
開催日時：2022 年 ７月９日（土） 13：00～16：00 

開催場所：神奈川大学 3号館３階 

参加人数：運営32名（法学部６名 経済学部６名 人間科学部10名 国際日本学部２名 

外国語学部３名 大人５名）、参加者242名 計274名 

担当教員：長浜洋二 非常勤講師・高城芳之 非常勤講師 

  実践報告2022 
〈YC/MMC：地域デザイン演習Ⅳ〉 

かながわユースフォーラム 2 0 2 2

■コンセプト

≪地域に「輪」を拡げる≫

コロナ禍で人と人との出会いやリアル

な参画の機会が失われている。 

そこで、若者（ユース）が考える体験

の「輪」を拡げ、人と人、人と地域、

地域同士のつながりを強化する。 

■目的

～実践力に富む人材育成を目指して～ 

①成長支援：ユース（主に大学生）による社会参

画型交流事業の運営実施。学生みずからが、主体

的に地域・社会課題へチャレンジ（企画・運営・

実施）することを通じて、「実践的能力」を身につ

ける。大人は多彩な地域貢献活動・ボランティア

活動を介して、成長支援を行う。 

②地域社会との交流推進：新型コロナウイルスの

影響により失われた、地域における体験・挑戦の

機会(地域参画)や、世代を超えた交流、新たな人と

の出会いやつながりづくりの機会創出を行う。 

③潜在層への支援：潜在的な学生ボランティア層

に向けて、「地域の未来に何ができるのか」、社会

課題・地域課題の解決に向けたテーマに対して、

学生同士が考え、議論し、提案する機会の設定を

行う。また、大人たちは学生たちを見守り、応援

する。 

 

