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明星⼤学コミュニケーションマークについて 
明星⼤学では、教育研究活動・課外活動・地域交流活動など

を通じてさまざまな場⾯で社会とのかかわりをもっています。 
 また、これらの取り組みを広く伝える際には、学⽣・教職員
の⾔葉や⾏動などももちろんですが、⾊やマークといった視覚
的な⼿段が重要な役割を果たします。 
 そこで、明星⼤学をより多くの⼈々に知ってもらうためのツ
ールとして「コミュニケーションマーク」を制定し、2018 年
4 ⽉から使⽤することになりました。 

明星⼤学コミュニケーションマーク
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明星⼤学コミュニケーションマークについて 2 

《Topics》   

１：明星⼤学×読売新聞⽴川⽀局共催 連続市⺠講座（全 10 回）開講 4 

２：⾼幡台団地シェアハウス事業報告 6 

３：第２回⽇野市との合同研修会 7 

《各種団体との連携活動》 7 

《活動報告》   

１：公開講座・イベント 10 

２：学友会・ボランティア活動 12 

３：学部・ゼミ等による産官学連携活動 13 

   事例①：デザイン学部 

「企画表現演習 5 ⽇野市活性化プロジェクト 2017」 
15 

事例②：経営学部・⾕井ゼミ ＪＲ東⽇本「駅からハイキング」企画 16 

事例③：情報学部「COPERU プロジェクト」 17 

《定期連絡会報告》 18 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
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⽇程 ・担当教員 ⽇程 ・担当教員 
第１回(4/22) 
⻄浦定継教授（理⼯学部） 
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 

 

第２回(5/27) 
熊本博之准教授（⼈⽂学部） 
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   

 

第３回(6/24) 
吉川かおり教授（⼈⽂学部）  
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  

 

第４回(7/8) 
関満博常勤教授（経済学部） 
地域産業の歩み  
〜繊維⼯業から近代⼯業へ  
 

 

第５回(7/22)  
姜雪潔准教授（経営学部） 
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 

 

第６回(8/26) 
⻑⾕川裕彦准教授（教育学部） 
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 

 

第７回(9/23)  
⼩林⼀岳教授（⼈⽂学部） 
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 

 

第８回(10/28) 
萩原修教授（デザイン学部） 
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 

 

第９回(11/25) 
菱⼭覚⼀郎教授（教育学部） 
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 

 

第 10 回(12/9)  
笹原千穂⼦准教授（教育学部） 
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 

 

2017 年 4 ⽉〜12 ⽉、明星⼤学×読売新聞⽴川⽀局
共催連続市⺠講座を開講しました。「多摩」をテーマに
産業・歴史・⽂化・⾵⼟などさまざまな⾓度から掘り下
げた当講座は全 10 回。 

毎回多くの皆様にお越しいただき、7 回以上受講され
た約 280 名の⽅々には、最終回、修了証をお渡ししま
した。 

明星⼤学×読売新聞⽴川⽀局共催 連続市⺠講座（全 10 回）開講 Topics１ 

多摩に学び、⽣きる 〜より豊かな暮らしのために〜 

※２０１７年度の情報となります 
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講座開催⽇に合わせて提供された⼤学会館⾷堂メニュー『多摩ラン
チ』は、数量限定での販売。完売となることもしばしばありました。 

多摩の⾷材を使った地産地消のメニューで、第 10 回『多摩地域の⾷
材や地形の恵み』ご担当の笹原先⽣に監修いただきました。その時期
折々の⾷材や、⾷による健康アドバイスもポスター等で紹介されてお
り、受講者の皆様に⼤⼈気となりました。 

当講座を通して、広く多摩地域の⽅々に⼤学の『知』を活かした地域貢献を遂⾏することができました。
4 ⽉より 10 回、9 ヶ⽉間、ご受講いただきました皆様が明星⼤学と、温かい交流をお持ちくださいました
こと、改めて御礼申し上げます。 

読売新聞連続市⺠講座では、毎回の講座開催に当たり、受講者の皆
様への会場誘導、⼤学⾷堂での⾷券購⼊等補助、受付、会場内案内、
司会と、多くの勤労奨学⽣が活躍していました。受講者の皆様からの
評判もよく、学⽣たちにとっては社会⼈⼒を培う貴重な体験ができ、
学⽣と地域の皆様が触れ合う良い機会となりましたことを、合わせて
ご報告申し上げます。 

同時期開催の「【明星ギャラリー】明星⼤学貴重書コレクション展『教
育の明星⼤学の教育展』」もご好評いただきました。 

2017 年度は展⽰が第 1 期『世界を学ぶ』、第 2 期『⾃然を学ぶ』、 
第 3 期『⽇本を学ぶ』とテーマが替わり、連続市⺠講座に継続して

ご参加の皆様にも、新たな展⽰で複数回ご観覧いただくことが出来ま
した。 
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5 ⽉ 17 ⽇ 「団地⾃治会会合」に出席 団地⾃治会の皆様と、シェアハウスの学⽣が顔合わせをしました。 

6 ⽉ 24 ⽇ 「⾼幡台団地防災の集い 
明星⼤学熊本ゼミと共
催！！」体験 

⾝近なもので作った防災グッズの紹介や、
消防⼠と学ぶ災害時の避難⾏動、アルファ
⽶と豚汁でお昼ご飯を作るというプログラ
ムで、⾃治会・熊本ゼミ・消防庁の合同イ
ベントが開催。シェアハウスの学⽣は居住
者として参加、体験しました。 
 

7 ⽉ 15〜
16 ⽇ 

「⾼幡台団地夏まつり」 ⼟⽇の２⽇間開催されました。シェアハウ
スの学⽣たちは、「⽟こんにゃく串」の販売
や、駐⾞場誘導係などを通して、酷暑の中
でしたが楽しく交流を図りました。また、
明星⼤学からは、⼈⽂学部⼈間社会学科熊
本ゼミが模擬店を出店、星友祭実⾏委員会
のテント貸出なども⾏いました。 

