
「教育の明星大学」という名のもとで、
社会的評価を受け、この10年間で志願
者数は2.5倍以上に増加。この増加率は
全国の大学のなかでトップクラスにラン
クされています。都心に回帰する大学が
増える中、建学以来の教育方針に基づき、
多摩の丘の上で教育を行う明星大学。今
年4月からは、一般の方を対象に連続市
民講座「多摩に学び、生きる　～より
豊かな暮らしのために～」（全10回、無
料）を読売新聞立川支局と共に開催して
います。

この講座は、読売新聞立川支局が
2005年度から、多摩地域の大学と共催
し、継続開催しているもので、400～
500人規模の参加者が聴講する人気の講
座です。読売新聞立川支局のお声がけに
より、このような講座を開催する機会を
いただいたことは、多摩地域での活動に
力を入れてきた明星大学にとって願って
もない機会でした。多摩に根を張り、多
摩とともに歩んできた明星大学だからこ
そ、いま改めて多摩を見つめ、多摩で生
活することの喜びを実感できる講座内容

渡邊祐一 明星大学　学長室長

明星大学　多摩に根付いたからこその連続市民講座
読売新聞との共催「多摩に学び、生きる」

をお届けしたい。こうした思いから生ま
れた講座が「多摩に学び、生きる」で
す。４月には、本学理工学部教授・西浦
定継教授が登壇し、リニア新幹線の橋本
駅周辺整備計画などで注目を集める多摩
ニュータウンを例に、地域社会の成り立
ちから今後の再開発計画などについて講
義を行いました。今後も明星大学気鋭の
講師陣が多岐にわたる分野について分か
りやすく解説します。

富士山を望む美しい自然を有する環
境で教育を行いたい、と創立者・児玉
九十(くじゅう)によって多摩丘陵に明
星大学(東京都日野市)が建てられたのは、
東京オリンピックが開催された1964年
のこと。「和の精神のもと、世界に貢献

できる人の育成」をモットーとする本学
には、今年4月に開設された心理学部を
加えて8学部11学科の約8,400人の学生
が、通信教育課程にはおよそ7,000人の
学生が在籍しています。

明星大学を卒業した経営者の数に着目
すると、多摩地域においては、その数
216人に上り、全国6位（2016年度）
となりました。また、東京都の小中学校
の校長など管理職教員は、累計200人以
上を輩出。公立小学校教員就職者数は、
全国私大中第3位（2015年）の実績を
残しています。教育分野だけではなく、
政治・経済の分野においても地域に貢献
する人材を輩出してきました。

（5面に続く）

ネットワーク多摩広報誌 ＜ 第 6 号 ＞
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会場を埋めた受講者たち

まちづくりについて講義した西浦定継教授 開講のあいさつをする大橋有弘学長
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各大学の学生が 
利用できる寮が最適

フロアからも質問がありましたが、大勢
の留学生を受け入れたときに、どうやって
住環境などを整えたらいいのか。各大学が
多様な方法を取っています。最近では留学
生と日本人を一緒の寮に住まわせて、お互
いの文化を知りあうことで、学生のグロー
バル化、そのダイバーシティの中で生きて
いくことを学ばせるという意識が各大学で
とても強い。ネットワーク多摩のようなひ
とつの塊として、そういう寮ができて各大
学が参加できれば非常にいいと思いました。

各大学は留学生を受け入れてどのように
日本人と留学生を交流させているか、フロ

アから質問がありました。これは、どこの
大学も授業の中で留学生も日本人も学ぶわ
けですから、そういったなかで交流できる
わけです。同時に色々工夫して留学生と日
本人が接触する機会を設けることを各大学
で行っていました。

留学後の雇用に大学が情報提供
留学生はせっかく日本に来て学んでいる

わけですから、日本で就職してもらうとい
うのが非常に重要だろうと思います。日本
の労働人口が減っていることもあり、留学
生の就職環境も整えなければいけないとい
う考えから、昨年、文科省の補助金に申
請しました。私共の計画では、大学として
留学生が日本の企業についての理解を深め

るための授業を取り入れています。実際に
今年から拓殖大学ではナジック・アイ・サ
ポートの協力を得て、日本語の授業に職業
教育、日本の企業の実情を学ぶ授業を取り
入れつつあります。その発展形として、多
摩地区の企業で留学生を受け入れた経験が
なく、留学生をどう扱っていいのかという
ときに、留学生を長い間受け入れた大学側
から、それぞれの留学生の出身国の文化に
ついても企業に伝える、その間を行政がと
りもってくれることでうまく三者が回る。
ネットワーク多摩には大学と官民が揃っ
ていますので、そういった留学生の就職に
ついても考えていくことが必要ではないで
しょうか。

