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亜細亜大学の地域交流活動について

亜細亜大学の地域交流活動について

亜細亜大学は、建学精神『自助協力』のもと「一個の人間として自立し良識を養い社会に有為な市民となり、
もって自分を受け入れ育んでくれた社会にお返しをする」という理念をもち、「地域と共に歩んでいく、開か
れた大学」を目指し、地域交流課を中心として、全学的に地域交流活動を行っております。

主だった地域交流活動としては、
① 社会人の方が聴講できる正課科目及び各学部・附置研究所の公開講座の開講。
② 行政機関と連携した「武蔵野地域自由大学」や「三鷹ネットワーク大学」における市民・企業向けの講座

の開設。
③ 留学生による幼稚園や小学校での異文化交流会や、地域交流イベントへの参加・協力。
④ 近隣小学校の学校見学や、中学校の職場体験学習の受け入れ。
⑤ 学生による通学路清掃などの自主的な環境美化運動の実施。
⑥ 学生による様々な地域イベントの運営協力や出演。
⑦ 図書館など大学施設の開放。

“地方創生” を掲げている我が国にとっては、地域交流・地域連携の必要性はこれから益々高まることからも、
大学が培ってきた地域交流のノウハウを存分に活用し、新たな地域創造に向けて、今後も亜細亜大学は地域　　　　　
交流活動を推進していきます。

亜細亜大学 学長

栗田 充治

本学は地域の人々にリスペクトされる大学でありたいと願い、教
育・研究活動とそれを基盤にした地域貢献活動を進めてきました。
この報告書を御覧になれば、地道で多彩な活動が多くの学生・教
職員によって多方面で繰り広げられていることがわかると思い     
ます。
さて、本学は2016年、学園創立75周年を迎えました。それを機に、
10年後も存続するに値する大学になるための中長期計画をつく
りました。４つのビジョンの中に「アジアの交流拠点となる大学」
｢社会に貢献する大学｣ を掲げています。
防災・防犯活動では、武蔵野市・消防署・警察署と四者協定を結
び、防災リーダーとして活動する学生を養成していきます。
また、日本財団学生ボランティアセンター、笹川スポーツボラン
ティアと連携協定を結び、被災地支援、障害者スポーツサポート
活動などを進めていきます。
私の夢は、本学を中央線沿線で、ボランティア活動、地域貢献活
動が最も盛んな大学にすることです。

本学の「人材」「知識」「施設」を大いに活用した
地域貢献活動の「成果」を、ぜひご覧ください!!
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理　念
本学が有する「専門的知識」、「人材」、「施設」などを活用し、地域社会との交流・協力を促進することにより、
本学の使命たる「人材育成」と、「より良い社会の形成・発展」に寄与する。

目　的
●学生・教職員が地域との交流・協力に積極的に参画することにより、「人材育成」及び「知の活性化」を図る。
●知的・人的資源及び大学の施設を地域に開放することにより、地域社会のニーズに応え、「豊かなまちづくり」に貢献する。
●地域社会と共に、国際色豊かで世代を超えた知的創造溢れる「コミュニティを形成」する。

重点活動分野
●専門的知識の相互活用
　①研究会、委員会などへの教職員派遣。
　②講演会、シンポジウム、公開講座などの開催。
　③地域社会の人材活用。

●人的資源の提供及び学習機会の拡大
　①小中高等学校での教育支援や連携教育、スポーツ活動支援。
　②国際交流・協力や福祉などに関する活動。
　③防災・防犯など安全な環境づくりに関する活動。

●まちづくりのための地域活動
　①地域コミュニティ活動への参画。
　②環境美化活動やボランティア活動。
　③地域のお祭り、イベントなどへの参加協力。

●地域への施設開放
　①図書館、教室などの開放。
　②体育館、グラウンドなどの開放。
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たくさんのメッセージを励みに、建学精神『自助協力』のもと
「地域と共に歩んでいく、開かれた大学」を目指していきます。

地域の方からのメッセージ

地域の方からのメッセージ

ソーシャルキャピタルの構成要因である
「信頼・ネットワーク・お互い様」のまちの実現に向けて

地域の魅力の創出を目指して
亜細亜大学がその中心的な役割を担ってほしい

亜細亜大学のみなさまには、市政や地域のつな
がり強化にご協力いただき、深く感謝の意を表
します。
平成６年、武蔵野市と武蔵野地域五大学（亜細
亜大学・成蹊大学・日本獣医生命科学大学・東
京女子大学・武蔵野大学）との共同講演会から
始まり、平成14年の自由大学開校に至る、市
民の「知の探究」に多大なご協力をいただき、
市民力向上にも大きくご尽力いただきました。
地域のお祭りやイベントにも学生の皆さんに積
極的に関わっていただき、大学を中心とした新
たな交流が次々と生まれてきているところです。
また、武蔵野市の西の玄関口であり、駅周辺整
備が完成した武蔵境駅は「東京2020オリンピ

ック・パラリンピック」や「ラグビーワールド
カップ2019日本大会」の会場である、味の素
スタジアムの起点駅でもあります。多くの訪日
外国人を迎えるためにも留学生を含めた学生の
皆さんの力を大いに期待しています。
今後も武蔵境地域、ひいては武蔵野市を「他人
事」意識ではなく常に「自分事」と思う市民に
あふれた優しいまちにしてまいりたいと思いま
す。つきましては、地域のソーシャルキャピタ
ルの向上に向けて、武蔵野市と亜細亜大学のネ
ットワークをさらに強固なものとするため、更
なるお力添えをよろしくお願いします。これか
らも、お互いに信頼でつながれた良きパートナー
として、共に歩んでまいりましょう。

武蔵野市長
邑上　守正 様

亜細亜大学の学生の皆様には、武蔵境駅北口の
メイン『すきっぷ通り商店街』として親しまれ
ている本商店街を始め、武蔵境地区の各商店会、
諸団体が主催するイベントや行事にスタッフの
一員として、また出演者として日頃より絶大な
ご協力をいただいております。心より感謝いた
します。
また、亜細亜学園創立75周年に際しては、武
蔵境地区全域の商店会街路灯に記念フラッグを

掲揚させていただきましたが、亜細亜大学と地
域の一体感を示す素晴らしい光景となりました。
亜細亜大学で学び、社会へと羽ばたかれる学生
の皆様が家庭を築かれる近い将来、『武蔵境で
暮らしてみたい！』と思ってもらえる様な街づ
くり、地域の魅力の創出を目指して、亜細亜大
学がその中心的な役割を担い、商店会、地域の
諸団体、地域住民がきっちりと連携して取組ん
で行けます事を心より念願しております。

『i
い い さ か い

isakaii』から生まれる
地域の方 と々の出会いと対話を通じて
武 蔵 境 の「 人 」 を 伝 え る フ リ ー ペ ー パ ー

『i
い い さ か い
isakaii』は、2010年、経済学部 宇佐見先生

のゼミ生３名が編集メンバーとなり、創刊され
ました。今日に至るまで28の大学から81名が
参加し、亜細亜大学からは32名もの学生に参
加頂いております。教職員の皆様におかれまし
ても取材協力や学内での配布、表紙撮影のロケー
ション提供など、あらゆる面でお力添えを賜り
まして、誠にありがとうございます。
企画立案、取材、原稿執筆、校正といった初め
ての体験に果敢に挑戦し遂行する学生の皆様の

姿は、ときに社会人メンバーにも多大な学びと
気づきを与えて下さっています。ひたむきに取
り組む熱意は、クオリティとして誌面に宿り、
読者の方々にも届いていることでしょう。
また、本年度は「街づくり未来塾」と連携し、
編集参加のほか、弊誌発行元である武蔵境活性
化委員会主催の朝市イベント「さかいマルシェ」
の運営にも携わって頂きました。『i

