
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

連携先一覧（平成26年度）

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

名張市
名張市と皇學館大学との連携
に関する協定書

平成19年3月19日

（１）地域文化の振興
（２）福祉の推進
（３）生涯学習
（４）地域の活性化
（５）快適環境の創造
（６）その他必要な事項

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ30名。
（２）インターンシップ受入（2名）
（３）名張ふるさと講座の実施（年2回）
　　⇒①「秘ストリア名張～歴史の道と川の流れに～ 」　平成26年8月　2日(受講者数100名）
　　　 ②「名張の言語調査」　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年2月14日(受講者数85名）

（１）各種委員・講師等教職員派遣　　学生委員派遣
     ⇒延べ42名。　　　　　　　　　　　　　⇒3名。
（２）伊勢市と皇學館大学との包括連携協定に基づく定期連絡会議
　　 ⇒平成26年8月20日。鈴木市長、清水学長他
（３）受託事業：皇學館大学と伊勢市との協働による外国人短期留学生招聘及び
　　　「伊勢と日本」情報発信プログラム（観光企画課）
　　 ⇒平成27年2月24日～3月13日。受託金額：4,150,000円（消費税込）
　　　　米国、ポーランド、ドイツ等9か国から外国人短期留学生11名参加。
（４）受託事業「地域福祉計画推進事業」（生活支援課）
　　　⇒平成27年2月10日～27年3月31日。　受託金額：21,336円（消費税込）
（５）受託事業「運動効果検証及びルート検証業務」
　　 ⇒教育学部教育学科身体運動学研究室と共同で健康づくりのための市内
　　 　 ウォーキングマップ作成・効果とルート検証。（健康課）
　　　　平成26年4月1日～27年3月31日。　　　受託金額：600,000円（消費税込）
（６）1年次必修科目「伊勢学」（地域学）１コマ（企画調整課）
     ⇒講師：伊勢市長　　～これからの伊勢～
     ⇒学年：１年生全員他745名。
（７）インターンシップ受入（5名）

（８）学校ボランティア　(学校教育課)
　　 ⇒教員志望の学生が、伊勢市の小中学校や幼稚園において教育活動を支援。
　　 ⇒17校・１園に本学学生43名参加。
（９）教育学部生物学ゼミとの連携（環境課）
     ⇒【出前授業】伊勢市内6小学校の3年生・6年生対象に実施。
　　　　【イベント】子どもわくわく体験フェスティバル。
（10）各種イベントへの参加
　　 ⇒①いせ人権フェスタへの参加（人権政策課）
     　　　吹奏楽団、手話部、ボランティアサークルたんぽぽの会、美術部、放送研究部
　　 ⇒②勢田川を天の川に～第12回キャンドルナイト伊勢～（環境課）
　　 　　　ボランティアルーム、レクリエーション部、アンサンブル同好会、ギターマンドリン部
　　　　③ライフステージバックアップ事業（市民交流課）
　　　　　　実行委員：教員1名・学生2名。
（11）教育委員会との連携
     ⇒【総合型地域スポーツクラブ】
　　　　　①陸上部による陸上教室　②レクリエーション部によるレクスポーツ。
　　　　【伊勢市スポーツ少年団事業】全体交流事業（もちつき・ドッチビー大会）への参加。
　　　　【伊勢スポーツフェスティバル】への参加。
（12）伊勢市からの支援
　　 建物の無償貸与「地域活動拠点スペースの無償提供」
　　　⇒伊勢市観光文化会館「駅前ちょっとラボ」平成24年8月～

伊勢市
伊勢市と皇學館大学との連携
に関する協定書

平成20年7月11日

（１）地域文化の振興
（２）福祉の推進
（３）生涯学習の振興
（４）地域の活性化
（５）環境の保全・再生
（６）教育の充実
（７）その他必要な事項



本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

みえ熊野学研究会 協定書 平成20年4月21日

（１）研究会の目的（東紀州地域のための官民協働の地域額シンクタン
クとして地域内外の研究者等をネットワーク化し、調査研究しその成果
を広く発表する）の達成。
（２）大学の教育活動、調査研究活動
（３）巡回講座、出前授業をはじめ各種活動など生涯学習の充実
（４）施設の利用
（５）必要と認める事項

