
社会貢献活動
大学が地域社会や企業等で共同に行っている活動（2021年度実績）

事業・活動等の名称
関わっている

学部・研究科名
共同で行っている

事業者の名称
時期(期間) 事業・活動等の概要

海区漁業調整委員会 総合政策学部 茨城県　漁政課 2021年4月 第22期海区漁業調整委員会委員として
本学教員を派遣した。

「かさま志民大学」への講師派遣 人間科学部 笠間市教育委員会　教育部 2021年7月
笠間市民を対象とした「かさま志民大
学」講義の講師として本学教員を派遣
した。

城里町いじめ問題調査委員会委員 人間科学部 城里町教育委員会事務局 2021年1月～
城里町いじめ問題調査委員会委員とし
て本学教員を派遣した。

水戸市空家等対策協議会委員 総合政策学部 水戸市役所　生活安全課 2021年4月～2023年3月 水戸市空家等対策協議会委員として本
学教員を派遣した。

茨城県福祉人材センター運営委員 人間科学部 茨城県社会福祉協議会 2020年6月～2022年5月 委員として本学教員を派遣した。

現代的課題対策講座（発達障害）
への講師派遣

人間科学部 茨城県県南生涯学習センター 2021年6月～7月
茨城県の指定事業にあたる「現代的課
題対策講座」における講師として本学
教員を派遣した。

笠間市国民健康保険運営協議会委
員

看護学部 笠間市役所　保険年金課 2021年4月～2024年4月 笠間市民国民健康保険運営協議会委員
として本学教員を派遣した。

練馬区令和3年度園長・副園長講演
会への講師派遣

人間科学部 練馬区立保育園園長会 2021年8月 令和3年度園長・副園長講演会の講師と
して本学教員を派遣した。

茨城大学生命倫理委員会 総合政策学部 茨城大学社会連携部研究推進課 2021年4月～2023年3月 茨城大学生命倫理委員会委員として本
学教員を派遣した。

CHANGE FOR THE BLUE
いばらき実行委員会委員

総合政策学部
CHANGE FOR THE BLUE
いばらき実行委員会

2021年4月～2022年3月
CHANGE FOR THE BLUE　いばら
き実行委員会へ委員として本学教員を
派遣した。

令和3年度水戸黄門まつり実行委員
会委員

総合政策学部 水戸黄門まつり実行委員会 2021年4月～2022年3月 令和3年度水戸黄門まつり実行委員会委
員として本学教員を派遣した。

第一回豊島区就労支援担当者会
（移行支援事業所・定着事業所）
研修会への講師派遣

人間科学部 豊島区役所　障害福祉課 2021年5月 令和3年度第一回豊島区就労支援担当者
会へ講師として本学教員を派遣した。

令和3年度人権教育指導者中央研修
会への講師派遣

総合政策学部 茨城県　生涯学習課 2021年6月 令和3年度人権教育指導者中央研修会へ
講師として本学教員を派遣した。

現代的課題対策講座（やさしい日
本語で外国人とコミュニケーショ
ン）への講師派遣

人間科学部 茨城県県西生涯学習センター 2021年9月
茨城県の指定事業にあたる「現代的課
題対策講座」における講師として本学
教員を派遣した。

発達障害に関する講演会への講師
派遣

人間科学部 社会福祉法人愛友福祉会 2021年7月
第5回講演会保護者のための特別支援教
育講演会へ講師として本学教員を派遣
した。

城里町総合計画審議 総合政策学部 城里町役場 2021年4月～2023年3月 城里町総合計画審議会へ委員として本
学教員を派遣した。

那珂市保育所等運営者選定委員会 短期大学 那珂市役所保健福祉部こども課 2021年4月～2022年3月 那珂市保育所等運営者選定委員会へ委
員として本学教員を派遣した。

令和3年度ともそだち講演会への講
師派遣

人間科学部 日立市役所　日立市こどもセンター 2021年9月 令和3年度「ともそだち講演会」へ講師
として本学教員を派遣した。

公益社団法人茨城県薬剤師会
倫理審査委員会

総合政策学部 公益社団法人茨城県薬剤師会 2021年5月～2023年5月
公益社団法人茨城県薬剤師会　倫理審
査委員会委員として本学教員を派遣し
た。

令和3年度「国際交流・協力ネット
ワーク会議」への講師派遣

人間科学部 公益財団法人茨城県国際交流協会 2021年7月
令和3年度「国際交流・協力ネットワー
ク会議」の第2分科会「日本語ボラン
ティアネットワーク会議」へモデレー
ターとして本学教員を派遣した。

