
龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　地域合同防災訓練 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　龍ケ崎小学校

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　 稲垣　裕美　准教授

実施日及び回数
１１月１８日

１回
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：５年生児童４９人，地域の方１８人

大学協力者：教職員１人（スポーツ健康科学部　稲垣裕美准教授）

　　　　　　学生約２０人（スポーツ健康科学部の学生）

実績及び成果

（事業内容）

（１）事業内容

　○龍ケ崎小学校の５年生と地域の方が，流通経済大学のスポーツ健康セ

ンターで，胸骨圧迫やＡＥＤの使い方の実習を行った。

　

○胸骨圧迫やＡＥＤ使用の実習では，６人グ

ループに一人ずつ学生が入り，児童への指

導・支援をていねいに行ってくれた。

　○地域の方も児童と一緒に実習を行った。児

童は，地域の方といろいろなお話をしなが

ら，実習を行うことができた。

（２）成果

　○児童は，胸骨圧迫の仕方やＡＥＤの使い方を学ぶことができた。それ

とともに，命の大切さや命を守るために自分たちができることを真剣

に考えるよい機会となった。

　○地域の方と児童が一緒に実習をすることで，児童ばかりでなく地域の

方にも有意義な活動となった。児童に積極的に関わってくださり，地

域で子どもたちの命を守っていこうという意識の高まりも見られた。

　○流通経済大学の施設がたいへん充実しているとともに，多くの学生が

支援に入ってくれるので，充実した実習を行うことができた。次年度

も継続して実施していきたい。



龍・流連携事業報告書

事　業　名 　第１・２学年学習支援 年度 平成2８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　大宮小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　　福ヶ迫　善彦　教授　　

実施日及び回数
６月２日　６月６日

６月８日　３回
実施場所 大宮小学校１・２年教室

人　　数

事業対象者：　１年生児童16人　，２年生児童26人　

大学協力者：　学生　　2人

実績及び成果

（事業内容）

　

（１）事業内容

１・２年教室でＴ２として，児童への個別支援

・学習支援

・生活支援

・給食支援

（２）成果

個別に児童の対応をしてくれたことで，個に応じた指導が充実した。

（児童の感想）

・やさしく教えてもらった。

　　・いっしょに遊んで楽しかった。



龍・流連携事業報告書

事　業　名 　第１・２学年親子活動 年度 平成2８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　大宮小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　教授　福ヶ迫　善彦　先生　　

実施日及び回数
11月24日　

１回
実施場所 大宮小学校　体育館

人　　数
事業対象者：　66人（児童42人　保護者22人　職員２人）

大学協力者：　教職員　　１人　・　学生　　６人

実績及び成果

（事業内容）

（１）事業内容　

・親子でできる体作り運動・ストレッチ運動

・児童の体ほぐし運動

・親子で一緒に体作り運動

・参加者全体で触れ合える軽い運動（肩たたきなど）

（２）成果

（児童の感想）

・楽しかったのでまたやりたいです。

・家でもやりたいです。

（保護者の感想)

・家族でやってみたいと思います。

・いい運動になりました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　生活支援（学校現場教育実習） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　八原小学校

流通経済大学 　サッカー部　他

実施日及び回数
１１月～１２月

４６回
実施場所 八原小学校教室及び校庭

人　　　　数
   事業対象者：１，２年生児童　２８１人

   大学協力者：学生５人

実績及び成果

（事業内容）

（１）ねらい

給食指導支援や休み時間の指導支援を受けることで，楽しい給食のマ

ナーや会話の仕方を身に付けたり，安全で楽しく遊ぶ習慣を身に付け

たりする。また，大学生と交流することで，地域の様々な大人と接す

る機会とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）事業内容

①給食指導支援　　　　　　　　　　　

・配膳の支援

・会食

・片付けの支援

②清掃指導支援

③休み時間の支援

（３）事業の成果

　　大学生の支援によって，給食時の配膳や片付けの安全がより確保され

ました。また，給食中のマナーに対する児童の意識が向上しました。

さらに，大学生との会話も弾み，楽しい会食となった。

　　休み時間一緒に過ごしてもらうことで，外で元気に遊ぶ習慣付けとな

り，体力づくりの一助となりました。

      　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　市内陸上記録会練習指導 年度 平成 28 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　八原小学校

