
※駐車場はありませんので車でのご来場はご遠慮ください。

相模女子大学ホームページ

地域との協働活動や産学連携による商品開発など、
本学とさまざまな交流のある日本各地の名産品が勢揃いします。
食を通して地域の活性化をめざすイベントです。

神奈川県  葉山

㈱ 3pm・さんじ

産学連携先企業

学生のアイデアから生まれた
オリジナルパンを限定販売！

10：00~16:00 9：00~16:00

コラボ企画商品
もあるよ！

ぜひ、お試しください♪

地域貢献度ランキング
全国女子大学

フード・アクション・ニッポン・アワード 

8期連続1位！ 4年連続受賞！審査委員特別賞

入 賞 入 賞

日本経済新聞が実施している「大学の地域
貢献度ランキングにおいて、相模女子大学が
全国の女子大学で8期連続第１位になりました。

※調査が実施されなかった年を除く。

全国女子大学

農林水産省が実施している、日本の食を次の世代に残し、創る
ために、日本の食次の世代に残し、創るために、日本の食料自
給率の向上を目指した国産農産物の消費拡大の取組です。
製造・流通・システム部門で大学が優秀賞を受賞したのは本学
が初です。

連携地域 北海道  標津町 ／ 福島県  本宮市 ／ 群馬県  富岡市 ／神奈川県  大磯町 ／ 富山県  氷見市、南砺市

㈱３pm・さんじ（神奈川県）、㈱東京ポンパドウル町田店（東京都）

主　催 相模女子大学
連携企業

地域から日本の『食』を拡げよう。
Local Product

2022.11/3（木・祝）・11/4（金）相模女子大学「第53回相生祭」にて
マーガレット本館1Fテラス

●事前申込制
2022年度相生祭では、一般来場者の
方は事前申込制とします。大学ホームペ
ージ内、相生祭サイトへアクセスの上、
専用フォームからお申込みください。

第14回

学園キャラクター
“さがっぱ・ジョー”

みんな来てね！

相模女子大学・相模女子大学短期大学部

夢をかなえるセンター  連携教育推進課問合せ先

〒252-0383　神奈川県相模原市南区文京2-1-1　TEL 042-742-1411（代表）／小田急線相模大野駅下車徒歩10分

〈大学院〉栄養科学研究科 栄養科学専攻（博士前期課程・博士後期課程）　社会起業研究科 社会起業専攻（専門職学位課程） ョン学科・シーケニュミコ化文語英・科学文本日語本日］部学芸学［〉学大〈
子ども教育学科・メディア情報学科・生活デザイン学科［人間社会学部］社会マネジメント学科・人間心理学科［栄養科学部］健康栄養学科・管理栄養学科　〈短期大学部〉食物栄養学科

TEL 042-813-5038　FAX 042-747-9599  renkei@mail2.sagami-wu.ac.jp
夢をかなえるセンター特設サイト https://ymkn.sagami-wu.jp/　

https://www.sagami-wu.ac.jp/

相模女子大学・相模女子大学短期大学部
学　長 
田畑 雅英

　今年は 3 年ぶりに相模女子大学のキャンパスで「相生祭（あいおいさい）」が開かれますが、第14 回を迎える「地
域物産展」も従来通り同時に開催されることになりました。11 月 3 日・4 日の両日、各地域選りすぐりの産品を
並べて皆さまをお待ちしております。
　地域連携は本学の重要なテーマであり、本学の学生たちが、相模原市・神奈川県はもとより、広く全国の数
多くの地域を訪問して、地域活性化のためのさまざまな活動を行なっています。地域物産展は、そうした学生が
お世話になっている諸地域と、本学が立地する地元地域の方々を結ぶ催しです。本学は 2025 年には創立 125
周年を迎えますが、地域とともに発展する女子大学をめざしており、そうした意味でも重要な行事と考えておりま
す。幸い例年多数の方々にご来場いただいて参りましたが、この 2 年間はコロナ禍で中断を余儀なくされました。
今年はようやく再開できることになり、たいへんうれしいことと存じております。どうか多くの方々にご来場いた
だきたいと思いますし、この催しを通して、ご参加くださる地域と地元地域の方々に親近感が生まれ、親しい結
びつきに発展すれば望外の喜びと存じます。