那珂市まち・ひと・しごと創生本
部有識者会議

総合政策学部 那珂市役所　企画部政策企画課 2021年6月～2022年3月
那珂市まち・ひと・しごと創生本部有
識者会議へ委員として本学教員を派遣
した。

笠間市総合計画審議会委員 総合政策学部 笠間市役所　企画政策課 2021年7月～2022年3月 笠間市総合計画審議会へ委員として本
学教員を派遣した。

笠間市教育振興基本計画策定委員
会

人間科学部 笠間市役所　教育委員会 2021年7月～2022年2月 笠間市教育振興基本計画策定委員会へ
委員として本学教員を派遣した。

水戸市社会教育委員 人間科学部 水戸市役所　教育委員会事務局 2021年7月～2023年7月 水戸市社会教育委員として本学教員を
派遣した。

茨城県央地域連携中枢都市圏ビ
ジョン懇談会

総合政策学部 水戸市役所　政策企画課 2021年8月～2023年7月
茨城県央地域連携中枢都市圏ビジョン
懇談会委員として本学教員を派遣し
た。

保育サービス講習会への講師派遣
人間科学部
短期大学

社会福祉法人東海村社会福祉協議会 2021年10月
保育サービスを提供できる協力会員養
成目的の「保育サービス講習会」へ講
師として本学教員を派遣した。

水戸市まち・ひと・しごと創生有
識者会議

総合政策学部 水戸市役所　政策企画課 2021年7月～2023年7月
「水戸市まち・ひと・しごと創生有識
者会議」へ委員として本学教員を派遣
した。

子育てについての講師派遣 短期大学 水戸ファミリーサポートセンター 2021年10月
「子どもの心の発達段階と関わり方に
ついて」の講義へ講師として本学教員
を派遣した。

令和3年度防災講話会への講師派遣 総合政策学部 水戸桜ノ牧高等学校常北校 2021年9月 令和3年度「防災講話会」へ講師として
本学教員を派遣した。

旧小川跡地周辺地域再整備検討委
員会

総合政策学部 小美玉市役所　生涯学習課 2021年8月～2022年3月
旧小川小跡地周辺地域再整備検討委員
会へ委員長として本学教員を派遣し
た。

ヒューマンライフシンポジウム
2021

総合政策学部 水戸市役所　男女平等参画課 2021年9月
水戸市男女平等参画基本条例施行20周
年記念事業「ヒューマンライフシンポ
ジウム2021」においてモデレーターと
して本学教員を派遣した。

トップチーム選手向けに対して栄
養に関する講義への講師派遣

人間科学部 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 2021年8月
トップチーム選手向けに対して行われ
た栄養に関する講義へ講師として本学
教員を派遣した。
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那珂市いじめ再調査委員会委員 短期大学 那珂市役所　市民相談室 2021年10月～2023年9月 那珂市いじめ再調査委員会へ委員とし
て本学教員を派遣した。

社会福祉法人同仁会研修委員会研
修講師

人間科学部 社会福祉法人同仁会 2021年9月 社会福祉法人同仁会の研修委員会へ講
師として本学教員を派遣した。

桜川市総合計画審議会 総合政策学部 桜川市役所　企画課 2021年9月～2022年3月 桜川市総合計画審議会へ委員長として
本学教員を派遣した。

全国消防職員意見発表会
茨城県大会出場に係る発表原稿採
点および消防職員昇任試験（4階
級）の論文採点

総合政策学部 水戸市消防局　消防総務課 2021年12月
全国消防職員意見発表会茨城県大会出
場に係る発表原稿の採点、消防職員昇
任試験（4段階）の論文採点を本学教員
が担当した。