い い さ か い
isakaii』か

ら生まれる地域の方々との出会いと対話を通じ
て、皆様が今後益々ご活躍されることを心より
願っております。

武蔵境駅前商店街協同組合 理事長
生駒　耕示 様

フリーペーパー『i
い い さ か い
isakaii』編集長

株式会社スイベルアンドノット
武政　涼斗 様



新たに締結された連携協定TOPICS
取り組みが評価され、活動の幅が広がることによりさらに多くの交流が生まれています。
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■ 日時：平成28年４月28日（木）
■ 場所：日の出町役場
この連携協定は日の出キャンパスの地元自治体ということで、す
でに協力関係にあった日の出町と地域課題の解決を通じて、新た
な人材育成と豊かな地域創造に邁進していくためのもので、特に
2020年東京オリンピック・パラリンピックの際の事前キャンプ
候補地として、名乗りをあげている日の出町に対して、本学施設
の利用及びボランティア協力等でより一層連携協力関係を深めて
いくものになります。

自治体との連携

■ 日時：平成28年11月10日（木）
■ 場所：東久留米市役所
この連携協定はこれまでの本学キャンパスの所在地や隣接してい
る自治体ではない初めてのケースとなりました。これまで東久留
米市とは本学教員の外部委員派遣や東久留米市職員の法学部授業
への講師派遣、学生のインターンシップ受け入れなど交流実績が
あり、今後さらに連携協力の関係を深めていき、相互施設の利用
や市教育活動への学生の協力などが期待されています。

■ 日時：平成28年４月21日（木）
■ 場所：武蔵野市役所
この協定は震災等の大規模災害時に「災害弱者」らを守るために
本学と武蔵野消防署、武蔵野警察署、武蔵野市で相互支援を目的
に協定締結を行い、消防や警察の要請に本学が応じる内容となり
ます。具体的な内容としては災害時における学生の高齢者避難の
手伝いなど応急措置の協力及び平時の訓練実施などによる防災意
識の向上、本学施設の帰宅困難者への提供や全国各地から集まる
ボランティアの活動拠点とすることなどが想定されます。

消防・警察・自治体との連携

■ 日時：平成28年５月13日（金）
■ 場所：本学学長室
この協定は本学と関東国際高等学校が相互の教育に関わる交流・
連携を通じて、高校生の視野を広げ、進路に対する意識や学習意
識を高めるとともに大学の求める学生像及び教育内容への理解を
深め、さらに高校教育・大学教育の活性化を図るために締結いた
しました。今後は大学の授業への参加や相互施設の利用など、様々
な教育交流連携が取られていく予定です。

高等学校との連携

日の出町と包括的協働・連携協力協定を締結。 東久留米市と包括的連携協定を締結。

大規模災害発生時における四者相互支援協定を締結。 関東国際高等学校と高大連携協定を締結。
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毎年開催されている地元小学生
対象の相撲大会の受付係・土俵
周りの補佐・ちゃんこ料理補助
など運営の協力を行いました。
事前の実行委員会にも参加をし
て、大会の企画段階から携わり
ました。

【青空タウンミーティング】
吉祥寺の街中で行われた屋外タウン
ミーティングの前段ステージにて軽
音楽部が10分間の演奏を行いまし
た。当日は天候にも恵まれ、街行く
多くの方の前で日頃の練習の成果を
発表いたしました。

武蔵境地区最大のイベントのス
テージ運営に文連祭実行委員会、
本学が会場となったスタンプラ
リー運営に應援指導部の学生が協
力を行いました。ステージでは毎
回参加をしている吹奏楽団が４曲
演奏を披露いたしました。

日 程 平成28年５月14日（土）
場 所 武蔵野市総合体育館
主 催 （公社）武蔵野青年会議所
運営協力 亜細亜大学ボランティア

センター11名

日 程 平成28年５月15日（日）
場 所 コピス吉祥寺

ふれあいデッキこもれび
（屋外ウッドデッキスペース）

主 催 武蔵野市
（運営：（株）エフエムむさしの）

出 演 軽音楽部４名

【青少年タウンミーティング】
地元の青少年（高校生・大学生）と市
長が意見交換をするタウンミーティン
グに「行政学」を研究テーマにしてい
る平井ゼミ生が、事前の準備段階から
参画をして、当日も活発に意見交換を
行いました。

日 程 平成28年８月21日（日）
場 所 武蔵野プレイス
主 催 武蔵野市
運営協力 法学部 平井ゼミナール

２名

日 程 平成28年５月21日（土）
場 所 境南ふれあい広場公園

本学体育館前広場（スタンプラリー会場）
主 催 武蔵境ピクニック実行委員会
運営協力 文連祭実行委員会 ５名(イベント会場)

應援指導部 ４名(スタンプラリー会場)
出 演 吹奏楽団32名

第34回 わんぱく相撲武蔵野場所 第10回武蔵境ピクニック

市民と市長のタウンミーティング

街づくり地域交流活動
武蔵野市内 でのイベント運営協力・出演

多くの亜大生が、お祭やイベントなどの地域イベントに
　積極的に参加し、武蔵野市内地域を盛り上げています。

地域イベントでは日ごろの活動成果を発表しています！
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東京武蔵野FCの選手の皆さ
んによるハンディキャップの
ある小学生に対するサッカー
教室の事前準備、受付係や進
行アシスタント役として協力
いたしました。学生たちは一
人一人のペースに合わせ、臨
機応変に対応しました。
日 程 ①平成28年５月22日（日）

②平成28年６月18日（土）
場 所 横河電機グラウンド
主 催 武蔵野スポーツクラブ
運営協力 ①亜細亜大学ボランティアセンター３名

②一般奉仕会『細流』３名

子供たちと一緒に風船をつくる
バルーンアート及び人形劇運営
などの協力を行いました。バルー
ンアート作成では前もって練習
した成果を発揮し、子供たちに
親切丁寧に作り方を教えました。

日 程 平成28年６月18日（土）
場 所 西部コミュニティセンター
主 催 西部コミュニティ協議会
運営協力 学友会中央執行委員会３名

アジア祭実行委員会３名

真夏の猛暑の中、長時間にわた
るイベントに、学友会の声掛け
で多くの学生が運営の協力を行
いました。ステージでは軽音楽
部と應援指導部が地元の方の　　　　　
声援に後押しされ、暑さに負け
ず最後まで演奏・演舞を行いま
した。

日 程 平成28年８月７日（日）
場 所 サンヴァリエ桜堤中央公園
主 催 サンヴァリエ桜堤自治会
運営協力 中央執行委員会７名／アジア祭実行委員会７名／一般奉仕会『細流』６名／県人会連合会４名／学術文化

連合会執行委員会５名／体育会本部２名／届出団体本部・文連祭実行委員会・体育祭実行委員会 各１名
出 演 應援指導部21名／軽音楽部３名

模擬店の運営、駐輪場の整理
などを行いました。日頃のボ
ランティア活動の経験を活か
し、臨機応変に対応する場面
もありました。最後は園児た
ちの笑顔のもと、無事に終え
ることができました。

日 程 平成28年９月３日（土）
場 所 境南第二保育園
主 催 境南第二保育園

夏祭り委員会
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター４名

近隣保育園の秋祭りで運営の
協力を行いました。準備では
ヨーヨーづくりを行い、祭り
ではヨーヨー釣りコーナーを
担当しました。主催者からも
安心して任せられたと好評を
いただきました。

日 程 平成28年９月３日（土）
場 所 桜堤保育園
主 催 桜堤保育園父母会

秋祭り実行委員会
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター６名

アンコールも含め６曲の演奏を行い
ました。毎年地元の吹奏楽団ファン
からも楽しみにしていただいており
ます。当日はあいにくの雨となりま
したが、参加者はみな心地よい演奏
に耳を傾けていました。