10 ⽉ 1 ⽇ 「敬⽼の集い」 ⾃治会主催の「敬⽼の集い」が開催され、学⽣
たちは 記念品の袋詰め・松花堂弁当を詰める作
業・会場の後⽚
付け等 1 ⽇お⼿
伝 い を し ま し
た。楽器の出来

る学⽣が、ギターの弾き語りを披露し、⼀緒にお
昼をいただくなど、楽しく交流しました。 

11 ⽉ 8 ⽇ J:COM（⽇野ケーブルテレ
ビ）の取材を受けました 

⽇野市 PR 動画「ひののソコんとこ調べといて」2017/12 ⽉に放映されました。
（現在 YouTube で視聴いただけます） 

3 ⽉ 4 ⽇ 春の団地まつり 昨年も参加した⾼幡台団地「春の団地まつり」
では、餅つき⼤会を通して多くの住⺠の皆様と
交流することができました。学⽣たちによるパ

ワフルな餅つ
きや、お餅の
パックづめ作
業や販売、⼦供たちに声をかけ餅つき体験を促
がすなど、すっかり地域に溶け込んだ様⼦でし
た。 

2017 年 4 ⽉より、明星⼤学×⽇野市×UR 都市機構による「地域活性化への取り組み」として、地域活動を条件
に、学⽣が⽇野市内の⾼幡台団地にシェアハウス⼊居するというプロジェクトが始まっています。 

学⽣も団地の⽅々も⽇々試⾏錯誤の状況ですが、共に「居住者として⾏える等⾝⼤の地域協⼒は何か？」を考えな
がら、少しずつ団地内で和が広がっていくような活動・交流を⽬指しています。 

⾼幡台団地シェアハウス事業報告 

上記イベントへの参加の他、⽉１回の掃除に参加をするなど、普段の⽣活の中で⾏うことのできる地域活動を模
索しながら、学⽣たちは⼊居２年⽬を迎えています。 

Topics２ 
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 明星⼤学教職員および⽇野市職員が、社会貢献を具現化するための知財の提供を⾏うと共に、現状を確認し、今後
の活動のために情報共有することを趣旨として、「第２回⽇野市との合同研修会」を開催いたしました。 
⽇時： 2017 年 6 ⽉ 29 ⽇（⽊） 15:25〜18:15 
場所： 明星⼤学 28 号館 204 教室アカデミーホール 
内容：①研修  ペーパーレス会議への取り組みについて 〜iPad を使⽤しながら〜 
        講師 明星⼤学情報システム課 ⼩峰 ⼀純 課⻑ 

②講演  「Hino Mental Health Care Team for Disaster（H-MHCTD）の構想  
〜東⽇本⼤震災の経験から〜」 

講師 明星⼤学⼼理学部⼼理学科 ⽯井 雄吉 教授 
講演終了後には、⽇野市関連部署の職員の⽅々と、⼤学教職員による情報交換が⾏われました。この研修会を機に、

新しい施策や更なる協⼒が活性化することを期待して閉会となりました。 
 
 
 
 
 

1．社会科⾒学受け⼊れ 
明星⼤学地域交流センターでは、近隣の⼩・中学校や、シルバー⼈材センターか

らのご要望をうけ、⼤学構内の⾒学を⾏いました。 
【2017 年度 ⾒学等実施団体】 

・⽇野市⽴夢が丘⼩学校 3 年⽣、⽇野市⽴第⼀⼩学校 3 年⽣ 
⽇野市⽴第七⼩学校 3 年⽣ 

・⽇野市シルバー⼈材センター 
・⽴川市⽴第七⼩学校 6 年⽣と明星⼤学留学⽣との交流イベント 
・⽇野市⽴第⼀中学校 1 年⽣ 
⾒学コースは団体によって異なりますが、⼤学図書館、シェイクスピアホール、

資料図書館の貴重書展⽰や、27 号館 19 階よりの眺望、⼤教室などを⾒学して頂き
ました。構内の広場にシートを広げ、お弁当タイムを楽しんだ学校もありました。 

⽴川市⽴第七⼩学校の 6 年⽣には、本学外国⼈留学⽣による⼤学紹介と学内⾒学
案内を実施。留学⽣たちは、事前に明星⼤学について調べ⼩学⽣へ発表すること
で、修学する明星⼤学について、より興味を深めました。 

⽇野市⽴第⼀中学校 1 年⽣は、「⾃分たちが住む地域を調べる・理解する・交流す
る・愛着を深め、誇りを持つ」総合的学習として⼤学を訪れました。教員免許取得の
こと、就職活動や就職先の話、⼤学の地域貢献（企業コラボ事業やシェアハウス、学友会ボランティア等）について話
を聞いた後、図書館等を巡り、⼤学の歴史や教育⽅針・独⾃の特徴がある教育について⾒学しました。 

このような⾒学会を通して、地域の⽅々に明星⼤学を知って頂き、より⾝近に感じてもらえるよう⼯夫しながら、
今後も努めて参ります。 

第２回⽇野市との合同研修会 

 

Topics３ 

《各種団体との連携活動》 

⾒学後にはお礼の⽂集もお送り

いただきました。 
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２．⼋王⼦市・⽇野市中学校の職場体験への協⼒ 
2017 年度中学校職場体験受け⼊れ（受け⼊れ先 本学図書館及びカフェ star★shops） 

  ・⼋王⼦市 9 ⽉ 2 校 松が⾕中学校（3 ⽇間） 松⽊中学校（3 ⽇間） 
  ・⽇野市  6 ⽉１校 七⽣中学校 （2 ⽇間） 
 
３．⽇野市教育委員会との協⼒ 

① ⽇野市⽴三沢中学校⾃然科学部ロボット教室への協⼒ 
② ⽇野市教育委員会・東京都教育委員会（七⽣特別⽀援学校教員）研修会開催 
③ ⽇野市⽴第七⼩学校へのプログラミング学習授業の提供 
④ ⽇野市児童館でのプログラミング教室（P.17 に詳細紹介) 
⑤ 発達⽀援センターと⽇野市教育委員会共催の特別⽀援研修会開催 

