  

℡0234-41-1115 Fax0234-31-2082  E-mail：kyoso@koeki-u.ac.jp 

 



 

◎申し込みフォーム◎ 申込締切：２月２５日（火）   

※定員になり次第締め切りとなります！ 

↓FAXまたは E-mailよりお申し込みください↓  

[FAX]送付先  ０２３４－３１－２０８２ 

 下記に必要事項を記入の上、送信してください。 

※電話でのお申し込みは受付しておりませんのでご注意ください。              

 

[E-mail]送付先 kyoso@koeki-u.ac.jp 

 件名を「稲村理紗氏特別講座 参加申込」と記入の上、本文に下記の項目を記載し送信してください。大学よりメール

返信がありましたら申し込み受付完了となります。 

 

（氏名） ふりがな 

 

（所属） 

（メールアドレス） （電話番号） 

 

（住所） 

 

※ご記入いただいた個人情報は、申し込み受付の確認や緊急連絡の際にのみ使用いたします。 

 

mailto:coc-staff@koeki-u.ac.jp
mailto:coc-staff@koeki-u.ac.jp


 

 

2020 年 1 月 29 日 

東北公益文科大学 

 

「就職ガイダンスｉｎ公益大」を開催します 
 

 

3 月 1 日の就職活動開始に伴い、本学学生と企業･団体様との出会いの場として、「就

職ガイダンス in 公益大」を実施いたします。 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

■日時 

2020年 3 月 9 日（月）、10 日（火）、11 日（水） 

午前の部/10：00～12：55、午後の部/14：00～16：55  

■会場 

東北公益文科大学 公益ホール 1階 中研修室 1 
 

 

                

 

 

Press Release 

★ポイント 

○県内外を問わず、3 日間で 130 社（県内 67 社、県外 63 社）の企業･団体様に

ご出展いただきます。 

○3日間とも午前の部･午後の部の 2部制とし、全ての企業･団体様を入れ替えま

す。 

○出展企業･団体様には、1回 30分程度で、会社の概要や仕事内容、採用を予定

している職種等について、学生にご説明いただきます。 

お問い合わせ 

 キャリア開発センター 

 電話）0234-41-1112 