日 程 平成28年９月24日（土）
場 所 西部コミュニティセンター

体育館
主 催 西部コミュニティ協議会
出 演 吹奏楽団33名

ハンディキャップのある小学生向け
サッカー教室

西部コミュニティセンター
コミセンまつり

サンヴァリエ桜堤 夏まつり 境南第二保育園 夏祭り

桜堤保育園 秋祭り
西部コミュニティセンター
オータムコンサート

子どもたちの笑顔には元気をもらいます。



7 街づくり地域交流活動

環境に関する展示・体験企画な
どにより、市民一人一人が環境
について楽しみながら学んでい
くイベントに参加いたしました。
学園祭間際でパネル展示のみの
参加となりましたが、大学のエ
コ活動の取り組みについて発表
いたしました。

日 程 平成28年10月23日（日）
場 所 武蔵野プレイス

境南ふれあい広場公園
主 催 武蔵野市
参 加 パネル展示発表

漫画研究会が作品出展をいたしま
した。事前準備から展示後の片付
けまでを地域の方々とともに行い
ました。
また、TANZが和室ステージで行
われた芸能発表にて、地元の方に
創作ダンスを披露いたしました。

日 程 平成28年10月29日（土）〜
　　　　　　　30日（日）

場 所 西部コミュニティセンター
主 催 西部コミュニティ協議会
参 加 漫画研究会作品展示発表
出 演 TANZ ４名

JR武蔵境駅北口前広場が完成　　　　　
し、そちらで武蔵野市長などが
参加してのイルミネーションの
点灯式が行われました。今年も
吹 奏 楽 団 が オ ー プ ニ ン グ と
BGMの演奏を行い、会場を盛
り上げました。

境南コミセンのクリスマス会にお
いてもバルーンアートの依頼があ
り、学友会から２名の学生が協力
してくれました。午前中だけの短
い時間でしたが、多くの子供たち
と一緒にバルーンアートを楽しみ
ながら作りました。

日 程 平成28年12月11日（日）
場 所 境南コミュニティセンター
主 催 境南コミュニティ協議会
運営協力 新入生研修委員会２名

軽 音 楽 部「GIANT AS IAN 
QUARTET」が出演いたしま
した。元々ジャズ音楽が根付い
ている武蔵野市ならではのイベ
ントで会場は立ち見が出るほど
の盛況ぶりでした。出演した学
生たちは多くの観客の前で堂々
の演奏をいたしました。

日 程 平成29年２月25日（土）
場 所 武蔵野スイングホール
主 催 武蔵境商店会連合会

武蔵野市観光機構
出 演 軽音楽部４名

日 程 平成29年３月18日（土）
場 所 武蔵野陸上競技場
主 催 武蔵野４時間インターナショナ

ル・リレーマラソン実行委員会
出 演 TANZ ４名
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター３名

一般奉仕会『細流』１名

日 程 平成28年11月５日（土）
場 所 JR武蔵境駅北口前広場
主 催 武蔵境商店会連合会

イルミネーション実行委員会
出 演 吹奏楽団19名

第９回 むさしの環境フェスタ 西部コミュニティセンター 文化祭

武蔵境イルミネーション点灯式 境南コミュニティセンター クリスマス会

第14回 武蔵境JAZZ SESSION
第２回 武蔵野４時間インターナショナル・
リレーマラソン＆武蔵野Gフェス

リレーマラソンの運営協力を亜細
亜大学ボランティアセンター及び
一般奉仕会『細流』が、武蔵野G　　　　　
フ ェ ス の パ フ ォ ー マ ン ス 部 に
TANZが出演をいたしました。肌
寒い日であったものの晴天に恵ま
れて準備作業から給水係、放送手
伝いなどの協力、そしてダンスパ
フォーマンスを披露いたしました。

TANZオリジナルの創作ダンスを発表しています！



8街づくり地域交流活動

講演会参加者が利用する託児所に
て、保育ボランティアとして協力
いたしました。幼児から小学生ま
での子供たちを相手に絵本やおも
ちゃで遊びました。保護者からは
安心して預けられたと感謝の言葉
をいただきました。

日の出町商工会と日の出町が地
域活性化を目的として、日の出
町のゆるキャラ「ひのでちゃん」
のLINEスタンプを作成しまし
た。作成にあたり、デザインの
募集がなされ、漫画研究会と事
務職員有志が多くの作品を応募
いたしました。日 程 平成28年５月15日（日）

場 所 小金井宮地楽器ホール
主 催 （一社）倫理研究所

家庭倫理の会武蔵野中央
運営協力 広報局５名

日 程 平成28年６月１日（水）〜
　　　　　　29日（水）

主 催 日の出町商工会
応 募 漫画研究会、事務職員有志

2016年家庭倫理講演会『いのちの輝き』 ひのでちゃんLINEスタンプへの応募

東小金井エリア最大の夏のイベントで、焼き
鳥などの屋台運営のお手伝いを地域の皆さん
と一緒になって行いました。また、次年度の
県人祭に対するスポンサーの話をいただいたり、
連携活動としての成果を得ました。

日 程 平成28年８月５日（金）〜６日（土）
場 所 日本歯科大学グラウンド（JR東小金井駅南口）
主 催 東小金井南口商店会
運営協力 県人会連合会16名(延べ)

ヒガコ・サマーフェスティバル

イベントでは受付、場内整理、ごみ分別指導、
駐輪場整理、エコワークショップ手伝い、模
擬店運営などの協力をいたしました。集客が
とても多く、大変な時間帯もありましたが日
頃からのボランティア活動の成果を出してく
れました。
日 程 平成28年11月20日（日）
場 所 クリーンプラザふじみ（調布市）
主 催 ふじみ衛生組合
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター15名

一般奉仕会『細流』３名

第４回ふじみまつり

吹奏楽団がパレード及びステージ出演、
TANZがステージ出演いたしました。また、　　　　　

「西東京市福島県人会」のブース運営の協力
を一般奉仕会『細流』が行い、福島県復興
活動のために協力いたしました。

日 程 平成28年11月12日（土）〜13日（日）
場 所 西東京いこいの森公園
共 催 西東京市民まつり実行委員会・西東京市
運営協力 一般奉仕会『細流』８名
出 演 吹奏楽団30名／TANZ ６名

第16回西東京市民まつり

小 金 井 市 西 東 京 市

小 金 井 市 日 の 出 町

三 鷹 市

調 布 市

街づくり地域交流活動
多くの亜大生が、お祭やイベントなどの地域イベントに
積極的に参加し、武蔵野市以外の地域も盛り上げています。

武蔵野市以外 でのイベント運営協力・出演

多くの人との交流は
とても良い経験の場に
なっています。



9 留学生の地域交流活動・地域福祉活動の協力

毎年留学生会主催で日頃からお世話になって
いる方を招待し、手作りの料理やゲームなど
で交流するパーティーです。今年は15以上
の国と地域の留学生が参加し、多くの地域の
方々と交流をいたしました。
日 程 平成28年６月18日（土）
場 所 本学 ASIA PLAZA ２階
主 催 留学生会

境こども園の園児と本学留学生が一緒にゲー
ムをしたり遊びながら、異文化交流をする会
です。交流会では、留学生が民族衣装や絵本
を持参して、自国の文化紹介などを行いまし
た。また、当日の昼は給食をいただきました。
日 程 平成29年２月２日（木）
場 所 境こども園
主 催 （公財）武蔵野市子ども協会「境こども園」

境こども園との交流会

留学生別科と桜野小学校が相互理解を目的
に行っている授業です。今回は留学生別科
36名が１年生から６年生までの各教室に分
かれ、互いの国の紹介をしあったり、一緒
に給食を食べるなどの交流をいたしました。