 
４．⽇野市の地域活動事業への参加 

① ⽇野市地域居住循環型⽣涯活躍のまち推進協議会 
② ⽇野市商⼯会プラットフォーム委員会 
 

５．産官学地域連携への参加 
① 公益社団法⼈ 学術・⽂化・産業ネットワーク多摩 

常任理事会、⼤学部会への参加、多摩検定他、研修会、その他事業への協⼒ 
  ② ⼤学コンソーシアム⼋王⼦ 

  常任理事会等各委員会への参加、企画イベントへの参加・協⼒、『こどもいちょう塾』『いちょう塾』への講座
提供など 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 学⽣天国【教育研究部・⾃転⾞競技部】地域貢献活動のプレゼンとともに、⼦供向けの輪なげやス
トライダー（⾃転⾞）を使った体験型出展を⾏いました。 

2018 学⽣天国【BUKAS】海外ボランティアスタディツアーをメインに、社会問題や教育を考えるサー
クルです。今回はその活動を展⽰・紹介しました。 
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③ 美しい多摩川フォーラム 参加・協⼒ 
④ 【発達⽀援センター】明星⼤学と株式会社ベネッセビジネスメイトによる取り組み 

「⼤学と企業の連携による就労⽀援」が、『Good Job! Award 2017』にて準⼤賞を受賞 
  ⑤ 【経営学部】多摩信⽤⾦庫と協⼒した『TAMA NEXT リーダープログラム』への講座提供 
  ⑥ 【連携研究センター】本学の研究者の研究シーズなどを企業の⽅々にご紹介する講演会「第 1 回 明星⼤学 技

術セミナー@PlanT」を 2018 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽊）に PlanT ⽇野市多摩平の森産業連携センターにて開催 
 第 1 回は「航空・宇宙」をテーマとし、この分野に関連した研究者による講演を⾏いました。 

 
６．明星⼤学星友祭で⽇野市と⼋王⼦市の紹介ブースを出展（11/3〜5） 

  
地域交流センターの展⽰ブースでは、明星⼤学と包括協定を結んでいる⽇

野市・⼋王⼦市に関する情報を、３つのテーマ「祭り」「歴史・伝統」「イチオ
シ」でアピール。両市の観光パンフレット等の配布も⾏いました。展⽰は当セ
ンター所属の勤労奨学⽣たちが、学⽣⽬線で地域について調べました。 

２ｍ幅の六⾓柱３本に⽇野市・⼋王⼦市それぞれ 3 ⾯×3 テーマ計 18 枚と、
⽇野市＆⼋王⼦市特⼤地図を作成。その他、「⽇野かるた」、⽇野市協⼒により
「薄桜⻤(ゲーム)キャラクター・新選組⼟⽅歳三」の等⾝⼤パネルを展⽰しま
した。今年度の『星友祭』では、外からでも⽬を引くよう、学⽣たちが⼯夫し

た展⽰の効果もあり、前年⽐で約 3 倍近い
⽅々にご来場いただきました。 

いいなと思った展⽰にシールを貼って頂
く『いいね！シール』企画でも、多くの皆様
がシールを貼って下さり、展⽰に興味を持っ
て貰えました。 

併せて昨年度に引き続き、明星⼤学『星友祭』→実践⼥⼦⼤学『常磐祭』→⽇野
市『産業まつり』スタンプラリーイベントも実施しました。 

 講座番号 担当講師 主題 

前 

期 

4-64 鈴⽊時男・渡辺知明 朗読で⽂学作品を楽しむ 

4-66 齋藤晴恵 はじめての絵本講座 

4-68 齋藤晴恵 シニアのための図書館活⽤術  

4-72 ⾦⼦祥之 上⽥秋成『⾬⽉物語』を読む 

6-11 岡⽥恒雄 アードルフ・ヒトラーとナチスドイツ第３帝国 

公開 ⼭本陽⼦ ⽇本の幽霊 

後 

期 

9-36 ⾦⼦祥之 『⽅丈記』と鴨⻑明 

10-8 鈴⽊時男・渡辺知明 朗読による⽂学作品の楽しみ 

11-2 岡⽥恒雄 宗教改⾰からプロイセン台頭までのドイツの歴史 

1-2 齋藤晴恵 はじめての絵本講座 

1-3 齋藤晴恵 シニアのための図書館活⽤術 

2-4 ⻲井延明・⽇⾼潤 3D-CAD 

⼋王⼦学園都市⼤学『いちょう塾』への講座提供 
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１：公開講座・イベント 
３⽉ 明星⼤学貴重書コレクション展(〜12 ⽉まで) 

