募集要項
応募資格
■本奨学金の趣旨を十分に理解し、多摩未来奨学生プロジェクトに参加できる者。
推薦学生

公募学生

■本奨学金制度の選考を行うネットワーク多摩加盟

■ネットワーク多摩加盟大学・短期大学所属の大

大学および短期大学所属の大学生（大学 1 年次
〜 3 年次／短期大学 1 年次）で学長 ( 大学 ) 等
の推薦を受けた者。

年額３０万円を給付（２回に分割）

採用者数

■大学推薦者から25名程度

採用の通知

＊大学選考については所属大学で確認すること。

＊応募にあたり、キャンパスの所在地は問わない。

採用決定後の
提出書類

応募方法
推薦学生

下記の必要書類を添えて、ネットワーク多摩事務局

書類の提出締切日については、所属大学担当窓口

さい。

②多摩未来奨学金口座振込依頼書
（奨学生用）

学び

ク多摩に提出。

・公募学生は直接ネットワーク多摩に提出。

に郵送（書留）にて公募受付期間中にご提出くだ

奨学金の給付

奨学金は、交付式後と提言発表会後の 2

回に分けて採用者本人名義の口座に振り
込みます。

大学奨学金窓口から

公募受付期間

平成28年10月1日(土)〜10月27日
（木）
（必着）

＊所属大学に報告してください。

ネットワーク多摩事務局への書類提出期間

①誓約書

・推薦学生は所属大学を通じてネットワー

下記の必要書類を添えて、所属大学・短期大学の

でご確認ください。

本人並びに所属大学・短期大学に通知

③学研災付帯賠償責任保険の加入証明書

公募学生

多摩未来奨学金担当窓口にご提出ください。なお、

奨学生が決定次第、ネットワーク多摩が
します。

＊日本学生支援機構並びに、学内奨学金、その他奨学金または授業料減免との併用可。併用する際、他奨学金でも併用可能
かをご確認してから応募すること。

多摩未来奨学金

＊公募学生から若干名を含む
はその限りではない。

■大学院生（進学予定の 4 年次含む）
きる。

平成28年度

＊ただし、当年度の寄附額が目標額を下回った場合

学生（大学 1 年次〜 3 年次／短期大学 1 年次）

■推薦学生の大学選考に不採用の学生が再応募で

＊次年度大学生・大学院生でないものは除く。

給付金額

平成28年10月21日
（金）〜10月27日
（木）
（必着）

奨学生の義務

【提出書類】 ①多摩未来奨学金申込書

①採用が決まった奨学生は、
多摩未来奨学金交付式に参加。

②多摩未来奨学金 応募小論文（2,000 字見当）

テーマ「魅力的な多摩地域にするために、あなたのしたいこと、できることは何ですか」
＊提出書類は所属大学にお問合せください。ネットワーク多摩のホームページからもダウンロードできます。

平成28年12月4日
（日）

※会場の都合で日程を変更する場合があります。HP等でお知らせします。

②
「多摩未来奨学生プロジェクト」
に参加。

ネットワーク多摩加盟大学・短期大学から選抜された多摩

選考方法

未来奨学生は、
「住む―健康・福祉・環境」
「育てる―教育・文
推薦学生

化」
「 働く―産業・企業」の3つのテーマを考察し、大学教員

公募学生

一次選考

所属大学・短期大学にて、提出書類並びに面

および専門家の指導の下、地域活動や企業訪問を通しグ

所属大学・短期大学にて、提出書類並びに面接

接等により選考。順位を付けずに、多摩未来

等による選考審査はございません。

奨学金審査委員会へ推薦する（各校 3 名以内）。

但し、所属大学・短期大学へ応募の旨をご報告

ください。

＊選考の日程については、各所属大学担当窓口でご確認く
ださい。

ループワークを行い、企業や地域への提言書を発表する

『多摩未来奨学生プロジェクト』
に参加します。
③インターンシップへの参加

④多摩未来奨学生プロジェクト提言発表会への参加

二次選考

（平成29年12月上旬予定）

多摩未来奨学生プロジェクトコーディネーターによる審査（書類・面接）
平成 28 年 11 月 2 日（水）〜平成 28 年 11 月 11 日（金）
※審査結果は所属大学を通じて応募学生に伝達する。