日 程 平成28年11月29日（火）

場 所 武蔵野市立桜野小学校

第42回国際交流パーティー
We Are The World

留学生別科授業『日本事情』
桜野小学校訪問

屋台運営の協力を行いました。
参加した学生はスタッフの皆さ
んとのお話の中で介護の仕事に
ついて色々と勉強ができました。

ケーキバイキングの協力を行いま
した。ケーキを配布しながら、地
域の方々と交流ができました。最
後にケーキをおいしくいただきま
した。

日 程 平成28年12月18日（日）
場 所 グランダ東小金井
主 催 介護付有料老人ホーム 

「グランダ東小金井」
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター３名

日 程 平成28年8月28日（日）
場 所 グランダ東小金井
主 催 介護付有料老人ホーム 

「グランダ東小金井」
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター２名

一般奉仕会『細流』1名

グランダ東小金井 夏まつり グランダ東小金井 クリスマス会

多くの人との交流はとても貴重で大切な
経験です。

自国の紹介をしながら
楽しく交流をしています！

地域福祉活動の協力
老人ホームイベントなど、地域の福祉活動にも協力しております。

留学生の地域交流活動
350人以上の留学生たちは、日本の文化を学ぶことや自国の文化を
紹介する目的で、地域社会との交流を積極的に行っています。
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■ 防災・防犯活動　

街づくり地域交流活動

武蔵野市主催の防災の啓発活動
を行う体験型訓練の運営協力を
いたしました。当日はあいにく
の雨天となりましたが、学生は
受付係を担当し、参加した市民
と一緒に防災について考える一
日となりました。

日 程 平成28年８月27日（土）
場 所 都立武蔵野中央公園
主 催 武蔵野市
運営協力 一般奉仕会『細流』３名

はらっぱ防災フェスタ むさしの

日 程 平成28年10月30日（日）
場 所 武蔵野市立境南小学校
主 催 武蔵野市
運営協力 亜細亜大学ボランティアセンター15名

武蔵野市総合防災訓練
首都直下型地震及び東海地震
の警戒宣言を想定した大規模
訓練の運営協力をいたしました。
学生は訓練プレーヤー（避難
行動要支援者の運搬者役）と
して参加して、訓練の重要な
役割を任されました。

平成28年度東京消防少年団連盟
第八支部『方面のつどい』

東京消防少年団連
盟第八支部東部地
区の消防少年団の
相互交流会に吹奏楽団と應援指導部がステー
ジ出演しました。吹奏楽団は３曲の演奏、應
援指導部のチアリーダーは２曲の踊りを披露
して、会を盛り上げました。

武蔵野消防署で実施された本学学生に対す
る震災消防訓練に参加をいたしました。当
日は3つのグループに分かれ、消防隊員や災
害時支援ボランティアの方々の指導により、
倒壊建物を想定した救出訓練及び応急救護
訓練を受けました。

日 程 平成29年2月19日（日）

場 所 本学3号館講堂

主 催 武蔵野消防署

出 演 吹奏楽団20名／應援指導部6名

亜細亜大学学生が参加する
震災消防訓練

東京都の防犯活動推進運動の一環として武蔵
野市内で行われた若手防犯ボランティア育成
講座並びにパトロール活動等実地体験に参加
をいたしました。実地体験では吉祥寺の盛り
場を武蔵野警察の方と一緒にパトロールしま
した。

日 程 平成28年11月25日（金）

場 所 武蔵野公会堂／JR吉祥寺駅周辺

主 催 東京都

参 加 應援指導部4名／一般奉仕会『細流』2名

東京都防犯ボランティア活動
IN 武蔵野市

日 程 平成28年11月19日（土）
場 所 武蔵野消防署
主 催 武蔵野消防署
参 加 吹奏楽団12名／應援指導部1名／学生有志2名／

事務職員有志2名

その他のイベント運営協力・出演

防災・防犯活動をはじめとして、環境美化活動や
小中学生向けのスポーツ支援活動など、

さまざまな場面で地域交流活動を展開しています。

街づくり地域交流活動
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■ 熊本地震復興支援運動

■ 環境美化活動

街づくり地域交流活動

全国地域安全運動（10月11日〜
20日）の一環で開催された地元
JR武蔵境駅周辺の清掃活動に学
友会有志学生が参加をしました。
当日は武蔵野警察署及び地域の
方々と一緒になり、防犯はきれい
な街づくりからをテーマに清掃を
行いました。
日 程 平成28年10月15日（土）
場 所 JR武蔵境駅周辺
主 催 武蔵野警察署
参 加 学友会有志３名

武蔵野警察署 環境美化活動
年２回実施している市内一斉清
掃に学友会有志37名が参加をい
たしました。各自は清掃道具を
持ってグループごとに分かれ、日
頃利用しているJR武蔵境駅周辺
の清掃活動に地域の方や地元高
校生などと共に汗を流しました。

日 程 平成28年11月27日（日）
場 所 JR武蔵境駅周辺
主 催 武蔵野市
参 加 学友会有志37名

武蔵野市内一斉清掃

日頃利用しているJR武蔵境駅及びJR東
小金井駅までの通学路を中心に本学周辺
の清掃活動を文連各団体の代表者が行い
ました。結果、90ℓのごみ袋９袋分の
ごみを拾いました。

日 程 平成28年10月23日（日）
場 所 JR武蔵境駅及び

JR東小金井駅までの
通学路及び大学周辺

参 加 学術文化連合会会員200名

学術文化連合会 地域清掃活動
野口健客員教授の指導のもと、
富士山清掃作業時の安全確保や
ごみ分別方法の説明を受け、グ
ループに分かれて清掃活動を行
いました。作業終了後は予想以
上のごみを見て、今後の環境保
全問題の取り組みについて考え
る一日となりました。

日 程 平成28年11月13日（日）
場 所 富士山
協 力 NPO法人富士山クラブ
参 加 『体験で学ぶ地球環境論』

受講生及び関係者約100名

国際関係学部専門科目『体験で学ぶ地球環境論』

大学内で行われている「亜細亜大学熊本地震
災害義援金」として日本赤十字社を通じて、
被災地に対して送金いたしました。

日 程 ① 平成28年５月６日（金）〜８日（日）
② 平成28年５月９日（月）〜27日（金）

場 所 すきっぷ通り商店街
実施団体 ① 一般奉仕会『細流』

② 学友会有志

募金活動

熊本県企業から「くまモングッズ（ハンカチ）」
を仕入れ、募金者に募金の返礼品として渡し、
その差額はすべて熊本県「ふるさと納税」に
寄附して子ども支援に活用されました。

日 程 平成28年５月10日（火）〜
実施団体 経営学部 川又ゼミナール

川又ゼミナール
復興支援の取り組み

剣道部５名が被災地にてボランティア活動を
行いました。被害に遭った家屋の片づけ作業
の手伝いを中心に協力をして、多くの被災者
からお礼の言葉をいただきました。

日 程 平成28年４月30日（土）〜５月３日（火）
実施団体 剣道部

剣道部
被災地ボランティア活動
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■ 小中学校の学習支援

■ 小中学生の文化・スポーツ活動への支援

街づくり地域交流活動

第二中学校の「道徳」授業に吹
奏楽団が参加をして、主将から
の講話と演奏を生徒の前で披露
いたしました。また、質問コー
ナーでは多くの質問が出ました
が親切丁寧に回答をいたしまし
た。

多摩地区でも最大規模の少年剣
道大会で、遠方からは山梨、静
岡からの参加団体もありました。
剣道部卒業生などが審判をする
など剣道部関係者及び多くの地
域の方々の運営協力がありまし
た。

日 程 平成28年５月７日（土）
場 所 武蔵野市立第二中学校
支援団体 吹奏楽団

日 程 平成28年11月６日（日）
場 所 本学体育館
支援団体 剣道部
参 加 多摩地区を中心とした少年

剣士約900名

武蔵野市立第二中学校の道徳授業への参加 第41回亜細亜大学少年剣道大会

亜細亜大学の地域貢献活動の一環として昨年
から始まった野球教室です。野球が盛んな多
摩地区から多くのチームが参加しました。選
手たちは各ポジションに分かれて、守備練習
を中心に硬式野球部員の指導を受けました。

