
私たち多摩未来奨学生、健康・福祉・
環境グループ8人は、11月5日にイベン
ト「多摩らん。」を開催しました。健康・
福祉・環境グループは「商店街からの
地域活性化」をスローガンにこれまで
企画を考えてきました。「多摩らん。」は、
私たちの活動のメインイベントで、多
摩市のいくつかの商店街からお店を集め、
商店街祭りのような模擬店を各店舗に
開いて頂くというものです。

このイベントの目的は2つあります。
一番の目的は様々なお客様に多摩にあ
る商店街の素敵なお店と、商店街に確
かに存在する、人と人とのあたたかな
繋がりを知ってもらい、「商店街ってい
い！」「商店街に行ってみたい！」と思っ
て頂くこと。もう一つは、商店街の人同士の交流の中で、よ
り商店街に対する想いを高めて頂けたら、という期待です。
人々の意識変革を目標にイベントを作り上げていきました。

まず、お客様に魅力的だと思ってもらえるようなお店を探
しに、多摩市、特に多摩センター駅と永山駅周辺の商店街を
メンバーで回りました。素材にこだわるお店、人との交流を
大切にするお店。意欲があり、いろんなことに挑戦している
お店、お年寄りに寄り添うお店など、素敵なお店を発見しま
した。それらのお店と自ら交渉し、ご参加頂くことができま
した。実際に商店街を回ることで見えてきた商店街の現状や
問題、良いところ。ますますこのイベントに対する熱意が上
がり、商店街の魅力を多くの人に知って頂きたいと強く思う
ようになりました。

私たちで何度もミーティングを重ね、抜け漏れがないか、
ご無礼はないかを何度も確認し、また、イベントの目的を何
度も確認し、形作ってきました。さらに商店街の方々ともイ
ベント事前ミーティングを行い、イベントの概要を確認して
頂くとともに、商店街の現状やそれぞれの商店街に対する想
いなどを聞かせて頂きました。

イベント当日の11月5日、恵泉女学園大学（多摩市南野）
の学園祭の中で行った「多摩らん。」は、4つの商店街から5
店舗にご協力頂きました。うち1店舗は私たち奨学生が委託
を受けて販売し、他の4店舗にはそれぞれ店舗の方々に直接
販売して頂きました。私たち奨学生もゲームブースを設けま

した。装飾にもこだわりました。商店街を回ったときに撮影
した写真を貼ったり、エリアごとに感じたことを書き込んだ
りした大きな多摩市の地図を掲示しました。そこに市内に住
む来場者にシールを貼ってもらうことで商店街の身近さを感
じてもらえるような仕掛けも用意しました。ほかにも、奨学
生が作成した商店街紹介のリーフレットを来場者に配布しま
した。

私たちのブースの目標集客数は、学園祭全体の集客の

10%で、例年の傾向から200人を目指しました。結果は、
なんと257人‼　目標を大きく上回ることができました。来
場者のアンケートには、「実際のお店にも行ってみたい」「こ
んなにおいしそうなものが多摩市内の商店街に集中している
と思わなかった」「商店街の方々の気さくな感じがよかった」
などのコメントがあり、私たちが伝えたいと思っていた商店
街のあたたかさを少しでも伝えられたように感じました。「今
の商店街の役割とは何なのか、改めて考えたいと思う」といっ
たコメントもあり、問題提起にもなったように思います。商
店街の方々にもとても好評でした。

健康・福祉・環境グループとして初のイベントだったので、
当初は不安だらけでしたが、最終的にはグループの結束力も
高まり、イベントも成功しました。これからは12月４日の「多
摩市の商店街からの地域活性化」ついての提言発表会に向け、
グループで団結し、がんばっていきます！ぜひ私たちの活動
の成果を聞きに来てください！

池田　朱里
恵泉女学園大学 人間社会学部３年

多摩市の４商店街が恵泉祭に出店 
地域活性化目指して多摩未来奨学生企画

多摩未来奨学生と多摩市の商店街の方々（恵泉祭にて）
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地域の魅力は人それぞれ
誰にとっての魅力かを考える
    キーワードは「魅力」と「可視化」。まず「地域の魅力」
について、魅力を提供する側から考えるときは、対象者を絞っ
て考えるとわかりやすいと思います。