第１分科会「大学のグローバル戦略」
学生相互の交流がグローバル化を進展　日本の学生と留学生の寮生活も一案

平成29年度ネットワーク多摩定時会員総会　多摩地域 大学理事長・学長会議　6月3日、帝京大学八王子キャンパスで開く

第１分科会【コーディネーター】川名明夫氏（拓殖大学学長）【パネリスト】冲永佳史氏（帝京大学理事長・学長）馬場善久氏（創価大学学長）
加藤俊一氏（中央大学副学長）畑山浩昭氏（桜美林大学副学長）石川幸一氏（亜細亜大学アジア研究所教授・所長）

山越氏は「私が一番得意なのはオフレコ。ワシントンで感
じていることをオフレコで自分の思いを伝えたい」と切り出
した。トランプ大統領が誕生する経緯や誕生後をつぶさに見
ている山越氏は「かなり特殊な政権下にあるアメリカから学
ぶ材料は、ワシントンやニューヨークではなく、カリフォル
ニア州とかネバタ州などの州にたくさんある」と説いた。以
下は、その概要。
ワシントンに駐在すれば、国会議員らと話ができれば素晴
らしいが、ワシントンではなかなか会えない。だからシアト
ルやフィラデルフィア、シカゴ、ミネソタ州などに機会を見
つけて訪ねている。その州で要人と仲良くなってワシントン
で会えば、いろんな人に会えることになる。

本音の政治に慣れる？

「トランプ効果」の一つは、これまでは常識的に判断して
いればよかったが、常識が通用しないような言動がある。パ
リ協定から離脱するというのが好例。それまでの常識を問い
ただす機会を与えてくれた。私は前向きにとらえている。2
点目は、本音と建て前。トランプさんは、本音ないしは本音
と思えることを前面に出してくる。個人的な解釈だが、トラ
ンプさんが本音ベースを装っているのに、受け手である我々
は、まだ建前で付き合っている局面がかなりある。建前で付
き合っている方が疲れちゃう。

3つ目の効果は「慣れ」。トランプ大統領誕生によるショッ

州への投資が新しい日米関係を強化する　これまでの常識を再構築して強みに転換
基調講演「アメリカから何を学ぶか－米国諸州訪問から見えてきたもの」
経団連米国事務所　山越厚志所長

ネットワーク多摩は、6月3日、帝京大学八王子キャンパスのソラティオスクエアで、平成29年度定時会員総会と第７回多摩地域大学理事
長・学長会議である多摩未来創造フォーラムを開いた。総会後の基調講演には経団連米国事務所所長の山越厚志氏が「アメリカから何を学
ぶか」と題して、米国各州の現状に学ぶところが多いという観点で語った
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5人のパネリストの皆さんは「人材」を
一番のキーワードにしてくれました。人材
というのは2つの側面で考えなければいけ
ない。ひとつはインのグローバル化。つま
り国内で、どういう形でインバウンド、お
客、それから留学生を迎えるということ。
もうひとつはアウトのグローバル化。日本
の企業や大学がそれぞれ進出をする、直接
投資をして現地で生産する、ビジネスする。
大学の場合には留学生を募集するというこ
とになると思います。その場合に大事なの
が人材づくりです。

信頼に足る付き合いが評価を得る
人材づくりが長期的にビジネスに対して

いかにプラスの効果を与えるかというお話

がありました。アジアの人たちは、賃金の
高低によってジョブホッピングをしますが、
それプラスアルファの人材づくりを通して、
契約者に対しての多様な手段を考えること
が大事。海外とは長期的にどういう付き合
い方をするかということが重要です。そう
いった評判が評判をよんで、日本の企業は
信頼に足るという評価が定着するのではな
いか、というお話がありました。

コミュニケーションを基盤としてそれぞ
れビジネスが持っているコンセプトや戦略
を共有する。それには日本語でも英語でも、
十分にコミュニケーションの機会と質を高
めていくことがとても大事であるという話
がありました。

