
ネットワークこそがゼミの宝

学生たちに主体的な学びを体験しても
らうために、数年前から、ゼミの活動の
なかで、グループ・リサーチを行ってい
ます。毎年、自分たちで課題を見つけ、
その解決策を模索していく過程で、学生
一人ひとりは大きく成長していきます。
仲間とともにチームでリサーチを進める
苦労と醍醐味もそこで学ぶのでしょう。

リサーチは、実質的には3年の4月頃
からスタートします。それから1、2ヶ
月に1回程度で週末に中間発表会を設け
ます。そこには4年生の先輩や卒業した

OB・OGも駆けつけてくれます。私と
しては、懐かしい卒業生たちと一緒に勉
強できる楽しい時間ですが、発表をする

3年生たちにとっては、先輩たちからの
厳しいコメントで、ときに「ボロボロに
なる恐怖の時間」でもあるようです。自
身のリサーチ体験を振り返って、さらに
は実社会での経験を活かして後輩たちの
リサーチに温かくも厳しいアドバイスを
くれる、この学年を超えたネットワーク
こそがゼミの宝であると感じます。

勘坂  純市 創価大学 教授/経済学部長

足で情報を集めてこそ課題と解決策が見える
多摩の学生まちづくりコンペティション2016
最優秀・奨励賞受賞団体を指導

若者の視点や感性を生かして多摩地域
の魅力を発信するための「多摩の学生ま
ちづくりコンペティション2016」の本
選が2016年12月18日、立川市の柴崎学
習館で行われた。選考会で高得点を得た

6団体が発表し、審査の結果、「ムスリ
ムウェルカムタウン八王子」を提言した
創価大学チームＫＺＫが最優秀賞に輝い
た。学生たちをどのように指導したのか、
担当の勘坂純市教授の弁は――。勘坂ゼ
ミの別のチームも奨励賞を受賞した。

ゼミ合宿での学生たちと勘坂教授（写真左）

リサーチの中で私が学生たちに課して
いるのは、とにかく自分たちの“足”で
情報を集めることです。最近の学生は、
情報をネットから入手して満足してしま
う傾向があります。しかしそれだけでは
社会の本当の姿は分かりません。やはり
現場に足を運んで、地道にデータを集め
ることでしか、社会の問題もその解決策
も見えてこないことを、実感としてもら
いたいと考えています。

お仕着せでは活動が続かない

その他にとくに学生たちに課している
ことはありません。私も、報告会で先輩
たちと一緒に質問、コメントをするだけ
にしています。リサーチの主体はあくま
で学生ですので、私のコメント、アドバ
イスが受け入れられないことも、まれで
はありません。もちろんそれで構いませ
ん。自分たちが納得できないお仕着せの
アイデアでは、長く苦しいリサーチを続
けることはできません。また、成功する
リサーチは、必ず、私の予想を超えた成
果を生み出すからです。今回のリサーチ
も、私を驚かせてくれました。そのよう

なリサーチをした彼らを、同じリサー
チャーとして、私は素直に尊敬していま
す。

学生は地域の中で育つ

八王子に創価大学が建学されて約半世
紀になりました。多摩にある大学として、
地域社会に少しでも貢献することが、大
学の重要な使命であることは間違いあり
ません。と同時に、多摩の地域社会は、
こうしたリサーチ活動などを通して、学
生たちが大きく育つ場でもあります。と
くに、このコンペでは、行政や企業の方
がチューターとして学生のリサーチにア
ドバイスをしてくださいます。こうした
皆様の一つひとつのアドバイスを、学生
たちは非常に大切にしています。また、
行政や企業の方との出会いは、彼らが卒
業後、社会で働くときに大きな力になっ
ていることは間違いありません。このよ
うに地域のなかで学生を育てる仕組みを
作ってくださったネットワーク多摩の皆
様に、深く感謝いたします。

