
 

 

 

 

 

 

 

学生が自ら率先して活動し、成長していくプロセスをＣＣＣが応援する仕組みです。活動資金の援助や交流の 

場の提供などを通して、学生の社会貢献活動を支援しています。 
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学生が学外で生きた学びを得られるように支援する教育機関です。地域・社会・世界の人々と出会い、協働

することで、大学で学んだ知識を活きたものにしていけるようにサポートしています。これまでに、多くの

学生がＣＣＣを通して、地域に飛び出し、ＮＰＯや市民団体、企業などと連携して共に活動しています。 

＊ 410graph（フォトグラフ） 「長久手を撮ろう！」 

 ＊ 福祉貢献学会 地域密着班 「地域のための活動」 

＊ 小島ゼミ 「日本語に馴染んで、より充実した日々を」 

＊ カラコミュ 「メディア・コンテ～繋げて広がる僕らのカラコミュ～」 

＊ ASU element project 「小学校外国語（英語）活動サポート」 

＊ コミュカフェ 「福祉施設からはじまるまちづくり」 

＊ はぴばる 「みんなを笑顔に!!」 

＊ うぃるく 「子どもたちと「With」+「Walk」」 

＊ ASU 震災復興応援プロジェクト 「Candle Night 『ASU震災復興応援プロジェクト』」 

＊ あじゅあす 「あじゅあすの笑顔を増やそう計画」 

＊ こめ☆こめ くらぶ 「自然に帰る～田んぼからみえる私たちの世界～」 

＊ 大学祭実行委員会 Share smile 「三世代で地域交流 お料理教室」 

＊ Fsus4（サスフォー） 

「音楽をもっと身近に♪～音楽を通して交流を深め、音楽で人と人との輪を広げよう～」 

＊ 大学生にもエシカルを！ 「大学生にもエシカルを！」 

＊ エコのつぼみ エコイズム 「絆ぐ想いを広げよう！」 

＊ こけっこー 「子どもたちに愛と笑顔を届けよう！」 

＊ 国際協力研究会 「Table For Twoを地域へ広げる！」 

＊ ASUへの Funfair（あすへのファンファーレ）  

「愛知淑徳大学生による 愛知淑徳大学生のためのフェアトレード推進！」 

 

  

＜コンペの様子＞ 

 

＜認定式＞ 

 

【活動団体】 
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東邦ガス株式会社、ガスエネルギー館にて子どもを対象とした環境

イベントに企画から運営まで携わらせていただいています。過去には

折り紙や身の周りにあるものを使い、参加した子どもたちが、エコにつ

いて学べる講座を企画・運営しました。 

 

加藤 雄輝 さん（ビジネス学部２年） 

企画から運営まで自分のやる気次第で、中身の濃い活動にするこ

とができる！そんな気持ちを共有しあえる仲間にであえる！ 

学部・学年の異なる人と交流するのはとても刺激になります。なに

よりもＣＣＣで活動することで与えられた時間の大切さを実感します。

そこを意識しつつ、今以上に世界観を広げる活動に取り組みたいと思

います！ 

 

 

2012年 12月には 

「星座早見表」を 

作りました！ 

取材：ＣＣＣ学生スタッフ 中川 由有（ビジネス学部 4年） 
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星が丘キャンパス 

 

地域を動かす淑徳生！Vol.1 

 

Katudo 

De 

 

 [左から]   水谷 友希子 さん 

  山崎 真以 さん 

  遠藤 香苗 さん 

（福祉貢献学部 1年） 

地域と東山植物園を結ぶことで、地域の活性化につなげていき

たいです。この企画をきっかけに、植物園がより地域の人にとって

身近なものとなり、足を運ぶ機会が増えたらいいと思います。 

活動を進めていくと不安に思うこともあるけれど、みんなで

助け合って乗り越えていきたいです。想いがカタチになるのが

楽しみです♪ 

東山植物園で「密告なう（植物園を舞台にして大規模な鬼ごっ

こ）」をする企画をしています。秋に開催予定で、当日は名古屋市内

の大学生がハンター(鬼)となり、参加者はチームで様々なミッション

をクリアしながら、園内を逃げ回ります。 

 
地域と植物園を結ぶ。 

想いをカタチに。 

長久手キャンパス 

地域で活動している淑徳生を紹介するコーナーです。 

あなたも一緒に活動してみませんか？詳しくはＣＣＣまで。 

取材：ＣＣＣ学生スタッフ 羽田野 有紀（健康医療科学部 4年） 

企画内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日中とっても 

あたたかい気持ち

になりました！ 

 