企業のグローバル化を 
バックアップ

今の日本企業のグローバル化に成功す
るためにはグローバルでオンリーワンで、
トップで、しかしそれが市場としてニッチ
でもいい。こういうものを着実につくって
いく。それはクールジャパンであるかもし
れない。企業としても頑張っていかなくて
はいけないし、政府系の機関、あるいは金
融機関もバックアップしていくという話が
ジェトロの田中さんからございました。

第2分科会「企業のグローバル戦略」
人材こそが長期ビジョンの成功を生む　対話の質高めてビジネス戦略を共有化

クというか、驚きが時とともに慣れ、弱くなって慣れてきた。
いい悪いは別にして、人間は新しい驚きをもって出てきた人
がいたとしても、それに本能的に合わせようとしていること
を痛感している。
トランプ大統領誕生の背景と経緯については、トランプさ
んに好意を持っている人は、トランプさんの強みにもしかし
たらバイアスがかかって、さらによく見えたかもしれない。
しかし、トランプさんをあまり好きじゃない、信用できない
と思う人がいろいろ調べても、トランプさんのいいところを
見落としているかもしれない。現にそういうことが起きたと
いわれている。映画監督のマイケル・ムーアは、トランプさ
んが大統領になる5つの根拠を挙げて全部的中した。その一
つは、我々はヒラリー・クリントンの予想以上の不人気を想
像できなかった。ムーアは、民主党の票がトランプに回るこ
とを指摘していた。もう一つ興味深いのは、自他ともに自治

意識が高いといわれるミネソタ州知事選にプロレスラーが立
候補して知事になった昔の例を挙げてトランプさんが選ばれ
るかもしれないといっていたこと。普段何となくやりたくな
いと思っていてもできないことを投票所では人目がないから
やってしまう、そんなことが起きたんだろうと私は思う。
驚く行動に出ているトランプさんにどう対応するか。ゾウ

を例にして、ゾウがどこに足を下すか予測してそこに身を置
かないこと。トランプさんの心理を調べ、勉強する必要があ
る。
大統領就任100日評価については、オバマケアを議決寸前

で取り下げたり、移民問題も裁判所の反発を受けたりして評
価できない状況。プラス面では最高裁判事に49歳という若
いゴーサッチさんを任命したことでトランプさんは、30年
間持つポジションを確保したから共和党の保守派は評価して
いる。規制緩和にも非常に大きな評価を得ている。注目すべ

第2分科会【コーディネーター】細野助博（ネットワーク多摩専務理事・中央大学教授）【パネリスト】田中一史氏（日本貿易振興機構（JETRO）総括審議役）
田辺隆一郎氏（八王子商工会議所会頭）八木敏郎氏（多摩信用金庫理事長）飯田哲郎氏（東洋システム（株）代表取締役社長）寒河江麗氏（東京海上日動火災保険（株）営業第四部課長代理
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き点は、日本の企業や日本人として注意しなくてはならない
のが米国製品、米国人の雇用など、米国第一ベースでやられ
ることを注意しなくてはならない。

成功と失敗の分かれ道
現在、トランプさんは、44％ほどの低い支持率だが、選

挙中にトランプさんを支持した人の90％以上の人が「いい」
といい、トランプ離れが起きていない。
では、トランプさんは、どうして生まれたか。ラストベル
トというアメリカ病によって生まれたと私は思う。ラストベ
ルトは、鉄鋼業に象徴される、かつての華々しい産業が国の
経済発展の下で徐々に産業構造が移っていった。鉄鉱石や石
炭が出るアパラチア山脈のすそ野のオハイオ州とかペンシル
ベニア州あたりにラストベルトが生まれた。産業構造が移っ
ていく中で、どうアジャストできたか。ピッツバーグでは優
秀な人材を集めて、過去の財産をうまく使って再生を図った。
国際都市として再興した例になっている。一方、オハイオ州

ヤングスタウンでは海外事業の競争に負け、石炭、鉄鋼産業
が衰退して失業者が増大するなど治安が悪化しており、再興
がうまくいっていない。
成功と失敗の分かれ道は、リーダーの有無。アメリカ各地

は独自性をもって自分たちの町づくりをアピールしているし、
魅力的なところが多い。
この5年間ぐらいでは日本企業がアメリカに投資している
のは各国に比べて一番多い。日本の対米投資は、日本にとっ
てもアメリカにとってもいかに大事か、事実をエデュケート
することが大事。そこは、経済面では日米関係の強化の一番
のポイントだろうし、日本政府も経団連も一緒にやっている。
アメリカの州レベルでは日本企業の重要性を理解しているし、
活用しようとしている。州のために考えていただくことが日
本のためになる。新しい動きにただ合わせればいいのではな
く、それまでのことを再構築して新しい強みを作っていくと
いうアクティブな部分が必要だ。