最終選考

多摩未来奨学生プロジェクト活動におい

その他

多摩未来奨学金審査委員会、多摩未来奨学金コーディネーターによる審査（書類・面接）

て、特に顕著な活動もしくは提言を行っ
た学生には特別奨励金を給付する。

＊提出書類等を総合的に評価し、多摩未来奨学金審査委員会にて審査を行います。 ＊平成 28 年 11 月 19 日（土）

寄 附 のお申込みについて

寄附金：一口 10 万円

当法人では、多摩未来奨学金に対し、企業・団体等の皆様からのご寄附を募集して
おります。なお、当法人への寄附金には、特定公益増進法人としての税制上の優遇
措置が適用され、法人税の控除が受けられますので、ご寄附をお寄せくださいます

よう、心よりお願い申し上げます。

税法上の優遇措置 ( 所得控除 ) が受けられます。
1. 一般損金算入限度額

( 資本金等の額 ×2.5/1000+ 所得の金額 ×2.5/100)×1/ 4

2. 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額

（資本金等の額 ×3.75/1000+ 所得の金額 ×6.25/100）×1/ 2

ネ ットワ ー ク 多 摩 加 盟 大 学
正会員
桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、実践女子大学、
実践女子大学短期大学部、首都大学東京、白梅学園大学、白梅学園短期大学、
創価大学、創価女子短期大学、拓殖大学、多摩大学、玉川大学、中央大学、
帝京大学、帝京大学短期大学、デジタルハリウッド大学、電気通信大学、
東京工科大学、法政大学、明星大学
協賛会員
亜細亜大学、亜細亜大学短期大学部、嘉悦大学、白百合女子大学、
東京経済大学、日本獣医生命科学大学、和光大学

個人情報の保護について

公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩の多摩未来奨学金事業に関して取得する個人情報は、当法人の奨学生選考、奨学事業に

お申込み・お問い合わせ先

公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩

関する業務に限定して使用いたします。また、当法人としては、奨学生情報の厳重管理により、個人情報の保護には万全を期します。

多摩未来奨学金係

〒191-8506 東京都日野市程久保 2-1-1 明星大学 20 号館 601 電話 042-591-8540
E-mail: office@nw-tama.jp URL: http://nw-tama.jp/