まずは住んでいる人。居住者にとっては住みやすいことが
大切です。安全で犯罪が少ない、汚染や騒音がない。便利で
あるなど。他には地域の誇りや地域の歴史性、文化など、様々
なことが住みやすさに関わってきます。

従業者にとっては儲かるということが必要です。他の地域
に比べて、ある種の高級感があることが儲かる一つの秘訣で
す。様々な人材が集まることも重要です。多摩地域は多くの
教育機関がありますが、そういった教育機関があること。あ
とは資源が安く優れていることもあると思います。

それから利用者。通学、通院する人にとっては、過ごしや
すく、アクセスがいいこと。周辺に魅力的な施設があるとい
うこと。お客さん、観光客などの訪問者にとっては、安全・
安心だということが重要です。ありふれたものより珍しいも
のを求めるので、地域に特徴があること。町並みが綺麗、歴
史性がある、人情あふれるなどの要素もあると思います。あ
とは美味しさ、食文化やユニークな地元産の物があるなどです。

    その他にも性別や年齢、身体情報、あるいは個で考えるのか、
集団で考えるのかというのもあります。こういう方々をよく
考えてみると、少しずつ考える魅力が違います。それぞれの
人にとっての場の魅力とは何かを考えるといいと思います。

可視化とは 
見えにくいものを見せること

そういった地域の魅力をうまく可視化すればいいことにな
ります。見えているものを単に提示するのは可視化ではあり
ません。可視化というのは基本は複雑なものや見えないもの
を示すことです。例えば複雑な関係性があった場合に、その
関係性を直感的に理解できるようにする。可視化の方法とし
て、地図にして示すなどがあります。他にもランキング、図
で示す、イメージで示す、数字で見せる、特徴的な言葉で示
すなど、さまざまな方法があります。

政策スクールとは？

「地域の魅力をデータで可視化する」基調講演

浅見泰司さん  東京大学大学院工学系研究科  教授
1960年、東京生まれ。82年、東京大学工学部都市工学科卒業。84年、同大学大学院工学系
研究科都市工学専攻修士課程修了。その後、ペンシルベニア大学地域科学学科博士課程を修
了。東京大学空間情報科学研究センター長を歴任された後、2012年から現職。最近の研究プロジェ
クト活動では明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラムや健康危機事象の早期探知
システムの開発・普及に関する研究などでご活躍。

ネットワーク多摩に加盟する行政（八王子市、立川市、町田市、小金井市、日野市、福生市、多摩市、羽村市）、（公財）東
京市町村自治調査会の職員と、政策に興味を持つ学生が共に課題に取り組むワークショップ。広域的な視
点でみた多摩地域の現状と課題を見出し、魅力ある多摩の姿を浮かび上がらせます。今年で４回目の開催。

 居住者 にとっての魅力
安全・健康・便利・快適→住みやすい など

 従業者 にとっての魅力
儲かる・仕事しやすい・受け入れてもらえやすい
自由度が高い・人材が集まる・資源が安い、
優れている など

 利用者 にとっての魅力
すごしやすい・アクセスが良い・周辺施設の魅力
優れた施設 など

 訪問者 にとっての魅力
安心（治安が良い）・めずらしい・居心地が良い
街並みがきれい・情緒あふれる・人情あふれる
おいしい食文化がある など

それぞれにとっての地域の魅力

2016年10月14日
実施レポート

今年で４回目の「政策スクール」を開いた10月14日、会場の東京自治会館（府中市新町）は、多摩の魅力を
どのように謳い、暮らしに生かしていくかを基調講演やワークショップで語られました。
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可視化することで 
はじめてわかることがある

図①は目黒区自由が丘付近の建物の名称に含まれる地名の
分布を調査したものです。例えば、新宿駅に近いということ
が言いたければ、本当は新宿じゃなくても、建物名称に新宿
を入れるわけです。本来の地域名称の外側にはみでた建物名
称に地域名称が入っている。こういう地域名の染み出しがど
れだけあるかを調べました。