「教育の明星⼤学の教育展」会期を３回に分け、『世界を学ぶ』 
『⾃然を学ぶ』『⽇本を学ぶ』をテーマに展⽰ 

4 ⽉ ⼋王⼦学園都市⼤学「いちょう塾」に講座を提供（前期・後期）  
【⼈⽂学部】国際コミュニケーション学科客員講師 

⽮野デイビット⽒講演会「⾃分らしく⽣きる事ってなに？」  
明星⼤学×読売新聞⽴川⽀局共催連続市⺠講座 

「多摩に学び、⽣きる」開催（全 10 回 4 ⽉〜１２⽉）  
【情報学研究科】公開講座・ワークショップ 

「ʻNaked Earʼテクノロジーで環境⾳を知覚する」 

5 ⽉ 【⼈⽂学部】シェイクスピアホール英語劇鑑賞会 

「⼗⼆夜」開催 

6 ⽉ 【明星教育センター】アクティブ・ラーニング型授業  

全学初年次教育科⽬「⾃⽴と体験 1」2017 年度公開授業開催 

7 ⽉ ⼋王⼦学園都市⼤学「夏休みこどもいちょう塾」に講座を提供  
【理⼯学部】「夏休み科学体験教室」 

8 ⽉ ⾼校⽣向けに図書館を開放（8/1〜8/31） 

 【多摩動物公園×明星⼤学 共同企画】夏休み親⼦向け験プログラム 

「きみもファーブル博⼠！昆⾍を学ぼう！」  
【デザイン学部】クロストーク「伝わるプロダクトデザイン」 

ユーザーに届く「商品企画」とメーカーを差別化する「製品開発」 

 【デザイン学部】「ギフト」展⽰発表会 プロダクトデザイン分野履

修⽣による「ギフト」をテーマにした課題発表会 
 【デザイン学部】デザイン学部公開講座 DESC（全 5 回） 

デザインを学びたい社会⼈のための公開講座 
 【デザイン学部】デザインを学べる遊園地「MEIDE LAND」 

「企画表現演習７」学⽣による発表展⽰会   
【⼈⽂学部】明星サマースクールプロジェクト 2017   
【情報学部】イオンモール多摩平の森⼦ども向け体験イベント 

9 ⽉ 【⼈⽂学部】「国際ジェンダー学会 2017 年⼤会」開催  
【情報学部】公開講座「はじめてのサイバーセキュリティ演習」 

10 ⽉ 【⼈⽂学部】⽇本⽂化学科主催 公開講座２講座 

「源⽒物語の世界」全３回 

「⻩⾦の室町時代〜北⼭⽂化の盛衰」全 4 回 

 【全学共通教育】全学共通教育委員会特別講演会 

⽇本の⾳ ⽇本の踊り（ワークショップ 2017） 

「歌舞伎の⾳ 清元節と⼩⿎」 

 活動報告 
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10 ⽉ 【全学共通教育】第 1 回全学共通教育委員会公開講座 

「フランス芸術におけるジャポニズム」 

 【教育学部】第 15 回明星⼤学教育・保育セミナー 開催 

（全 4 回・10/28,11/4,11/18,12/2） 

11 ⽉ 星友祭（11/3〜5） 

 【⼼理相談センター】公開講演会「はじめてのマインドフルネス」  

 【全学共通教育】第 2 回全学共通教育委員会公開講座 

「ヤルタ会談」⻘年団演劇公演 

「平⽥オリザ⽒によるアフタートーク」 

 【デザイン学部】「デザインセッション多摩 2017」開催 

 【全学共通教育】第 3 回全学共通教育委員会公開講座 

「ドイツ演劇におけるジャポニズム」  

1 ⽉ 

 

【⼈⽂学部】⽇本⽂化学科 国際シンポジウム 

「写本がひらく江⼾へのトビラ」を開催 

 発達⽀援研究センター国際講演会 
『発達障害者へのコーチング̶成⻑に導く新技法̶』 

2 ⽉ ⾼校⽣向けに図書館を開放（2/1〜3/31） 

 【デザイン学部】卒業研究報告展開催 

 【情報学部】⽇野市児童館にてプログラミング体験イベント 

「Play Programming !」実施 

3 ⽉ 

 

【情報学部】マルチメディア＆コンピュータミュージックに関する 

公開シンポジウム 

 明星⼤学貴重書コレクション展(~9/29)  
『コペルニクスとガリレオ』―近代天⽂学の夜明けー 

4 ⽉ ⼋王⼦学園都市⼤学「いちょう塾」に講座を提供（前期・後期） 

5 ⽉ 【明星教育センター】アクティブ・ラーニング型授業  

全学初年次教育科⽬「⾃⽴と体験 1」2018 年度公開授業開催 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・明星⼤学貴重書コレクション展 
『コペルニクスとガリレオ』―近代天⽂学の夜明けー 
      期間：2018 年 3 ⽉ 22 ⽇(⽊)〜9 ⽉ 29 ⽇(⼟) 

「コペルニクス的転回」「それでも地球は動いている」は誰でも⽿にし
たことがあるのではないでしょうか。 

本展覧会では地動説を提唱した⼆⼈の科学者の貴重書のほか、ケプラー
やニュートンの名著も併せて公開いたします。⼊場無料・予約制。 

※詳しくは、本学図書館サイトにてご確認ください。 

2018 年度も、公開講座やイベントなど、地域の皆様に親しんで頂ける企画を
実施いたします。どうぞお気軽におでかけください。 
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２：学友会・ボランティア活動 
継続 【どろんこの会】⼋王⼦市内児童館等での活動 

 【ダブルダッチサークル Shakin key!!】近隣⼩学校での縄跳び指導・体験 

5 ⽉ 【⾃転⾞競技部、教育研究部】⼋王⼦地域合同学園祭 『学⽣天国』出展  
【防犯ボランティア同好会「MCAT」・写真部・個⼈ボランティア】 
ひの新選組まつり パレード随⾏、写真撮影、司会等にてサポート   
【⾃転⾞競技部、硬式野球部・男⼦籠球部・男⼦送球部・ＭＣＡＴ】 

⽇野市内⼀⻫清掃に参加（春・秋） 

 【ボランティアセンター】ボランティア活動報告&地域交流会（全 7 回） 

 【ボランティアセンター】⽇野市みんなの遊・友ランド 参加 

7 ⽉ 【硬式野球部】硬式野球部（寮）による「落合ふるさとまつり」神輿協⼒  
【Miracle☆Stars】 都⽴多摩桜の丘学園『桜の丘夏まつり』に舞台出演 

 【ボランティアセンター】夏のいわき合同ボランティア 

 【ボランティアセンター】ボランティア報告会(７⽉・１１⽉・1 ⽉) 