（１）みえ熊野学講座への教員派遣
　　⇒延べ3講座、4名。
　　　　①古代から現代まで～熊野古道ゆかりの文学～
　　　　②世界遺産登録１０周年記念　みえ熊野学フォーラム
　　　　　　座談会「世界遺産熊野古道の魅力を語る」
　　　　③斎藤茂吉の熊野－随筆『念珠集』の世界－

三重県立博物館
皇學館大学と三重県立博物館
との連携に関する覚書

平成24年12月25日

（１） 三重県の文化振興における重要なパートナーとして、相互に連携
協力する。
（２）双方に連携協力・連携調整の窓口を設置し、連携協力体制を構築
する。
（３）双方が有する知的資産と、県内外の関連する歴史・文化資産の保
全及び活用方法について協議及び試行を行う。
（４）その他、双方の相互発展に関する事項について協力する。

皇學館大学と三重県総合博物館との相互協力協定を平成26年2月26日に締結。

三重県社会福祉協議会
皇學館大学と三重県社会福祉
協議会との連携に関する協定
書

平成25年2月15日

（１）地域福祉推進活動に関すること
（２）地域福祉を担う人材の育成に関すること
（３）新たな地域連携のモデル構築に関すること
（４）その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項

スターティングプロジェクト
（１）専門職教育・養成に関する調査研究
（２）生活困窮者の実態調査
　　⇒教員1名・学生5名参加。

明和町
皇學館大学と明和町との包括
連携に関する協定書

平成25年3月25日

（１）地域の歴史や文化の振興に関すること。
（２）地域の活性化に関すること。
（３）教育の充実に関すること。
（４）福祉の推進に関すること。
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること。

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ5名。
（２）インターンシップ受入（1名）
（３）埋蔵文化財発掘調査の実施
　　　⇒平成26年8月1日～9月20日　教員1名・学生17名。
（４）放課後子ども土曜教室（教育学部）
　　　⇒平成26年7月　 ～27年3月　　教員1名・学生10名。
（５）「斎王まつり」（雅楽部出演）
　　　⇒平成26年6月8日   　　　　　　　教員1名・学生10名。

公益財団法人
三重こどもわかもの育成
財団

学校法人皇學館 皇學館大学
と公益財団法人三重こどもわ
かもの育成財団との
連携に関する協定書

平成25年11月1日

（１）乙における児童・青少年の育成推進活動に関すること
（２）甲及び乙における児童・青少年の育成を担う人材の育成に関するこ
と
（３）甲における課題解決学修やインターンシップ等を通じた人材の育成
に関すること
（４）その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項

（１）学生が子育て支援や啓発活動に企画・運営の段階から携わるユースプロジェクトへの学生
参画
　　⇒学生7名。　人形劇「ふわふわくんとアルフレッドくん」の実施。
（２）インターンシップ受入(2名）
（３）ボランティア
　　⇒①「キッズおしごと広場」　学生23名
　　　 ②児童虐待防止キャンペーン「オレンジまつり」
　　　　　　（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部12名、奇術部8名､学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ2名）
　　　 ③「むかしあそびっておもしろい！！」 (奇術部6名)

三重銀行
三重銀総研

皇學館大学と三重銀行及び三
重銀総研との人材育成に関す
る連携協定書

平成25年11月19日

（１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること

（１）産学協働講座の開講
　　⇒三重銀総研が皇學館大学に講師及び教育プログラムを提供し、平成26年度より学部学生
       を対象に正課の授業として、キャリアデザイン形成を目的に、科目名「ビジネス実践論」（グ
       ローバル化と地域の経済社会）（共通科目半期2単位）を春学期に開講。受講学生数34名。
（２）インターンシップ受入(1名）

百五銀行
百五経済研究所

皇學館大学と百五銀行及び百
五経済研究所との連携協定書

平成25年11月21日

１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること

（１）学内企業説明会への県内参加企業紹介
　　 ⇒平成27年3月2日。参加企業19社、学生135名参加。
（２）人源輝業セミナーの開催。
　　 ⇒第1回：『僕たちの可能性、そしてあなたの可能性！』平成26年6月25日。
　　　　第2回：『人源輝業』を語る！（里山資本主義についてのトークセッション）平成26年11月5
日。
（３）インターンシップ受入(２名）