流通経済大学 　陸上部

実施日及び回数
５月９日～１６日

４回
実施場所 八原小学校校庭

人　　　　数
   事業対象者：５，６学年児童　２９８人

   大学協力者：学生　９人

実績及び成果

（事業内容）

（１）ねらい

市内陸上記録会に向けて，大学陸上部の学生から専門的な技術指導を

受けることで，種目の技能の向上を図るとともに，記録の向上につなげ

る。また，流大生の指導を通して，運動に取り組む姿勢について考えさ

せる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）事業内容

陸上記録会の種目の指導　　　　　　　　　　
　　　　　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

（３）事業の成果

陸上種目に精通している陸上部員の方の指導を受けたことで，ポイン

トを押さえた陸上競技の技能向上が図られました。また，自信をもって

当日の陸上記録会に参加することができました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　八原の達人から学ぼう 年度 平成2８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　八原小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　小粥ゼミ

実施日及び回数
１１月１９日

１回
実施場所 八原小学校体育館

人　　　　数
事業対象者：６学年児童　１０人

大学協力者：教職員　１人　学生　７人

実績及び成果

（事業内容）

（１）ねらい

地域の達人や地域で生活している方たちとの交流を通して，人間的な

ふれあいを経験し，職業についての関心を高めるとともに，人として

の生き方について考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）事業内容

①スポーツトレーナーについての講話

②軽運動

③ストレッチ運動

（３）事業の成果

　　児童は，流通経済大学生からの丁寧な説明や指導によりスポーツト

レーナーの役割を行うに当たっての心構えを知ることができた。

　　また，大学生との軽い運動やストレッチを通してスポーツをすること

の心地よさを味わうことができた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習指導支援（算数，理科等） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

流通経済大学 　スポーツリーダー実習　

実施日及び回数
６月６日，９日，２４日

２８日，７月８日
実施場所 川原代小学校

人　　　数

   事業対象者：全学年　７１人

   大学協力者：学生　２人

実績及び成果

（事業内容）

　

スポーツリーダー実習の学習支援では２名の学生にきていただき，算数

や理科でつまずいている児童に優しく学習支援していただいたり，図工や

家庭科，体育など実技指導の補助をしていただいたりした。きめ細やかな

授業を展開することができた。

　

　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援（持久走大会） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

流通経済大学 　スポーツリーダー実習（駅伝部）

実施日及び回数
11 月１日，８日，１１日

２２日，２５日
実施場所 川原代小学校グランド・体育館

人　　　数

   事業対象者：全児童　７１人

   大学協力者：学生　３人

実績及び成果

（事業内容）

　

１１月２５日の校内持久走大会に向けて，体育の授業等やランニングタ

イムを設けて児童の体力，持久力の向上を図っている。

　体育の授業において，各学年ごとに児童の発達段階に応じた，駅伝部学

生による専門的な指導により児童は走る楽しみが向上した。

　また、校内持久走大会当日も児童のペースメーカーや各ポイントの立哨

指導の協力もしていただき，児童の記録の向上や健康・安全に大きく貢献

していただいた。

　 　

　 　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援（陸上種目限定） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

流通経済大学 　学習ボランティア（陸上競技部）　

実施日及び回数 ５月１３日 実施場所 川原代小学校グランド

人　　　数

   事業対象者：５・６年児童　２４人

   大学協力者：学生　５人

実績及び成果

（事業内容）

　

　龍ケ崎市小学生陸上競技会に向けて，５・６年生児童が放課後練習に取

り組んでいる。各種目ごとに分かれ入賞目指して教師の指導もと熱心に

日々取り組んでいるが，陸上種目の専門性については十分なものではない。

　児童たちは陸上部の学生の専門的な技術指導を受け，いつもにまして意

欲的な態度で練習に取り組むことができた専門的なアドバイスを受け，多

くの児童が自己記録を更新することができた。

　 　