ネットワーク多摩平成29年度定時会員総会開催
6月3日11時45分から帝京大学八王子キャンパスのソラティオ

スクエア地下1階Ｓ011教室で、ネットワーク多摩の平成29年度
定時会員総会が正会員機関41機関（うち委任状14機関）が出席
して開かれた。

議題は次のとおり。
第1号議案・平成28年度事業報告（案）について、第2号議

案・平成28年度決算報告（案）について、第3号議案・定款の改
正（案）について、第4号議案・役員の選任（案）について。

定款19条に基づき、小川哲生会長が議長に就任し、議案を審
議した。その結果、各議案は満場一致で原案どおり承認された。

◇平成28年度事業報告概要
第1事業　大学間連携事業
・単位互換（産学連携講座）・多摩未来奨学金・就職支援事業・
学生生活支援事業・多摩のまちづくりコンペティション2016・
全国大学コンソーシアムの展開
第2事業
・知のミュージアム多摩・武蔵野検定・多摩地域連携事業「政策
スクール」・新任大学教員研修
第3事業
・キャンパスTAMAプロジェクト

◇平成28年度決算概要
当年度は5件1,138万円の補助金、委託事業を実施したことに

より、経常収益は3,154万円と前期比159万円増加となり、それ
に伴い、経常費用の事業費も2,639万円と前期比98万円増加と
なった。

指定正味財産の多摩未来奨学金は、日本私立学校振興・共済事
業団からの補助金150万円の他、企業からの寄附金44件、1個人
から850万円の寄附を賜り、多摩未来奨学金事業運営費1,043万
円を一般正味財産へ振替を行ったことにより、当期の指定正味財
産期末残高は562万円と前期比43万円の減少となった。奨学金
は、3期生24名、4期生24名に対し720万円を給付した。

◇役員・改選
本年度定時会員総会で任期満了に伴う役員改選が行われた。

候補者27名のうち9名が新理事候補として推薦された。また、
多摩信用金庫会長・佐藤浩二様、元学生情報センターグループ
代表・北澤俊和様、元実践女子大学、短期大学元学長・田島眞様、
法政大学総長・田中優子様は、任期満了により退任。佐藤浩二様、
北澤俊和様、田島眞様は、永年本法人の理事として貢献された
ことで顧問として就任する。理事の任期は平成31年度の定時会
員総会終結時まで、監事の任期は平成33年度の定時会員総会終
結時まで。

〈新役員〉
理事　重任　小川　哲生　（学）明星学苑副理事長
理事　重任　冲永　佳史　帝京大学理事長・学長
理事　重任　酒井正三郎　中央大学総長・学長
理事　重任　清水　庄平　立川市長
理事　新任　八木　敏郎　多摩信用金庫理事長
理事　重任　細野　助博　中央大学教授
理事　重任　山根　　裕　ネットワーク多摩事務局長
理事　新任　糸久　正人　法政大学准教授
理事　新任　筒井　　裕　帝京大学准教授
理事　新任　西浦　定継　明星大学教授
理事　重任　根本　忠宣　中央大学教授
理事　重任　石阪　丈一　町田市長
理事　重任　石森　孝志　八王子市長
理事　重任　上野　　淳　首都大学東京学長
理事　新任　臼井　　努　京西テクノス（株）代表取締役社長
理事　重任　小原　芳明　玉川学園 理事長・学長
理事　重任　輕部　征夫　東京工科大学 学長
理事　新任　河田　勝之　（株）学生情報センター専務執行役員
理事　重任　岸上　　隆　（公財）東京市町村自治調査会常務理事
理事　新任　城島栄一郎　実践女子大学・短期大学学長
理事　新任　林　　英夫　武州工業（株）代表取締役
理事　重任　馬場　善久　創価大学学長
理事　新任　増田　正人　法政大学副学長
理事　重任　三谷　高康　桜美林大学学長 
監事　重任　永尾　俊文　多摩市副市長
監事　重任　仲岡　一紀　京王電鉄（株）常務取締役
監事　重任　八木　隆史　中央大学学事部学事課長
会長、副会長、専務理事、常務理事の選定は、後日開く臨時理事会で選任後、
報告されることになった。
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「健幸（スマートウェルネスシティ）」を目指す多摩市にあ
る大妻女子大学は、高齢者が興味を持つ「防災」「健康（認
知症）」に関する研究・情報を発信することで「健幸まちづ
くり」に貢献しようと公開講座を開きます。その第一弾とし
てスポーツ・健康・予防医学の研究分野で活躍する教授陣が、
健康寿命を延ばすこと、若年層のアクティビティーを延ばす
ことを「食」の面からサポートできる講座を6月から8月まで
毎月1回、日曜日（15時20分～16時30分）、同大学多摩キャ
ンパスで開きます。2回は同大教授と外部講師のペアで進め
ます。協賛・（株）中村屋、後援・多摩市。