初めてのボランティア 

参加！たくさんの人と 

話す刺激的な１日でした。 
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「ありがとう」は連鎖する。 

「ありがとう」って言われると「がんばろう」ってなる。 

だから私も伝えたい。応援してくれるあなたへ。 

2013 年 7 月 7 日にデンソー本社（刈谷）にてデンソーハートフルまつりが行われました。今年のテーマは「応援」。

私たち CCC 学生スタッフでは「想いを伝え LETTER」を企画し、手紙を通じて日頃の「感謝」を伝えるきっかけ作りの

ブースを出展しました。応援する気持ちを伝える言葉として「ありがとう」を用いることにしました。 

感謝すること・されることの良さをお互いに確認することで、「ありがとう」を連鎖させようと考えました。 

子どもから大人まで幅広くブースに遊びに来てくれました。 

誰にあてて書くのか、何を書こうか悩んでいる姿がとても微笑ましく、企画してよかったです。 

デンソーハートフルまつりでは、講演会やたくさんのブースがあり、興味深いものばかりでした。 

参加される方々の笑顔がとても輝いていました。 
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メッセージを決める姿に 

ほっこりしました。 

ＣＳＲってなんだろう？ 

考えるきっかけになりました。 

 

デコポン被りました！ 

また来年も参加したいです！ 

 

「つくり手の想い」を 

感じられるイベント。 

参加してよかった！ 

 



      

 

 

 

 

 

 

 ss 

教育センターであるＣＣＣでは授業を開講し

ています。どの授業も色々な学部・学年の学

生と一緒に、ディスカッションをしたり地域

に出て活動したりする実践的な科目です。^^

興味があればぜひ履修してみて下さい♪ 

「コミュニティ・サービスラーニングⅥ 

（食と環境）」 

水曜４限 小早川 真衣子 先生 

「食と環境」に関わる基本的な問題を学び、フ

ィールドワークを通して、 

自らの食生活を振り返り、 

環境に調和する生き方を考 

えます！ 

「コミュニティ・サービスラーニングⅠ 

（まちづくり）」 

  月曜２限 小島 祥美 先生 

長久手市をフィールドとし、 

行政と協働しながら環境 

マップづくりを行います。 

企画・運営を通じて、 

地域が抱える課題とその解決法を考えます！ 

「コミュニティ・サービスラーニングⅣ 

（地域福祉）」 

  木曜２限 橋本 吉広 先生 

福祉現場など地域福祉の現状を知り、 

グループディスカッション 

などを通して、取り組むべ 

き課題を見つけ、解決策を 

考えます！ 

「コミュニティ・サービスラーニングⅤ 

（日本語学習支援）」 

月曜４限 日置 陽子 先生 

在住外国人の現状や背景を 

理解し、日本語学習支援の 

役割や方法を学び、地域の 

日本語教室などで実践して 

いきます！ 

「入門ボランティア」 

木曜２限    木曜３限 

小島 祥美 先生   橋本 吉広 先生 

ボランティアに関する理解と認識を深め、その背

景や思いとは何か、ボランティアの意義や役割、

その魅力について学びます！ 

「障がい者支援ボランティア入門」 

後期集中 

黒川 文子 先生 

障がいのある人についての基本的な理解と認識

を深め、支援を幅広く捉え、共に生きる社会を目

指して私たちにできることを考えます！ 
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長久手 

長久手 

長久手 長久手 

星が丘 

星が丘 

星が丘 



 

(左上から) 

交流文化学部 ４年 臼 井 早 紀 

交流文化学部 ４年 加藤エリカ 

交流文化学部 ４年 塩 崎 未 来 

ビジネス学部 ４年 中 川 由 有 

交流文化学部 ３年 瀧 亜 紗 美 

交流文化学部 ３年 藤 本 涼 子 

ビジネス学部 ３年 西 山 典 佑 

(左上から) 