9 ⽉ 【ボランティアセンター】熊本ボランティア  
【⾃転⾞競技部】「交通安全フェア」にて⾃転⾞安全教室を実施 

10 ⽉ 【学友会/明星フィルハーモニー管弦楽団】「第 37 回定期演奏会」 

 【ボランティアサークル メルシー】児童館・こどもシティ in ⼋王⼦市 

市制１００周年記念事業全国都市緑化はちおうじフェア参加 

11 ⽉ 【Miracle☆Stars、ダブルダッチサークル Shakin key!!】⽇野市産業まつりにて、ダ
ンスイベント“2017 Street×Dreams”に参加 

12 ⽉ 【硬式野球部】「第 2 回⽇野市少年軟式野球教室（南部地区）」を開催  
【体育会】体育会本部主催地域清掃  
【ダブルダッチサークル Shakin key!!】「交通事故防⽌寄与団体」として 

警視庁⽇野警察署・⽇野交通安全協会より、連名感謝状を授与  
【吹奏楽団】第 49 回定期演奏会開催 

2 ⽉ 【吹奏楽団】2/21「世界らん展」(東京ドーム)で吹奏楽団が演奏 

 【ボランティアセンター】多摩 6 ⼤学イオンモールイベント(災害復興ボラ活動) 

3 ⽉ 【吹奏楽団】⼤学ジョイントコンサート（近畿⼤学、⽟川⼤学、東海⼤学、明星⼤学） 

 【ボランティアセンター】新潟県⼗⽇町下条町⼦供たち東京ミニ留学 

5 ⽉ 【明星フィルハーモニー管弦楽団】⽇野市⺠会館 ひの煉⽡ホール（⼤ホール）にて

「第 38 回定期演奏会」開催 

 【吹奏楽団】「2018 年春の交通安全パレード」での演奏協⼒（⽇野市） 

 【MCAT、写真部、硬式野球部他個⼈ボランティア】ひの新選組まつり  

パレード随⾏、写真撮影、司会、イベント補助に参加 

 【BUKAS】⼋王⼦地域合同学園祭 『学⽣天国』出展 

 【⾃転⾞競技部】地域の⾼齢者安全講習会に参加・協⼒ 

 【硬式野球部、MCAT】⽇野市程久保川清掃 

 
 

その他にも、多数の⼤学サークルにてボランティアや地域貢献活動を⾏っています。 
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３：学部・ゼミ等による産官学連携活動 

継続 

 

【理⼯学部】建築学系藤村教授・⽇野市⼩⽔⼒発電を考える会 委員 

【理⼯学部】環境科学系吉澤教授 あきる野市菅⽣及び⽇野東光寺緑地保全地域での保全活動 

  【⼈⽂学部】福祉実践学科加藤めぐみ教授 ⻘梅市各種委員会への協⼒ 

 【経済学部】⼋王⼦市との連携による経済波及効果調査、企業との産学連携活動 

 【情報学部】川原准教授 ものつくりの楽しさ応援プロジェクト（⽇野市）、３D プリンター活⽤教室 

 【教育学部】⽯⽥健太郎准教授 ⼋王⼦市社会福祉審議会児童福祉専⾨分科会 

5 ⽉ 【デザイン学部】塩野教授 ⻘梅市⽣涯学習フェスティバル 2017 に「みどりの⽊⼯クラブ」を出展 

6 ⽉ 【デザイン学部】「はちおうじ学園都市ビジョン」の表紙をデザイン学部学⽣がデザイン 

  【デザイン学部】⻄本剛⼰教授 帝国ホテルの展⽰空間を設計 

  【経営学部】「TAMA NEXT リーダープログラム 10 期⽣」開始（全 10 回） 

  【経営学部】佐々⽊ゼミ スパリゾートハワイアンズとの産学連携プロジェクト 

  【⼈⽂学部】天野教授 ICT 地域防災フォーラム参加 

7 ⽉ 【理⼯学部】環境科学系吉澤教授 ⽇野市環境情報センター運営委員 

 【⼈⽂学部】⼈間社会学科熊本ゼミによる、⾼幡台団地夏まつり模擬店出展 

 
【デザイン学部】「企画表現演習５ ⽇野市活性化プロジェクト 2017」にて、
学⽣による発表展⽰会[事例①] 

 8 ⽉ 【情報学部】飯島教授 イオンモール多摩平の森⼦ども向け体験イベント 

「キッズ 本格おしごと体験」にて、「ロボットプログラミング」を提供 

  【デザイン学部】吉岡准教授が開発したデバイスを藤⽥保健衛⽣⼤学七栗記念

病院にてリハビリに活⽤ 

 9 ⽉ 【理⼯学部】環境科学系吉澤教授 炭を⽤いた農林振興による地域興し 

  【情報学部】⼭中准教授による、⽇野七⼩パソコン写真クラブ指導（〜3 ⽉） 

  【デザイン学部】「台⽇合同デザインワークショップ 2017」台湾の樹徳科技⼤

学デザイン学部と明星⼤学デザイン学部が「⽇野市の空き家問題」をテーマに

したワークショップにて国際交流 

  【デザイン学部・⼈⽂学部⽇本⽂化学科】 
多摩モノレール主催「第 4 回五⾏歌作品募集」ポスター＆運営への協⼒ 

  【デザイン学部】北海道にて「地域創⽣デザインワークショップ」参加 

  【理⼯学部】機械⼯学系の学⽣が多摩市⽴東落合⼩学校でレスキューロボット

の説明とデモ⾛⾏を⾏い、⼩学⽣もレスキューロボットの操縦を体験 

10 ⽉ 
【経営学部】「フォトジェニック（写真映え）」をコンセプトにした⽇野市の

名産品を扱う物産展開催 

 【経営学部】起業の体験授業で⽇野市物産展に向けた事業計画の発表会が開催 

 
【理⼯学部】機械⼯学系「ふちゅうテクノフェア」でレスキューロボットの 

展⽰と実演 

11 ⽉ 【教育学部】⼭本陽⼦教授「星友祭」内イベントにて、貴重書の展⽰解説講座 

多摩モノレール主催「第 4 回五⾏

歌作品募集」の案内ポスター等に、デ

ザイン学部デザイン学科の学⽣らに

よるデザインが採⽤され、多摩モノ

レールの駅構内や⾞両内に掲⽰され

ました。また、今回は明星⼤学賞が設

定され、⼈⽂学部⽇本⽂化学科の学

⽣が運営に協⼒しました。 
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 11 ⽉ 【デザイン学部】「デザインセッション多摩 2017」開催 