FAX 042-591-8831

平成 28 年度 多摩未来奨学金パンフレット

3

がる
繋
に

奨学金

多摩未来奨学金とは？
地域

企業

出会い

あなたの舞台、

こんなところに！? あなたを

多摩へ飛び出せ！新しいつながりが

キャンパスだけでいいの？

支えるステキな企業が！

あなたを待っている！

多摩があなたの未来をひらく！

成長

あなたが多摩の未来をつくる！
学生の成長

れた学生に30万円を給付するプロジェクト参加型の奨学金です。

1 住む

学生は多摩未来奨学生として「多摩未来奨学生プロジェクト」に参加し、大学教員および専門家の指導

トを通し、多摩地域の学生が地域と地域企業に対する理解を深め、多摩地域を活性化する人材を育て

原資の提供

多摩の企業・団体
平成 27 年度寄附協賛企業

●寄附金の提供

産

企業
団体

industry

多摩未来奨学金

多摩未来奨学生プロジェクト

産官学の
支援・連携

官

43 社

●地域活動の場の提供
●奨学生の活動評価・フィードバック

行政

1 団体

行政
ネットワーク多摩加盟行政

●講師派遣
●奨学生の活動評価・フィードバック

小金井市、立川市、多摩市、八王子市、
羽村市、日野市、福生市、町田市

g o v er n m e nt

大学・短大

学

大学
短大

a c a d e m ia

プロジェクトへの参加
奨学金30万円の給付

大学教員による
コーディネーター

大学教員による
コーディネーター

大学教員による
コーディネーター

企業による
コーディネーター

企業による
コーディネーター

企業による
コーディネーター

奨学生（数名）

奨学生（数名）

奨学生（数名）

グループワーク

●地域活動の場の提供

● 候補者の選考

3 働く

1 団体

平成 26 年度寄附協賛企業

56 社

2 育てる
３つのキーワードから学生自身の興味をもとに、
各グループに分かれてテーマをしぼっていきます。

の下、地域活動や企業訪問を通しグループワークを行い、多摩地域への提言を行います。プロジェク
るプロジェクトです。

本制度の発展

プロジェクトの流れ

多摩地域を活性化する人材を育てる「プロジェクト参加型」奨学金です。
多摩未来奨学金は多摩の企業・団体から拠出の資金を原資として、多摩地域の各大学・短大から選抜さ

多摩の活性化

グループワーク

大学教員および専門家の指導のもと、多摩地域に関するグループワークを行います。
地域活動・企業訪問・インターンシップ 等

連携
コーディネーター企業

● 奨学生のフォロー

● コーディネーターの派遣 ● 協賛企業名等を大学・短期大学広報誌等へ掲載

コーディネーター企業は、参加企業・団体、行政と連携し、奨学生の現場活動の指導・調整を行います。
■ 参加企業・団体、行政のプロジェクト参加について

参加申し込み時の希望により、上記テーマのプロジェクト運営に協力

多摩未来奨学生
対 象

ネットワーク多摩加盟大
学・短期大学所属の学生
奨 学 金 額
年額

30 万円（給付）

応 募 要 件

①小論文の提出
テーマ
「魅力的な多摩地域にするために、あなたのし
たいこと、
できることは何ですか」
②「多摩未来奨学生プロジェクト」に参加できる者

多摩地域への提言書まとめプレゼンテーション

「企業や地域などへの提言」「多摩の魅力発信」

年間スケジュール

4期生（平成28年度）のプロジェクトの活動予定です。
多摩未来奨学生の活動風景や感想と共にご紹介します。

プロジェクト参加者の声
2 期生（H26）
「1 年間のプロジェクトを終えて」

平成 28 年
平成 28 年 12 月

多摩地域で生まれ育ってきて、いつかこ

12 月

平成 29 年

1月

● オリエンテーション
（集合研修）

2 月中旬

各大学から選ばれた多摩未来奨学生、コーディネー

2月

グループワーク

年間を通して、
「住む」「育てる」「働く」といったテー
コーディネーターの方々とも協力しながら、活動を展開

インターンシップ

ここからプロジェクトがスタートしていきます。

4月

これから 1 年間、とも
に頑張る仲間たちと顔
合わせして、いよいよ

にもっと還元したいと感じました。

働きたい！』と思って頂けるように、そして多摩の活性化を目指して頑

ただきます。

の形にまとめることに苦

8月

労しました。

張っていきたいと思います。

多摩未来奨学金 ３期生（環境・産業）
明星大学 経営学部 経営学科 2年

※希望者

このプロジェクトへの参加を通して、私

私たちのグループでは「多摩地域における

は協賛企業の皆様の、学生に対するご期

多様性の理解」をキーワードに、多摩地域

待の大きさを感じました。私にとってこの

の課題や多摩だけではない多くの地域が抱

活動は、そのご期待に応えるための 1 年

えている困難をあらゆる視点から学んでい

間でありました。

インターンシップをすることができます。

企業・施設訪問

より、フィードバックをい

見を、提言という一つ

合同研修

ついて、報告を行い、コー

の遊ぶ場所を創ることは難しいですが、多くの方に『多摩に住みたい！

帝京大学 経済学部 経済学科 2年

プロジェクトに賛同してくださっている各企業へ

ディネーターや企業の方々

ないのは、学生が就職活動をする時に『何

を誘発してしまうのではないかと思いました。12 月までの活動で若者

分の関心があるものを選択し、多摩未来奨学生

メンバーそれぞれの意

もない地域で働きたくない』という考え

多摩未来奨学金 ２期生（教育・文化）

インターンシップ

6月

プロジェクトの進捗などに

話す力、課題解決の考え方、グループワー

にもない場所』ということになってしまい

クの仕方などと数多くのことを学びました。これらは今後生きていく中

高齢者支援、教育、
ものづくりなどの分野から自

9 月〜 10 月に 1 回
（予定）

ます。学校が多いにも関わらず回遊性が

いです！

ちが引き締まりました！

● 中間報告会

生やコーディネーターと一緒に活動するこ

とで物事の視野の広がりや変化、人前で

きて、とても楽し

始まるんだなぁと気持

7月

ですが、裏を返せば『回遊性がない』『な

いながら活 動で

5月

奨学生プロジェクトが

のはもちろんのこと、他では経験できな

での自信になりましたし、この経験を糧に新たな学びを得て多摩地域

意 見をぶつけ合

森林が占めています。のどかで良い地域

い学びがありました。他大学の優秀な学

マごとのグループに分かれての活動が中心となります。

和 や か に、時 に

学びました。多摩地域の 65% は宅地と

てみて、多摩地域のことに詳しくなれた

していきます。

3月

通して多摩地域の現状や問題点について

活動に参加してきました。実際に参加し

月に 1 〜 2 回程度

ター、企業の方と顔合わせをするとともに、これか
ら活動する多摩地域のことについて学ぶ機会です。

第一回集合研修では、細野教授の講義を

の地域に還元したいという思いからこの

グループワーク

● 交付式

3 期生（H27）
「プロジェクトへの期待」

ます。今は、多摩地域に拠点を置いている

私は、所属大学だけでは得られない様々

企業様へ「多様性」のニーズを調査してい

な経験をさせていただきました。特に、

企業・施設訪問

企業や行政、大学の様々な方々とお話し

段はなかなか入れない企業や施設の現状を自
分の目で見て学ぶことができます。１つ１つの
訪問が大学生活では得られない貴重な体験ば
かりで、新しい知識を得ることによって自らの視
野が大きく広がっていく楽しさを感じています。