本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

三重県農業大学校
皇學館大学と三重県農業大学
校との間における教育研究交
流に関する協定書

平成25年12月24日

（１）講義、実習及び共同研究等の実施とこれに伴う、学生、教員の交流
（２）大学と大学校が相互に関心を有する分野における人材養成及び人
材交流
（３）その他大学と大学校が共に、本協定の目的を達成するために必要
と認めた事項

（１）三重県農業大学校が、皇學館大学に講師及び教育プログラムを提供
学部学生を対象に文科系の農業関連人材養成を視野に入れた新科目「作物栽培学講義」（半
期２単位）及び「作物栽培学実習」（半期１単位）を平成26年度より新たに開講。
　　⇒①「作物栽培学講義」 受講者数：13名　場所：三重県農業大学校
　　 　②「作物栽培学実習」 受講者数：9名　場所：三重県農業大学校
（２）皇學館大学が、三重県農業大学校に講師を派遣し、大学校の職員対象の研修及び学生対
象の特別講義開講
　　⇒①三重県農業大学校在学生対象説明会　平成27年2月26日
　　　　　受講対象者：養成科　52名　場所：三重県農業大学校
　　　 ②三重県農業大学校指導職員対象説明会　平成27年3月16日
　　　　　受講対象者：養成科　15名　場所：三重県農業大学校

三重県総合博物館
皇學館大学と三重県総合博物
館との相互協力協定書

平成26年2月26日

（１）双方の知的資産を活用し、三重に関連する地域資源の探求・保存
継承・活用発信を行うこと
（２）双方の知的資産、および三重に関連する地域資源を活用し、次世
代を育成する活動を行うこと
（３）双方が持つ知的資産を、相互に利用しやすくする取組を実施するこ
と
（４）他大学や園館、および関連ある団体とも連携を推進していく取組を
実施すること
（５）その他、両者が必要と認めること

（１）大学の学芸員養成課程への講師派遣
　　⇒「博物館経営論」「博物館実習」「博物館資料保存論」「博物館資料論」への講師派遣と実
習の受入
（２）大学教育における三重県総合博物館保有資源の有効活用
　　⇒①参拝見学　　　　　 平成26年11月5日　4年生。
　　　 ②古文書整理体験　平成27年3月4日～6日　延べ学生60名。
（３）共同研究のための準備計画作成
（４）連絡推進会議の実施（3回実施）

第三銀行

皇學館大学と第三銀行との地
域活性化と人材育成
に関する連携協定書

平成26年3月20日

（１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）海外インターンシッププログラムの提供
　　⇒科目名：インターンシップ(1単位）
　　　 場所：中国　上海・蘇州
　　　 日程：平成27年3月2日（月）～3月8日（日）
　　　 参加：学生3名と引率教員1名
（２）皇學館大学学部教育課程の質的転換に関わる産業界等との連絡協議会の開催
　　⇒平成26年7月1日
（３）インターンシップ受入(1名）

一般財団法人
東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会組織委
員会

協定書
平成26年6月23日

１）人的分野及び教育的分野での連携
２）オリンピック・パラリンピック競技大会に関わる研究分野での連携
３）オリンピック・パラリンピック競技大会の国内PR活動での連携
４）オリンピックムーブメントの推進及びオリンピックレガシーの継承に関
する連携

三重県
伊勢赤十字病院

三重県と伊勢赤十字病院及び
皇學館大学とのＥＰＡ（経済連
携協定）に基づく外国人看護
師候補者への支援に関する連
携協定書

平成26年8月25日

（１）外国人看護師候補者の日本語教育に関すること
（２）外国人看護師候補者の乙における就労研修に関すること
（３）外国人看護師候補者の看護師国家資格取得に向けた支援に関す
ること
（４）外国人看護師候補者受入施設（乙）の研修体制整備に関すること
（５）その他前各号の目的を達成するために必要と認められること

