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通
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まち×人×大学をつなぐ情報誌

帝京科学大学は、最先端の設備が揃う「千住キャンパス」と

自然豊かな「東京西キャンパス」があります。

各キャンパスの特色を活かしながら、まちを元気にするために

地域と連携したイベントを積極的に実施しています。

まちを元気にするための
“地域とつながるキャンパス”

［2019.10.20］［2019.10.20］
vol.6vol.6

地域連携推進センター

秋号

地域の
皆さん

千住
キャンパス

都心で最先端の設備

自然や動物と共生

東京西
キャンパス
（山梨県上野原市）

千住キャンパスは
開設10年目を迎えました!
千住キャンパスは

開設10年目を迎えました!
 2 010年4月にスタートした千住キャンパス。

千住の皆様に支えられ、最適な環境の中で

学生たちの教育・研究の場として歩んできま

した。これからも地域社会の発展に寄与する

大学を目指します。

大学生と一緒に歌や踊り、ゲームなど楽しみながら
英語に触れてみよう！

千住キャンパスで英語を楽しく学ぼう！

2020年
2月29日（土）予定

事前お申し込み制

事前申し込み：定員100名
※詳細は1月末頃本学ホームページで

対象：３～６歳、小学１～２年生千住

TEIKA English Day
in Senju
TEIKA English Day
in Senju

保育士や幼稚園の先生を目指している学生たちと
一緒にのびのびと遊んでみませんか。

遊びながら“学び”の体験ができます!

対象：２歳～６歳までの未就学児と保護者千住

のびのびプレイデイのびのびプレイデイ

開催場所 ：帝京科学大学千住キャンパス
７号館（足立区千住桜木1-11-1）

2019年
11月23日（土）13:30～16:00

事前お申し込み不要
来てください!

親子で遊びに

TEIKA 柔道クラブTEIKA 柔道クラブ
クラブ生
大募集!
クラブ生
大募集!

=指導員紹介=
監　督 谷村美咲 実績 全日本大学ベスト8 全日本女子選手権ベスト8
指導員 大木恭介 実績 全日本大学2位
指導員 川岸真綾 実績 講道館杯3位 東京都学生2連覇
※その他学生指導員

大歓迎です!
初心者の方も

練習見学無料
道着貸し出してい

ます!練習見学無料
道着貸し出してい

ます!［ 募集対象・活動日・会費 ］

3歳～12歳（小学校卒業まで）
火・木・土曜日 16:30～週3回
月謝3,500円
※中学生から一般までは当日券で参加いただけます。

［ 活動場所 ］
帝京科学大学千住キャンパス
７号館1階柔道場
（足立区千住桜木1-11-1）
※詳細はお問い合わせください。

Tel.03-6910-3782 （担当：谷村）

［ 募集対象・活動日・会費 ］

3歳～12歳（小学校卒業まで）
火・木・土曜日 16:30～週3回
月謝3,500円
※中学生から一般までは当日券で参加いただけます。

［ 活動場所 ］
帝京科学大学千住キャンパス
７号館1階柔道場
（足立区千住桜木1-11-1）
※詳細はお問い合わせください。

Tel.03-6910-3782 （担当：谷村）

子どもの主体性を育むための指導を
行います。道場で一緒に汗を流し、
楽しく活動しましょう!

子どもの主体性を育むための指導を
行います。道場で一緒に汗を流し、
楽しく活動しましょう!

初心者
も

大歓迎
です
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Teika news pickupTeika news pickup
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Teika news pickup ❶Teika news pickup ❶

Teika news pickup ❷Teika news pickup ❷ Teika news pickup ❸Teika news pickup ❸

帝京科学大学千住キャンパス教員の研究を紹介します。帝京科学大学千住キャンパス教員の研究を紹介します。

災害時にもペットを守る

ペット用防災ツールが
小さな命を救う
アニマルサイエンス学科　山本 和弘

昆虫保全教育プログラムの開発と実践

絶滅危惧のチョウを
子どもたちに伝えたい               
学校教育学科　江田 慧子

現在、多くの生きものが絶滅の危機に瀕しており、
保全・保護に向けた対策が急務になっています。昆
虫は多くの子どもたちにとって身近な生きものです
が、正しい生態をもとにした絶滅危惧種の教材はあ
まりありません。
そこで、子ども向けの昆虫保護教育プログラムを開
発しました。
プログラムでは、絶滅危惧Ⅰ類に指定されているオ
オルリシジミを題材に、プラ板を使ったキーホルダー
作りや手袋シアターを使った手遊びを開発し、足立
区やチョウの生息地である長野県や熊本県で実演
しました。今後は教育機関と連携しながら啓発活動
を継続していきます。    
      
