
龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　市民大学講座「トラベル英会話」 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総合政策部　企画課　

流通経済大学 　社会学部　岡野ジェンキンズロビン教授

実施日及び回数
４月２２日～５月２７日

5回
実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

人　　　数

事業対象者：一般申込者　15人

大学協力者：教職員　１人　・　学生　　人

実績及び成果

（事業内容）

　岡野ジェンキンズロビン教授を講師にむかえて，毎年開催している中級

者向けの英会話講座で，もうひとつの英会話講座である「英語で学ぶ国際

マナー」とともに非常に人気の高い講座です。

　本講座では，旅行時に必要な語学力を習得できるような内容で講義が行

われました。講座はすべて英語で進められ，テキスト中心の座学の講義だ

けでなく，参加者同士でコミュニケーションをとる時間も設けられ，楽し

みながら学習できる講座となっています。

　受講者には，毎年この講座を楽しみにしているリピーターの方も多くい

ます。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　市民大学講座

　「英語で学ぶ国際マナー」
年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総合政策部　企画課　

流通経済大学 　社会学部　岡野ジェンキンズロビン教授

実施日及び回数
11月11日～12月9日

5回
実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

人　　　数

事業対象者：一般申込者　１３人

大学協力者：教職員　１人　・　学生　　人

実績及び成果

（事業内容）

　もうひとつの英会話講座である「トラベル英会話」とともに，岡野ジェ

ンキンズロビン教授に講師をお願いして，毎年開催している人気の講座で

す。

　講座はすべて英語で進められますが，受講生の習熟度に合わせ，楽しみ

ながら学習できる講座となっています。

　受講者には，毎年この講座を楽しみにしているリピーターの方も多くい

ます。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　健康ウォーキング講座 年度 平成2７年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　高齢福祉課地域包括支援センター

流通経済大学 　スポーツ健康科学部

実施日及び回数
春の部（４回）

秋の部（５回）
実施場所

りゅうがさきてくてくロード

流通経済大学龍ケ崎キャンパス

人　　　数

事業対象者：春の部　３１人　・　秋の部　２６人　　

大学協力者：教職員　　１人　・　学生　２～４人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学スポーツ健康科学部の指導による６５歳以上の方向けの

ウォーキング講座です。

　今年度はポールウォーキングの体験を行いました。専用のポールを使用

し，ポールのつき方や歩き方，姿勢について指導を受け，りゅうがさきて

くてくロードのコースを豊かな自然の中で季節を感じながら，初心者の方

も楽しみながら無理なく歩ける講座として開催しました。

　また，同大学の学生がアシスタント役で参加したことで，世代間交流の

機会にもなりました。

　参加した方からは「ポールを使うことで，楽に歩くことができた｣，｢仲

間ができ，歩くきっかけになった」「スタッフと一緒に歩くことができ，

元気をもらえた」，体力測定を実施したことで｢自分の体力を知り，歩く

ことができた｣などの声が寄せられています。　

　◆念入りに準備体操をします。　　　◆正しい歩き方を学びます。

　◆自然豊かなコースを歩きます。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　血管はつらつ☆ウォーキングⅡ／

　ストレッチ講座
年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市
　市民生活部　市民協働課（①松葉コミュニティセンター・②城ノ内コ

ミュニティセンター）

流通経済大学 　スポーツ健康科学部大学院　大槻毅教授

実施日及び回数

９月１０日～1 月１４日

① 8 回

② 12 回

実施場所
①松葉コミュニティセンター

②城ノ内コミュニティセンター

人　　　数

①事業対象者：30 人

　大学協力者：教職員　２人　・　学生　約１ 0～25 人

②事業対象者：17 人

　大学協力者：教職員　2 人　・　学生　約２０～30 人

実績及び成果

（事業内容）

Ⅰ．事業内容

１．事前説明会　9/10（木）（松葉・城ノ内）

２．測定　採血、体重、体力測定等（松葉・城ノ内）

３．測定　血管年齢検査等（松葉・城ノ内）

４．ウォーキング指導（城ノ内）

５．インターバルウォーキング指導（城ノ内）

６．ノルディックウォーキング指導（城ノ内）

７．ウォーキング（実践）・食事講座　12/10（木）（松葉）

８．事後説明　1/14（木）（松葉・城ノ内）

Ⅱ．事業成果

１．各種測定・検査（採血、体重、体力、血管年齢検査等）により自分

の身体の具合を客観的に知ることができた。（松葉）

　２．身体の具合を知り、ウォーキング（実践）・食事講座を受講するこ

　　とにより、自分にあった健康管理の対策を立てるのに役立った。

　　（松葉）

　３．平成 22 年より当講座が始まって 6 回目になりますが、全 6 回の受 

　　講した方など大変人気がある講座となっております。（城ノ内）



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

事業（運動プログラム）
年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　こども課・龍ケ崎市立八原保育所