日 程 平成29年１月29日（日）
場 所 本学３号館講堂
支援団体 バーチュリーバ・ソサエティ（吹奏楽団卒業

生など）、吹奏楽団
参 加 武蔵野市立第二中学校 吹奏楽部

日の出町教育委員会主催でランニング教室が
開催され、そのランニングコーチとして陸上
競技部 佐藤監督及び部員がレベル別に指導
をいたしました。

日 程 平成29年２月４日（土）
場 所 本学日の出校地グラウンド
支援団体 陸上競技部
参 加 日の出町民

ランニング教室

小さな子供からお年寄りまで、家族全員で
楽しめることを目指して、昨年度から開催
している地域コンサートです。今回は近隣
の第二中学校吹奏楽部の生徒が参加して、
コラボ曲の演奏など会場を盛り上げました。

日 程 平成29年１月９日（月）
場 所 本学日の出校地グラウンド
支援団体 硬式野球部
参 加 多摩地区リトルシニア中学生硬式野球 

７チーム約200名

第２回多摩地区リトル
シニアリーグ野球教室

第２回地域ファミリー
コンサート

【学校見学】
期間 学校名 学年 人数 内容

平成28年6月1日（水） 愛知県武豊町立武豊中学校 3年生 6名 日の出グラウンドにて硬式野球部の練習見学
及び野球部員へのインタビュー

平成28年9月21日（水）・23日（金） 武蔵野市立桜野小学校 2年生 153名 2年生各クラスごとに大学内施設見学及び
亜細亜大学についてインタビュー

平成29年1月16日（月） 武蔵野市立第二小学校 3年生 15名 亜細亜大学についてインタビュー
平成29年2月21日（火） 武蔵野市立第二小学校 6年生 ６名 亜細亜大学についてインタビュー

【職場体験学習】
期間 学校名 学年 人数 受入れ部署

平成28年5月17日（火）〜19日（木）武蔵野市立第二中学校 2年生 4名 ・地域交流課・国際交流課（英語教育センター） 
・学術情報課（図書館）・キャリア支援課

平成28年11月15日（火）〜17日（木）都立武蔵高等学校附属中学校 2年生 4名 ・地域交流課・国際交流課（英語教育センター） 
・学術情報課（図書館）

平成29年1月18日（水）〜20日（金）小金井市立緑中学校 1年生 3名 ・地域交流課・国際交流課（英語教育センター） 
・学術情報課（図書館）・ファミリーマート
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開かれた大学を目指すべく、
本学では正課科目の授業公開及び公開講座を実施しています。

学習の場の公開

経営学部
・トップマネジメント特別講義 ………………………………   ６回
・ホスピタリティマネジメント特別講義 ……………………… 15回
・ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（京王プラザホテル寄附講座） 15回
・ホスピタリティビジネス特講Ⅱ …………………………… 15回
　（スポーツホスピタリティ概論）

経済学部
・日本経済の現状と展望  …………………………………… 12回
・租税論Ⅰ（東京税理士会寄附講座） ………………………… 14回
・経済学特講Ⅱ（西武信用金庫寄付講座） …………………  11回
・企業論Ⅰ（東京経営者協会提供講座） …………………… 12回
・企業論Ⅱ（東京経営者協会提供講座） …………………… 12回

法学部
・公開講座「現代市民法講座」 ………………………………  ３回

国際関係学部
・インターナショナルフォーラム  …………………………… 13回

全学共通科目
・連続討論会「街づくり未来塾」 ……………………………  ８回

アジア研究所
・セミナー「アジア・ウォッチャー」 …………………………  ３回
・公開講座「アジア研究所公開講座」   ………………………  ５回

その他
○Asia写真銀河（第５回）
開　催：平成28年６月４日（土）
テーマ：しあわせのかたち〜写真がうつしだす、人間のちから〜
対談者：竹沢　うるま氏（写真家）
　　　　布田　功治（経済学部講師）

○銀青会公開講座
開　催：平成29年３月17日（金）
テーマ：ドナルド・トランプ米大統領誕生
　　　　〜アメリカ大統領選挙と今後の世界〜
講　師：伊藤　裕子（国際関係学部教授）

武蔵野市と地域の五大学（亜細亜大学・成蹊大学・東京　　　　　
女子大学・日本獣医生命科学大学・武蔵野大学）が連携す
る大学コンソーシアムです。

武蔵野市寄付講座「現代教養特講」
開　催：平成28年９月21日（水）〜平成29年１月18日（水）

全15回
テーマ：宇宙進出の最前線〜日本の宇宙実験棟「きぼう」

の現
い ま

在〜
コーディネーター：大森　克徳（経済学部教授）

共同教養講座
開　催：平成28年７月２日（土）〜23日（土）各土曜日全４回
テーマ：歴史から読み解くミャンマー〜日本との関係を中心に〜
講　師： 水野　明日香（経済学部准教授）

共同講演会
開　催：平成28年10月６日（木）
テーマ：アジアの辺境〜内陸国境地域のダイナミズム〜
講　師：西澤　正樹（アジア研究所教授）

教育・研究機関と協働して、三鷹市民により高度な生涯学
習を提供しております。本学は三鷹ネットワーク大学の理
事会員（正会員）として加盟しています。

亜細亜大学提供講座
亜細亜大学、西武信用金庫、アジア国際経営戦略学会、
アジアコンテンツビジネス研究会共同企画講座
開　催：平成28年９月28日（水）〜 平成29年３月８日（水）
　　　　全10回
テーマ：激動するアジアの中での日本企業の道を探る
講　師：池島　政広（アジア国際経営戦略研究科教授）
　　　　他９名

亜細亜大学寄付講座
開　催：平成28年11月25日（金）
テーマ：任天堂『スーパーマリオブラザース』のノウハウ

をビジネスに活かす
講　師：サイトウ・アキヒロ（都市創造学部教授）

■ 武蔵野地域五大学 ■ 三鷹ネットワーク大学

学習の場の公開
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開かれた大学を目指し、教室・図書館・グラウンドなどの
施設を開放しています。

地域への大学施設開放

●夏期図書館開放
期　間：平成28年８月５日（金）〜９月16日（金）
施　設：図書館
主　催：亜細亜大学
内　容：地域貢献活動の一環として、武蔵野地域の中学校・高校

の生徒及び教員を対象に夏期期間中大学の図書館を開放
するサービスを実施いたしました。希望者は事前ガイダ
ンスを受けた後、図書館資料の館内閲覧など利用をいた
しました。

●夏期ラジオ体操
期　間：平成28年８月25日（木）〜31日（水）
施　設：体育館前広場
主　催：青少協桜野地区委員会
内　容：青少協によるラジオ体操会場のうちの一つとして体育館

前広場を開放いたしました。インストラクターの指導の
もと、夏期休暇最後の１週間で実施し、生徒たちは規則
正しい生活を取り戻し、始業を迎えました。

●イノベーション～地域の魅力を次代のチカラに！～
期　間：平成28年10月13日（木）
施　設：200教室
主　催：（公社）武蔵野青年会議所
内　容：地域企業間連携を図り、地域で活躍する青年経済人の育

成のためのセミナー会場として200教室を開放いたしま
した。講師には太田光代氏（芸能事務所社長）が登壇し、
本学学生及び教職員も参加をいたしました。

●武蔵野市立桜野小学校 開校20周年記念祝賀会
期　間：平成28年10月22日（土）
施　設：PLAZAホール
主　催：武蔵野市立桜野小学校
内　容：桜野小学校の開校20周年記念の祝賀会会場としてASIA 

PLAZA４階のPLAZAホールを開放いたしました。本学
権丈副学長や武蔵野市長など多くの関係者の参加があり、
盛会のもと、閉会となりました。

●骨粗しょう症講座
期　間：平成28年11月26日（土）
施　設：563教室
主　催：（一財）天誠会
内　容：天誠会の地域貢献事業の一環である無料セミナーの会場

として563教室を開放いたしました。参加者は高齢者が
多く、講師の天野秀介氏（あんずクリニック院長）の骨
粗しょう症の予防対策、治療法などメモを取りながら真
剣に聴講しておりました。