（１）外国人看護師国家資格取得に向けた日本教育支援の実施
　　⇒教育開発センターにて、ベトナム人2名を受入して日本語教育支援を継続的に実施。

公益財団法人
三重県文化振興事業団

公益財団法人三重県文化振
興事業団と学校法人皇學館
皇學館大学との生涯学習振興
に関する連携協力協定書

平成27年3月5日

(1)　三重県の生涯学習振興の支援に関すること
(2)　専門性を活かした高度な学習機会の提供に関すること
(3)　学校教育活動等における支援に関すること
(4)　インターンシップ等就業体験の受入に関すること
(5)　各種会議等への有識者派遣に関すること
(6)　その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）公益財団法人三重県文化振興事業団と学校法人皇學館　皇學館大学との生涯学習振興に
関する連携協力協定を平成27年3月5日に締結
（２）みえアカデミックセミナーの開催
　　⇒①失われつつある日本文化の地域性と多様性　平成26年8月8日
　　　 ②熊野の伝承の心をたどる　　　　　　　　　　　　　平成26年9月7日
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協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

三重県教育委員会
皇學館大学と三重県教育委員
会との連携協力に関する協定
書

平成27年3月20日

（１）大学における教員養成の充実に関すること
（２）相互の教職員の資質能力の向上に関すること
（３）相互の教育活動への支援に関すること
（４）高校教育と大学教育との接続に関すること
（５）学校における体育・スポーツの支援に関すること
（６）社会教育の充実及び文化財の保護に関すること
（７）その他大学と教育委員会が必要と認める事項

（１）皇學館大学と三重県教育委員会との連携協力に関する協定を平成27年3月20日に締結
（２）大学における教員養成の充実に関すること
　　⇒①大学生等の教育アシスタント活用事業の実施及び紹介等　138件
　　　 ②大学生への教育実習事前指導の実施　平成26年4月16日
　　　 ③県教育委員会職員による教員養成課程の講座担当
　　　　　　 平成26年5月28日・6月25日・11月12日
　　　 ④教員採用選考試験説明会の実施 　平成26年5月14日・11月26日
（３）相互の教育活動への支援に関すること
　　⇒学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業の実施
　　　　（ビブリオバトルサークル「ビブロフィリア」）
　　　 ①県立高等学校へのビブリオバトル（書評合戦）普及
       ②地域大会（北勢、中勢、松阪、伊賀、南勢志摩、東紀州）の共催
       ③高校生ビブリオバトル三重決戦2014の共催　平成27年2月8日



公開講座一覧（平成２６年度） 

事業名 実施実績 

月例文化講座 

年間テーマ：「親子で語れる日本文化と「かみさま・ほとけさま」」  

講師：文学部神道学科 教員  

会場：本学 4 号館 431 教室    

 

＜講座名＞                     ＜講師＞ 

・「暮らしのなかの神々」                教授 櫻井 治男 

・「三名山（富士山・白山・立山）の神様・仏様」  教授 河野 訓 

・「神様に奉る御食事 

 ― 鈴鹿家所蔵「大嘗祭神饌図」―」      教授 加茂 正典 

・「日本昔話と神信仰」                 教授 菅野 覚明 

・「まつり」と「おもてなし」の心             助教 木村 徳宏 

・「正直と浄明の心」                   教授 白山 芳太郎

・「宮中のまつり・伊勢神宮のまつり」         教授 松本 丘 

来場者：のべ ６５０ 名 

古文書講座 

（6 月～11 月） 

テーマ：「中世文書を読む」 

－伊勢山田八日市場をめぐる古文書Ⅱ－ 

：「近世文書を読む」 

来場者：のべ７５名 

神道博物館教養講座 

（5 月～11 月） 

年間テーマ：「学芸員が語る三重の文化と魅力」 

＜講座名＞ 

・「宣長」を編集する 

・進撃の桑名市博物館 ～村正・石取祭・伊勢一の鳥居～ 

・式年遷宮を伝える ―せんぐう館の試み― 

・現代に生きる海女文化 

来場者：のべ１７６名 

史料編纂所 公開講座 

（９月２１日） 

テーマ：奈良時代・続日本紀 

①「続日本紀史料とはなにか-完成までの経緯と出版の意義-」 

②「続日本紀と萬葉集－史料をならべる」ということ－」 

③「続日本紀の伊勢・志摩関係記事」 

来場者：３４名 

現代日本塾 

（6 月～10 月） 

＜講座名＞ 

・現代日本における自衛隊の役割 

・障がいのある人たちと、共に歩んだ 30 年  

・武士道と現代 

来場者：のべ２７３名 

研究開発推進センター 

神道研究所公開学術講演会 

（6 月 12 日） 

公開学術シンポジウム 

（7 月 26 日） 

テーマ：荷田春満と「荷田派」の国学者 

来場者：９６名 

 