1回目の6月18日は「食物繊維の健康効果と上手な活用の
仕方」。同大食物学科教授・青江誠一郎氏と料理研究家・山
田玲子氏が講義します。食物繊維をたっぷりおいしくとるた
めの料理のコツについても指導。もち麦、昆布加工品などを
プレゼント。この回の後援は（株）はくばく、北海道ぎょれ
ん、タイガー魔法瓶（株）。2回目の7月23日は「家族で学ぶ　
スポーツする子どもの食生活」について、同大食物学科教
授・小清水孝子氏とスポーツドクターまたはトレーナーが出
講。最終回の8月13日には「食べる喜びを繋ぐ」というテー
マで同大食物学科教授・川口美喜子氏が解説します。

（1面から続く）
現在、明星大学は地域・企業との連携協力を進め、地域

の変革をリードする大学を目指しています。学生の学習に
おいては地域社会や企業との連携により、体験に基づく実
践教育をさらに進めています。既に、経営学部やデザイン
学部などの授業では、それぞれの専門領域の特徴を生かし、
自治体活性化のためのビジネスモデルや暮らしのデザイン
を提案し、その実現に向けた活動を行っています。

また、大学の知財を有効に活用することで、明星大学は
多摩地域の知的基盤としての役割を果たしていきます。今
回の市民講座もその一貫として開講しました。明星大学で
は300人を超す教員が様々な研究を行っており、その中で
も多摩地域を意識的に研究し深く掘りさげ、分かりやすく
解説できる教員がこの講座に登壇します。「多摩の歴史と
成り立ち」から、「誰もが暮らしやすい社会への取り組み」、
そして「最先端を行く多摩の中小企業」についてまで、幅
広い分野から多摩地域を見つめ直すことができる内容で構
成されています。多摩を生活基盤とする全ての皆さまに

「多摩に住んで良かった」と思っていただける講座になれ
ば、と願っています。

 期 間   2017年6月～8月（いずれも日曜）  時 間  15時20分～16時30分
 会 場   大妻女子大学多摩キャンパス  受講料  無料（各回先着120名）
 お申込    メール（koukaikouza@ml.otsuma.ac.jp）、またはFAX（03-

5275-6800）に氏名（ふりがな）、住所、電話番号、メールアドレス、
講座名を書いて送る。

 問合せ   電話03-5275-6877 同大地域貢献室・地域連携推進センター。
 アクセス  小田急多摩線「唐木田駅」徒歩5分

月日 テーマ・担当教員

4月22日
まちづくりの過去、現在、未来～多摩ニュータウンを例に考える ※終了
理工学部 教授　西浦 定継氏

5月27日
地域社会が支える自助・共助～少子高齢化社会でのつながり方 ※終了
人文学部 准教授　熊本 博之氏

6月24日
障害者・高齢者に優しいまちづくり～誰もが暮らしやすい社会への取り組み
人文学部 教授　吉川 かおり氏

7月8日
地域産業の歩み～繊維工業から近代工業へ
経済学部 常勤教授　関 満博氏

7月22日
最先端を行く中小企業～高技術が生む「研究支援型」ベンチャーやグローバル取引
経営学部 准教授　姜 雪潔氏

8月26日
多摩地域の地形形成に多摩川が果たした役割～地球誕生から地震への備えまで
教育学部 准教授　長谷川 裕彦氏

9月23日
武蔵の中心は多摩だった～人と自然が織りなす地域の歴史と成り立ち
人文学部 教授　小林 一岳氏

10月28日
デザインが地域にできること～地域課題の解決を目指すソーシャルデザイン
デザイン学部 教授　萩原 修氏

11月25日
紙芝居や教科書などからひもとく教育史～時代に翻弄される教育
教育学部 教授　菱山 覚一郎氏

12月9日
多摩地域の食材や地形の恵み～健康のための食育や運動について考える
教育学部 准教授　笹原 千穂子氏

 期 間   2017年4月～12月（いずれも土曜）  時 間  13時～14時30分（開
場12時30分） 会 場   明星大学32号館108教室  受講料  無料 
 お申込   不要（直接会場へ） アクセス 多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」直結