     

「自然との共生」を追求するために新しく東京西キャンパスに誕生したフィールド
ミュージアム「OPEN AIR LAB®」。キャンパスとそこから広がるネットワークを
舞台とし、学生と教員の活動そのものをコンテンツとしています。その象徴となる
施設「ブリコラ」がキャンパス内に整備されました。

 まちの安心につながる活動をめざして               

 医療福祉学科学生の
「千住便利隊」               
 医療福祉学科　楠永 敏惠 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

日本では毎年のように災害が起こり、大切な家族で
あるペットの命をどう守るかも大きな課題です。そこ
で、足立区やNPO法人と協力し、防災用の｢ペット
手帳｣を作成しました。その手帳には、普段から飼い
主の防災意識を高められるようにと、ペットの個別
情報や避難グッズ、避難時の情報入手先等を掲載
しました。
さらにペット防災アプリも制作し、日常的にスマート
フォン上で防災について考え、災害時には避難方
法等がひと目でわかるようにしました。これらのツール
を用いて、尊い命が守られるようにと願っています。 

医療福祉学科2年生は、大学周辺の高齢者宅に
伺い、そうじ、買い物代行、食事づくり、散歩の同
行、お話相手などの地域活動「千住便利隊」を行って
います。活動は3年目となり、訪問先が増えてきま
した。
住民の方は学生を暖かく応援してくださり、学生との
絆ができてきています。学生も、住民の方に教えて
いただきながら、大学内では学習しにくい生活上の
困りごとや支援の実際について学んでいます。今後も、
住民の皆様の安心や安全に少しでもつながる活動を
していきたいと思っております。   

新たに誕生する施設を紹介します。新たに誕生する施設を紹介します。

『ペット手帳』

『ペット防災アプリ』

オオルリシジミを題材にプラ板を使って作ったキーホルダー

お買い物に同行

お散歩や、お話し相手
としてもご訪問させて
いただきます。

©OPEN AIR LAB©OPEN AIR LAB

©OPEN AIR LAB©OPEN AIR LAB

©OPEN AIR LAB©OPEN AIR LAB
完成予想図完成予想図

お掃除のお手伝いもお任せください

帝京科学大学千住キャンパスに隣接する地に

『帝京科学大学千住桜木保育園』
2020年4月1日開園予定
お子様が心身共に健やかに育つように、安心して生活ができるような環境
づくりを心がけます。詳しくはhttp://www.ntu.ac.jp/sakuragi-hoikuen/

※掲載の完成予想図は設計段階の図面を描き起こしたもののため、形状・色等は実際と異なる場合がございます
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Teika news pickup ❹Teika news pickup ❹

地域で活躍する卒業生を紹介します。地域で活躍する卒業生を紹介します。

現役学生の活躍を紹介します。現役学生の活躍を紹介します。

Teika news pickup ❺Teika news pickup ❺

診療のほかにも定期的にウエルネスケア・プログラムとしてセミナーを定期的に
開催しています。詳細はホームページをご覧ください。

千住キャンパス本館内にある附属動物病院で働く卒業生の
村山真秀さんにお話を伺いました。

→https://www.ntu.ac.jp/tac/

帝京科学大学附属動物病院帝京科学大学附属動物病院

Teika news pickup ❻Teika news pickup ❻

2018年春に発足された女子
駅伝チームは全日本大学女子
駅伝の入賞を目指し、日々
練習に励んでいます。これか
らも地域の皆さんに愛される
チームを目指します。応援、
よろしくお願いいたします。

イタリアのナポリで開催されたユニバーシアード大会に出場し、
見事優勝を果たしました。初戦から決勝戦までオール一本勝ちで
勝利し圧倒的な強さを見せつけました。

帝京科学大学千住キャンパス

陸上競技部女子駅伝チーム
帝京科学大学千住キャンパス

柔道部  幸田 奈々学校教育学科4年

.......................................................................

..............................................................................

いつも応援し
ていただき

ありがとうご
ざいます!