テーマ：古代の祭祀と伊勢神宮 

来場者：９３名 

 

 

 



                                         

  

事業名 実施実績 

共催講座 

（１）三重大学・皇學館大学シンポジウム 

テーマ 

熊野古道世界遺産登録 10 周年記念「聖地熊野－その祈り－」 

・熊野信仰と特質 

・熊野権現と伊勢神宮 

・シンポジウム 「聖地熊野－その祈り－」 

来場者：１５０名 

 

（２）「みえｱｶﾃﾞﾐｯｸｾﾐﾅｰ 2014」（三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ主催） 

＜講座名＞ 

・失われつつある日本文化の地域性と多様性 

来場者：８８名 

 

（３）「みえｱｶﾃﾞﾐｯｸｾﾐﾅｰ移動講座」（三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ主催） 

＜講座名＞ 

・熊野の伝承の心をたどる 

来場者：７９名 

 

（４）名張市教育委員会と共催の「ふるさと講座」 

＜講座名＞ 

・秘ストリア名張～歴史の道と川の流れに～ 

・名張の言語調査 

来場者のべ：２１３名 

 

（５）近鉄文化サロン阿倍野と本学共催講座 

＜講座名＞ 

・神道と仏教―神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離― 

・『古事記』を読む（下巻） 

・１日・短期講習会 

 １）①はじめて学ぶ道教 

②神道と暦 ―暦の歴史と神社― 

③日本書紀を読む―垂仁天皇紀― 

④古文書を読もう―淀殿の自筆書状― 

⑤文学に観る伊勢と熊野 

⑥宮崎アニメから神道を考える―ゆるやかにつながる神々― 

⑦万葉の歌人―高橋虫麻呂（たかはしのむしまろ）― 

⑧日本人と祭り―高山彦九郎の生涯― 

⑨古文書を読もう―秀吉を諫めた後陽成天皇の御消息― 

⑩万葉の歌人―高橋虫麻呂２― 

⑪「お蔭年のお伊勢参り」 

⑫神道の作法と有職(ゆうそく)－笏（しゃく）の話－ 

⑬日本書紀を読む―景行天皇紀― 

⑭「神道ことはじめ」 

⑮原文で読む『日本書紀』神代巻 

来場者：のべ８３１名 

 



出張講座（平成26年度）

事業名 相手方の大学、団体等（担当部署）
事業内容

（開始及び終了時期等を含む）
本学担当部署等 備考

1
総合型地域スポーツクラブ陸
上教室委託事業

伊勢市教育委員会
総合型地域スポーツクラブ「いすず
ウキウキクラブ」及び「ふたみふれ愛
クラブ」

陸上教室の開催（平成26年4月～平成27年3月）
総合型地域スポーツクラブ「いすずウキウキクラブ」及び「ふた
みふれ愛クラブ」との平成２６年度のクラブ共催事業として、皇
学館大学陸上部（小木曽教授）の協力及び同大学第1グラウン
ドの利用。

小木曽教授
陸上部

2
みえこどもの城☆キッズおしご
と広場

三重県みえこどもの城
℡0598-23-7735

みえこどもの城☆キッズおしごと広場
ボランティア募集
開催日：平成26年7月5日(土)・6日（日） 10時0～16時0
場 　所：みえこどもの城（松阪市）
内 　容：各企業ブースでの受付や案内など

地域連携推進室
学生11名参加
ボランティア活動
費2000円／1日

3 百五銀行との連携事業 百五銀行

「人源(にんげん)輝業(きぎょう)セミナー by百五銀行・皇學館大
学」
人間の無限の可能性を引き出す『人源輝業セミナー』を開催
し、さまざまな分野で活躍されている方々をお招きして、取り組
みや考え方あるいは生きざまを熱く語っていただきます。
第１回　　6月25日(水)　18:00-19:30  731教室
第２回　　11月5日(水)　18:00-19:30   731教室