ネットワーク多摩広報誌 ＜ 第 4 号 ＞
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創価大学西浦ゼミ　衣料班 地域：立川市 マッチング先：多摩信用金庫

環境に優しいまちづくり
衣類のリサイクルを推進する取り組み

衣料品のリサイクル率が他の品目のそれに比べ圧倒的に低い日本は「衣料品
のリサイクル後進国」であると言えます。一方、立川市は独自の取り組み等を
行っている為、衣料品リサイクル率は、約100%。そこで、ファッション性が
高く環境に配慮している立川から衣料品のリサイクルを推進する。従来のリサ
イクルとは異なり、元の製品よりも価値の高い製品を生み出す新しいリサイク
ルの形である「アップサイクル」に注目し、①アップサイクル作品としてのド
レスの制作・展示　②立川市民によるアップサイクル作品の展示　③アップサ
イクル体感ワークショップ　これらを通じてアップサイクルの秘める可能性を
人々に認知してもらうことで、立川市を「衣料品リサイクルのモデル都市」と
して、多摩地域全体を盛り上げていく。

講評：三井不動産株式会社　開発企画部　環境創造グループ長　雨宮克也氏
アップサイクルという発想で、学術的研究ではなくて本当に実学として立ち

上げているところが素晴らしいと思います。非常に意味があると思いますので、
この研究と取り組みをフォローして、ネットワークの中でいろんなものを解決
してほしいと思います。

創価大学チームKZK 地域：八王子市 マッチング先：JR東日本

ムスリムウェルカムタウン 八王子
ムスリムが安心して食を楽しめる街へ

近年の訪日旅行客増加に伴い、2020年の東京五輪を機に更なる外国人観光
客の増加が見込めます。その中でも、訪日ムスリム観光客は著しい増加率を見
せていますが、八王子市へのムスリム観光客数は「ムスリム対応の遅れ」によ
り、約1％と少ない（独自聞き取り調査より）。そこで八王子市をムスリムウェ
ルカムタウンとして活性化させ、食環境の整備と八王子PR活動を行なうこと
を提案。宗教上食に制限のあるムスリムに対応するためには、食材の情報開示
が課題だと捉え、独自の食品用ピクトグラムを導入しました。これにより、ム
スリム自身が食事の判断が可能になり食の選択肢が増えると期待できます。

講評：八王子商工会議所　会頭　田辺隆一郎氏
消費者側に立ってどうしていくかという点で大変参考になる提案でした。食

ということでは、この多摩地域を中心として八王子が最大ですから、八王子の
食文化にまた一歩深みが増すのではないかとも感じました。

優秀賞 

最優秀賞 

12月18日本選レポート
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創価大学勘坂ゼミ　チームコネクト 地域：八王子市 マッチング先：昭和記念公園

学生をもっと主体的に！
地域を元気づけるのは学生(君たち）だ！

女子大学生100人にアンケートを行った結果、9割以上の女子大学生が化粧
品を使い切ることができないことが分かりました。このことから、児童館での
リユースワークショップの開催を提案。リユース教室では分別体験と手作り体
験の2つ体験をすることができます。分別体験では化粧品の正しい分別方法を
実際に中高生に試してもらいます。手作り体験では化粧品の中身を簡単に手に
入るものと組み合わせ、手作り小物の作成に使用します。参加者に化粧品廃棄
について伝え、もったいないを浸透させることで、参加者自身が自分の化粧品
を最後まで使いきるか、リユースするようになることで、女性にとって日用品
である化粧品のごみ削減に貢献することが目的です。

講評：公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団　主任研究員　澤岡詩野氏
化粧品を普段使う方にリサイクルって大事ですよ、ということを啓蒙をして

いく。すごく素晴らしい切り口だと思います。もったいない精神を育てること
につながるという動機付けをしっかりしていくと地域全体にいいサイクルが生
まれてくるように感じました。