桃色のところが実際の自由が丘という行政区域。それに対
して、赤い点はマンション名や建物名に自由が丘という名前
がついてるものです。緑は地名はついているが、自由が丘と
いう地名ではないところです。行政区域から外れてもだいぶ
赤い点があります。つまり自由が丘という名前はかなり外に
滲み出ている。 こういう分析をすることによって地域のブ
ランド性がわかってきます。

図②は文京区のコンビニ勢力圏図です。文京区のすべての

道路を、一番近いコンビニをテーマカラーで塗っています。
例えば道路が青く塗られているエリアは、中心にコンビニ

があって、このコンビニに一番近いところが青く塗られてい
ます。便利なところが一番近いところだとすると、このエリ
アではこのコンビニに買いに行くのがいいというようなこと
がわかります。逆に言うと、コンビニ業界にとっては、どこ
がコンビニ空白地帯であるかわかるわけです。コンビニ空白
地帯が見つかると、そこに出店するといいかもしれない。こ
ういう図は、コンビニをプロットしてすごく簡単にできるん
ですが、このように色分けして、はじめて具体的にコンビニ
のないエリアなどがわかってくるわけです。

場だけを磨くのではなく、「場を磨くことによって、人を
磨く」という発想が私は重要だと思います。わかりやすい魅
力はどんどん見せていく。そして、なかなか見えてこない魅
力をこのような可視化技術を使って見せることでアピールし
ていく。そうして魅力を高めればいいと思います。

「女性のライフスタイルを輝かせる多摩の魅力とは？」
   ファシリテーター   法政大学現代福祉学部教授  保井美樹さん
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ワークショップ 

図②  文京区のコンビニ勢力図図①  目黒区自由が丘付近
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４．地域名ブランドの可視化

 浅見泰司，近藤英心(2001)「建物名称に含まれる地名の分布によ
る地区ブランド力の分析」『地理情報システム学会講演論文集』
10, 39-43.
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（桃色の範囲が実際の地区範囲。赤い点は、地
名「自由が丘」を含む建物、赤線の範囲は、そ
の建物の分布の目安。

目黒区自由が丘付近

自由が丘 田園調布 成城 大岡山 玉川
経堂 用賀 尾山台 桜新町 三軒茶屋
駒沢 世田谷 八幡山 上野毛 柿の木坂
梅丘 桜上水 上北沢 駒沢公園 豪徳寺
祖師谷 喜多見 羽根木 北沢 大蔵
砧 松原 桜 等々力 砧公園
南烏山 桜丘 下馬 千歳台 赤堤
三宿 池尻 岡本 瀬田 野沢
八雲 平町 代沢 弦巻 給田
深沢 北烏山 若林 粕谷 代田
大原 東が丘 上馬 上祖師谷 上用賀
船橋 宇奈根 中根 東玉川 太子堂
新町 玉堤 緑が丘 玉川台 鎌田
奥沢 宮坂 野毛 中町 玉川田園調布

地区名ブランド力の順位

22

行政職員＋学生の発表！

多摩を女性発想の都市に
女性のライフコースは本当に多様。

学生が多摩で働き続けたくなるには何が
必要かということから始まり、結婚、出
産、転職、介護の問題、退職とライフ
ステージの多様性の中で何をクリアすれば、
女性を支援できるのか、探りました。そ
のライフコースそのものが多摩の資源に
なり、多摩のブランド化につながってい
きます。都心は男性中心の都市とする
なら、多摩は女性発想の都市であること
をブランド化していくという気合の入った
議論をしました。

ファシリテーターの言葉

違うコミュニティの繋がりが暮らし続けたい多摩をつくる
多摩の魅力は、自然がいっぱいあること。人的資源ではパパ友、ママ友、学生同士、シ

ニア同士の繋がりを挙げました。高齢者施設、保育施設が多く、高齢者と子育て世代、子
育て世代と学生という違うコミュニティや世代同士を繋げることが多摩の魅力の再生に繋がる。
高齢者と繋がっていることでアドバイスを得られ、学生と出会うことで助けられて安心感が得ら

れると考えました。未来像では子育て世代、子育て
家庭にやさしい企業を認定して、同時に子育て世代
の産休、育休制度を充実させ、また、女性の起業
支援をしていろんな働き方を選べるようにすることが
重要です。未来像は、女性が居続けたいと思える
多摩。多摩の多様な資源をおしゃれに活用して、楽
しい多摩を作り出すことで女性に家族に多摩に居た
いと思ってもらえる。そんな多摩を作っていきましょう。
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行政の仲立ちで企業間などの連携 
高付加価値産業を集積して再編