  【⼈⽂学部】国際コミュニケーション学科 ⽑利ゼミ主催のフェアトレードカフ
ェを開催 

12 ⽉ 
【理⼯学研究科】機械⼯学専攻の⼤学院⽣が「第 23 回スカイスポーツシンポジ

ウム」で研究発表 

  【理⼯学部】「エコプロ 2017」で環境科学系の取り組みが紹介 

  【⼈⽂学部】国際コミュニケーション学科チャリティイベント「ENIJE'」

「Africafe」開催 

  【理⼯学部】⼤学コンソーシアム⼋王⼦学⽣発表会で理⼯学部の学⽣ 2 名が 

準優秀賞を受賞 

1 ⽉ 
【経営学部】伊藤ゼミがディップ(株)と産学連携  

学⽣考案のスマホ向け新サービス[試作品]をリリース 

  【経営学部】「未来市場創造フォーラム 2018（伊藤ゼミ主催・⽇野市後援）」

を開催 

 【教育学部】内⽥准教授 東京中学授業部会講師（府中市） 

  【経営学部】⽚野ゼミと学友会ユニプロ愛好会が提供する地域活性化アイドル

ユニット「Me-gumi」が、多摩元気プロジェクト第⼀弾として⾼幡まんじゅう

松盛堂のプロモーション動画を制作 

2 ⽉ 【デザイン学部】⾃殺予防のための看板デザイン（⼋王⼦市） 

 【教育学部】村岡教授、笹原准教授「⽇野⼈ちょこっと散歩会」に協⼒ 

  【理⼯学部】環境科学系⻄浦教授  

多摩ニュータウン再⽣プロジェクトシンポジウムで講演 

  【⼼理学部】「災害時における⾏政と臨床⼼理⼠との⼼のケア連携構想を考え
る勉強会」開催 

  【経営学部】経営学部の学⽣が学⽣ビジネスプランコンテストで⼊賞 

  【経営学部】⾕井ゼミ企画のハイキングコースが JR 東⽇本「駅からハイキン
グ」に採⽤、実施[事例②] 

  【デザイン学部】第 52 回⻘梅マラソンのタオルを学⽣がデザイン 

  【情報学部】⼭中准教授が⽇野市内３つの児童館でプログラミング体験イベン
トを実施[事例③] 

  【情報学部】こどものプログラミング教育を考える 2018  
〜2020 年度を⾒据えた地域の教育実践例〜[事例③] 

３⽉ 
【理⼯学部】宮村准教授が参加した「ほどよし衛星」プロジェクトが第 3 回宇

宙開発利⽤⼤賞を受賞 

  
【情報学部】川原准教授、⼭中准教授が、⽇野市商⼯会主催の児童対象プログ
ラミング体験イベントを学内で実施[事例③] 

 
 
 

フェアトレードカフェポスター 
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事例①：【デザイン学部】「企画表現演習５ ⽇野市活性化プロジェクト 2017」
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デザイン学部３年⽣全員必修の地域連携授業「企画表現演習５」では、それまでに学んできた分析⼒や発想⼒、表
現⼒などを活かして、地域の課題を解決するデザインに取り組んでいます。 
 2017 年度は、⽇野市役所から「ふるさと納税」と「歩きたくなるまち」という課題をもらい、4 ヶ⽉かけて取り
組み、約 120 ⼈が 20 のグループにわかれて、提案をまとめプレゼンテーションをおこないました。 

「ふるさと納税」の提案では、学⽣に必要なものを保護者が送る「仕送り
納税」や、こどもといっしょにお⽶を育てる体験型の「こども⽶プロジェク
ト」、新選組ゆかりの地ならではの「⼟⽅さんのお供ツアー」など。 

そして、「歩きたくなるまち」の提案では、朝の時間を美味しく過ごす「早
朝ウォーキング」や、空き家を活⽤したつながるギャラリー「歩休画廊」、
⽇野の⾃然と図書館を活かした「HINO GREEN LIBRARY」など、今後の⽇
野市の活性化を促進するユニークで実現性のあるアイデアがもりこまれた
２０の提案がされました。 