東京経済大学山本ゼミナール MIZU×TAMA班 地域：東村山市 マッチング先：インテル株式会社

瑞
み ず

で繋がる多摩のまちづくり
〜MIZU沁み渡るTAMAらない旅プロジェクト〜

人口が減少する中では定住が必要です。人と地域の関係性に関して、交流
人口に着目し、企画考案・実施。パイロットスタディ―として、東村山市を
選択。交流人口を増やす為には、地域資源が必要だと考え、2015年度の研究
や2016年度のヒアリング結果を踏まえ、地域資源を『瑞』（みず）としました。

『MIZU沁み渡るTAMAらない旅』と題して街歩きを３度行いました街歩きの
結果、人と地域の関係性を、他人から恋人まで引き上げることに成功。その後、
地域外で企画を行い、地域内に興味を持っていただくための企画を考案・実施。

2017年度からは地域外で企画を行い、地域内により多くの人を呼込む活動を
していきます。

講評：森ビル株式会社　都市開発本部総合統括部  メディア企画部  部長　矢部俊男氏
非常に面白い内容ででした。「瑞」というと、字を見ると瑞穂町を思い出し

たり。「水」自身でいくと伏流水で水道を賄っている昭島などいろんな場所が
ありますので、さらに多摩エリア全体で、奥多摩から東村山のエリアを全部網
羅できるような形になるといいと思います。

優秀賞 

奨励賞 

まちづくりコンペティションとは？
地域の中心市街地である商店街、生活圏の拡大化、さらに進む高齢社会を映した地域課題に対して、多摩地
域の学生が若者の視点や感性を生かして、今以上に元気がある新しい多摩地域を創造する実践的なプランを
募るものです。選考会後、企業や行政とマッチングして内容をさらに深める機会になっています。

まちづくりコンペ本選に臨んだ学生たちの姿ははつらつとしていました。多摩地域各所のフィールドワー
クで得たデータを論理的に構築した内容には“わがまちの明日を思う”愛着感が漂っていました。



4 2017 年 1月 25日発行

審査員
委員長・細野助博（日本計画行政学会会長、中央大学大学院公共政策研究科委員長、ネットワーク多摩専務理事）、

雨宮克也氏（三井不動産開発企画部環境創造グループ長）、井上成氏（三菱地所開発推進部新機能開発室長）、澤岡詩野氏（ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員）、

西浦定継氏（明星大学総合理工学部　教授）、矢部俊男氏（森ビル都市開発本部総合統括部メディア企画部長）、田辺　隆一郎氏（八王子商工会議所会頭）

主催：学術・文化・産業ネットワーク多摩

後援：立川市、八王子市、日野市、多摩市、小金井市、羽村市、福生市、町田市

協力：日本経済新聞社多摩支社

実践女子大学 須賀ゼミナール 地域：日野市 マッチング先：京王電鉄株式会社

ローカルメディアの可能性の探求
学生に人気の高いまちづくりをねらいとするライフスタイルマガジン

実践女子大学の学生のほとんどが日野市のことを何も知らずに、卒業後離れ
てしまう現状があります。そこで、女子大生視点の「おしゃれ感」要素をもと
に学生自ら取材・編集・発行を行う「学生ライフスタイルマガジン」を提案し、
日野市に住む・通う学生に地域の魅力を知ってもらい、住み続けたくなるまち
づくりに繋げようと考えました。コンセプトは、「学生と地域」のつながりだ
けでなく、地域に出るきっかけづくりとして「学生同士のコミュニティ」をつ
くることにも重点をおきました。日野のスポットやイベント、日野にいる魅力
的な人を学生インタビューで紹介、家でも学校 (職場 )でもないサードプレイ
ス (第3の居場所 )の紹介などを盛り込みます。

講評：三菱地所株式会社　開発推進部　新機能開発室長　井上　成氏
ローカルメディアの可能性としてはブランディングではなくてコミュニティ

づくり。サードプレイスの中での新しい交流、マイプレイス型サードプレイス、
新しい価値観なりコンセプトを出していたりとかいうところは非常に面白い。
ぜひ実現に向けて頑張ってください。