多摩の事業所は、バブル期をピークに事業所数も従業員数も出荷額も減っています。一方、
人口減少にもかかわらず、高付加価値産業が残っていいます。そこに着目して、1つは工業か
らサービスへ、それから住と職の接近について考えました。サービスの集積については、例えば、

大学研究所、企業同士の連携が考えられます。
連携支援は行政ができるでしょう。

また、ＩＣＴ産業であれば、家の近くでも残業が
できます。事業を行うにあたって、企業内保育所
を作ることによって、さらに近隣との関係を良くす
ることも挙げられます。工場の跡地利用について
は、今後必要になる施設にする方向性を編みだ
します。

住民に利害の情報を提示して話し合う 
将来像の広域連携に理解深める努力も

利害の情報伝達、市民・住民に対する政策を行うこと。
住民が得る利益と損の情報を伝え、住民の声を拾い上げる。市と住民が話し合う場である

討議型世論調査などの会を設けて住民の声を聞き取り、住民とのコミュニケーションを充実させる。
なぜこのような政策が必要なのか、小学校の統廃合を例に挙げます。A市はα地区とβ地

区に分かれており、それぞれ小学校があります。人口の少ないβ地区のβ小学校を廃止し、α
地区のα小学校に統合しようとします。その場合、まずは住民に現状を説明し、次に小学校
廃止によるデメリット、さらに将来像を示します。現状の問題は、少人数教育、施設の老朽化、
維持費の拡大、が進んでいること。廃止によるデメリットは、β地区からα地区の小学校へ通
う際に、電車やバスを使うことでの安全面や費用の負担。これでは、住民の反発は免れません。
そこで代替案を出します。スクールバスを運行したり、給食費や教材費を免除したり、β地区
の子供にとって損にならない提案をします。将来は近隣市町村との広域連携を図る計画も具
体的に説明します。重要なことは利害の情報伝達とコミュニケーションの充実だと思います。

新しい多摩の可能性に実感
今回の政策スクールではワークショップごとに大変良い方

向付けがきちっと決められて良かったと思います。第1ワー
クショップ「女性のライフスタイルを輝かせる」について。
日本の人口減社会とはいえ、新しい町づくりは多摩からでき
ると感じました。そのポイントにおしゃれという言葉が入っ
て、多摩地域にある土地の余裕とからめて、おもしろい可能
性があります。女性に選ばれる多摩でありたい、それにはお
しゃれとかファッションとかの要素が大事です。

第２ワークショップ「多摩のファシリティーマネジメント」
で語られた産業集積をどう再編成するか。コンピューターで

つながれば、住宅地に企業が散在して職住近接し、そこには
緑があるとなれば集積が可能と感じました。それが多摩地区
のメリットです。

3つ目のワークショップ、公共施設の再配置について。公
共施設を単独で運営するのではなく広域で利用する考えが提
示されました。私が市長の時、この視点をもう少し使えばよ
かったと思いました。

それぞれの発表や議論は、
行政が今やっている、やろう
としている、やってきたこと
に触れる、大変有意義な発表
であり、勉強会でありました。

WS2

WS3

ワークショップ講評

「多摩の産業集積をどのように再編すべきか？」
   ファシリテーター   中央大学経済学部教授  山﨑朗さん

「多摩の魅力を引き出すファシリティ・マネジメントとは？」
   ファシリテーター   日本大学経済学部教授  中川雅之さん

広域的視点で体系的な振興策を
多摩地域の人口は423万人くらい。

福岡県、北海道、静岡県とあまり変わ
りません。横浜市より人口が多い。そ
れに比べて多摩の存在感がない。横浜
市や福岡県がやっているように体系的な
産業振興策がありません。しかも多摩か
ら大企業工場が撤退していることを多摩
地域全体の問題として考える必要があり
ます。調べてみると付加価値の高い計
測器、分析機器、研究所、一部に航
空宇宙産業の立地が八王子市を中心
に増えており、新しい産業集積地として
広域的視点で考えるべきでしょう。