月日 テーマ・講師

第1回 6月18日 食物繊維の健康効果と上手な活用の仕方
食物学科教授・青江誠一郎氏　料理研究家・山田玲子氏

第2回 7月23日 家族で学ぶ　スポーツする子どもの食生活
食物学科教授・小清水孝子氏　スポーツドクターまたはトレーナー

第3回 6月24日 食べる喜びを繋ぐ
食物学科教授・川口美喜子氏

各回申込み締切：　第1回：6月11日（日）　第2回：7月16日（日）　第3回：８月6日（日）

大妻女子大学公開講座

 大妻女子大学　教授と外部講師がリレーで進める公開講座 
「ずっと健康でいるために、毎日の食事でできること」

 明星大学　連続市民講座 
「多摩に学び、生きる」
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装い新たに「多摩の学生まちづくり・ものづくりコンペティション2017」
2014年に立ち上げた「多摩の学生まちづくりコンティション」は、今期で4回

目を迎え、「ものづくり」部門を加えて、9月9日（土）、明星大学日野キャンパス
で行う選考会にエントリーする団体や個人の学生を7月18日（火）まで募っている。
今年度のテーマは「多摩の元気プロジェクト発信の提案」。

　多摩地域は、自然に恵まれ、多くの高等教育機関や研究開発機関が集まり、
全国でも特徴ある基盤を築いているが、近年にみられる都心回帰や商店街の衰退、
市民の高齢化も加速するなど課題がある。そうした現状を学生の目線でフィール
ドワークして、さらに魅力ある新しい価値を創造したまちづくりをする企画・提
案を募集するのが、このコンペティション。

これまでも「ものづくり」をテーマにした実践的な活動結果を発表した団体が
あったが、さらに前面に打ち出して応募しやすくした。

募集に先立ち、5月20日、明星大学で行ったコンペ説明会には多摩地域の10大
学19団体の学生40人ほどが出席した。どの学生も日ごろの活動を発表しようとい
う意気込みが感じられた。

エントリーのカテゴリーは、まちづくり第1部門がスポーツ、観光、文化、同第
2部門が教育、子育て、福祉。

ものづくり第1部門が機械、ロボット、ソフト、同第2部門が農業、建築、景観。
選考会・本選とも審査ポイントは、①オリジナリティ②現状分析③理論的な企

画力④効果の見通し。さらに今回から選考会でも「プレゼンテーションの表現力」
が問われることになった。

発表の持ちタイムは、選考会が10分、質疑応答5分。本選では15分、質疑応答
10分。

審査委員は、行政、大学、企業の各界で活躍している人。
応募できる対象は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院に在籍

するグループや個人。応募条件は、行政、商店街、企業、ＮＰＯ法人などと連携
した企画であること。その舞台は、多摩地域で、フィールドワーク（実態調査）
していること。これらの活動を教員や顧問の指導を受けている団体・個人に限っ
ている。

応募作品は、書類審査を通過した団体・個人は、9月9日、明星大学で開かれる
選考会で発表。優秀な団体は12月16日（土）、昭和記念公園花みどり文化センター
で行う本選に進む。最優秀賞など各賞が贈られる。

主催はネットワーク多摩。協力：国営昭和記念公園、日本経済新聞多摩支局。
後援：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。
問い合わせは、ネットワーク多摩へ。

「多摩の元気プロジェクト発信の提案」作品を募集

説明会に参加した大勢の学生たち

まちづくり部門
第①部門　スポーツ・観光・文化
第②部門　教育・子育て・福祉
ものづくり部門
第①部門　機械・ロボット・ソフト
第②部門　農業・建築・景観

1. 書類審査
審査委員会が書類審査を行います。

2. 選考会・本選
審査委員が本選出場団体を選出します。

審査方法 審査のポイント

1. まちづくり・ものづくりの目的・概要 
2. 効果の見通し
3. 先行研究・連携団体
4. まちづくり・ものづくりのアピールポイント

1. オリジナリティ  2. 現状分析
3. 論理的な企画力  4. 効果の見通し
   5. プレゼン表現力
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立川市の小学校20校で「タマケン」   郷土を学ぶ「市民科」の授業の一環
立川市立小学校では5年生（20校約1370人）の総合学習