●二六中ブロックソフトバレーボール大会
期　間：平成28年12月10日（土）
施　設：体育館・ASIA PLAZA
主　催：武蔵野市青少年問題協議会二六中ブロック会
内　容：武蔵野市立第二中学校と第六中学校の生徒・教員及び関

係者によるソフトバレーボール大会の会場として体育館
を開放いたしました。無事に大会は終了して、その後は
ASIA PLAZAで昼食を取りました。

開催日程：平成28年10月19日（水）
会　　場：PLAZAホール
ASIA PLAZA４階のPLAZAホールにて平成28年度地域交流懇談会が開催
されました。大学からは教職員のほか、学友会中央執行委員会をはじめ日
頃から地域交流活動に参加している学友会団体の代表学生が出席し、学外
招待者を含め参加者379名で盛大な懇談会となりました。
参加した学生たちは地域の方との交流の中で自団体の紹介をするなどして、
新たな地域交流活動の展開が期待されます。また、開催中には吹奏楽団の
演奏が披露され、招待者からは大きな拍手を受けておりました。

■ 地域交流懇談会の開催

地域への大学施設開放
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多くの学生・学生団体が、
地域交流活動に出演・出展及び運営協力をしています。

地域交流活動に参加した主だった団体

学友会団体
●中央執行委員会
学生総会、代議員会において承認された事
項を執行する「学友会最高執行機関」です。
学友からの意見・要望に応え、学生生活向
上のため日々活動しています。

●アジア祭実行委員会
大学最大のイベントである「アジア祭」の
企画・運営を行っております。地域向けの
催物として「子供縁日」を開催し、幅広い
年代の地域の方々に好評を得ております。

●県人会連合会
各県ごとでの郷土に関連したイベントの企
画運営を行っており、郷土の魅力を伝え、
郷土意識の高揚に努めております。地域イ
ベントにも積極的に参加をしております。

●文連祭実行委員会
６月に文科系クラブの祭典「文連祭」を開
催しています。語劇祭、音楽祭など様々な
企画があり、前夜祭では地域とのコラボイ
ベントも行っております。

●体育祭実行委員会
５月に日の出キャンパスで開催される「体
育祭」の企画運営を行っております。地元
日の出町商工会と連携をして、屋台出店を
していただいております。

●音響技術委員会
大学内でのイベントにおける音響関係全般
を行っております。地域ファミリーコンサー
トでもPAなどを担当し、運営協力をして
おります。

学術文化連合会
●亜細亜大学ボランティアセンター
まちづくりや国際協力交流、そして社会福
祉などの社会貢献活動を中心に幅広いボラ
ンティア活動を行っている大学最大のボラ
ンティア団体です。

●一般奉仕会『細流』
武蔵野市を中心に地域密着型のボランティ
ア活動を行っております。地域の方の協力
で行っているアジア祭での「チャリティー
バザー」は恒例行事となっております。

●吹奏楽団
アンサンブルからパレードまで、地域社会
における幅広い演奏活動を行っております。
各吹奏楽コンクールでは優秀な成績を収め
ております。

●軽音楽部
ジャズやフュージョンを中心に演奏を行っ
ております。地域イベントでも多く演奏し
ており、「武蔵境JAZZ SESSION」に毎年
出演しております。

●TANZ
女子だけのダンスチームで地域イベントで
もジャズを中心に様々なジャンルの創作ダ
ンスを披露しております。７月と12月に
は定期公演を行っております。

●演劇研究会劇団『つた』
演技以外にも音響照明などに力を入れてよ
り良い舞台造りに励んでいます。学内だけ
ではなく老人ホームなどでの外部公演も行
っております。

●漫画研究会
「マンガ班」「イラスト班」「ゲーム班」に
分かれて活動しています。地域からのイラ
スト作成などの要望にも積極的に応え、以
前地域貢献団体賞もいただきました。

体育会
●應援指導部
男子リーダー部、女子チアリーダー部、ブ
ラスバンド部の三部門から構成されており、
地域イベントなどで応援活動の一部を披露
しております。

●剣道部
アジア剣士会の指導、少年剣道大会の開催
運営、震災ボランティアへの参加など地域
貢献活動を積極的に行っております。

●硬式野球部
大学日本一に数多くなっている名門野球部
で、地域貢献の一環として春夏のキャンプ
地及び多摩地区を中心に少年野球教室を開
催しております。

●陸上競技部
「一人一役」をモットーに箱根駅伝本選出
場・優勝を目標に活動しています。日の出
町のランニング教室などに監督、学生たち
が協力をしています。

●硬式テニス部・アジア女子ローンテニス部
「１日テニスクリニック」を中心に一般市
民向けのテニス教室を多く開催しておりま
す。また、３月には国際テニス大会を学生
運営で開催しております。

地域交流活動に
参加した主だった団体
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■ 学生団体地域交流活動連絡会

16

■ アンケート調査結果から

地域交流活動の振り返り

これまでご紹介したように、大変多くの学生たちが地域交流活動に協力をして　　　　　
くれました。
大学ではより地域社会の要望に応えるため、また学生が気持ちよく地域交流活動
に参加できるために、主催者側及び参加学生に対してアンケート調査を行って　　　　　
おります。また、前期後期の年２回、学生団体地域交流活動連絡会を開催し、　　　　　
振り返りと今後の展望について意見交換を行っております。

不満足 9％

どちら
でもない
15％

満足

76％

平成28年度参加学生満足度
アンケート実施によって見えてきたこと
　アンケート結果から地域交流活動に　　　　　
参加した学生の全体的な満足度を見ると、

「満足した」学生は76％と高い数値とな
っていますが、その反面「不満足だった」
学生が９％いるということを注視しなく
てはならないと考えます。
　満足できなかった理由をアンケート　　　　　
自由記述欄及び学生本人へのヒアリング
により見えてきたこととして、受入側の
配慮が足りなかったケースが多いようで、
これはアンケート項目「主催者側の対応」
で「不十分だった」と回答した学生が　　　　　
14％いたことからも推察されます。

アンケートから見える課題への取り組み
　以上アンケート（満足度）から見えて
くる課題を加味して、受入側と学生との
信頼関係を築くために、受入側が学生に
対して最低限の配慮をしていただくよう
な環境づくりを地域交流課で検討し、　　　　　
行っていかなくてはなりません。
　具体的には、事前段階での主催者側と
の打ち合わせの実施やマニュアルの作成
をすることにより、お互いの顔が見え、
そして作業内容を事前に把握することで、
当日参加学生たちが混乱しないように　　　　　
配慮していきたいと考えています。

【前期】
日　時：平成28年７月22日（金）18時から
場　所：本学第３会議室
出席者：19名

前期中に地域交流活動へ協力していただいた団
体の代表学生が参加しました。地域交流課から
前期の地域交流活動の報告を行い、その後実際
に地域交流活動に参加した感想や意見を皮切り
に議論を進めました。主だった意見としては、
イベントなどの事前ミーティングに参加した際
の経済的負担やその意義の問題、アンケート結
果の評価が悪かった場合の改善方法などが出さ
れ、今後地域交流課では学生の意見を尊重し、
主催者側に対してより良い環境で学生が地域交
流活動に参加できるよう依頼をしていくことと
なりました。

【後期】
日　時：平成29年２月７日（火）16時から
場　所：本学第４会議室
出席者：19名

協力団体の代表学生と１年の総括並びに今後の
展開について意見交換をしました。最初に１年
の振り返りとして、主だった活動をピックアッ
プし、アンケート結果などを踏まえて意見交換
を進めました。また、地域交流活動に参加して
みて①良かったと思えること（交流活動にて得
たものなど）②反省すべきこと（交流活動にて
自分に足りなかったものなど）③その他につい
て、学生から多くの意見をもらいました。地域
社会との交流が継続的で気持ちよくお付き合い
できる関係であるためにも、今後地域交流課で
互いの意見を尊重し、マッチング作業を行って
いくこととなりました。
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平成28年４月
７日（木）○他 銀青会総会【本学】