帝京大学湯川ゼミナール１班 地域：日野市、八王子市、多摩市 マッチング先：UR都市機構

小学生も大学生も学ぶ「たまっ子塾」開講！！
〜教育で魅力のあるまちに〜

少子化の要因の一つとして、子育ての費用の高さが指摘されており、低所得
者ほど教育費の負担が大きいことが明らかになっています。その中で、多摩地
域の平均年収は、23区の平均年収と比較して大幅に低く、上述した問題が懸
念されます。そこで、多摩地域の大学で教員を目指す学生を講師とした無償塾
を開設し、子どもに対する学習支援を行うことで、子育て費用の軽減を実現化
します。この塾を開設することで、少子化の要因のひとつである子育て費用問
題を解決し、たくさんの子どもたちが住む元気なまち多摩をつくります。塾の
開設によって、学びを希望する子どもに広く教育の機会を提供することが可能
となり、多摩地域全体の学力向上が期待できます。

講評：明星大学 総合理工学部　教授　西浦　定継氏
教育って本当に大事で、学生ができることを身の回りで始めていく。非常に

いいことだと思います。多摩に幾つも大学がありますから、教育というキー
ワードで横の連携、ネットワークをずっと広げてくれればもっと広がると思い
ます。

奨励賞 

奨励賞 
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平成27年度「多摩未来奨学生プロジェクト」提言発表会が2016年12月4日、明星大学で行われました。1年間に
及んだ3グループ24人の提言は濃密なものでした。平成28年度の奨学生24人に奨学金を交付しました。

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。

文部科学省高等教育企画課長・塩見
みづ枝氏が高等教育の改革の取り組み
などを織り交ぜて「高等教育行政の動
向と2017年度概算要求」について特
別講演した後、「健康・福祉・環境」

「教育・文化」「産業・企業」グループ
に分かれて活動した奨学生プロジェ
クトの提言が行われました。この1年、
それぞれのグループをコーディネート
した大学教員や企業の担当者も学生た
ちの活躍ぶりを見守っていました。

提言発表に先立つ特別講演では、塩見みづ枝
氏（文部科学省 高等教育局 高等教育企画課
長）が国としての高等教育全体の改革の取り
組み、問題意識について講演

寄付協賛企業一覧(66社１団体)
昭島ガス株式会社 / 安藤物産株式会社 / 株式会社イデオモータロボティクス / 株式会社いなげや / 株式会社うかい / HKT 株式会社 / エ
ムケー株式会社 / 株式会社エリオニクス / 応用光研工業株式会社 / 株式会社岡本製作所 / 株式会社学生情報センター / 勝田産業株式会社 
/ 株式会社環境管理センター / 株式会社キャリア・マム / 株式会社クローバーズ / 京西テクノス株式会社 / 旭栄研磨加工株式会社 / 株式会
社グッディーホーム / 京王電鉄株式会社 / 国際計測器株式会社 / 株式会社指田製作所 / 株式会社CSS技術開発 / JR東京西駅ビル開発株
式会社 / シチズンホールディングス株式会社 / 新日本物流株式会社 / 積水ハウス株式会社多摩支店 / 株式会社セレモア / 株式会社創建 / 
株式会社相信 / 株式会社立飛ホールディングス / たなべ物産株式会社 / 多摩信用金庫 / 千代田運輸株式会社 / 株式会社テージーケー / テ
クノブレーンズ株式会社 / 東京システム運輸ホールディングス株式会社 / 東成エレクトロビーム株式会社 / 東洋システム株式会社 / 株式
会社藤和ハウス / 株式会社トーコー / 株式会社ナジック・アイ・サポート / 日本WeP流通株式会社 / 日本たばこ産業株式会社 / 日本電子
株式会社 / 日本電子工業株式会社 / 日本ビニールコード株式会社 / 福永紙工株式会社 / 武州工業株式会社 / 武陽ガス株式会社 / 株式会社
ベネッセコーポレーション / 株式会社ホトロンホールディングス / 株式会社ホリコー / 前田金属工業株式会社 / 株式会社マキノ / 株式会
社三浦組 / 南観光交通株式会社 / 株式会社武蔵境自動車教習所 / 株式会社メディアラボ / 株式会社メルヘン / 山口電材株式会社 / 山三電
機株式会社 / 税理士法人　弓家田・富山事務所 / 株式会社吉井製作所 / 吉野化成株式会社 / 芳村石産株式会社 / 株式会社よみうりランド