で自分が住んでいる地域のことを知ることでまちが好きに
なり、まちの魅力を発信できるような人材を育てる目的で、
2017年度からタマケンの試験を取り入れることになり、4月
からスタートしました。

受検するのはジュニア級の立川市検定。社会科副読本の中
から25問が出題され、２～３者択一式で解くもの。試験時
間は45分。採点はタマケン事務局が行い、その結果（3段階
評価で、不合格なし）によって「ブロンズ賞」（40点以下）、

「シルバー賞」（41点以上）、「ゴールド賞」（71点以上）とい
う合格証を発行します。立川市教育委員会では副賞を贈って
います。

試験実施の第一号となった新生小学校では新学期早々の4
月17日に行われ、83人が取り組みました。最高得点は84点
と高く、半数以上が60点以上でした。

試験日は各学校が設定して、タマケン事務局が出題問題を
送ります。5月には若葉小学校、6月に柏小学校で行われ、試
験は来年まで17校で随時実施されます。

全体の合格率43.2％
3月11日、明星大学で行った2016年度のタマ

ケン試験結果がこのほど出て、受検者74人に通知
しました。全体の合格者は32人。合格率は43.2％。
各級の内訳は、別表の通り。

多摩・武蔵野検定 試験級 最高点 最低点 平均点 受検者（人）合格者（人）合格率（％）

ジュニア検定

八王子市 72 72 72 1 1

100立川市 84 84 84 1 1

西東京市 80 80 80 1 1

マスター4級

八王子市 82 78 80 2 2 100

立川市 82 82 82 1 1 100

調布市 58 58 58 1 0 0

小金井市 90 90 90 1 1 100

武蔵村山市 78 78 78 1 1 100

西東京市 94 70 79 4 4 100

マスター3級 78 30 63 38 15 39.5

マスター2級 74 35 61 19 5 26.3

マスター1級 54 29 44 4 0 0

新生小学校5年生の「立川市へのラブレター～私が好きなところ」

立川には安いスーパーなどが、ほかの市より
多くあると思います。高齢者に優しくできる
まちだと思います。

モノレールが走っている。立川駅には中央線、
青梅線、南武線が走っている。大きな公園があ
るところ。

ぼくが立川の好きなところは、派手
じゃなく、地味でもないところです。

私の家は、転勤が多く、浜松に行ったり、北海道に行ったりし
て大変です。でも、東京に帰ってくると、優しい人、優しい環
境に恵まれて、とても安心します。

首都の東京でも昔らしさが残っていること。

玉川上水という川が流れていて、その川
の周りに自然がたくさんある。

未来パークがあること、うどが有名なこと。

自然がとても多くてビルなどがたくさんあるところ。
八王子と違って人口は少ないけど、昭和記念公園や
国宝がある！

試験を受けた後、立川市につい
て感じたことはどんなことですか

試験を受けて初めて知った
ことがありますか

立川のいいところ、好きな所
を多くの人に知らせたいですか

 立川市は、住みやすい所です。立川駅の周りにはたくさんの施設
やビルが建っています。おもてなしやサービスがたくさんあります。
私は、それが好きです。

立川市が
もっと好きに
なった

試験を
受ける前と
変わらない

43％57％

いいえ
16％

はい
84％

いいえ
23％

はい
77％
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第3回創価大学 
教育フォーラム
高大接続と大学教育 

―高校の取組みから大学は何を学ぶか
7月15日（土）、八王子市丹木町の創価大学で。
▶ワークショップ10－12時。①数理系の反転授業＝講

師は近畿大学附属高校教諭・芝池宗克氏と創価大学経営学
部教授・望月雅光氏。会場はＡＣ533。②ＬＴＤ話し合い
学習法＝講師は創価大学教育学部教授・関田一彦氏。会場
はＡＣ534。ワークショップは各先着36人。

▶フォーラム（主会場はＡＢ102）13時15分-17時15分
基調講演①「変わる中等教育・工学院大学附属高校の提

案」。同高校長・平方邦行氏が講演。②「習得・活用・探求の
学力を育てる－小・中・高・大を見通した授業づくり」。東
京大学大学院教育学研究科教授・市川伸一氏が講演。15
時半ごろから創価大学の取組みやパネル討論が行われる。