ファシリテーターの言葉

ファシリテートで住民サービス
私どもは、人口減少でファシリティ・

マネジメントをしないことには負担が大き
くなってしまう、自治体の維持が難しくな
り、税負担が大きくなるという考えで話し
合いました。今の発表は、住民にきちん
と情報を伝達しましょうという王道を行く
指摘になっています。単独の自治体で
施設調整した場合、選択肢が限られる
が、学校教育法とかを取り払って広域
的な施設調整することで選択肢が増えま
す。議会に住民との調整をお願いする
対応とは別に、市役所が住民に正確な
情報を伝えて本当に為になるのは何かを
導き出すファシリテートの役割が重要です。

ファシリテーターの言葉

政策スクール校長  馬場弘融・前日野市長
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住みよい環境、契約手続き簡便
毎年1～3月は企業の異動、入学・卒業などにより1年のう

ちで最も引っ越しが多い時期。この時期、法人の社宅担当者
は転勤者用の部屋探しや契約手続きで忙しくなります。この
繁忙期を控えた今だからこそ、経費削減・業務の効率化をご
検討されてはいかがでしょう。

賃貸住宅を借りる場合、契約手続き時に礼金・手数料を支
払い、数年後の契約更新の際に更新料を支払う物件が少なく
ありません。これらの支払いを賃料に加算すると、多額の経
費がかかっていることも。

今回ご紹介するＵＲ賃貸住宅は、前身の都市公団から引き
継いだ旧公団住宅を経営する独立行政法人都市再生機構（Ｕ
Ｒ都市機構）の賃貸住宅。多摩ニュータウンを含む、多摩地
区には130物件約64,000戸のＵＲ賃貸住宅があり、個人のお
客様はもちろん、現在約780社（平成28年9月現在）の法人
様が借り上げ社宅としてご利用いただいております。

ＵＲ賃貸住宅は、緑豊かな敷地内にゆったりと建てられた
物件が多く、部屋の間取りは世帯向けが中心。単身者はもち
ろんのこと、家族連れが住みやすい環境が整っています。

環境面のメリットに加えて、法人様がご利用の場合、ＵＲ
賃貸住宅が経費削減にも繋がるという点があげられます。前
出の礼金・手数料・更新料が不要なので、家賃数か月分の経

費が浮くことになります。さらに契約の自動更新により面倒
な更新手続きも不要なので、事務の効率化が図れます。この
他に一定条件を満たす法人様であれば、通常家賃2ヶ月分の
敷金が不要になったり、部屋をまとめて借りたりすることで
家賃が割り引かれることも。

実際のお部屋の見学も大歓迎ですので、秋晴れの下、ＵＲ
賃貸住宅の借り上げ社宅利用をご検討されてはいかがでしょう。

お問い合わせ先
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 法人・宅建営業チーム
電話0120-007-708（受付時間 /9：15～17：40　定休日 /土日祝）
インターネットの場合は「ＵＲ　社宅」で検索

多摩地域6万4000戸を社宅に 
-ＵＲ賃貸住宅で経費削減-

イ シオチ

新しいリサイクル方法でドレスを披露  立川市で創価大・武蔵野美大生が創作

立川を盛り上げる  創価大生のファッションショー

11月6日、「立川ファッションウィーク」最終日に創価大
学経済学（西浦昭雄ゼミ衣料班）の学生たちは、立川駅北口
のタクロス広場で行われたメインイベントのファッション
ショーに出演しました。きっかけは、同衣料班が出場したネッ
トワーク多摩主催の「多摩の学生まちづくりコンペティショ
ン2016」本選にコマを進めたことで立川市と多摩信用金庫
が支援したことでした。

ファッションウィークは、立川市や立川駅北口の大型商業
施設が中心になりファッション文化を通じて立川を盛り上げ
ようと昨年から行われています。西浦ゼミは、立川市をフィー
ルドにして使われなくなった衣料品にデザインなどを工夫し
て新しい製品として再利用するアップサイクルの啓蒙活動を
しています。この日発表したドレスは武蔵野美術大学の学生
たちとコラボしたもので、アップサイクルの可能性をアピー
ルしました。ドレスは立川市役所に展示された後、現在、創
価大学に飾られています。