広く発信していきたいと考えています。

解決アプローチの検討までのプロジェクトをまわすという経験が、大学

を卒業し社会人となってからも活かすことができる財産となりました。

多摩未来奨学金 3期生
（教育・文化）

このような機会をつくってくださった、協賛企業の皆様や事務局の皆

帝京大学 教育学部 教育文化学科 3年

様へ、心より御礼を申し上げます。

最後に、新たに奨学生となった後輩のみなさんにおかれましては、私
たちにご期待を寄せてくださっている方々への感謝を胸に、多摩未来

奨学金という恵まれた最高の環境で、思う存分に活動に取り組んでく
ださい。そして、一人ひとりにとって、かけがえのない財産を築くこと
ができる奨学生としての 1 年間となることを祈っています。

多摩未来奨学金 2期生（健康・福祉）

11 月

１期生

10 月

多摩地域は魅力を感じられる地域であると

させていただいた経験や、課題発見から

6 月〜 9 月

各グループの興味・関心があることについて、普

9月

るところです。このプロジェクトを通して、

創価大学 法学部法律学科 4年

出身大学

桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、実践女子大学、
白梅学園大学、創価大学、拓殖大学、玉川大学、中央大学、
帝京大学、日本獣医生命科学大学、法政大学、明星大学
コーディネーター企業・大学
京王電鉄株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、
多摩信用金庫、明星大学、帝京大学、法政大学

12 月

コーディネーターより

9 月〜 11 月

2 期生が自ら考え、多摩地域の中小企業

の発信力を考えた上で「たまカツ！」を実

提言発表会

12 月上旬

ご来賓や、協賛企業の方々に多数ご出席い
ただき、1 年間のプロジェクト活動の成果とし

力のおかげで、行き詰まりを打
開し取りまとめることができて、
よ
かったです。

2 期生（26 年度生）提言発表内容
健康・福祉グループ「多世代間交流による食育イベント『たまかんべえ』の提案」
教育・文化グループ「多摩地域で活躍できる場所と多摩地域で活躍したい人材をマッチング」
環境・産業グループ「多摩地域の学生に対し多摩地域の中小企業への就職サポート」

出身大学

桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、実践女子大学、
創価大学、拓殖大学、玉川大学、中央大学、帝京大学、
デジタルハリウッド大学、法政大学、明星大学
コーディネーター企業・大学
株式会社いなげや、日本政策金融公庫、多摩信用金庫、
明星大学、中央大学、法政大学

施すると結論つけた時には成長を感じま

した。準備期間が短かったという反省は

あるものの、イベントを企画し、実施する

ことで社会ルールを体験する事ができまし
た。2 期生自らが、インターンシップ企業

に企画内容を伝え、イベント協力の依頼

を実施した事は評価できるポイントである

と思います。

多摩信用金庫

３期生

て提言発表を行います。

コーディネーターの方々のご協

２期生

● 提言書の作成

出身大学

亜細亜大学、桜美林大学、嘉悦大学、恵泉女学園大学、
実践女子大学、創価大学、拓殖大学、多摩大学、中央大学、
帝京大学、デジタルハリウッド大学、法政大学、明星大学
コーディネーター企業・大学

株式会社キャリア・マム、日本政策金融公庫、多摩信用金庫、
実践女子大学、多摩大学、法政大学

瑞穂町

平成27年度

東成エレクトロビーム株式会社

寄附協賛企業・団体

福生市

新宿区

港区

神奈川県 相模原市

京都府 京都市

株式会社

日本たばこ産業株式会社

日本電子工業株式会社

株式会社学生情報センター

製造販売業

ホトロンホールディングス

応用光研工業株式会社

教育・学生支援

金属製品の熱処理および表面改質

グループとして電子機器製造販売

精密機械製造業

株式会社ナジック・アイ・サポート

人材サービス業 ( 学生就業支援事業 )

武陽ガス株式会社
都市ガス業

ネットワーク多摩加盟企業・大学（多摩キャンパス）

※平成 28 年 4 月 1 日現在

正会員

電子ビーム・レーザーの受託加工

青梅市

協賛会員

武蔵村山市

武州工業株式会社

製造業（パイプ加工）

株式会社ホリコー

昭島市

立川市

日本電子株式会社

株式会社 いなげや

製造業 ( 電子顕微鏡等の理科学機器等 )