　 　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　心肺蘇生法・AED実習 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

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　稲垣　裕美　准教授

実施日及び回数 ７月１４日 実施場所 流通経済大学

人　　　数

   事業対象者：川原代小学校５・６年児童　２４人

   大学協力者：教職員１人　・　学生　１２人

実績及び成果

（事業内容）

　

流通経済大学において，５・６年児童を対象に心肺蘇生法やAEDの実

技実習を行った。。初めてAEDを操作する児童もおり、不安を感じてい

たようだが，大学生がグループに寄り添って分かりやすく教えてくれた。

　AEDの使い方を知るとともに，命の大切さを改めて感じ取ることができ

るよい体験学習となった。

　 　

　

　 　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　生活指導支援（昼休み・清掃指導） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

流通経済大学 　スポーツリーダー実習　（駅伝部）

実施日及び回数
６月～１１月

１５回
実施場所 川原代小学校

人　　　数

   事業対象者：全児童　７１人

   大学協力者：学生　３人

実績及び成果

（事業内容）

　

　スポーツリーダー実習の生活指導支援では，駅伝部の３名の学生が６月

から１１月までの５ヶ月間に１５回来校してくださった。昼休みの遊び相

手をしてもらったり，清掃をともにしながら指導していただいたりした。

児童に優しく接することができる３人なのでとも人気があり，各学年とも

生活指導支援で学生が来る日を楽しみに待っていた。

　 　

　 　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援（水泳学習） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　川原代小学校

流通経済大学 　スポーツリーダー実習　

実施日及び回数 ６月６日・２７日 実施場所 たつのこアリーナ

人　　　数

   事業対象者：全児童　７２人

   大学協力者：学生　　　８人

実績及び成果

（事業内容）

　

たつのこアリーナのプールにおいて川原代小学校全児童で水泳学習を実

施している。３年生以上は初級，中級，上級，マスターと泳力ごとに４つ

グループに分かれて学習する。

　各グループでスポーツリーダー実習の学生に指導の補助をしていただい

た。学生の補助がついたことできめ細やかな指導が実践できた。

　

　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　第２学年　親子ふれあい教室 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 龍ケ崎西小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　　ラグビー部員　　

実施日及び回数
６月３日　

　　1 回　　　　
実施場所 龍ケ崎西小学校　校庭

人　　　数

   事業対象者：第２学年児童　３６人　　　　保護者　２８人

   大学協力者：学生　２人

実績及び成果

（事業内容）

○第２学年　親子ふれあい教室　　　　　　　　　　　　　　　

児童・保護者のふれあい活動に，ラグビー部の学生２名が参加し，親子で

できる楽しいゲームをリードしてくれました。最初にウォーミングアップ

として親子でしっぽをつけて鬼ごっこをしました。次にラグビーボールを

使って，ゲームをするための基本練習をしました。親子で一緒にふれあう

ことができ，たいへん好評でした。

　　

　　 　　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名
　親子ふれあい活動　

　コーディネーショントレーニング
年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　松葉小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　小粥智宏先生　学生

実施日及び回数 ６月 2 ４日 実施場所 松葉小学校

人　　　数

   事業対象者：第３学年児童３６人

   大学協力者：教職員　１人（小粥智宏先生）　学生　１５人

実績及び成果

（事業内容）

　毎年，小粥先生と小粥研究室の学生のみなさんに指導していただき，第

３学年の親子触れあい活動として，コーディネーショントレーニングを実

施しています。

今年も，学生が楽しく司会・進行をしてくれました。親子がペアになり

様々な活動に親子で協力しながら取り組む姿が見られ，子どもたちも，保

護者のみなさんも笑顔があふれて，楽しく親子ふれあい活動を行うことが

できました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　運動会の補助　 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　松葉小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学科