笠間市いじめ調査委員会委員 人間科学部 笠間市役所　教育委員会 2021年10月～2024年9月 笠間市いじめ調査委員会委員として本
学教員を派遣した。

広域避難計画に係る懇談会の設置
に向けた意見交換（専門的見地か
らの助言）

総合政策学部 ひたちなか市役所　生活安全課 2021年9月～11月 広域避難計画に係る懇談会等に関する
助言を本学教員より行った。

那珂市議会議員勉強会への講師派
遣

総合政策学部 那珂市議会　議会事務局 2021年11月 講師として本学教員を派遣した。

高萩市要保護児童対策地域協議会
研修事業への講師派遣

人間科学部 社会福祉法人同仁会 2022年1月
高萩市要保護児童対策地域協議会にお
ける研修会へ講師として本学教員を派
遣した。

茨城労働局公共調達監視委員会 総合政策学部 茨城労働局　総務部 2022年1月～2022年12月 茨城県労働局公共調達監視委員会へ委
員長として本学教員を派遣した。

広域避難計画に係る懇談会案に関
する助言

総合政策学部 ひたちなか市役所　生活安全課 2022年11月 ひたちなか市ＰＡＺ広域避難検討会の
委員として本学教員を派遣した。

保健所保健師及び子ども家庭支援
センター職員向け研修会への講師
派遣

人間科学部 渋谷区保健所　地域保健課 2022年3月 ネウボラ研修会への講師として本学教
員を派遣した。

鹿嶋市環境審議会 総合政策学部 鹿嶋市　環境政策課 2021年12月～2023年11月鹿嶋市環境審議会へ会長として本学教
員を派遣した。

水戸市消費者教育講演会への講師
派遣

総合政策学部 水戸市消費生活センター 2021年12月 水戸市消費者教育講演会へ講師として
本学教員を派遣した。

自然科学部（+evidence）への助言 人間科学部 茨城県立太田西山高等学校 2021年12月～2022年3月
レシピ作成における栄養価計算の指導
と栄養学的な助言を本学教員が行っ
た。

人材育成講座「おみたまふるさと
塾」への講師派遣

総合政策学部 小美玉市役所　市民協働課 2022年1月～3月
「おみたまふるさと塾」のコーディ
ネーター並びに講師として本学教員を
派遣した。

ひたちなか市原子力アドバイザー 総合政策学部 ひたちなか市役所　生活安全課 2021年3月～2023年1月 ひたちなか市原子力アドバイザーとし
て本学教員を派遣した。

茨城町情報公開・個人情報保護審
査会

総合政策学部 茨城町役場　総務部 2022年3月～2025年2月 茨城町情報公開・個人情報保護審査会
の委員として本学教員を派遣した。

ひたちなか市ＰＡＺ広域避難検討
会委員

総合政策学部 ひたちなか市役所　生活安全課 2022年3月～2023年3月 ひたちなか市ＰＡＺ広域避難検討会の
委員として本学教員を派遣した。

令和3年度茨城県警察大学生サポー
ター

人間科学部、総合政策学
部、看護学部、短期大学

茨城県警 2021年4月～2022年3月
令和3年度茨城県警察大学生サポーター
（ボランティア）として本学学生を派
遣した。

かさまドライブスルーマルシェ
オープンスタッフ（有償ボラン
ティア）

人間科学部、総合政策学
部、看護学部、短期大学

笠間市 2021年4月
かさまドライブスルーマルシェオープ
ンスタッフ（有償ボランティア）とし
て本学学生を派遣した。

日立市立小・中学校への消毒等有
償ボランティア

人間科学部、総合政策学
部、看護学部、短期大学

日立市教育委員会 2021年6月～2022年3月
日立市立小・中学校への消毒等有償ボ
ランティアとして本学学生を派遣し
た。

第19回ひたち国際文化まつり運営
ボランティア

人間科学部、総合政策学
部、看護学部、短期大学

ひたち国際文化まつり実行委員会 2021年11月 第19回ひたち国際文化まつり運営ボラ
ンティアとして本学学生を派遣した。

ひたちなか市公立学童クラブ支援
員（有償ボランティア）

人間科学部、総合政策学
部、看護学部、短期大学

ひたちなか市教育委員会 2022年3月
ひたちなか市公立学童クラブ支援員
（有償ボランティア）として本学学生
を派遣した。
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