多摩ブルーグリーン倶楽部 (19社加盟 )
エムケー株式会社 / 株式会社エリオニクス / 株式会社キャリア・マム / 京西テクノス株式会社 / 協同組合国立旭通り商店会 / 旭栄研磨加
工株式会社 / 株式会社CSS技術開発 / 新日本物流株式会社 / たなべ物産株式会社 / 東京システム運輸ホールディングス株式会社 / 東成
エレクトロビーム株式会社 / 株式会社藤和ハウス / 日本分析工業株式会社 / 白山工業株式会社 / 武州工業株式会社 / 武陽ガス株式会社 / 
前田金属工業株式会社 / 南観光交通株式会社 / 株式会社メルヘン

協力企業・団体
多摩信用金庫 / 多摩ブルーグリーン倶楽部 / 日本政策金融公庫  立川支店  中小企業事業　　　　　　　　　（50音順  2016年12月時点）

多摩未来奨学生プロジェクト提言発表会・交付式

質疑応答にも熱が入る

一年間の集大成を発表する３期生の奨学生たち

決意表明をする新４期生

副審査委員長の臼井努氏より目録授与

塩見みづ枝氏と奨学生4期生たち
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多摩の商店街からの地域活性化
～理想的な "商店街を基軸とした地域コミュ
ニティの形成" の実現～

多摩地域では、近年、多摩ニュータウンの再生が叫ばれて
いるように、設計時の都市構造（設備や環境）と、住人の実
際の生活実態（必要とすること）との間に乖離が生じ広がっ
ていることがみられ、その問題解決のハードルは非常に高い
ものだと感じらます。特に、団地に住む人々の暮らしぶりは、
不自由になる一方です。シャッター街と揶揄されたり都市型
買物難民問題など、商店街問題はその象徴です。しかし実際
に商店街を訪れてみると、そこには数少ないながらも、問題
への対処を自分のこととして捉え、住人を支えることを第一
に考える商店の人々の存在があります。ここに、地域活性
化・コミュニティ形成の起点があるのではと考えました。

実際に商店街の訪問調査を実施し、商店街の問題解決が地
域課題の解決につながる可能性を実感しまた。そのうえで、
当面私たちが実際に取り組める施策として、商店街振興のイ
ベントを検討。様々な企画案の精査と実地調査などを経て、
実現可能性と実施効果の観点から、多摩市に立地する恵泉女
学園大学の学園祭に商店街祭りを出店することに絞り込みま
した。複数の地域商店を招へいし、商店街を守る人々の「街
への思い（熱意と温もり）」を地域の方々に伝え、共感を得
ることを企画趣旨としました。実際に開催した学園祭イベン
ト「多摩らん。」には目標を上回る来場があり、アンケート
結果からも、企画目的の一応の達成が判断されます。ニュー
タウン問題に象徴される現代の都市居住の課題は、地域住人
の主体性の再生がカギとなると考えられます。商店街には