単身者、家族連れにも住みやすいUR賃貸住宅
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行政と企業・団体のアドバイスを盛り込んで発表

平成28年度多摩未来奨学金奨学生24人が決定しました

地域活性化を探るプロジェクトを発表

文部科学省、塩見課長が特別講演

最優秀賞、どの団体に？12月18日、まちづくりコンペティション本選

まちづくりコンペティション2016 
本選見学者募集中！
 日 時   12月18日（日）13:00～

 会 場   立川市柴崎学習館 
 （立川駅南口から徒歩7分）

 お申込   ネットワーク多摩事務局まで

平成27年度多摩未来奨学生プロジェクト提言発表会 
平成28年度多摩未来奨学金交付式 ・ 特別講演 

 日 時   12月4日（日）13:00～17:20(開場12:15)
 会 場   明星大学 日野キャンパス32号館108教室 
 （多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」から直結）

 お申込   ネットワーク多摩事務局まで

11月20日、多摩市のたましんＷｉｎプラザ多摩センターで、ネットワーク多摩の平成

28年度「多摩未来奨学生」審査会が開かれました。企業・団体、行政、大学関係者10人
の審査委員は、応募者27人から出された小論文を採点し、本人面接を行いました。面接
には今後の活動を指導するコーディネーター4人も加わりました。その結果、11大学（亜
細亜、桜美林、嘉悦、創価、拓殖、玉川、多摩、中央、帝京、法政、明星）の学生24人
に奨学金30万円（年間）の給付が決定。交付式は12月4日午後、明星大学で行われます。

12月4日（日）、平成27年度の奨学生24人が取り組んだ
プロジェクトの提言発表会が開かれ、右記３つのプロジェ
クトチームが地域の活性化について報告します。

提言発表と奨学金交付式の前に午後

1時から同会場で、文部科学省高等教
育企画課長・塩見みづ枝氏が「高等教
育行政の動向と来年度概算要求」につ
いて特別講演します。

１年間の集大成!　多摩未来奨学生プロジェクト提言発表会を行います

本選出場団体一覧
大学名 団体名 テーマ フィールド地 マッチング先

創価大学 経済学部 チームKZK ムスリムウェルカムタウン八王子 八王子市 八王子市・ＪＲ東日本八王子支社
創価大学 経済学部経済学科 勘坂ゼミ チームコネクト 学生をもっと主体的に！ 八王子市 八王子市・国営昭和記念公園管理センター
創価大学 経済学部経済学科 西浦ゼミ 衣料班 環境にやさしいまちづくり 立川市 立川市・多摩信用金庫
帝京大学 経済学部 湯川ゼミナール １班 小学生も大学生も学ぶ「たまっ子塾」開講！！ 日野・八王子・多摩市 多摩市・ＵＲ都市機構
実践女子大学 須賀ゼミナール ローカルメディアの可能性の探求 日野市 日野市・京王電鉄（株）
東京経済大学 山本ゼミナール MIZU×TAMA班 瑞で繋がる多摩のまちづくり 東村山市 福生市・インテル（株）

9月に行われた「多摩の学生まちづくりコンペティション」で
本選進出を決めた６団体は、12月18日（日）、立川市の柴崎学習
館で最優秀賞をかけて発表します。各団体は、予選後に調査の
フィールド地である市役所やテーマに関連する企業とマッチング
し、アドバイスを盛り込んで内容を深めているところが聞きどこ
ろ。最優秀賞１件のほか、優秀賞、奨励賞が贈られます。

面接審査の様子

 健康・福祉・環境グループ

多摩の商店街からの地域活性化
商店街を中心に地域の人間関係を豊かにすることで活
性化するというねらいで実践を踏まえて提言します。

 教育・文化グループ

多摩地域における多様性の理解の促進
個性、生育環境、文化、職業といった異なる背景にいる
人たちが互いに気づき合うことで住みやすい地域が形成
できるのではないかと捉えて実践例を報告します。

 産業・企業グループ
多摩のグローバルベンチャー企業の人材確保支援
就活アプリ「グロッシブ」を立ち上げ、企業と学生の出会
いの機会を作ることで、多摩地域を含む優良な中小企業
が新卒者を採用でき、元気になる企業が地域活性化を
生むとレポートします。