参加申し込みは、氏名、職業（教員の場合は小中高大の
別も）、連絡先、所属・団体名、電話番号、メールアドレスを
書いてfax042-691-6941創価大学学習支援課へ。メー
ルで申し込みの場合はseedfd@soka.ac.jp。問い合わせ
は042-691-7009創価大学学習支援課。

文科省公募事業「留学生就職促進プログラム」不選定
拓殖大学とネットワーク多摩などが3月末、文科省の公募事業「留学生就職促進プログラム」に

応募・申請していた（広報誌networkTAMA第5号掲載）が、審査の結果、不選定になったこと
が同省学生・留学生課から知らせがあった。

ネットワーク多摩平成29年度 
コンプライアンス委員に5人

福島高善・創価大学理工学部事務室事務
長、小林健司・立川市総合政策部長、浦野卓
男・多摩市企画政策部長、美藤文秀・東日本
旅客鉄道八王子支社企画部長、山根裕・ネッ
トワーク多摩常務理事・事務局長。いずれも
前年度の重任。任期は平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで。

大学・企業部会
6月30日（金）午後1時30分から明

星大学本館会議室で開く。

明星大学 
「夏休み科学体験教室」

７月23日（日）、タマケンが今年も出展。

平成29年度第2回常任幹事会
6月30日（金）午後3時30分から明

星大学本館会議室で開く。

タマケン・ガイドツアー
多摩めぐり30プラス～八王子市 
絹の道と鑓水商人の里

7月1日（土）午前9時、JR横浜線片倉駅前集合。鑓水歴史研
究会・石井歳男さんの講演「鑓水村と由本村時代の主な出来事」
も。参加費1000円。昼食、飲み物、筆記具、雨具持参。定員30
人。午後4時ごろ解散。申し込みはタマケン事務局へ。

第35回大学教職員セミナー
大学職員の可能性を広げよう 
－大学のグローバル化を牽引する職員を目指して（第1回）

7月14日（金）13－17時、法政大学市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー26階スカイ
ホール。立命館・東京キャンパス所長の宮下明大氏が「グローバル時代の学生募集－アド
ミッションのマインドとサイクル」について講演した後、ワールドカフェ方式によるディス
カッションする。大学セミナーハウス主催、ネットワーク多摩協賛。定員120人。2000円。
申し込みは7月7日までに大学セミナーハウスＨＰ（http://iush.jp）の申込フォームで。問
い合わせは042－676-8532同セミナーハウス・セミナーグループ。

立川にタチヒビーチ出現！
ビーチでは砂遊びやバーベキューが楽しめる。7月17日（月・祝）のグラ

ンドオープンまでビーチ入場料無料。多摩モノレール「立飛」駅 徒歩1分。

第7回新任教員研修セミナー
9月4日（月）～6日（水）、八王子市下柚木の大学セミナーハウスで。
大学入試改革に足並みを合わせて求められているのは、高

校や大学での生徒・学生主体によるアクティブ・ラーニング。その在り方を
求め、実践教育にどのようにつなげるかを探る。大学セミナーハウス主催、
ネットワーク多摩共催。

4日▶13時、開会と趣旨説明＝同セミナー運営委員長・菊地慈夫氏（明星
大学人文学部教授）▶14時40分、アイスブレイク（SPAプログラム）「アク
ティブ・ラーニングに向けた関係作り」同セミナーハウス所属ファシリテー
ター・佐藤順子氏。

5日▶9時、講演「クロス・バウンダリー・コミュニケーションの重要性」東
京理科大学科学教育研究科教授・北原和夫氏。▶10時40～18時30分、「学
生参加型授業の実践」など菊地氏ら3人の「アクティブ・ラーニング講座」。

6日▶9時、シンポジウム・現代大学教育論。「学生参加を引き出す学習環
境構築の取り組み」など桜美林大学講師・有賀清一氏ら3人が話す。12時20
分、閉会。

参加対象は大学で授業を担当する新任教員と大学教員を目指す大学院生
（大学院研究科長の推薦状が必要）。同セミナーハウス協力会員校教員3万
5000円、ネットワーク多摩会員4万5000円、一般教員5万円。いずれも宿泊、
食事、資料代、消費税込み。定員40人。締切は7月19日。申込は大学セミナー
ハウスＨＰ（http://iush.jp）の申込フォームから。問い合わせは042－676-
8532同セミナーハウスへ。
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