現在、いくつかの提案を⽇野市が選択し、今後の施策に盛り込んでいくよ
うに動き出しています。 

授業の⼿順 

１ ⽇野市の現状や地域の資源について調べる 

２ 市役所、市⺠など関係者へのインタビュー 

３ ⽇野市の様々な場所をフィールドワーク 

４ リサーチをもとに解決すべき課題を明確化 

５ 課題を解決するアイデアを出し合う 

６ アイデアを統合して⼀つの提案にまとめる 

７ 提案を視覚化し、より具体的なカタチにする 

８ わかりやく説得⼒のあるプレゼンテーション 

２０の提案 

タイトル 

20 ウォーキングを促す新しい広報誌 

ふるさと納税 

19 HINO GREEN LIBRARY 

18 ヨルノコウエン 

17 ひのちゃり 

０７ ⽇野市役所  

ユーチュー部 設置計画 

06 ぴのプロジェクト 

ご当地キャラが住む街 

05 仕送り納税 

04 ⽇野 de 気球 

03 会える？会えない？⼟⽅さんのお供ツアー 

01 こども⽶プロジェクト 

02 ひのぐらふ あのひの思い出フォト 

16 Hit Market 

15 ⽇野マルシェ&宿コン 

14 歩休画廊 13 花ん歩 

12 そよ⾵街道計画 
11 ⽇野の魅⼒あつまれ 

10 ⽇野ぐるみ〜る 

09 ひのノルデックウォーク 

08 早朝ウォーキング 

歩きたくなるまち 

「企画表現演習５ ⽇野市活性化プロジェクト 2017」 
発表展⽰会（2017 年 7 ⽉ 23 ⽇） 
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今回⾕井ゼミの学⽣が考案したのは「写真でタイムスリップ
しながら、歩いて⽂字をつなごう！ ⽇野マンホール巡り」と
いう企画です。⽇野市にもご協⼒いただきながら、「駅からハ
イキング」の主要参加者層であるシニア層から、⼩さなお⼦様
まで楽しめるハイキングコースを⽬指しました。 
 ハイキングコースの前半は「まちかど写真館」を中⼼とし、
⽇野市内の過去と現在を⽐較しながらノスタルジックな気分に
浸ることができます。後半は「市制 40 周年記念マンホール」
を使ったクイズを出題、マンホールを探してキーワードを解い
ていくコースとなっています。コースには、⽇野宿本陣や新選
組のふるさと歴史館など新選組関連の施設、⾼幡不動尊、背⾯
で時を刻む⼤仏がある善⽣寺などが含まれ、⽇野市の観光名所
を楽しむことのできるルートとなりました。 

事例②：【経営学部・⾕井ゼミ】ＪＲ東⽇本「駅からハイキング」企画 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽇野図書館横でガイドする

ゼミ学⽣ 

有⼭家の⽯造り洋

館と蔵（今と昔） 

⽇野宿本陣 

⾼幡不動尊 

⿊川清流公園 

浅川 

GOAL! 

JR豊田駅

経営学部⾕井ゼミの学⽣が考えたコースが、ＪＲ東⽇本「駅からハイキング【学⽣駅ハイ】（地元の学⽣がア
イデアを出し合って作ったコース）」に採⽤されました。 

「⽇野市制 40 周年記念マンホール」と「まちかど写真館」（過去の写真と現在を⾒られる観光資源）を利⽤
して、JR ⽇野駅から JR 豊⽥駅まで約 11km を巡る、体験型ハイキングコースとなっています。 

2 ⽉ 9 ⽇（⾦）〜11 ⽇（祝）の 3 ⽇間実施で、参加者 1,808 名と予想を遥かに上回る⽼若男⼥が⽇野市内を
散策しました。当⽇はゼミの学⽣が要所に⽴ち、ハイキングをサポートし、盛況のうちに無事終了しました。 
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COPERU（Collaborative Programming Education Research Unit）とは、情
報学部の⼭中脩也准教授と教育学部の北島茂樹准教授が発起⼈となり、学内外の
関係箇所と連携協⼒しながら推進しているプログラミング教育研究プロジェク
トの名称です。また、2018 年 5 ⽉に、以下の団体と⼀緒に設⽴した協議会の名称
でもあります。

 
 
 

プログラミングを「指⽰」から「対話」へ 
 2020 年の⼩学校におけるプログラミング教育の⼀⻫導⼊を意識し、コンピュータの最⼤の特徴である「児童
や⽣徒がインタラクティブに楽しく学べること」や「試⾏錯誤を通じて『できた』と思う回数を増やせること」
を数多く体験させるために、「『コンピュータとの対話をファシリテートすること』を重点に据えたプログラミン
グ教育」（インタラクティブプログラミング教育）を、既にいくつかの⼩中学校や児童館などでのプログラミング
講座を通じて実践しました。その内容は、「児童・⽣徒の顔つきが変わり⾃主性が⾼まる点」や「教員のやるべき
ことが明確になった点」で、現場の教員から⾼く評価頂いています。 

なお、ここで「コンピュータとの対話」とは、コンピュータに話しかけた際のコンピュータからの反応を⾒て、
改めてコンピュータに話しかけることをくり返すもので、「コンピュータからの反応」には、実⾏結果やコンパイ
ルエラー、さらに、デバッグを⾏なう際の試⾏的な表⽰などを含みます。つまり『コンピュータに処理をお願い
するために、プログラミング⾔語を使ってコンピュータと対話すること』を「プログラミング」と⾒なして、教
員がファシリテータとなるためのプログラミング教育の研究を⾏なっています。 

事例③：【情報学部】「COPERU プロジェクト」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

協議会 COPERU に参加している団体（2018 年 6 ⽉ 1 ⽇現在） 

・学校法⼈ 明星学苑 明星⼤学（代表団体）  

・⽇野市 産業スポーツ部産業振興課 ・早稲⽥⼤学 学⼒向上研究所 

・⽇野市 ⼦ども部⼦育て課 ・帝京平成⼤学 情報教育研究会 

・⽇野市教育委員会 ・株式会社アールティ（http://rt-net.jp） 

・瑞穂町教育委員会  ・株式会社びぎねっと（https://begi.net） 

2)の活動の様⼦  

3)の活動の様⼦ 

これまでの主な活動 
1) 2017/9〜2018/3 明星⼤学×⽇野七⼩パソコンクラブ「Play Programming !」の実施 

2) 2/21, 25, 28, 3/26 明星⼤学×⽇野市児童館３箇所で、「Play Programming !」の実施 

3) 3/17 明星⼤学×⽇野市商⼯会「Play Programming !」の実施 

4) 2/23, 24「オープンソースカンファレンス 2018 Tokyo/Spring」 

におけるプログラミング教育トラック 

「⼦供のプログラミング教育を考える 2018」の主催 

今後の予定 
・7/21,22 COPERU × 夏休み⼦どもいちょう塾「Play Programming !」 

・10/27,28 オープンソースカンファレンス 2018 Tokyo/Fall セッション主催予定 

・⽇程調整中 COPERU × ⽇野七⼩ 「Play Programming !」 

・⽇程調整中 COPERU × ⽇野市児童館「Play Programming !」 

・⽇程調整中 COPERU × 明星⼤学情報学部「オープンラボ（仮）」 

・2018/9-2019/1 COPERU × 明星⼩学校「Play Programming !」 
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・⽇野市 