14日（木）○講 第１回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎
本学教授）【本学】

16日（土）○講 セミナー「アジア・ウォッチャー」（中島恵氏）【本学】
19日（火）○講 第１回日本経済の現状と展望（小峰隆夫氏）【本学】
21日（木）○講 第２回ホスピタリティマネジメント特別講義（藤田卓次氏）

【本学】

○他 大規模災害発生時における四者相互支援協定締結【武蔵野
市役所】

22日（金）○講 第１回企業論Ⅰ（蛭間武久氏）【本学】
26日（火）○講 第２回日本経済の現状と展望（鈴木明彦氏）【本学】
28日（木）○講 第３回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎

本学教授）【本学】

○他 日の出町との包括的協働・連携協力協定締結【日の出町役場】
29日（金）○講 第２回企業論Ⅰ（斎数里美氏）【本学】
30日（土）

～５月３日（火）
○他 剣道部被災地ボランティア活動（剣道部）【熊本県】

５月
６日（金）

～８日（日）
○他 一般奉仕会『細流』による熊本地震復興支援募金活動（一般

奉仕会『細流』）【すきっぷ通り商店街】
６日（金）○講 第３回企業論Ⅰ（井上健氏）【本学】
７日（土）○催 武蔵野市立第二中学校の道徳授業への参加（出演・登壇：　　　　　

吹奏楽団）【武蔵野市立第二中学校】
９日（月）

～27日（金）
○他 学友会有志による熊本地震復興支援募金活動（学友会有志）
【すきっぷ通り商店街】

10日（火）○他 川又ゼミナール熊本地震復興支援活動「くまサポワンコイン・
プロジェクト」（経営学部川又ゼミナール）【本学】

○講 第３回日本経済の現状と展望（浜野潤氏）【本学】
12日（木）○講 第４回ホスピタリティマネジメント特別講義（高橋園子氏）

【本学】
13日（金）○他 関東国際高等学校との高大連携協定締結【本学】

○講 第４回企業論Ⅰ（西尾克幸氏）【本学】
14日（土）○催 第34回わんぱく相撲武蔵野場所（運営協力：亜細亜大学　　　　　

ボランティアセンター）【武蔵野市総合体育館】
15日（日）○催 2016年家庭倫理講演会「いのちの輝き」（運営協力：広報局）

【小金井宮地楽器ホール】

○催 市民と市長のタウンミーティング「青空タウンミーティング」
（出演：軽音楽部）【コピス吉祥寺】

17日（火）
～19日（木）

○教 武蔵野市立第二中学校職場体験学習（受入：地域交流課、　　　　　
国際交流課（英語教育センター）、学術情報課（図書館）、
キャリア支援課）【本学】

17日（火）○講 第４回日本経済の現状と展望（篠原尚之氏）【本学】
19日（木）○講 第５回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎

本学教授）【本学】
20日（金）○講 第５回企業論Ⅰ（三身直人氏）【本学】
21日（土）○催 第10回武蔵境ピクニック（運営協力：應援指導部、文連祭

実行委員会　出演：吹奏楽団）【境南ふれあい広場公園、本学
（スタンプラリー会場）】

22日（日）○催 ハンディキャップのある小学生向けサッカー教室（運営協力：
亜細亜大学ボランティアセンター）【横河電機グラウンド】

24日（火）○講 第５回日本経済の現状と展望（櫨浩一氏）【本学】
26日（木）○講 第６回ホスピタリティマネジメント特別講義（松井もも加氏）

【本学】
27日（金）○講 第６回企業論Ⅰ（大畠久実氏、井石明男氏）【本学】
29日（日）○他 第57回体育祭日の出商工会員屋台出店【本学日の出校地】
31日（火）○講 第６回日本経済の現状と展望（中田一良氏）【本学】

６月
１日（水）

～29日（水）
○他 ひのでちゃんLINEスタンプデザイン応募（漫画研究会、　　　　　

事務職員有志）【日の出町商工会】
１日（水）○他 西武信用金庫より「地域産業応援資金」目録贈呈【本学】

○教 愛知県武豊町立武豊中学校硬式野球部訪問（硬式野球部）
【本学日の出校地グラウンド】

２日（木）○講 第７回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎
本学教授）【本学】

３日（金）○講 第７回企業論Ⅰ（松本憲明氏）【本学】
４日（土）○講 第１週アジア研究所公開講座（大庭三枝氏）【本学】

○講 第５回Asia写真銀河（竹沢うるま氏、布田功治本学講師）
【本学】

７日（火）○講 第７回日本経済の現状と展望（神志名泰裕氏）【本学】

○講 前期第１回街づくり未来塾（山中まり氏）【本学】
９日（木）○講 第８回ホスピタリティマネジメント特別講義（藤崎斉氏）

【本学】
10日（金）○講 第８回企業論Ⅰ（奥山卓氏）【本学】
11日（土）○講 第２週アジア研究所公開講座（石川幸一本学教授）【本学】
14日（火）○講 第８回日本経済の現状と展望（吉國眞一氏）【本学】
16日（木）○講 第９回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎

本学教授）【本学】
17日（金）○講 第９回企業論Ⅰ（笹尾康人氏）【本学】
18日（土）○催 西部コミュニティセンターコミセンまつり（運営協力：　　　　　

アジア祭実行委員会、学友会中央執行委員会）【西部コミュニ
ティセンター】

○催 第42回国際交流パーティー「We Are The World」（留学
生会）【本学】

○催 ハンディキャップのある小学生向けサッカー教室（運営　　　　　
協力：一般奉仕会『細流』）【横河電機グラウンド】

○講 第３週アジア研究所公開講座（菅原淳一氏）【本学】
20日（月）○催 第47回文連祭　前夜祭地域交流イベント（文連祭実行　　　　　

委員会　ゲスト出演：和太鼓SOH）【本学】
21日（火）○講 第９回日本経済の現状と展望（小田亜紀子氏）【本学】

○講 前期第２回街づくり未来塾（栗原一浩氏）【本学】
23日（木）○講 第10回ホスピタリティマネジメント特別講義（桜田厚氏）

【本学】
24日（金）○講 第10回企業論Ⅰ（佐藤昌志氏）【本学】
25日（土）○講 第４週アジア研究所公開講座（奥田聡本学教授）【本学】
28日（火）○講 第10回日本経済の現状と展望（西崎文平氏）【本学】

○講 前期第３回街づくり未来塾（西村和弘氏）【本学】
30日（木）○講 第11回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎

本学教授）【本学】

７月
１日（金）○講 第11回企業論Ⅰ（中薗眞理子氏）【本学】
２日（土）○講 第１回武蔵野地域五大学共同教養講座（水野明日香本学　　　　　

准教授）【本学】

○講 第５週アジア研究所公開講座（遊川和郎本学教授）【本学】
５日（火）○講 第11回日本経済の現状と展望（名取はにわ氏）【本学】
７日（木）○講 第12回ホスピタリティマネジメント特別講義（長谷川　　　　　