実施日及び回数
9 月 27 日・30 日

10 月 1 日　３回
実施場所 松葉小学校

人　　　数

   事業対象者：全校児童２１５人　職員２０人

   大学協力者：学生４人

実績及び成果

（事業内容）

　運動会では，予行練習と本番に準備係や審判係など係の仕事を子どもた

ちがスムーズに活動できるようにサポートしていただきました。前日準備

には，子どもたちだけでは厳しい力仕事を手伝っていただき，素早く，安

全に準備することができました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　運動会の補助　 年度 平成 28 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　長山小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　学校現場実習

実施日及び回数
９月１５日～１０月２日

５回
実施場所 長山小学校

人　　数
   事業対象者：全学年児童   ３２１人，教職員   ２３人

   大学協力者：学生　２人

実績及び成果

（事業内容）

　昨年度に引き続き，学生ボランティアに運動会のスタッフとして参加し

てもらい，係の仕事を担当してもらったり，力のいる仕事を手伝っても

らったりした。

　今年度も，早い段階でボランティア学生との打合せができたので，事前

に役割分担をして，３回ある児童との係打合せにも参加してもらった。予

行練習で流れをつかむと，本番の活動は大変スムーズだった。大きな荷物

の出し入れやゴール審判，用具の準備など，与えられた仕事だけでなく，

状況を判断して積極的に動いてくれて大変助かった。閉会後のテントの片

付けなどにも貢献した。

彼らは教員志望ということなので，学生にとっても良い機会になったの

ではないかと思う。できれば次年度もこのような形で協力してもらえると

ありがたい。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　持久走の補助　 年度 平成 28 年度

担当

部署

龍ケ崎市 　長山小学校

流通経済大学 　スポーツリーダー実習　／　学生ボランティア（金子ゼミ対応）

実施日及び回数
11 月 14 日～12 月 7 日

9 回
実施場所 長山小学校

人　　数
   事業対象者：全学年児童   ３１７人，教職員   ２３人

   大学協力者：学生　８人

実績及び成果

（事業内容）

　持久走の練習が始まる時期から，体育の授業や業間休みのマラソン練習

に参加してもらう。走り方のアドバイスや，児童への声かけなど，積極的

に教員の補助をしてくれた。また，持久走大会当日は，コース誘導，周回

確認，着順判定，着順カード渡し，児童の伴走など，分担した役割にしっ

かりと取り組んでくれた。

学生らは，２，３，４時間とグランドで活動した後，給食は各クラスに

入り，児童とふれ合う時間をもった。人間関係もでき，そんなお兄さんた

ちのアドバイスや励ましは，子どもたちの大きな力になっている様子だっ

た。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援「体育（水泳学習）の支援」 年度 平成2８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　長山小学校

流通経済大学 　スポーツ健康科学部　スポーツリーダー実習

実施日及び回数
６月17,21,22,23,27日

７月１日　の　６日間
実施場所 長山小学校

人　　数
事業対象者：全学年児童３２０人　教職員１３人

大学協力者：学生　２人

実績及び成果

（事業内容）

　スイミングスクールに通っている児童と通っていない児童の泳力には大

きな差がみられる。これまでは，学年２名の教員で指導していたため，泳

ぎが得意でない児童中心の授業になってしまっていたが，大学生に支援し

てもらったため，段階ごとに指導を行うことができた。

　泳げない児童にはビート板を使って息継ぎやバタ足の練習を行い，平泳

ぎやクロールができる児童には背泳ぎやバタフライにチャレンジさせるこ

ともできた。児童は水泳学習を大変楽しみにしており，それぞれの目標に

向かって意欲的に学習することができた。上達する児童もたくさん見られ

た。

　大学生は礼儀正しく，積極的に児童の中に入って指導していた。水泳指

導の他，休み時間には校庭で児童と一緒に走り回って遊ぶなど，子ども達

との関わりも大切にしていた。来年度もぜひ，協力をお願いしたい。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　運動会及びそれに向けた体育の支援 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 馴馬台小学校