年 ⽉⽇ 場所 会議名 概要 

2017 5 ⽉ 10 ⽇ 明星⼤学 第１７回定期連絡会 ・情報学部⼭中准教授による ICT およびプログラミング教育

実施について ・経営学部⾕井ゼミ「JR 街歩き」について 

・程久保川の清掃について ・保育⼠志望学⽣について   

・合同研修会について  ・ボランティア等活動について 

・デザイン学部「企画表現演習 5 ⽇野市活性化プロジェクト

2017」の活動について ・「⽣涯活躍のまちづくり」 

・⽇野市内企業との交流会について 他  
5 ⽉ 26 ⽇ 明星⼤学 第１８回定期連絡会 ・⽇野市と明星⼤学との連携・協⼒事業の進捗状況⼀覧 

・⽇野市と明星⼤学の合同研修会について 他  
6 ⽉ 20 ⽇ 明星⼤学 第１９回定期連絡会 ・⽇野市と明星⼤学との連携・協⼒事業の進捗状況⼀覧確認 

・学祭のスタンプラリーについて ・合同研修会について 

・ボランティア関連 ・⽇野産⼤⾖プロジェクトについて 

・保育⼠志望の学⽣等への実態調査 

・産業振興課と協⼒、7 ⽉に⽇野市の企業と理⼯学部教員と 

の産学交流会を実施 

・豊⽥の PlanT にて、技術セミナーを開催予定 他  
7 ⽉ 27 ⽇ ⽇野市役所 第２０回定期連絡会 ・合同研修会報告 ・よさこい祭について 

・デザイン学部「企画表現演習 5」発表会について  

・経営学部⾕井ゼミ「駅からハイキング」他について 

・保育⼠を⽬指す学⽣へのヒアリングについて 

・⽇野市⼩学校放課後の ICT 関連の連携依頼  
8 ⽉ 28 ⽇ 明星⼤学 第２１回定期連絡会 ・保育⼠志望の学⽣等への実態調査 

・デザイン学部「企画表現演習 5」での提案について 

・⾕井ゼミによる⾼幡不動の空き地利⽤プロジェクト 

・星友祭のスタンプラリーについて 

・情報学部⼭中先⽣の ICT 教育について  

・程久保川の清掃活動について  ・産業まつりについて  
9 ⽉ 28 ⽇ 明星⼤学 第２２回定期連絡会 ・星友祭スタンプラリーについて 

・「薄桜⻤」パネルと映像による星友祭への集客効果について 

・経営学部⾕井ゼミ後期授業参加（⽇野市・京王電鉄・多摩

モノレール）について 

・ボランティア関連 ・⽣涯活躍のまち推進協議会について 

・⾼幡台団地シェアハウス取材について  

・⽇野市産官学開発プロジェクト協⼒について 

・モノレール「五⾏歌」協⼒ ・ビール列⾞について 

・都市計画課による「空家」に関する依頼事項  

・⽇野市産業まつり 他 

定期連絡会報告 
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11 ⽉ 6 ⽇ 明星⼤学 第２３回定期連絡会 ・星友祭報告   

・デザイン学部「企画表現演習 5 ⽇野市活性化プロジェクト

2017」での提案について 

・経営学部⾕井ゼミ「JR 駅からハイキング」企画と、⾼幡不

動駅前の京王電鉄の敷地利⽤の企画について 

・ビール列⾞にて明星⼤学パンフおよびパネル展⽰ 

・シェアハウス関係 ・ボランティア関連  他 

2018 1 ⽉ 17 ⽇ 明星⼤学 第２４回定期連絡会 ・スタンプラリー参加者数報告 

・デザイン学部次年度「企画演習５」テーマについて 

・経営学部⾕井ゼミ「JR 駅からハイキング」について 

・⼼理学部勉強会  ・ボランティア関連 

・ちょこっと散歩会   

・三多摩学童フォーラムの会場提供について  他  
2 ⽉ 21 ⽇ 明星⼤学 第２５回定期連絡会 ・2018 年度合同研修会について 

・デザイン学部「企画演習５」の提案についての進捗報告 

・経営学部⾕井ゼミ「JR 駅からハイキング」実施報告  

・⼼理学部勉強会  ・⽣涯活躍のまちについて 

・⾼幡台団地シェアハウスの報告について 

・技術セミナーについて  ・ボランティア関連  他  
4 ⽉ 25 ⽇ 明星⼤学 第２６回定期連絡会 ・合同研修会について  

・デザイン学部「企画演習５」との連携 

・⾼幡台団地シェアハウス次期募集について 

・情報学部⼭中先⽣ ICT 活⽤教育の、市との連携について  

 5 ⽉２５⽇ 明星⼤学 第２７回定期連絡会 ・⽇野市と明星⼤学との連携・協⼒事業の進捗状況⼀覧につ

いて  ・合同研修会について  ・星友祭について 

・デザイン学部「企画演習５」について 他 

 
・⼋王⼦市 

年 ⽉⽇ 場所 会議名 概要 

2017 11 ⽉ 29 ⽇ 明星⼤学 第３回定期連絡会 ・平成 29 年度連携実績について 

・星友祭の報告について 

・⾼幡台団地シェアハウスについて 

・⼤塚団地緑地帯の地盤調査への協⼒依頼について 

・プログラミング教育プロジェクトチーム発⾜について 

・合同研修会について 

・地域防災を考える勉強会について（臨床⼼理の⾯から） 

・外国籍児童⽣徒就学時⽀援者の募集について 

・⼤学教職センターからの講演者依頼について  他 
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【地域交流センター 2017 年度発⾏物のご案内】 
◆活動報告 
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◆関連資料 
・【概況】地域貢献活動・ボランティア活動と社会⼈基礎⼒ 2017 年 5 ⽉ 7 ⽇発⾏ 
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明星⼤学公式サイト→サポート体制→地域交流センターのページより、ダウンロードいただけます。 


