
参加大学・提供科目

ネットワーク多摩に加盟する大学および短期大学（以下、短大）に
所属する学生が、他の大学・短大の科目を履修し、そこで取得した
単位が自大学の単位として認定される制度です。

特別講座Ⅰ
特別講座Ⅱ

多摩大学 提供科目（抜粋）

日本の文化Ⅰ
日本の社会Ⅰ
異文化を理解するⅠ
日本探求演習Ⅰ

帝京大学 提供科目（抜粋）

エネルギー科学
マスメディアと社会
ことばと文化
市民社会と法

玉川大学 提供科目（抜粋）

天文学Ⅰ
基礎環境学Ⅰ
マイノリティ論
デザイン概論

明星大学 提供科目（抜粋）

ネットワーク多摩の

あなたのキャンパス、広がります！

履修生募集中！履修生募集中！2018年度
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1ネットワーク多摩ホームページ
（https://nw-tama.jp）より、履修申請書を
ダウンロード

3開講大学の担当窓口に履修申請書を提出す
る

2履修申請書を記入し、所属大学の担当窓口
に提出して承認をもらう

公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩
多摩地域の大学・行政・企業等で構成される広域連携組織で、2002年に任意団体とし
てスタートし、2005年に社団法人となり、2012年から公益法人となりました。「単位
互換」や「多摩未来奨学金」をはじめとし、環境教育や就職支援・ボランティア活動など、
教育を中心とした地域貢献事業を展開しています。

京王線･小田急線「永山」駅、京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅
東京都多摩市聖ヶ丘 4-1-1
教務課 042-337-7113（平日 8:50～17:00 土曜日 8:50～12:30）

小田急線「玉川学園前」駅 
東京都町田市玉川学園 6-1-1
教学部授業運営課 042-739-8844
（平日 8:30 ～ 17:00）

京王線「高幡不動」駅、京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅
東京都八王子市大塚 359 番地
教務グループ 042-678-3301
（平日 8:45 ～ 17:00　土曜 8:45 ～ 12:30）

多摩モノレール
「中央大学・明星大学」駅
東京都日野市程久保 2-1-1

教務企画課　042-591-5212
（平日9:00 ～ 17:00　土曜 9:00 ～ 15:00）

※詳細はネットワーク多摩ホームページをご覧ください。

お問合せ
☎ : 042-591-8540　FAX : 042-591-8831
〒191-8506 日野市程久保 2-1-1 明星大学 20 号館 6階
E-mail : office@nw-tama.jp　HP : https://www.nw-tama.jp

参加大学・提供科目

履修方法

多摩大学

玉川大学
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最寄り駅
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最寄り駅

住 所

お問合せ

科目名 期別 授業時間 内容 備考

特別講座Ⅰ 春学期 木曜4限

寺島実郎学長が提唱してきた「世界潮流と日本の進路」を軸に、国際情勢、経済、国
内行政、IT、歴史など各分野における精鋭の専門家を講師として招き、通年の体系的
なプログラムを開催する。 
現代世界は、単なる同時不況、経済危機を超え、本質的な意味での構造転換に直面し
ている。「外は広く、内は深い」、このことを知るだけで人間の重心は下がる。鈴木大
拙の言葉のごとく、より広い視野で世界を見渡し、より深く自らの立脚点を見つめる
視座が求められている。 
この連続講義では、我々が生きている時代を的確に把握し認識するために、世界から
見た日本、また日本国内の諸問題について複数回にわたり多面的に取り上げることで、
問題意識の提起と深化を目指す。時代に発信する識者の生の声を聞いて現代世界を生
きるヒントを得てもらいたい。

〔留意点〕 
①第1回目のガイダンスに出席しない場合は履修できません。
なお、座席数が限られているため、履修希望者が多い場合は
選抜することがあります。 
②地域住民をはじめとする一般参加者430名と一緒に外部講
師の講演を聴講しますので、受講ルールを厳守していただき
ます。 
③座席は、事前に指定された席に着席してください。 
④講義内容及び講義内容に関する自分の意見は、特別講座専
用ノートに整理して記入してください。評価基準に含まれます。

特別講座Ⅱ 秋学期 木曜4限

科目名 期別 授業時間 備考
天文学Ⅰ 前期 月曜５時限目

天文学Ⅱ 後期 月曜５時限目

基礎環境学Ⅰ 前期 月曜３時限目

基礎環境学Ⅱ 後期 金曜１時限目

廃棄物学 前期 月曜２時限目

専門応用研究Ⅰ 前期 火曜２時限目

比較文化論２ 後期 金曜３時限目

社会イノベーション論 後期 水曜５時限目

マイノリティ論 前期 金曜５時限目

経済史入門１ 前期 月曜２時限目

経済史入門２ 後期 月曜２時限目

都市経済学１ 前期 金曜４時限目

都市経済学２ 後期 金曜４時限目

コンピュータシステム入門 前期 火曜５時限目

ソフトウェア工学 前期 木曜２時限目

教育社会学 後期 月曜５時限目

教育法規１ 前期
火曜２時限目また
は水曜１時限目

※同一曜日・時限
で登録のこと。

教育法規２ 後期
火曜２時限目また
は水曜１時限目

※同一曜日・時限
で登録のこと。

マーケティング論基礎 後期 金曜４時限目

デザイン概論 前期 火曜４時限目

科目名 単位数 期別 授業時間 内容 備考
エネルギー科学 2 春 火曜1・2時限目 講義 2～4年生対象

マスメディアと社会 2 春 金曜1・2時限目 講義 1～4年生対象

ことばと文化 2 秋 金曜3・4時限目 講義 1～4年生対象

市民社会と法 2 秋 水曜5・6時限目 講義 1～4年生対象

会計学 2 秋 金曜7・8時限目 講義 1～4年生対象

授業科目名 学期 曜日 時限 配当年次
日本の文化Ⅰ Japanese CultureⅠ 春期 火 4 1～4年 

日本の文化Ⅱ Japanese CultureⅡ 秋期 火 4 1～4年 

日本の社会Ⅰ Japanese SocietyⅠ 春期 月 3 1～4年 

日本の社会Ⅱ Japanese SocietyⅡ 秋期 月 3 1～4年 

日本の経済・経営Ⅰ 
Japanese Economy and Business 
AdministrationⅠ 

春期 木 2 1～4年 

日本の経済・経営Ⅱ 
Japanese Economy and Business 
AdministrationⅡ 

秋期 木 2 1～4年 

日本の法律・政治Ⅰ Japanese Law and PoliticsⅠ 春期 水 3 1～4年 

日本の法律・政治Ⅱ Japanese Law and PoliticsⅡ 秋期 水 3 1～4年 

日本の歴史Ⅰ Japanese HistoryⅠ 春期 金 2 1～4年 

日本の歴史Ⅱ Japanese HistoryⅡ 秋期 金 2 1～4年 

異文化を理解するⅠ Understanding Cultural DifferencesⅠ 秋期 月 1 1～4年 

異文化を理解するⅡ Understanding Cultural DifferencesⅡ 秋期 火 3 1～4年 

日本探究演習Ⅰ Japan Research SeminarⅠ 春期 木 3 2～4年 

日本探究演習Ⅱ Japan Research SeminarⅡ 秋期 木 3 2～4年 