「地域の人間関係の豊かさ」を促進する場として大きな可能
性があることが確信され、今後の取り組みにつながることを
期待しています。

コーディネーター：
実践女子大学　生活科学部現代生活学科　教授　犬塚潤一郎氏
株式会社キャリア・マム　営業部　部長　込戸雄太氏

健康・福祉・環境グループ発表概要多摩未来奨学生 
プロジェクト発表概要

グループミーティングの様子（教育・文化グループ）

ブレーンストーミングの様子（産業・企業グループ）

明星大学での中間発表の様子（8月）

商店街の方々との意見交換の様子（健康・福祉・環境グループ）

恵泉祭での企画「多摩らん。」出店の商店の方々



7networkTAMA vol.4

多摩地域における多様性の理解の促進
～「体験」で 気づき広がる 身近な世界～

多摩グローカ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」を使ったマッチング向上～「多摩地域における多様性の理解の促進」をキーワードと

して、この地域に住む人々が繋がる取り組みを考えてきまし
た。「多様性」とは、個性、生育環境、文化、職業といった、
様々な異なる背景を持った人々が存在することを指します。

身近にある多様性を「体験」を通して知り、視野を広げる
ことで、「誰もが住みやすいまち」になるのではと考え、実
践研究をしてきました。

企業は人材育成をする上でのプログラム、子供が心豊かに
育つような教育プログラム、そして行政は地域のつながりを
深めるようなプログラム、多様性理解の促進となるイベント
を、もっと多くの方に気軽に体験してもらいたい。既にイベ
ントを実施したことがある方々には、もっとうまくイベント
を実施する手助けするため、「多様性理解プログラムの共有
システムの構築」を提言とします。

仕組みとしては、教育や福祉といった多様性理解の促進に
よって良い影響が出そうな分野の既存のサイトを見つけ、そ
の分野に適した多様性理解プログラムを紹介するページを組
み込み、関心のある団体が自由に閲覧・利用できるようにす
ることが提案の主軸です。サイトに訪れた人に、このような
プログラムを知ってもらう機会をつくり、自団体で実施、よ
り多くに人々に体験をしてもらえるようにすることで、多様
性の理解度促進につなげるという流れです。この共有システ
ムを活用することで、「誰もが住みやすいまち」にしていき
たいと考えています。

多摩地域は、少子化と高齢化により大きく変化しつつあ
ります。これらは地域経済の衰退をもたらす一つの要因と
なっています。東京都の「平成25年工業統計調査」によれば、
多摩地域は東京都の付加価値生産額約3兆円のうち、約5割
を占めます。このうち約8割が中小企業。中小企業はこれま
で地域の雇用の受け皿として機能してきました。また、普段
我々が使用するインフラにも中小企業の技術が応用されてい
ます。しかし、人口減少などの影響により中小企業は様々な
課題に直面しています。一番大きな割合を占めるのは、「人
材の確保」です。一方、マイナビが大学生を対象に実施した
調査によれば、大学生の過半数は「中小企業に就職してもい
い」と答えており、大学生と中小企業の間に雇用のミスマッ
チが存在していると推測できます。その主な原因は2つある
と考えます。1つは、大学生と中小企業をマッチングさせる
仕組みが有効に機能していないこと。2つめは、学生が中小
企業に対し、負の固定観念を抱いていること。大企業にも負
けない光る技術・製品を有する魅力的な中小企業の存在にも
関わらず、その事実が十分に学生に伝わっていないという点
です。

そこで、前述の分析を踏まえ、産業・企業グループは、中
小企業の魅力を直接学生に発信し学生と企業のマッチングを
図るアプリ、「グロッシブ」を提案します。

グロッシブでは、多摩地域に本社を構える中小企業（グ
ローカルベンチャー企業）を掲載するサイトとしました。多
摩地域にあるキラッと輝く中小企業が多くの企業に埋没させ
ることなく、学生に紹介することができます。

グロッシブは、信用金庫の目利き力を活用し、厳選したグ
ローカルベンチャー企業を掲載します。それにより、企業ブ
ランド力向上にもつながります。これにより、中小企業に対
し優秀な人材を供給することで人材不足の解消と企業の発展
につなげます。一方、学生側は、今まで見落としがちだった
中小企業との出会いを創出することで、雇用のミスマッチを
解消し新しい働き方の選択肢を提供します。