流通経済大学 スポーツ健康科学部

実施日及び回数

9 月 5 日, 9 日,16 日, 

26 日，28 日, 30 日 ,

　10 月２日

７回     

実施場所 馴馬台小学校校庭・体育館

人　　　数

事業対象者：全学年児童　２８０人

大学協力者：　学生　１人

実績及び成果

（事業内容）

　運動会に向けての体育の授業や練習及び運動会当日の児童への支援をし

ていただいた。

　運動会に向けて，体育の授業や練習に参加してもらい，児童への技術的

な支援や教職員の補助をしていただいた。積極的に児童の中に入っていた

だいたので，児童も喜んで体育の授業や運動会の練習に取り組んでいた。

　運動会当日も，準備係として運営の支援をしていただいた。先をよんで

どんどん動いてくれるので，運動会をスムーズに運営することができた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　持久走大会及びそれに向けた体育の支援 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 馴馬台小学校

流通経済大学 スポーツ健康科学部

実施日及び回数
11 月 10 日 ,16 日, 17 日　

21 日,２２日,２９日

12 月 2 日　　７回     

実施場所 馴馬台小学校校庭・学校周辺

人　　　数

事業対象者：２８０人

大学協力者：　学生　3 人

実績及び成果

（事業内容）

持久走大会に向けての，体育の授業及び試走での児童に対する技術的支

援と，持久走大会当日の大会運営の支援をしていただいた。　

　持久走大会に向けて，体育の授業の中での練習や業間走，大会と同じ

コースを走る試走に参加していただいた。技術的な指導や伴走をしていた

だいたので，児童は走る喜びを知り，どの学年も走力をアップすることが

できた。

大会当日も，コース整備や準備運動，伴走をしていただいた。ペース

メーカーをつとめる一方，大会運営の手伝いや児童への励ましをしていた

だき，大会を無事に終了することができた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援（水泳，低学年，学びの広場） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 馴馬台小学校

流通経済大学 スポーツ健康科学部

実施日及び回数

6 月 23 日 ,7 月 14 日, 26

日 27 日, 29 日, 9 月 6 日, 

20 日 29 日 ,11 月 17 日 

　　　　　　９回

実施場所 馴馬台小学校

人　　　数

事業対象者：児童２８０人

大学協力者：学生　5 人

実績及び成果

（事業内容）

水泳学習の時間と低学年の授業を中心に，学習支援をしていただいた。

　水泳学習においては，一緒にプールに入って見本を見せてくれたり，教

師のサポートをしてくれた。そのため，安全で効率のよい水泳学習ができ

た。低学年の授業においては，児童に寄り添い，授業の内容をわかりやす

く説明してくれたり，学習活動の補助をしていただいた。また，給食や清

掃，休み時間の遊びにも積極的に入ってくれたので，児童もとても喜んで

いた。

さらに，夏休みの「学びの広場」にも参加してくれた。プリントに○を

つけたり，困っている児童へのサポートをしていただいた。児童もやる気

が増し，計算力をアップすることができた。

　　

　　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 久保台小学校

流通経済大学 －

実施日及び回数
６月２１日～７月１５日

　１５回
実施場所 久保台小学校プール・体育館

人　　　数

   事業対象者：全学年児童

   大学協力者：学生５人

実績及び成果

（事業内容）

本校全学年の体育（水泳学習）の学習支援をした。

水泳学習ではビート板を使用した補助やバタ足や息継ぎの方法などのアド

バイスを実技示範を含めながらの支援となった。児童と一緒にゲームをし

た。

準備物や後片付けを児童と共に手際よく行い，学習時間の効率化を図るこ

とができた。また，水泳学習が安全に進めることができるよう，担任教師

と連携をとり，学習支援の効果がみられた。

　

　　　

　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　学習支援 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 久保台小学校