流通経済大学 　社会学部　田中光教授

実施日及び回数

5 月 19 日・6 月 16 日・7 月

21 日・10 月 20 日・11 月

24 日・12 月 15 日・12 月

22 日・1 月 19 日　一日 2 回

実施場所
八原保育所

流通経済大学サブアリーナ　

人　　　数

事業対象者：八原保育所の年中・年長児児童（４・５歳児）

　　　　　　　参加児童　年長児 30 人　　年中児 30 人

大学協力者：教職員　１人　・　学生 　２年生　 25 人，院生　４人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学社会学部 及び大学院スポーツ健康科学研究科 の田中 光教

授による，龍ケ崎市立八原保育所の４・５歳児を対象とした運動プログラ

ムを年８回（一日２回）実施しました。リズム体操や鉄棒の前回りや逆上

がりの正しいやり方を指導していただき，学生達との楽しい交流と共に子

ども達の体力づくりに役立っています。

　運動動プログラムは，田中教授

の指導の下，学生と一緒にリズム

体操や体を使ったゲームを行いま

した。

　所庭では、学生達と一緒に「鬼ごっ

こ」や「かくれんぼ」などのルール

のある遊びを，元気に走り回って

楽しみました。

　この取り組みは，児童はもちろん，保護者にも好評を博しています。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

事業
年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　こども課・龍ケ崎市立八原保育所

流通経済大学 　社会学部　菊池義正講師

実施日及び回数 　 実施場所 　　　　　

人　　　数 大学協力者：教職員　1 人　・　学生　20 人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学 社会学部 の菊池 義正 講師指導による保育表現（造形）の

授業で学生が作成した季節の壁飾りを保育所に届けていただきました。

　

　大好きなキャラクターも折り紙

で作成されています，とても素晴らしい

壁飾りに保護者も子ども達も喜んで

眺めていました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　流通経済大学と八原保育所による交流

事業
年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　健康福祉部　こども課・ 龍ケ崎市立八原保育所

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　小粥智浩准教授

実施日及び回数 　　8 月 6 日・8 月 10 日　 実施場所 八原保育所

人　　　数

事業対象者：八原保育所の年中・年長組児童（4・5 歳児）

　　　　　　参加児童数　　年長児 30 人　　年中児 30 人

大学協力者：教職員　１人　・　学生 　３人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学スポーツ健康科学部 小粥 智浩 准教授の指導の下，「柔軟

性とストレッチ」の研究のため、学生が来所しストレッチ運動前の柔軟性

とストレッチ運動体験前後の柔軟性を測定した。

　子ども達も真剣に学生の真似をしながら

ストレッチ運動に取り組んだ。

　ストレッチ運動体験後の測定では，柔軟性が向上していた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　平成２７年度救急救命講習会 年度 平成2７年度

担当

部署

龍ケ崎市 　教育委員会　教育総務課　学務グループ

流通経済大学
　スポーツ健康科学部　小粥智浩准教授，稲垣裕美准教授・

　ライフセービングクラブ

実施日及び回数 ８月１９日 実施場所
流通経済大学　　　　

スポーツ健康センター

人　　　数

事業対象者：龍ケ崎市立小中学校教職員，幼保教職員，教育総務課職員

　　　　　　8１人

大学協力者：教職員　２人（講師1人，実技指導１人）　・　学生２８人

実績及び成果

（事業内容）

　講習会は，前半にスポーツ健康科学部　小粥准教授による「救命につい

て」プロジェクターを用いて講義を行った。心肺蘇生を行った場合の生存

率や心肺蘇生が遅れた場合の救命率の低下等医学的な説明を交え，救急現

場での早期救命措置の重要性を学んだ。

　続いて，スポーツ健康科学部　稲垣准教授による，心肺蘇生法とAED
の実技指導が行われた。ライフセービングクラブの学生２８名のサポート

のもと，練習用人形を用いて講習等を受ける前と後の胸骨圧迫と人工呼吸

のデータ測定を行った。AEDを使用した心配蘇生法の実技，実際を想定し
た総合シュミレーションを行った。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　市立中学 2 年生および市立小学校高学

年対象の救急救命授業
年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　危機管理室

流通経済大学 　スポーツ健康科学部，ライフセービングクラブ

実施日及び回数
6 月 3 日　他

８回
実施場所

・各中学校体育館

・流経大スポーツ健康センター 

　救命トレーナー室

人　　　数

事業対象者：7 ８４人

大学協力者：教職員　２人　・　学生　６４人

実績及び成果

（事業内容）

　当市は，市内を日常生活圏とする 小中学校の児童・生徒が，心停止事例

に遭遇した際に，勇気をもって胸骨圧迫（心臓マッサージ）を行い，同時

に，コンビニエンスストアや市立小中学校屋外などに設置の AED を積極

的に使用することで，救命の可能性を向上できるものと捉え，こうした〝

地域に根ざした こどもたちの力〟の活用と，その体制と環境の整備を目的

に，｢龍・流連係事業｣として，同大スポーツ健康科学部の稲垣准教授，小

粥准教授およびライフセービングクラブの学生より指導支援をいただき，

平成 27 年度は，市立中学校５校の 2 年生および市立小学校３校の高学年

に救命法を学ぶ授業を行い，計 784 人の児童・生徒が受講しました。

　今後も，本授業を継続的に行っていくことで，救命率の向上を図るとと

もに，こどもたちには，｢自分も人を助けることができる｣ことの自己肯定

感を育むなど，人間形成のための教育的機会になるものと考えます。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　つくばね祭での若年層への選挙啓発 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部　人事行政課（選挙管理委員会）