クリームブリュレ
食物栄養学科1年

クランベリーチョコロール
高等部3年

キャラメルナッツチーズ
社会マネジメント学科3年

M e s s a g e

地域を結ぶ物産展

相模女子大学の校章「マーガ
レット」型で焼き上げた上品な
ケーキを販売。厳選された国
産材料に加え、大学内で収穫
した梅で作った梅酒と梅の実
を生地に使い、しっとりとした
食感に仕上げました。

3・4日出店

神奈川
なでしこ
ブランド
認定商品

フード・アクション・
ニッポンアワード
審査員特別賞
受賞

東京都　町田市

㈱ ポンパドウル町田店

短期大学部食物栄養学科と高
等部がポンパドウル町田店と
のコラボ企画として考案したオ
リジナルパンを、数量限定で
販売します。今年の新作が3種
類できあがりましたので、ぜひ
お召し上がりください。

3・4日出店

物産展物産展
地域地域

入 場 無 料・要 予 約



地域と地域を『食』で結ぶ。
相模女子大学は、地域の活性化を応援します。
地域との交流事業や体験学習、地元の農産物を使った商品開発など、本学を通して
地域連携の輪が日本各地へと拡がっています。第14回を迎えた地域物産展では、
交流のある日本各地の海の幸・山の幸・名産品などが大集合！ぜひご来場ください。

群馬県富岡市の
「NPO法人ふれあいパーク岡成」が出店。
群馬県の郷土料理である「おっきりこみ」と「タレ」２人前をセットにして、「カット野
菜」をつけて販売します！ 野菜は、「里芋」「下仁田ねぎ」「はちみつ」「さつまいも」
等地元で採れたものを販売します。ぜひご賞味下さい！
………………………………………………………………………………………………………
●群馬県・富岡市
富岡市は世界遺産に登録された富岡製糸場や妙義神社等の歴史的な建物等多彩な地域資
源を有し、国内外からの観光客も増加しています。また、自然豊かな里山も大きな魅力です。
●本学との連携事業
富岡市の地域資源を有効に活用するため、市内で多様な活動を学生が行い、交流を深め新
たな「都市農村交流」を構築します。

3・4日出店

群馬県　富岡市

大磯町の摘果みかんを使った商品を学生と共同開発！
大磯町商工会女性部を中心に大磯町の摘果みかんを原材料とした商品開発を進めています。アロマオ
イルのラベルは学生考案によるもの。香りを体験できるとともに、大磯のみかんあまざけや青みかんの
香りがする柔軟剤などオリジナル商品を取り揃えました。「大磯の香りと味」を堪能してください！
………………………………………………………………………………………………………………………………
●神奈川県・大磯町
大磯町は、神奈川県の中央南部に位置し、相模湾や高麗山、鷹取山などの豊かな自然が暮らしの場に近接して
おり、海水浴場発祥の地として夏には多くの海水浴客で賑わいます。また、伊藤博文などの歴代総理大臣８人
をはじめ、多くの政財界の重鎮が邸宅や別荘を構えたことから、保養地としても有名です。自然的、歴史的に魅
力のある町として発展してきました。
●本学との連携事業
豊かな感性と発想力を持つ学生が、アロマオイルのネーミングやラベルデザイン等について考案しました。〝マ
チ、カオル。Oiso〟プロジェクトと題し、大磯町の地域活性化に一緒に取り組んでいます。

3・4日出店

神奈川県　大磯町

北海道標津町のサケ商品を直送！
管理栄養学科の学生によるゼミでの交流をきっかけ
に、北海道から出店します。日本遺産「鮭の聖地」標
津町から、天然サケの商品を販売いたします。ぜひ
ご賞味ください。
………………………………………………………………………………
●北海道・標津町
北海道標津町は、北海道東部に位置する町で水産業と酪農業を基幹
とする生産の町です。古くからサケを中心とする漁業で拓けた町でも
あります。
●本学との連携事業
HACCP研修ツアーに学生が参加し、同町とのコラボ弁当企画を実
施する等、継続的に連携活動が行われています。2018年度より全学
共通科目「シーズンスポーツ」を標津町で実施することで全学的な取
り組みとなりました。