流通経済大学 －

実施日及び回数
９月２３日～１０月１日

５回
実施場所 久保台小学校グランド

人　　　数

   事業対象者：全学年児童

   大学協力者：学生  ２人

実績及び成果

（事業内容）

本校全学年の体育（運動会に向けて）の学習支援・運動会予行，運動会

での準備や片付けの支援をした。

運動会競技種目の準備や片付けを児童と一緒に行った。

また，グランド整備などの力仕事も労を惜しまず行った。

運動会当日も準備係の補助として児童とともに行い，運動会のスムーズな

進行に貢献した。

　

　 　　

　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　陸上競技練習 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 城ノ内小学校

流通経済大学 陸上部

実施日及び回数
３月 13 日，14 日，17 日

3 回
実施場所 城ノ内小学校運動場

人　　　数

   事業対象者：４，５年生　１５８名

   大学協力者：学生　１０人

実績及び成果

（事業内容）

　来年度の市陸上記録会に向けて，４，５年生にいろいろな競技種目の指

導をしていただきました。

　大学生は，子供達に効果的な体の動かし方を分かりやすく，楽しく教え

れてくれました。短い時間の中でも，子供達はどんどん技能を上達させ，

陸上の楽しさも味わうことができました。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　ＡＥＤ使用等救急救命講習会 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　愛宕中学校

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　稲垣　裕美　准教授

実施日及び回数
１１月７日

１回
実施場所 愛宕中学校　武道場

人　　　数

   事業対象者：２学年生徒　７６人

   大学協力者：教職員　１人　・　学生　１２人

実績及び成果

（事業内容）

（１）事業内容

　保健の授業の一環として，救命処置の重要性の理解と胸骨圧迫　方

法とＡＥＤの使い方の習得を目指して，実習を行った。

　　・　救急処置の意義について（ビデオ上映）

　　・　レサシアンと練習用ＡＥＤを使った実習

　

（２）成果

　　冒頭のビデオや，講師の話で，救急処置の重要性や，意義について，

十分に理解することができた。また．実際に人形やＡＥＤの装置を使っ

て行うことで，生徒たちは意欲的に取り組むことができた。大学生が各

グループについて，詳しく解説をしてくれるので，生徒たちは胸骨圧迫

の方法や，ＡＥＤの使用方法及び救急処置の流れについてもきちんと習

得することができた。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　柔道指導補助 年度 平成2８年度

担当

部署

龍ケ崎市 愛宕中学校

流通経済大学 　－

実施日及び回数
5月26日，27日，30日

３回
実施場所 愛宕中学校　武道場

人　　　数

事業対象者：１学年生徒　５７人　　２学年生徒　７６人

　　　　　　　３学年生徒　７４人

大学協力者：学生　１人

実績及び成果

（事業内容）

（１）事業内容

　　　柔道の授業における補助

　　・技の解説

　　・技の実演

（２）成果

　生徒たちはより専門的な指導を受けることで，技の理解が深まり，完成

度も高まった。また．実際に見本を見せてもらうことでよりイメージが高

まり，技の習得に役だった。



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　AED 使用等救急救命講習会 年度 平成２８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　長山中学校

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  稲垣　裕美　准教授

実施日及び回数
５月２６日

              １回
実施場所 長山中学校　武道場

人　　　数

   事業対象者：第２学年生徒　９１人

   大学協力者：教職員　１人　・　学生　１０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から稲垣裕美准教授，ライフセービン

グクラブをお迎えして，AED 使用等救命法の講習会を行った。

　

前半は，緊張をほぐすために全員でアイスブレイクを行い，その後学生に

よる心肺蘇生法のデモンストレーションを見学した。傷病者の発見から

AED 使用までの一連の流れを視覚的に学習することができた。

＜アイスブレイクの様子＞　 　　   ＜学生によるデモンストレーション＞

後半は，グループに分かれ，学生の指導による実技講習を行った。胸骨圧

迫，AED 使用法について詳しく学習することができた。

＜胸骨圧迫の実技講習＞　　　　　 　  ＜AED 使用法の実技講習＞



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　ＡＥＤ使用等救急救命講習会 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　城西中学校