産業・企業グループ発表概要教育・文化グループ発表概要

コーディネーター：
多摩大学　経営情報学部経営情報学科　准教授　酒井麻衣子氏
日本政策金融公庫総合研究所　主席研究員　深沼光氏

コーディネーター：
法政大学　社会学部社会政策科学科　准教授　糸久正人氏
多摩信用金庫　価値創造事業部　主任調査役　中野英次氏

社内運動会の中で多様性の理解が深まる「体験」を企画

競技「ブラインド・タッチ」で観客も参加者も大いに盛り上がった 就職マッチングサイト「グロッシブ」のデモ画面
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多摩地域の情報をお寄せください。
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広く役立つ耳寄りな情報を随時募集しています。

office@nw-tama.jp

大学生ボランティア活動展＆イベント2017

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

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。

東日本大震災、熊本地震の被災地で多摩地域の大学生がボランティア活動をしています。「忘れてほしくない」という現地の
声を多摩地域の人たちに伝えようと2月8日から12日まで、日野市多摩平のイオンモール多摩平の森（JR中央線豊田駅北口）で

「大学生ボランティア活動展＆イベント2017」を開きます。
参加大学は、中央大学のほか、明星大学、実践女子大学、首都大学東京、法政大学、東京薬科大学。日野市と八王子市のボラ

ンティアセンターなども協力します。
会期中（10-22時）、学生たちの活動ぶりをパネル展示するほか、11日（13-17時）と12日（10-16時）には中央大学生が活

動している岩手、宮城、熊本の特産品を販売。大学生と日野市の中学生によるボランティア活動発表や防災ゲーム体験会もあり
ます。入場無料。問い合わせは☎042－674-3487 中央大学ボランティアセンター。

ネットワーク多摩の第1事業・大学間連携に組み入れている「単位互換講座」を2017年度も読売新聞社と提携して継続します。
前期は明星大学日野校で木曜3限に「現役記者が教える英字新聞のツボ」を解き、英語の学習法を語ります。後期は中央大学

多摩キャンパスで木曜5限に「現代社会と新聞」と題して社会動向の現状と課題を解説します。それぞれ一線記者が15回ずつ担
当します。受講申し込みは各大学履修窓口へ。

この講座の2016年度は5大学（大妻女子、実践女子、玉川、中央、帝京）の学生106人が受講しました。

2011年4月から時季に応じて行ってきたタマケン・ガイドツアー「多摩め
ぐり30」は、2017年4月に檜原村、5月に奥多摩町を訪ねる予定で、これら
が終われば、多摩地域30市町村を一巡することから新年度は、テーマを重視
した企画に切り替えて、ツアーの名前を「多摩めぐり30プラス」として新た
にスタートします。事務局を支える合格者有志でつくタマケン・サポーター
ズでは季節の花々や戦国を物語る現場をつなぐルートづくりなど立案中です。

多摩丘陵は、東京都と神奈川県の都県境であり、南端が三浦半島に達して
おり、この形は飛び上がるイルカに似ています。相模灘側のヘリは尾びれ
そっくりで、「イルカ丘陵」ともいわれます。「多摩の横山」の名をいただく
もとになった万葉集に編まれた「赤駒を山野に放（ほか）し捕りかにて多摩
の横山徒歩（かし）ゆか遣（や）らむ」と防人が詠んだ丘陵でもあり、話題
が尽きない舞台に企画メンバーは夢を膨らませています。内容が固まり次第、
タマケンに関心がある人や一般市民に参加を呼びかけ実施します。

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？

防人見返りの峠に立つとニュータウンの建物が連なる

◆新たなタマケンのガイドツアーがスタート

◆2017年度も単位互換講座