流通経済大学 　

実施日及び回数
１０月３１日

１回
実施場所 流通経済大学キャンパス内

人　　　数 事業対象者：１００人

実績及び成果

（事業内容）

　　つくばね祭での若年層への選挙啓発活動として，選挙管理委員会の

ブースを設営し，次の活動を行った。

　①　選挙解説コーナーを設置

　②　また，学生等・来場者に対して，啓発チラシ及びまいりゅうめいす

　　いくんカンバッチを配布

　③　「めいすい君」の着ぐるみによるブースへの呼び込みを実施



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　放課後児童健全育成事業 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　教育委員会　生涯学習課　青少年育成グループ

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数 ５月７日～３月２９日 実施場所
松葉小学校保育ルーム

長山小学校保育ルーム

人　　　数

事業対象者：保育ルーム入所児童

大学協力者：教職員　　人　・　学生　７人

実績及び成果

（事業内容）

　地域スポーツ研究会の学生が，市内の学童保育ルームを訪問し，学生が

考案した運動遊びやゲーム等を通じ，保育ルーム通所児童と交流を図りま

した。

　内　容

　☆レクリエーション

　　・けいどろ　・長縄跳び　・ボール遊び　・椅子取りゲーム　等

　☆工作

　　・うちわ製作　・ゴム鉄砲製作　等

　☆自由遊び



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　業界・企業説明会 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部　人事行政課

流通経済大学 　就職支援センター

実施日及び回数
３月１0日

４回
実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

スポーツ健康センター

人　　　数
事業対象者：流通経済大学３年生　40人

実績及び成果

（事業内容）

１　龍ケ崎市について

　　　ふるさと龍ケ崎戦略プラン

２　採用試験の概要説明

　　　受験資格，手続など

３　職員の労働条件

　　　給与，勤務時間など

４　公務員の権利・義務

５　質疑応答

　　　市役所について，公務員について　など

　上記について説明を行い，公務員への就職を考えている学生の進路選択

に寄与した。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　龍ケ崎市職員採用試験（第１次試験） 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　総務部　人事行政課

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数 ９月２０日 実施場所

流通経済大学

龍ケ崎キャンパス

４号館

参加人数

（事業対象者）
事業対象者：職員採用試験受験者　１１０名

実績及び成果

（事業内容）

　市庁舎において試験会場の確保が困難なことから，流通経済大学龍ケ崎

キャンパス４号館において，平成２８年度採用予定にかかる職員採用試験

（教養試験２時間，作文・専門試験１時間３０分）実施した。

　受験者数に対する試験運営において，適正規模の会場を使用することが

できたことから混乱なく実施することができた。

　　《受験者内訳》

　　　一般事務　　　　　　　　　　　９９名

　　　一般事務（身体障がい者）　　　　２名

　　　一般事務（特別選抜）　　　　　　３名

　　　社会福祉士　　　　　　　　　　　６名

　　　合計　　　　　　　　　　　　１１０名



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　廃棄物減量等推進員（ごみ減らし隊） 年度 平成 27 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　都市環境部　環境対策課

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数
５月 23 日

１回
実施場所

流通経済大学龍ケ崎キャンパス

４号館１階　４１１大教室

人　　　数
事業対象者：参加者 126 名（市内各地区より推薦）

実績及び成果

（事業内容）

　（１）大学の施設を借用して実施した事業

　市内のそれぞれの地域の代表者の方に，実際にごみを出す生活者の皆さ

んの中からごみの適正排出や減量化を進めるリーダー的な立場の方を選ん

でいただき，その方を中心に，地域の方々に自主的な活動を行っていただ

くことで，「みんなで一緒にごみ問題の解決や地域の環境美化に取り組ん

でいきましょう」という意識を市全体で高めていく目的で設けられた制度

です。

　当日，廃棄物減量等推進員になられたみなさんに，本制度の仕組みやご

みや資源物の分別方法など，基本的な知識を学んでいただきました。

　推進員になられた方から、活発な質問や意見交換がありました。

                                                           説明会の様子   　                  



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　いばらき防災大学 年度 平成27年度

担当

部署

龍ケ崎市 　危機管理室

流通経済大学 　総務部　総務課

実施日及び回数

10月17日・10月31日

11月21日・12月20日

４回

実施場所

・流通経済大学

　575号館7階571教室

・10月31日については

　龍ケ崎市立愛宕中学校体育館

　にて実施

人　　　数 事業対象者：250人

実績及び成果

（事業内容）

　いばらき防災大学では，「防災」について総合的に学び，自主防災組織

等のリーダーとして活躍出来る人材を養成し，自助・共助の精神に基づく

災害に強い地域づくりを目指すこととしています。また，最終日には，日

本防災士機構が認定する「防災士」の資格取得のための講習も兼ねており，

希望者には，最終日に同会場にて資格取得試験を実施しました。

（初日の授業の様子）

　　　　　　　　　　（防災士試験の様子）