金属加工業

小売業

新日本物流株式会社

東大和市

西東京市
シチズンホールディングス株式会社

株式会社立飛ホールディングス

東京システム運輸
ホールディングス株式会社
総合物流業

株式会社藤和ハウス

運送業

不動産賃貸業

時計製造・卸

多摩信用金庫

不動産業

金融

東洋システム株式会社

武蔵野市

ソフトウェア開発

株式会社グッディーホーム

山三電機株式会社

建設（リフォーム）
業

自動車電装品・携帯代理店

コーディネーターからのメッセージ
渋谷区

多摩の未来は、その地に根づく人々の手によって築かれるも

実践女子大学短期大学部

のです。持続的な発展のためには、今を支える人々から未来

を支える人々へと地域の資源や伝統さらには愛着が継承され

白梅学園大学

ることが不可欠です。そのためには、自らの家族のみならず、

嘉悦大学

白梅学園短期大学

多摩にゆかりのない人々を含めて一人でも多くの人々が多摩

亜細亜大学

で働き、暮らすことが必要です。多摩未来奨学金の活動は、

東京経済大学

そうした多摩の未来を築く担い手を発掘・育成することを目指

しています。

三鷹市
株式会社 トーコー

創価大学
統括コーディネーター

中央大学 商学部 教授

塗料販売

創価女子短期大学

根本 忠宣

実践女子大学

専門：金融論・国際金融論

白百合女子大学

東京工科大学

寄附協賛企業・団体

帝京大学
中央大学

拓殖大学
法政大学

昭島ガス株式会社

株式会社創建

武州工業株式会社

安藤物産株式会社

株式会社相信

武陽ガス株式会社

株式会社いなげや

株式会社立飛ホールディングス

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社うかい

たなべ物産株式会社

株式会社ホトロンホールディングス

株式会社エリオニクス

多摩信用金庫

前田金属工業株式会社

応用光研工業株式会社

千代田運輸株式会社

株式会社マキノ

株式会社岡本製作所

株式会社テージーケー

株式会社武蔵境自動車教習所

株式会社学生情報センター

テクノブレーンズ株式会社

株式会社メディアラボ

勝田産業株式会社

東京システム運輸ホールディングス株

株式会社メルヘン

株式会社環境管理センター

式会社

山口電材株式会社

株式会社キャリア・マム

東成エレクトロビーム株式会社

山三電機株式会社

京西テクノス株式会社

東洋システム株式会社

税理士法人弓家田・富山事務所

旭栄研磨加工株式会社

株式会社藤和ハウス

株式会社吉井製作所

株式会社グッディーホーム

株式会社ナジック・アイ・サポート

京王電鉄株式会社

日本たばこ産業株式会社

株式会社指田製作所

日本電子株式会社

株式会社 CSS 技術開発

日本電子工業株式会社

JR 東京西駅ビル開発株式会社

日本ビニールコード株式会社

新日本物流株式会社

日本冷凍輸送株式会社

株式会社セレモア

福永紙工株式会社

デジタル
ハリウッド大学

多摩市
株式会社キャリア・マム
情報サービス

恵泉女学園大学

京王電鉄株式会社
鉄道業

大妻女子大学

国際計測器株式会社
製造業

京西テクノス株式会社

和光大学

電子機器サービス

玉川大学

八王子市

日野市

安藤物産株式会社

積水ハウス株式会社多摩支店

セメント・生コン等卸売業

建設業、宅地建物取引業

エム・ケー株式会社

多摩ブルー・グリーン倶楽部
地域・経済振興

桜美林大学

不動産業

株式会社うかい

株式会社テージーケー

千代田運輸株式会社

製造業 ( 自動車部品・住宅建備用制御部品）

運送業

稲城市

飲食店の経営、美術館の運営

HKT 株式会社

日本ビニールコード株式会社

南観光交通株式会社

機械設計業

自動車部品・用品製造

医療機器用センサー類の製造

吉野化成株式会社

株式会社エリオニクス

吉野化成株式会社

芳村石産株式会社

理化学機器製造販売

ポリエチレンポリプロピレンフィルム

株式会社環境管理センター

芳村石産株式会社

環境調査コンサルタント

採石業

JR 東京西駅ビル開発株式会社
多摩ブルーグリーン倶楽部

株式会社イデオモータロボティクス

空撮用機材販売

帝京大学短期大学

多摩大学
首都大学東京

府中市

電気通信大学

明星大学

平成26年度

亜細亜大学短期大学部

日本獣医生命科学大学

駅ビル管理・開発・運営等

タクシー

テクノブレーンズ株式会社

協力企業・団体
多摩信用金庫
日本政策金融公庫
立川支店 中小企業事業