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　稲垣  裕美  准教授

実施日及び回数
２月１７日　

              ２回
実施場所 城西中学校体育館

人　　　数

   事業対象者：第２学年生徒　１１１人

   大学協力者：教職員　１人　・　学生　１６人

実績及び成果

（事業内容）

　スポーツ健康科学部稲垣准教授，スポーツ健康科学部ライフセービング

クラブ学生１６名により，練習用人形を用いて胸骨圧迫とＡＥＤを使用し

た心肺蘇生法の実技講習会が行われた。

心肺停止から３～４分が生死を分けることから，救急現場での早期救命

措置が大切であることを学ぶことができた。　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　部活動サポート（陸上部） 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　中根台中学校

流通経済大学 　陸上競技部

実施日及び回数
５月～９月

　　　　　７回
実施場所 中根台中学校

人　　　数

事業対象者：生徒     ５０人

大学協力者：教職員　　０人　・　学生　　９人

実績及び成果

（事業内容）

　流通経済大学陸上競技部の学生に専門的なご指導をしていただきました。

中学校の生徒は練習の方法やコツを教えていただき，大変有意義な時間を

過ごすことができました。

１．投てき種目（砲丸投）の指導

・メディシンボールトレーニング

・グライド（フォーム）の基礎練習

・投てき練習

２．跳躍種目（走幅跳）の指導

　・助走練習

　・踏み切り練習

　・跳躍練習

３．短距離・ハードル走の指導

　・基礎練習（スプリントドリル）

　・加速走

　・３歩ハードル練習

　・スタートダッシュ

　　



龍　・　流　連　携　事　業　報　告　書

事　業　名 　ＡＥＤ使用等救急救命講習会 年度 平成 2 ８年度

担当

部署

龍ケ崎市 　中根台中学校

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　稲垣  裕美  准教授

実施日及び回数
２月１日　

             １回
実施場所 中根台中学校　武道場

人　　　数

   事業対象者：生徒１０７人　教職員　５人

   大学協力者：教職員　１人　・　学生　２４人

実績及び成果

（事業内容）

（１）事業内容

　１　オリエンテーリング

　　・大学職員及び協力学生紹介

・趣旨説明

　　・ビデオ視聴（ＡＥＤ普及の必要性について）

　２　救急救命実技体験

　　①心臓マッサージ

　　②ＡＥＤお使い方

　３　アンケート及び感想

　　

　４　お礼のあいさつ

　　　～　終了　～

（２）成果

　・ビデオ視聴によって，ＡＥＤが普及してきた過程と必要性を知るこ

とができ，その後の実技体験も真剣に行うことができた。

　・実践を交えた救急救命の大切さを体験でき，生徒達の多くが勇気を

もって，心臓マッサージやＡＥＤを使いたいという感想をもった。



龍 ・ 流 連 携 事 業 報 告 書 

事 業 名 心肺蘇生法（ＣＰＲ）講習及びＡＥＤ実習 年度 平成2８年度 

担当

部署 

龍ケ崎市 城ノ内中学校 

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 稲垣 裕美 准教授 

実施日及び回数 １０月１２日 １回 実施場所 城ノ内中学校体育館 

人   数 

事業対象者： 第２学年２４６人 

       

大学協力者： 教職員 １人 ・ 学生 １２人 

実績及び成果 

（事業内容） 

流通経済大学の稲垣先生と１２人の学生を招き，２年生全員を対象に

救命処置の重要性，胸骨圧迫の方法とＡＥＤの使い方についての実技実

習を行いました。当日は，２クラスずつ３回に分けて実技実習を行いま

した。 

  実技実習では，学生によるデモンストレーションで救命処置の重要性

を理解し，実際に実技を行ってみるという流れですすめられ，心肺蘇生

法（胸骨圧迫・ＡＥＤ等）について，とてもわかりやすく学ぶことがで

きました。 

  実技後の生徒の感想には，「身近な人が倒れても，慌てないで対応し

たい」，「学んだことを将来に役立てたい」，「ＡＥＤの使い方がわかり，

いざというとき使える自信が付いた」などの記述がみられました。                        
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