「動物看護の視点」で、ペットとの生活をサポートした
いと考えています。病気の治療はもちろん、日常の
「困っていること」など、お気軽にご相談ください。

「動物看護の視点」で、ペットとの生活をサポートした
いと考えています。病気の治療はもちろん、日常の
「困っていること」など、お気軽にご相談ください。

※お電話でご予約ください。予約最終受付時間は診療終了時間の30分前となります。
※休診 : 水曜午後・土曜・日曜・祝祭日・大学が定める休日

診療時間 月

14：00～17：00

9：00～12：00

水 日・祝火 木 土金

● × ×● ● ×●

● ● ×● ● ● ×

※休診 : 土曜午後・日曜・祝祭日・大学が定める休日

診療時間 月

15：00～18：30

9：00～13：00

水 日・祝火 木 土金

● ● ×● ● ×●

● ● ×● ● ● ●

氏名
卒業年
出身所属学科

現在の仕事内容

氏名
卒業年
出身所属学科

現在の仕事内容

:
:
:
 
:

:
:
:
 
:

村山 真秀
2012年3月
アニマルサイエンス学科
動物看護福祉コース
診療補助

村山 真秀
2012年3月
アニマルサイエンス学科
動物看護福祉コース
診療補助

千住キャンパス3号館内にある附属接骨院で働く卒業生
のお2人にお話を伺いました。

帝京千住接骨院帝京千住接骨院

氏名
卒業年
出身所属学科
現在の仕事内容

氏名
卒業年
出身所属学科
現在の仕事内容

:
:
:
:

:
:
:
:

髙嶋 洋友
2015年3月
東京柔道整復学科
患者様の施術
受付業務
学生実習指導
学生の勉強指導  etc.

髙嶋 洋友
2015年3月
東京柔道整復学科
患者様の施術
受付業務
学生実習指導
学生の勉強指導  etc.

氏名
卒業年
出身所属学科
現在の仕事内容

氏名
卒業年
出身所属学科
現在の仕事内容

:
:
:
:

:
:
:
:

大友 俊輝
2019年3月
東京柔道整復学科
受付業務、
施術、施術補助
学生実習指導
学生の勉強指導  etc.
　

大友 俊輝
2019年3月
東京柔道整復学科
受付業務、
施術、施術補助
学生実習指導
学生の勉強指導  etc.
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一般診療 行動カウンセリング

栄養相談 リハビリテーション

帝京科学大学千住キャンパス本館  足立区千住桜木2‐2‐1

TEL.03‐6910‐3768（予約優先）
帝京科学大学千住キャンパス本館  足立区千住桜木2‐2‐1

TEL.03‐6910‐3768（予約優先）

帝京科学大学千住キャンパス3号館  足立区千住元町33-1

TEL.03‐6910‐3781
帝京科学大学千住キャンパス3号館  足立区千住元町33-1

TEL.03‐6910‐3781

大学を卒業後、動物看護師
として働き8年目になりました。
思い出の詰まったこの地で、
たくさんのペットちゃんとご家
族様にハッピーを届けられる
よう、頑張ります！優しい先生と
一緒に、皆様のご来院をお待
ちしております♪

附属接骨院ではあり
ますが、一般の患者様
もたくさんいらっしゃって
おります。身体の不調
やぶつけて凄く痛い
など、気になる症状が
あればお気軽にご来院
ください！

今年度から当院で
業務に携わる事になり
ました。皆様が健康で
笑顔溢れる生活が送
れるよう、非力ながらお
手伝いしたいと考えて
おります。よろしくお
願い致します。 皆様の施術に関しては院長をはじめ、

国家資格を有する柔道整復師が担当
いたしますのでご安心ください。
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SENJU CAMPUSSENJU CAMPUS

談合坂
Dangozak

a

足立区の皆さま!今年も新鮮野菜を足立区の皆さま!今年も新鮮野菜を
いっぱいお届けしますょ～!!いっぱいお届けしますょ～!!

山梨県上野原市にある談合坂サービスエリアで大人気!!

場所 ： 千住キャンパス本館2階カフェテリア
開始 ： 午後1時頃から（道路状況により遅延あり）
終了 ： 大学祭終了まで（売り切れ次第終了）

談合坂SAやさい村とは ?
中央自動車道・談合坂SA（上り線）に平成18年の

オープン以来、お客さまから大変好評いただ

いている“100%上野原産”の新鮮野菜直売所

です。 地元の『新鮮・安心・安価』な農産物をお客

さまにご提供することをコンセプトに、季節の

旬な地元産野菜をズラリと豊富に揃えています。 

この機会にぜひお越しください!!