3・4日出店

北海道  標津町

学生が育てた愛情たっぷり旬の野菜！
相模女子大学専用農場で学生が育てた「新鮮な旬の野菜」を本宮市から
直送します。その他にも、自慢のお米や加工品「本宮ブランド」を販売しま
す。ぜひご賞味ください。
…………………………………………………………………………………………………………………
●福島県・本宮市
福島県のほぼ中央に位置する本宮市は西に安達太良連峰を臨み、阿武隈川が市内を悠 と々流れ、日
本のふるさとの面影を残す豊かな自然に恵まれています。
●本学との連携事業
包括連携協定に基づき、農家等で学生たちが実習体験を行っています。東日本大震災を機に、学生
たちが募金活動や本宮市応援フェアなどの支援活動を行っています。

MESSAGE
本宮市長
高松　義行

　「福島のへそのまち」本宮市は福島県の中央に位置し、交通の利便性に優れ、工業団地が発展した商工業の
バランスのとれたまちです。貴大学との交流は13年目を迎え、農業体験や農家民宿への宿泊を通して多くの学
生の皆様が本宮市へお越しいただき、応援していただいておりますことに深く感謝申し上げます。
　当市では貴大学との交流の証として「マーガレットファーム」という専用の畑を開設しております。今回の地域
物産展では、ここで学生の皆さまが育て、収穫された新鮮な野菜をお届けしますので、ぜひご賞味ください。

地域物産展「サガジョ歴史ツアー」案
内所にご来場いただいた方限定でカ
ードをお配りします。カードを撮影し
SNSに投稿、又はアンケートに回答し
ていただいた方には、学園オリジナル
キャラクターグッズをお渡しします！
＊グッズは数に限りがあるため、なくなり
　次第終了とさせていただきます。
＊当日お渡しするカードの裏面に記載さ
　れている二次元コードを読み込んで
　いただくと、デジタル版の歴史マップ
　が閲覧できます。

大正ロマンなハイカラスタイルに扮した学生が、相模女子大学の歴史にまつわるエピソードトークを交えながら、
構内に残る歴史スポットをご案内いたします。
開催日時：11月3日（木・祝日）および11月4日（金）
1回目：10：30スタート～11:00頃まで　2回目：13：30スタート～14:00頃まで
＊両日とも２回ずつ開催し、１回目と２回目は同じ内容となります。
＊事前予約は不要です。各回のスタート10分前に、マーガレット本館1階　地域物産展「サガジョ歴史ツアー」案内所にお越しください。

3・4日出店

福島県　本宮市

しべつちょう

第14回 地域地域
物産展物産展

Local Product

地域から日本の『食』を拡げよう。
●富山県　氷見市・論田 熊無
地元のもち米で作った大人気の「草餅」等を販売します！
富山県氷見市論田及び熊無地区（通称「ろんくま」）から、
今年もお米や草餅（よもぎ餅）を販売します。地元では店
頭に並ぶとすぐに完売する人気商品となっており、この機
会にぜひご賞味ください。また、国の重要無形文化財に指
定されている「藤箕」の販売も行いますので、ぜひお立ち
寄りください。
●富山県　南砺市・土山
自然がでか～いと！
みんなして絆ぐ、
なんとワクワクの郷、
Do! yama。

3・4日出店

富山県　氷見市・南砺市

https://ymkn.sagami-wu.jp/web-fair

相模女子大学
夢をかなえるセンター
特設サイトにて

「オンライン地域物産展」
を開催中！

「2025年、相模女子大学は創立 125周年を迎えます」
この度、相模女子大学が相模原の土地とともに歩んできた歴史をまとめた『サガジョ歴史マップ』を製作しました！ 当日、地域物産展「サガジョ歴史ツアー」
案内所にお越しいただいた方に、当マップをお配りするとともに、マップの完成を記念したイベントを下記のとおり開催しますので、是非ご参加ください！

イベント

❶ ご来場者限定カードと
『サガジョ歴史マップ』をお配りします！

イベント

❷ 相模女子大学の歴史を紐解く「サガジョ歴史ツアー」を開催！

マーガレット本館
富
岡
市

標津町
東京
ポンパ
ドウル

大磯町3pm
さんじ 富山県本宮市

←正門

入口 入口

〈2022年度相生祭地域物産展レイアウト〉

※デザインは変更となる可能性があります。

「地域物産展」＆
「サガジョ歴史ツアー」

案内所