新田現代日本社
会学部教授

4
「高等教育機関と地域との連携
の仕組みづくり推進事業」

三重県戦略企画部（大学サロンみ
え）

「高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり推進事業」
平成26年度　『学生』×『地域』カフェ
・高齢化率７０％の限界集落における地域活性化取組への協
力
・若者の投票率向上のための選挙啓発支援活動について
・地域で頑張る企業・ＮＰＯを“つたえ”“つなげる”学生レポー
ター活動
・「第７回伊勢型紙匠の里フェスタ」へのスタッフとしての支援活
動
・飲酒運転０（ゼロ）をめざすＣａｍｐｕｓキャンペーンの企画運
営への参画
・地域資源を生かした環境教育事業
・１１０番の日のイベント企画・参加
・三重県警察サイバー防犯ボランティアと連携したサイバー犯
罪被害防止イベント
・地方鉄道におけるマイレール意識とまちづくり
・みえの少子化対策を考えるフューチャーセンター事業
・福井県と三重県の若者交流事業

延べ11名の学生が
希望

5 伊勢市環境課との連携事業
伊勢市環境課
伊勢市教育委員会

○内　　容：皇学館大学教育学部生物学ゼミ学生による出前
授業（理科科目）
大学の専門性を活かし、教科書の内容を補完するような昆虫
や自然の事象について、実際の昆虫を使用した実験、観察の
授業
○講　　師：皇學館大学教育学部生物学ゼミ担当の教員より徹
底的に指導を受け、訓練を積んだ所属学生（３・４回生）がグ
ループにて実施
○対象児童：小学校3年生・6年生
○授業時間：2時限分（90分）を予定

御薗・有緝・浜郷・東大淀・明倫・早修の各小学校。7月上旬ま
で

中松教育学部准
教授

伊勢市：交通費等
負担・小学校との
交渉
本学：実験関連費
／おかげキャンパ
スプロジェクト

6
 第98回「高柳の夜店」学校
デー

伊勢高柳商店街組合
「皇学館大学の日」6月13日（金）において、奇術サークル、よさ
こいサークル雅、出版部の書籍販売、地域社会研究会の和紅
茶ＰＲ・販売、ゲームコーナー（大型野球版）などを出展予定

筒井現代日本社
会学部教授

奇術サークル
地域社会研究会
雅

7
明和町放課後子ども土曜教室
への学生講師派遣

明和町長　中井幸充
教育委員会事務局こども課

国では、今年度より学校、家庭、地域の三者が連携し、土曜日
の教育環境を豊かなものにしていくため、・・・・・・（省略）・・・こ
の土曜教室の教育サポーター（講師等）を貴大学の学生に
担っていただき、小学校の子どもたちと一緒に学んでいただく
事業として土曜教室を展開していきたいと計画しています。
平成26年度6月から企画をはじめ、7月頃から平成27年3月ま
での間で、月１回を基本に計画する。
会場は明和町中央公民館

市田教育学部准
教授

打合せは基本大学
で実施
学生１０人
報酬800円／１ｈ
公文書：ＮＯ．１４

8 第32回斎王まつり
斎王まつり実行委員会
代表　土井祐治
℡0596-52-0054

塞王まつり出発式での雅楽演奏
斎王群行の隊列の中で、群行の前後に分かれて雅楽演奏
日時：平成２６年６月８日（日）午後１時から午後３時まで
場所：斎宮跡上園芝生広場～斎宮歴史博物館会場

雅楽部
謝礼（交通費含む）
有

8 埋蔵文化財発掘調査
明和町
事務局：斎宮跡・文化観光課

発掘調査、出土品整理等
埋蔵文化財の発掘調査（遺構検出、遺構掘削、遺構実測等）

夏休み期間を中心に随時（８時３０分から１６時３０分まで）
明和町地内

岡田登国史学科
教授

学生５人程度
賃金：日当7,080円
（交通費なし、労災
保険加入）

公文書：ＮＯ．１８

9
学力向上のための高校生ビブ
リオバトル推進事業

三重県教育委員会
社会教育・文化財保護課長

学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業
県立高等学校へのビブリオバトル普及活動協力
場所：県立志摩高等学校平成26年6月19日（木）