帝京科学大学千住キャンパス本館
〒120-0045 東京都足立区千住桜木2-2-1
■ JR常磐線、東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）、東京メトロ千代田線・日比谷線、
　 つくばエクスプレス 「北千住駅」下車、徒歩20分。
　 バスでお越しの場合：西口からバス5分「千住桜木バス停」下車で徒歩1分。
■ 京成本線、東京メトロ千代田線、都電荒川線「町屋駅」下車でもお越しいただけます。
※ 駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。

入場
無料

詳しくはWEBで http://www.oukasai.net 桜科祭 検索

ロ
ー
タ
リ
ー

JR
常磐線

国
道
４
号

（
日
光
街
道
）

西新井橋荒川

隅田川

尾竹橋

尾竹橋通り

京成本線

東京メトロ千代田
線

帝京科学大学入口

東武
スカイツリー
ライン

東京メトロ
日比谷線
つくば
エクスプレス

西口

マルイ

5号館

7号館

グラウンド

本館

町屋駅 千住大橋駅

3号館

4号館

ファミリーマート

千住桜木
バス停

セブンイレブン

千住竜田町
バス停

千住龍田町

北
千
住
駅

2号館
8号館

6号館
ローソン

グラウンド

どなたでも大歓迎！ぜひお気軽に遊びにきてください、皆様のお越しをお待ちしております。

い
ら
っ
し
ゃ
い
♪

い
ら
っ
し
ゃ
い
♪

13時
OPEN予定
13時
OPEN予定

10月27日(日)10月27日(日)
今年も「談合坂SAやさい村」が
桜科祭にやってくる!
今年も「談合坂SAやさい村」が
桜科祭にやってくる!
今年も「談合坂SAやさい村」が
桜科祭にやってくる!

売り切れ
次第終了

!

  お求め
はお早め

に!

子どもたちのサイズが合わなくなったシューズ
を「回収」し、裸足や裸足に近い状態での生
活を余儀なくされている途上国の子どもたちに
シューズを「寄贈」するプロジェクトです。皆様の
ご協力を心からお待ちしております。

子どもたちのサイズが合わなくなったシューズ
を「回収」し、裸足や裸足に近い状態での生
活を余儀なくされている途上国の子どもたちに
シューズを「寄贈」するプロジェクトです。皆様の
ご協力を心からお待ちしております。

《学校教育学科SAT&女子駅伝チーム》

スマイルアフリカプロジェクトに参加します!スマイルアフリカプロジェクトに参加します!

集める期間 ： 10月26日（土）、10月27日（日）
集める場所 ： 桜科祭会場 学校教育学科SATブース
集めるくつ ： 15～28cmの運動靴（上履き・革靴・サンダル不可）
★必ず洗って乾かしてください。 ★内側にサイズを書いてください。

集める期間 ： 10月26日（土）、10月27日（日）
集める場所 ： 桜科祭会場 学校教育学科SATブース
集めるくつ ： 15～28cmの運動靴（上履き・革靴・サンダル不可）
★必ず洗って乾かしてください。 ★内側にサイズを書いてください。

イベントや展示、模擬店、熱いパフォーマンス
など地域の皆さんと盛り上がる2日間!

イベントや展示、模擬店、熱いパフォーマンス
など地域の皆さんと盛り上がる2日間!

第9回桜科祭は、私たち学生が日々学んでいる内容を皆様に知っていただける
学術企画をはじめ、毎年ご好評いただいている「談合坂SAやさい村」、小さなお子様にも楽しんで

いただける「縁日」や「歌うまコンテスト」などたくさんの方々に満足していただける
内容が盛りだくさんとなっております。

第9回桜科祭は、私たち学生が日々学んでいる内容を皆様に知っていただける
学術企画をはじめ、毎年ご好評いただいている「談合坂SAやさい村」、小さなお子様にも楽しんで

いただける「縁日」や「歌うまコンテスト」などたくさんの方々に満足していただける
内容が盛りだくさんとなっております。
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かまいたちかまいたち 令和ロマン令和ロマン

今年
も開催

今年
も開催お笑いLIVE!お笑いLIVE!

開催日時： 10月26日（土）12:00～（60分公演予定）
会　　場： 学内講義室特設ステージ
※出演者は変更になる場合がございます予めご了承ください。

縁日!歌うまコンテスト!
　　イントロクイズなどなど⋯
縁日!歌うまコンテスト!
　　イントロクイズなどなど⋯

今年も企画盛りだくさん！
　　屋台も目白押し! 
今年も企画盛りだくさん！
　　屋台も目白押し! 

＠oukaFestivalTwitter sen-fes@st.ntu.ac.jpMail
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10月26日（土） 
9：00～17：00

10月27日（日） 
9：00～15：00

開
催
時
間

《掲載記事に関するお問い合わせ》

■千住キャンパス　総務課　研究支援・地域連携第1係
Tel 03-6910-3520 Fax 03-6910-3800
■東京西キャンパス　東京西事務室　地域連携第2係
Tel 0554-63-4411 Fax 0554-63-4430

帝京科学大学　地域連携情報誌［帝京科学大学通信］2019.秋号　令和元年10月20日発行
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