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防災フィールド実践セミナー

昨今の震災を教訓にして、防災に関する意識や知
識の向上を目的とし、地域児童を対象に防災カル
タを使用した講義や避難訓練を行う。その後、実
践的な判断力を身に付けてもらうために、煙中体
験や消火器体験を実施する。

「防災フィールド実践セミナー」の開催（10月）

昨年の課題を改善した防災教育を実施したこと
で、児童たちがより楽しく効果的に防災に関する
知識を学ぶことができ、メンバーにとっても訓練の
質の向上に繋がった。

学んだ知識を児童たちに展開することで、学生自
身が防災に関する知識の定着が図ることができ、
また防災におけるスキルアップに繋がった。また、
防災に関する取り組みを周囲に広めるために効果
的な方法を理解することができた。

獅子舞を通じた地域交流、高大連携プロジェクト

古来より演じられてきた芸能「獅子舞」を神戸市内
で開催される春節（旧正月）関連イベント等で披露
し、地域交流を図るとともに神戸学院大学の存在を
アピールする。

オープンキャンパス（9月）・近隣地域イベント（10
月、11月、12月、2017年1月）・春節イベントでの
獅子舞披露（2017年2月）

獅子舞を通じて中国文化を学ぶとともに、合同練習
を行った兵庫商業高等学校や地域交流イベントを通
じて舞を披露したことで、神戸学院大学の存在をア
ピールすることができた。

中国文化に携わる人々との出会いにより、伝統文化
を繋いでいくことの難しさを学ぶことができた。ま
た、仲間とひとつのことに打ち込むことで、本当の意
味での結束や信頼関係が構築できることを学べた。

出前で国際交流

神戸学院大学に在籍する留学生が、地域の国際化、お互いの異文化を理解、多
文化共生に貢献するために、地域の教育機関（中学校）に出向き、国際交流活動
を実施する。

近隣の中学校にてお互いの母国を紹介、異文化体験イベント等の交流会開催
（11月）

留学生ならではの企画として、企画に参加した中学生たちに海外に対する興味
を持ってもらえたとともに、留学生自身も日本の文化について、知識を学ぶこと
ができた。
また、学ぶことの楽しさを中学生たちに伝えることができ、神戸学院大学に対
するイメージアップにも繋がった。　

日本の文化を学ぶとともに、異国の人々と接することの楽しさ、異文化を伝え
るためのプレゼンテーションスキルやコミュニケーション能力が向上した。ま
た、学生自身が神戸学院大学の学生であることに対する誇りを強く認識する
ことができた。

野菜を食べようプロジェクト

1日の理想野菜摂取量を理解してもらうために、ミニ
野菜ブーケやレシピブックを作成するなど、野菜に関
心、親しみを持ってもらえるイベントを実施する。

オープンキャンパスにて1日での必要摂取野菜量
のブーケ展示、オリジナルレシピブックの配布、手
軽に作れる野菜料理の試食会を開催（8月、12月）

若者の野菜離れの状況を認識してもらうとともに、
野菜を採ることの重要性を理解していただけた。ま
た、レシピブックを活用したことで、効果的に野菜を
摂取できる調理法を伝えることができた。

管理栄養士を目指している学生が多い中で、企画
を通じて野菜に関する知識向上に繋がった。また、
食事の中における野菜の重要性を再認識できた
ことで、今後も野菜摂取の重要性を広めることの
意義を学ぶことができた。

親子お弁当ラリー

弁当という生きた食育教材を用いて、地域の小学
生およびその保護者を対象に栄養の大切さをにつ
いて気軽に楽しく学んでもらえるよう、体験参加型
のイベントを開催する。

大学見学会にて親子お弁当ラリーの開催（11月）

体験参加型のイベントを企画することで、参加さ
れた小学生とその保護者が楽しく食に関する知識
を学ぶことができた。また、大学を開放して、楽し
みながら学べるイベントだったため、保護者から
お褒めの声もあり、大学のアピールに繋がった。

本企画を通じて、栄養教育の実践の難しさを乗り
越えるために持つべき視点が何であるかを実感
するとともに、今後の栄養教育への取り組みに対
し、参加メンバー全員に強いモチベーションが生
まれた。

「もしも」に「いつも」備えよう！～How to use ローリングストック～

災害時の食料備蓄対策である「ローリングストック法」を活用し、被災環境で
も衛生的に調理できる食材と調理法を考え、その調理法をレシピブックとし
て作成する。
また、ナレッジキャピタルで「ローリングストック法」に関する常設展示や講習会
を行うとともに学会等で発表を行う。

レシピブックの作成、ナレッジキャピタルでの常設展示・講習会（11月～12月）、
日本栄養改善学会近畿支部学術総会での報告（12月）

「ローリングストック法」の存在を知ってもらうとともに、災害時における栄養面
での問題やポリ袋調理の開発等、災害時における知識を展開できたことで、災
害時の対応に関する知識の普及を実践できた。

防災に関する知識を広めることの重要性を再認識するとともに、対象者の目線
に立つことで、知識のない人向けにわかりやすく説明する力などを身に付ける
ことができた。

防災系栄養女子★（栄養学部）

   2016年の大学創  立50周年を記念し、
大学の活性化・地域の活性化・社会貢献等に繋がる学生  の主体的・自主的な学びを支援することを目的として、

「学生チャレンジプロジェクト」とい  う新しい取り組みを実施しています。
　2回目を迎える2016年度においても、6組の企画  が採択され、さまざまなプロジェクトを行いました。
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