岡野国文学科助
教
ビブリオバトル
サークル
ビブロフィリア

ボランティア



事業名 相手方の大学、団体等（担当部署）
事業内容

（開始及び終了時期等を含む）
本学担当部署等 備考

10 子育てサロン「レクぴよ」
伊勢市社会福祉協議会
小俣支所

皇學館大学レクリエーション部が伊勢市社会福祉協議会のふ
れあい・いきいきサロン事業の助成を受けて子育てサロンを月
1回開催。
平成26年7月～平成27年3月
場所：明野児童館　11時15分～12時45分

深草教育学部長
レクリエーション部

11 一人暮らし高齢者昼食会
伊勢市社会福祉協議会
修道地区

一人暮らし高齢者昼食会
アトラクション　依頼
平成26年7月11日
場所：古市公民館

地域連携推進室
3年国史学科

辻博仁

12
平成２６年度 社会教育実践交
流広場「地域と関わる学生」

三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課長

県内の大学等に通う学生が、地域における社会教育実践を情
報発信する機会を設けます。情報発信を行う学生団体等は、
ポスター発表や体験コーナー等の設置を通して、県内社会教
育関係者と情報交換や、児童・生徒向け体験活動等の指導を
行うとともに、活動のさらなる活性化を図ります。
主催(予定)　 　三重県教育委員会　　三重県社会教育委員連
絡協議会
日　時　　平成２６年　８月２７日（水）　１３：００～１６：００
会　場　　三重県総合文化センター

地域連携推進室

13
三重県埋蔵文化財センター
親子で楽しめる体験イベント

三重県埋蔵文化財センター嬉野分
室

親子で楽しめる体験イベント
①M祭2014　まいぶんミニのぼりをつくろう
　平成26年8月3日（日）　10時～16時
場所：三重県総合文化センター
②まいぶん祭2014　体験工房　火おこし体験
　平成26年8月26日（火）27日（水）　9時30分～15時30分
場所：三重県埋蔵文化財センター嬉野分室

ボランティアセン
ター

ボランティアセン
ターに依頼

14
第17回八朔参宮「伊勢神宮外
宮さんゆかたで千人お参り」

外宮賑わい会議
外宮さんゆかたで千人お参り

日時：平成26年8月1日（金）17時～21時
場所：外宮参道
内容：大学生テレビ局制作番組放送

新田現代日本社
会学部教授

大学生テレビ局学
生スタッフ

15 松阪市図書館まつり
松阪市教育委員会いきがい学習課
生涯学習係　本田

日時：平成26年12月7日（日）13時30分～16時
場所：嬉野生涯学習センター
内容：第１回まつさかビブリヲバトル

岡野裕行文学部
助教

ビブロフィリア所属
の学生

16
みえ森と緑の県民税評価委員
会

三重県農林水産部みどり共生推進
課
みどり推進班　北原

平成２６年度第１回みえ森と緑の県民税評価委員会
日時：平成２６年１０月２２日（水）　9：30～（150分程度）
場所：三重県勤労者福祉会館　６階　講堂（津市栄町１丁目８９
１番地）

藤井恭子現代日
本社会学部准教
授

17

伊勢市スポーツ少年団事業
「全体交流事業（もちつき・ドッ
ヂビー大会）」の実施による運
営補助員の派遣

伊勢市教育委員会事務局　スポー
ツ課
スポーツ振興係　常光・奥野

日時：平成２７年２月１日（日）【雨天決行】　8：30～12：45
場所：伊勢市小俣総合体育館他

教育学部教育学
科
小木曽教授

スポーツ健康科学
コース 10人
謝金：運営補助員
一人3000円

18

「第8回美し国三重県市町村対
抗駅伝」伊勢市選手団小中学
生合同練習会に係る施設の使
用について

伊勢市教育委員会事務局　スポー
ツ課内
市町村対抗伊勢市実行委員会

担当：津村将彦

日時：平成２７年１月10日（土）、２４（土）、２月１１日（水）
　　　　いずれの日も9：00～（午前中に終了）
場所：皇學館大学グラウンド※雨天の場合は体育館

駅伝競走部監督
（日比さん）

駅伝競走部と合同
練習
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