■実施主体

かながわユースフォーラム実行委員会 2022

（神奈川大学 社会教育課程） 

〇実行委員長 

齊藤ゆか（神奈川大学 社会教育課程 専任教員） 

〇全体ディレクター 

長浜洋二 

（モジョコンサルティング合同会社 代表）

高城芳之 

（NPO 法人アクションポート横浜 代表理事） 

〇学生代表 ：田中英資（神大３年） 

副代表：久保文乃（神大３年） 

■協力

・横浜市 ・横浜市教育委員会

・神奈川区社会福祉協議会 ・六角橋地域ケアプラザ

・六角橋商店街連合会 ・斎藤分町南部町内会

・神大寺学童クラブ ・近隣中学校

・横浜市三ッ沢公園野外活動センター

・（公財）ハーモニィセンター 

・NPO 法人アクションポート横浜

・JYSP（神大ユースサポートプロジェクト）

・人間科学部 ・専門ゼミナール有志

■助成金等

横浜市神奈川区 かながわ地域支援補助金事業

（公財）さわやか福祉財団 地域たすけあい基金

３年目にして初めての対面開催！ 

準備期間7か月の集大成！ 



■プログラム

「かながわユースフォーラム 2022」 

～地域に輪を拡げよう！～ 

【全大会】 

５つの分科会に分かれる前のイントロダクション

を行うとともに、参加者がそれぞれ興味ある分科

会の「旅」から戻ったあとのリフレクションを共

有する。 

【分科会】 

感染症蔓延により地域の『輪』が狭まっている。

「商店街にポニーがやってくる」イベントによ

り、来街のきっかけ作りや新たな繋がり・発見

の機会創出を行った一連の報告。 

人と自由に話したり、遊んだり、当たり前のこ

とが困難となった現代で、子どもたちにスポー

ツを通した交流の機会を作りたい。そんな思い

で立ち上げたプログラム報告。 

横浜市教育委員会が主催する、「子どもアドベン

チャーカレッジ」という子どものお仕事体験の

企画運営を通して、未来を担う子どもたちと社

会を動かす企業が交流をしていくサポート経過

を報告。 

三ツ沢公園野外活動センターが行う｢あったかエコ

キャンプ｣に参加し、当日行ったアンケートを元に、

子どもと親のニーズに合うイベントを考える。 

斎藤分南部町内会とコラボし、いつもの通学路に

新しい出会いを創り、学生と地域の方との間に

『輪』を生むことを目的とした、モスキートバス

ターズとヒューマンライブラリーのイベントの開

催を報告。 

教師の力を育てることと、地域の中学生の学習支

援をすることの二つの目的を持つ、神奈川大学教

職課程に公認された活動である JIN-KANA 学習塾。

活動の仲間を大募集。 

男性が化粧をすること、女性が化粧をしないこと

についてどのようなイメージを抱くのか？そのよ

うな男女のイメージについて紹介し、ジェンダー

について話し合う。 

・神奈川大学学生ボランティア活動支援室

「学生×ボランティア」 

・東海大学ボランティアグループ

「ボランティア×学生」 

・平塚地区 BBS 会  「学生×更生保護」 

・地域活性化実践発表    「小田原×学生」

・健康チェック（笹川研究室） 「身体×大学生」

【分科会の概要】 

・1 クール 20 分で、3 クール実施。

・実施したイベントの報告を行いつつ、参加者との

質疑応答や対話、交流を行う。

・参加者は最低 2 つの分科会に参加必須。1 クール分

はブース見学や交流等可。

・報告終了後、アクションカードとサンクスカード

に思いを記入し、振り返りの木に貼る。

会場は満席でした！ 

〇「商店街×地域の子ども・大人」 

〇「子ども×スポーツ」 

〇「子ども×企業」 

〇「子ども×エコ」 

〇「町内会×若者」 

〇「学習支援×大学生」（JIN-KANA学習塾） 

〇「ジェンダー×イメージ」（荻野研修室） 

〇ボランティアマッチングブース 



■参加者概要

学生運営スタッフ 27 人 

運営大人スタッフ 5 人 

学生ボランティア 6 人 

卒業生ボランティア 6 人 

参画団体（5 団体） 33 人 

参加者 197 人 

全参加人数 274 人 

■参加者の声

【学生代表 田中英資 （法学部 3 年）】

私はこの団体の学生間、

地域間における認知度を

上げ、より多くの人に参

加してもらいたいという

思いから活動に参加させ

ていただきました。結果

として、7 月 9 日には約

200 人の方に参加していた

だき、各分科会で様々なリフレクションを貰うこ

とができました。その中で、ほとんどの班で、こ

の様な活動を私もしてみたい、学生が主体でここ

までやり遂げることが出来ていて凄いなどの労い

の言葉や今年の企画の改善点、更に新たな企画案

があり、参加していただいた学生が主催者の視点

を持って臨んでくれていたことが非常に印象的で、

また来年度以降の活動継続、発展に期待できそう

なものばかりであったため、私の目標は達成でき

たのではないかと考えます。また、多くの人やコ

アメンバーをはじめとする多くの学生に支えても

らうことでここまで出来たので、感謝を忘れず、

これからも地域の人間の一人として様々な方々と

関わっていきたいと思いました。約 7ヶ月間、本当

にありがとうございました。 

【参加者アンケートより】 

• 全体の時間が最初は長いと思っていたけど、短時

間で話題が変わったので飽きずに楽しめた 

• 自分が知らない所で様々な企画を実施していて、

すごいと思った。どの分科会の報告発表も面白かっ

た。 

• 20 分と短い時間でもとても中身の濃い内容になって

いて面白かった。 

• 自分が知らない活動を色々やっていて、とても関

心した。自分の中でのボランティアに対する視野 

が広がった。 

• 地域交流などを考える活動は普段参加すること

がないのでいい機会になった。 

• 横浜だけでなく、みなとみらいも団結して大き

な組織を作り上げていて驚いた。 

【今後の期待】 

• 神大の中でも多くのボランティアが存在することを

知り、面白そうな企画があれば参加したいと思った。 

• 学生が主体となって企画をしていて、その内容が良

いものばかりだったのですごいと感じた。社会教育

課程を取得したいと考えているので、企画力や自分

の意見を持ってそれを伝える力を伸ばしていきたい

と思った。 

• かながわユースフォーラムを知っている先輩(卒業

生)がいたので興味がわいた。教職課程をとっている

ならやってみた方がいいのではないかなと思った。 

※詳細 https://www.kanagawa-youth2020.net/

（学生管理運営） 

https://www.kanagawa-youth2020.net/


開催日時：2022 年 6月4日（土） 9：00～17：00 

開催場所：六角橋商店街 
参加人数：18名（法学部5名 経済学部４名 人間科学部９名） 

 他ボランティア 計約50名  
担当教員：長浜洋二 非常勤講師 齊藤ゆか 専任教員 
  補佐：地域コーディネーター 齋藤慎子 益田麻衣子 

実践報告2022 
〈YC：地域デザイン演習Ⅳ〉 

六角橋商店街にポニーがやってくる⁉

■事業目的

〇新型コロナウイルスの影響により失われた、地

域における体験・挑戦の機会(地域参画)や、世代を

超えた交流、新たな人との出会いやつながりづく

りの機会の創出。

〇通勤通学路でもある駅前の商店街通りの利用促

進、これまで商店街に馴染みがなかった近隣住民

（新しい風）を呼び込む仕掛けによる商店街の活

性化。

■実施内容

〇出張ふれあい動物園

・ポニー乗馬体験

・ミニチュアポニー、モルモットとのふれあい

〇商店街スタンプラリー 

・商店街にある店舗と連携して行う

・空き店舗を活用した催し

■当日までのステップ

2022年２月 

「商店街に動物を呼んだら面白くない？」ちょっ

とした好奇心からスタート。 

2022年3月 

学生たちで、茨城の「小貝川ポニー牧場」を訪問。

改めて六角橋商店街に挨拶と説明を行い、企画書

を作成。 

2022年4月～ 

助成金申請（さわやか福祉財団・地域助け合い基

金）を学生たちが書く。

2022年5月～ 

学生ボランティアを募集。タウンニュース（神奈

川区）取材を学生が受ける。 

現場打ち合わせ、プログラムを相談。ボランティ

アのシフト、指示書を作成。

■連携・協力

・六角橋商店街連合会 ・神奈川区役所

・（公財）ハーモニィセンター

https://harmonycenter.or.jp/ 

・（公財）さわやか福祉財団（地域助け合い基金）

ポニー（エサやりと乗馬）：計647人（子ども329人・大人329人）モルモットとのふれあい：計360人 

約1000人の親子連れで、商店街は賑わいを見せた。 

商店主さんや神奈川区区役所の方から「沢山のお客さんが商店街に来たのは、本当に久しぶりだ」「お子さん

がこんなに沢山いたんだ」「動物パワーすごいです。神奈川区でこんな賑わいはホント久しぶり。いいですね

～」とのお言葉をいただいた。 

コロナ禍から2年。全てのイベントは中止されてきた。

学生街だった「六角橋商店街」も、食べ歩く学生はなく、商店街と学生との強い絆も、新しい学生は知らない。

誰かが「地域と大学とのつながり」のバトンを受け取り、学生たちが、授業内外でリアルを体験する出番が必

要。コロナ禍で淀んだ街中の空気感と他者に対する不信感。若者パワーで、それを晴らしたい。まずは、小さ

なチャレンジスタート。  

https://harmonycenter.or.jp/
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