多摩未来奨学金とは？ 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・短大から選抜された学生に奨学金30万円を給付。学生は「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。
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親子連れがタマケンで遊んで立川を知った！！

タマケン受検者募集中！ 2017年3月11日(土)、明星大学で会場試験を行います 
多摩を知れば知るほど面白くなる

団体割引・併願割引
10人以上の団体受検は、受検
料総額の10％引き。
併願受検は合計金額の540円
引き。
①ジュニア級＋マスター4級
②マスター4級＋マスター3級
③マスター3級＋マスター2級

立川一中1年生が 
タマケン受検 良さ知ったのは引っ越してきた人の特権

私は小学5年生の時（３年前）に大阪から立川市に来ました。普済寺に六面石幢と
いうものがあり、それが国宝ということにとても驚きました。歴史だけじゃなく、アニメなど
の舞台になっていて、公園などに行くと、「あのシーンのところだ！」と楽しめるのも好きです。
立川は商業施設、交通機関などとても便利で、駅まで歩いて行ける距離にあることが私
の中で一番のびっくりでした。こんなに恵まれた環境にいるということをずっと立川にいる人は、
なかなか気づくことができないと思うので、引っ越してきた人の特権だと思います。（女）

またタマケン受検したい
立川市は、僕が生まれ育った場所です。このタマケンを受けて、立川の歴史や、この

土地で実際にあったことなどについて学べる機会ができてとてもよかった。また（タマケン
を受検）できるようであれば、やってみたい。立川大好き！（男）

多くの人に立川を訪ねてほしい
多摩・武蔵野検定を受けたことで立川について勉強することができ、知識が身に付き

ました。立川のことに関心を持ち、この町について、もっと知りたいと思いました。何気
なく住んでいるこの町は、歴史が深いことや、六面石幢という国宝があることを知り、立川っ
てすごい！と思いました。立川にはファーレ立川や国宝などの素晴らしいものがあるので、もっ
と多くの人に知ってもらい、訪ねてもらいたいです。私ももっと立川のことが知りたいです。（女）

◆生徒の感想◆

事務局 きのう・きょう・あす

知のミュージアム多摩・武蔵野検定 
2016年度検定試験
 日 時   2017年3月11日（土）

 会 場   明星大学 日野キャンパス23号館

 お申込    タマケンホームページ 
http//www.tamakentei.jp/ 
またはタマケン事務局へ郵送で。

 お支払    多摩信用金庫本支店またはゆうちょ
銀行。またはコンビニ支払い。申し
込み締め切りは2017年2月8日。

詳しくはタマケン・ホームページ、または☎042-591-8540
タマケン事務局へご連絡ください。

級 検定料(税込) 試験時間 問題数 合格基準 試験開始時刻
ジュニア級 1,080円 30分 25問 3段階評価 午前11時00分
マスター4級 1,080円 60分 50問 60点以上 午後2時00分
マスター3級 3,240円 90分 100問 70点以上 午前11時00分
マスター2級 4,320円 90分 100問 70点以上 午後2時00分
マスター1級 5,400円 90分 43問前後 70点以上 午後2時00分

マスター1級受検は、マスター2級合格者に限る。

夏にタマケンを受検した立川市立立川
第一中学校（國島健二校長）2年生（134
人受検）に続いて1年生124人が11月7日、
同校で試験に臨みました。

立川市は、学校区ごとに地域特性を生か
して郷土学習を進め、その一環としてタマ
ケンの受検に取り組んで2年目です。1年
生がタマケンに取り組むために9月初めに
同市教育委員会が発行する社会科資料集

「たちかわ」を活用して地理や歴史につい
て学習を開始、その後、タブレットなどを
使って交通、特産品、地形など幅広いテー
マについて調べました。

試験当日、生徒たちは夢中で問題に向か
い、合格率は70％を超えました。

「立川の北側を流れる残堀川と玉川上水が交わっているっ
て？」――11月12日、立川市子ども未来センター（錦町）
で行われた子ども向けイベント「ワークショップ×ワーク
ショップedu2016」（立川文化芸術のまちづくり協議会ワー
クショップ×ワークショップ実行委員会主催）で、タマケ
ンコーナーは100人以上の家族連れでにぎわいました (写真 )。
多摩地域に大学が多く集まる特性を生かして武蔵野美術大学
など5校と企業も出展して、子どもたちは五感で一日を楽し
みました。