健康医療科学部 ４年 高 木 祐 太 

健康医療科学部 ４年 羽田野有紀 

文 学 部 ４年 三島里紗子 

 ４年 三 輪 恵 理 

文 学 部 ３年 北垣かなえ 

人間情報学部 ２年 安 藤 佑 哉 

福祉貢献学部 ２年 磯 村 絵 理 

福祉貢献学部 ２年 松 岡 咲 希 
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子育て支援、キャンプ、国際

交流、東日本大震災支援な

ど、様々な学部の学生が色々

な活動をしています♪ 

国際交流、町おこし、環境活動 

企業の CSR活動などに参加した 

学生スタッフが待ってます♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ボランティア 

７

月 

６(土) 

７(日) 

１７(水)～２0(土) 

２1(日)～２４(水) 

２７(土) 

 

千種児童館 七夕飾り作り 

㈱デンソー ハートフルまつり 

極楽苑 流しそうめん 

極楽苑 夏祭り 

トヨタ車体との協働ボランティア 

「障がい児とのブルーベリー摘み」 

 

８

月 

 

１９(月)～２１(水) 

１５(木)～２４(土) 

２１(水)～２３(金) 

２４(土) 

３０(金)３１(土) 

 

 

子ども平和フォーラム 

表浜 BLUE WALK 

名東区社会福祉協議会「ふれあい交流会 2013」 

日進市「チャレンジド夏祭り 2013」 

白金児童館 こどものまち 

名古屋市農業センター 親子教室 

９

月 

８(日) 

１５(日)２９(日) 

２２（日） 

２９(日) 

NAGOYA UNDOUKAI 

アジア保健研修所 おでかけボランティア 

名養デイキャンプ 

千種児童館 こどものまち 

 

10 

月 

 

６(日) 

１４(月祝) 

２６(土)２７(日) 

26(土)２７(日) 

 

 

 

ナマステインディア in刈谷 

アジア保健研修所 オープンハウス 

ワールド・コラボ・フェスタ 

千種児童館 じどうかんまつり 

千種区民まつり 

リニモ de worldラリー 

 長久手キャンパス 星が丘キャンパス 

利用時間 9：00～18：30 （授業日以外 9:00～17:00） 

場所 11号棟 1階 5 号館 1 階 

連絡先 0561-62-4111㈹ 052-781-1151㈹ 

E-mail asccc@asu.aasa.ac.jp 

日進市チャレンジド夏祭り 

北垣 かなえ（文学部 3年） 
昨年の日進市「チャレンジド夏

祭り」では、障がいを持つ方、そ

うでない方、センターの職員さん

や夏祭りに参加されたボランテ

ィアさん、みんなで楽しむことが

でき、有意義な時間を過ごせま

した。そこでの出会いや、もらっ

た言葉も忘れることができませ

ん。自分自身も楽しみながら、夏

休みのいい思い出ができ、とて

も嬉しかったです。 

自分の中にも、子ど 

もたちの中にも残る 

「チャレンジド夏祭り」に 

参加してみて下さい☆ 

ワールド・コラボ・フェスタ 
瀧 亜紗美（交流文化学部 3年） 
ワールド・コラボ・フェスタに参加

して、国際分野に関わる活動をさ

れている様々な団体を知ること

ができました。お祭りのようにに

ぎやかで、たくさんの人が笑顔で

話しかけてくれました。自分の知ら

ない世界を広げることができ、と

ても楽しい時間を過ごせました！

ボランティアでなくても、その場

に足を運ぶだけでとっても楽しめ

るイベントです。 
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7/25（木）～8/29（木） NIC 夏休み子ども日本語教室 

コラボ通信 37 号 
発 行：愛知淑徳大学 

コミュニティ・コラボレーションセンター 

発行日：2013 年 8 月 1日 

編 集：ＣＣＣ学生スタッフ 

9/26（木）～10/2（水） 極楽苑 外出支援「モリコロパーク」 
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