2008年度から実施しているタマケンは、地元の自然や地理、歴史、文化、産業
といった生活周辺にある事柄を出題。これまでの受検者は約4000人、受検者の多
くは「多摩のことを知っているつもりでいたが、知らないことがいかに多かったか
気づいた」と感想を語っています。新入社員・職員研修に生かす企業も増えています。
学生の就職面談にも役立つでしょう。ぜひこの機会に多摩を学んでみませんか？
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多摩のキャラクター大集合！
多摩には地域を盛り上げる人気のキャラクターがいっぱい！

ネットワーク多摩加盟大学のキャラクターたちをご紹介します。

DEEくん
ライオンの姿を借りた "DEE

（ディー）くん "。どんな困難に
も負けずに挑戦し続けます。
2013年制作

ETANYちゃん
フェニックスの姿を借りた
"ETANY（エターニー）ちゃん "。
無限の可能性を信じ、大きく
羽ばたきます。
2013年制作

GLOBOくん
クジラの姿を借りた "GLOBO

（グローボ）くん "。友情の絆を
深め、世界の平和を守ります。
2013年制作

おーたん
大妻学院創立100周年記念としてキャラクターを公募し
誕生。頭の花は可憐な女性らしさを、にこやかな表情は常
に笑顔を忘れない慈愛の心を、大きな目は現代の世相に
幅広い視野を持つ柔軟性、大きな手足はさまざまな物ご
とに前向きに取り組む積極性を象徴。大妻の頭文字「O」
の筆記体をベースにしています。
2007年制作

ゲンボウ
自然に恵まれた玉川の丘に営巣するチョウゲンボウをモ
チーフに、キャラクターマークが制定されました。
チョウゲンボウはタカ目ハヤブサ科に属する小型の猛禽
類で、記念体育館に集団営巣しています。
1996年制作

多摩大学非公認マスコット
キャラクター

ほーくん
校章にある鷹の羽から鷹をマ
スコット化。鷹＝ HAWK か
ら「ほーくん」が誕生しました。
大学カラー「紺青」を前面に
出すために青を基調にデザイ
ンし、マフラーには校章を入
れました。高い志を持ち、鋭
い眼差しで未来を見据え、世
の中の課題解決に挑む多摩大
のスピリットを体現したもの
です。開学25周年を記念して、
学生たちが自ら作品を募り学
内アンケートによって誕生し
た作品です。
2013年制作

八王子キャンパスマスコットキャラクター

てぃーぼー
帝京大学の頭文字「T／てぃー」とイラストのイ
メージから坊やの「坊／ぼう」を組み合わせた。

「ぼー」は学生の情熱を表す「炎」が燃える擬音
「ボーッ」ともかけている。八王子キャンパスで
起こる日々の出来事や帝京大学グループのこと
をいつもSNSでつぶやいている。
＜学外受賞歴＞第17回図書館総合展 第1回図
書館キャラクター・グランプリ「図書館サポート」
部門 審査委員会賞
2013年制作

えこぴょん
世界を舞台に環境問題解決のために様々な活動をしている
ウサギです。地球型の気球を背負っているのは、自分の背
中に地球の未来がかかっていると思い込んでいるから。法
政大学カラー（オレンジとブルー）の服は母校愛の表れです。
2008年「法政大学環境改善活動推進キャラクター」として
決定。2013年11月、大学キャラクターとなりました。
2008年制作

UECペンギン
UECの文字をモチーフにした情報
基盤センターのマスコットキャラ
クターです。
2014年制作

りさじゅう
電通大の特徴である、電気・通信

（電波マーク）・ロボットアーム・リ
サジューマークを兼ね備えた中性
のアンドロイド。足元にあるのは、
キャンパス内に置かれたモニュメ
ント「輪郭の断片」。
2016年制作

大学編

電気通信大学

法政大学

帝京大学

ＤＥＥくん ＥＴＡＮＹちゃん ＧＬＯＢＯくん

玉川大学
多摩大学

創価大学

大妻女子大学