典仁氏）【本学】
８日（金）○講 第12回企業論Ⅰ（藤原庸祐氏）【本学】
９日（土）○講 第２回武蔵野地域五大学共同教養講座（水野明日香本学准

教授）【本学】
12日（火）○講 第12回日本経済の現状と展望（土肥原洋本学教授）【本学】

○講 前期第４回街づくり未来塾（辻朋子本学非常勤講師）【本学】
14日（木）○講 第13回ホスピタリティマネジメント特別講義（佐野慎輔氏）

【本学】

○講 第14回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎
本学教授）【本学】

16日（土）○講 第３回武蔵野地域五大学共同教養講座（水野明日香本学　　　　　
准教授）【本学】

○教 土曜学校亜細亜大学経営学教室（AUSCPシニア・コミッ
ティ学生）【本学】

22日（金）○他 前期学生団体地域交流活動連絡会【本学】
23日（土）○講 第４回武蔵野地域五大学共同教養講座（水野明日香本学　　　　　

准教授）【本学】
28日（木）○講 第15回ホスピタリティマネジメント特別講義（茂木信太郎

本学教授）【本学】
31日（日）○他 ミタカイズムⅡエクストラセッション「地域×学生！　　　　　

大学のまつりを語る」（アジア祭実行委員会委員長）【みたか
スペースあい】

○講 …  講演会、講座
○催 …  イベント
○教 …  職場体験、大学見学等学習支援
○他 …  その他
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８月
１日（月）○教 ブレインボックス・チャレンジ授業（デービット・ターク

氏、板垣文彦本学教授、長浜尚史本学教授）【武蔵野市立桜野
小学校】

 ５日（金）
～６日（土）

○催 ヒガコ・サマーフェスティバル（運営協力：県人会連合会）
【日本歯科大学グラウンド】

５日（金）
～９月16日（金）

○他 夏季図書館開放【本学】

７日（日）○催 サンヴァリエ桜堤夏まつり（運営協力：学友会有志　出演：
應援指導部、軽音楽部）【サンヴァリエ桜堤中央公園】

21日（日）○催 市民と市長のタウンミーティング「青少年タウンミーティ
ング」（法学部平井ゼミナール）【武蔵野プレイス】

25日（木）
～31日（水）

○他 夏季ラジオ体操〈会場提供〉（青少協桜野地区委員会）【本学】

27日（土）○催 はらっぱ防災フェスタむさしの（運営協力：一般奉仕会　　　　　
『細流』）【都立武蔵野中央公園】

28日（日）○催 グランダ東小金井夏まつり（運営協力：亜細亜大学ボラン
ティアセンター、一般奉仕会『細流』）【グランダ東小金井】

９月
３日（土）○催 亜細亜学園75周年記念事業日中友好親善演奏会（吹奏楽団）

【中国大連人民文化倶楽部】

○催 桜堤保育園秋祭り（運営協力：亜細亜大学ボランティア　　　　　
センター）【桜堤保育園】

○催 境南第二保育園夏祭り（運営協力：亜細亜大学ボランティ
アセンター）【境南第二保育園】

21日（水）
・ 23日（金）○教 武蔵野市立桜野小学校２年生大学見学【本学】

21日（水）○講 第１回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（北村靖道本学　　　　　
教授、松木恵子本学准教授）【本学】

○講 第１回武蔵野市寄付講座現代教養特講開講式（大森克徳　　　　　
本学教授）【本学】

22日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（横山文人本学准教授、古澤
光一本学准教授、松木恵子本学准教授、石黒えみ本学講師）
【本学】

24日（土）○催 西部コミュニティセンターオ－タムコンサート（出演：　　　　　
吹奏楽団）【西部コミュニティセンター】

○講 セミナー「アジア・ウォッチャー」（大嶋英一氏）【本学】
28日（水）○講 第１回亜細亜大学ビジネス講座（池島政広本学教授）【三鷹

ネットワーク大学】

○講 第２回武蔵野市寄付講座現代教養特講（高柳昌弘氏）【本学】

○講 第２回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫨山博文氏）【本学】
29日（木）○催 第１回武蔵野サミット（留学生有志）【武蔵野市商工会議所】

○講 スポーツホスピタリティ概論（藤原庸介氏）【本学】

○講 トップマネジメント特別講義（山本梁介氏）【本学】
30日（金）○講 第１回企業論Ⅱ（小野寺眞人氏）【本学】

10月
３日（月）○催 中高生世代会議第１回ミーティング（一般奉仕会『細流』）

【武蔵野プレイス】

○講 インターナショナル・フォーラム（宮澤光氏）【本学】

○講 第１回租税論Ⅰ（名倉明彦氏）【本学】
４日（火）○講 第１回経済学特講Ⅱ（落合寛司氏）【本学】
５日（水）○講 第２回亜細亜大学ビジネス講座（容應萸本学教授）【三鷹

ネットワーク大学】

○講 第３回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫨山博文氏）【本学】

○講 第３回武蔵野市寄付講座現代教養特講（嶋津徹氏）【本学】
６日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（佐野慎輔氏）【本学】

○講 武蔵野地域五大学共同講演会（西澤正樹本学教授）【本学】
７日（金）○講 第２回企業論Ⅱ（斎数里美氏）【本学】

10日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（酒井啓子氏）【本学】

○講 第２回租税論Ⅰ（土屋重義本学教授）【本学】
11日（火）○講 第２回経済学特講Ⅱ（髙橋一朗氏）【本学】
12日（水）○講 第３回亜細亜大学ビジネス講座（高島大浩氏）【三鷹ネット

ワーク大学】

○講 第４回武蔵野市寄付講座現代教養特講（東端晃氏）【本学】

○講 第４回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫨山博文氏）【本学】
13日（木）○他 青年会議所セミナー「イノベーション～地域の魅力を次代

のチカラに！～」〈会場提供〉（太田光代氏）【本学】

○講 スポーツホスピタリティ概論（高橋秀文氏）【本学】

○講 トップマネジメント特別講義（高田旭人氏）【本学】
14日（金）○講 第３回企業論Ⅱ（荒木康次氏）【本学】
15日（土）○催 武蔵野警察署環境美化活動（学友会有志）【JR武蔵境駅周辺】

17日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（横地晃氏）【本学】
○講 第３回租税論Ⅰ（宮田学氏）【本学】

18日（火）○講 第３回経済学特講Ⅱ（吉野弘毅氏、小淵康博氏）【本学】
19日（水）○催 平成28年度地域交流懇談会【本学】

○講 第５回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（伊東綾子氏）【本学】
○講 第５回武蔵野市寄付講座現代教養特講（東谷篤志氏）【本学】

20日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（松木恵子本学准教授）【本学】
21日（金）○催 日の出町立大久野中学校陸上教室（陸上競技部）【日の出町立大

久野中学校】

○講 第４回企業論Ⅱ（高橋尚子氏）【本学】
22日（土）○他 武蔵野市立桜野小学校開校20周年記念祝賀会〈会場提供〉

【本学】
23日（日）○催 第９回むさしの環境フェスタ【武蔵野プレイス、境南ふれあい

広場公園】

○催 学術文化連合会地域清掃活動（学術文化連合会）【通学路　　　　　
および大学周辺】

24日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（関口広隆氏）【本学】
○講 第４回租税論Ⅰ（杉山耕一氏）【本学】

25日（火）○講 第４回経済学特講Ⅱ（松本聡氏）【本学】
26日（水）○講 第６回武蔵野市寄付講座現代教養特講（桝田大輔氏）【本学】

○講 第６回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（長末頼暁氏）【本学】
27日（木）○催 第２回武蔵野サミット（留学生有志）【成蹊大学】

○講 スポーツホスピタリティ概論（森岡裕策氏）【本学】
○講 トップマネジメント特別講義（米良はるか氏）【本学】

28日（金）○講 第５回企業論Ⅱ（松山豊浩氏）【本学】
29日（土）

～30日（日）
○催 西部コミュニティセンター文化祭（出演：TANZ　作品展

示発表：漫画研究会）【西部コミュニティセンター】
30日（日）○催 武蔵野市総合防災訓練（運営協力：亜細亜大学ボランティ

アセンター）【武蔵野市立境南小学校】
31日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（厚香苗氏）【本学】

○講 第５回租税論Ⅰ（林広隆本学非常勤講師）【本学】

11月
１日（火）○講 後期第１回街づくり未来塾（関野吉晴氏）【本学】
３日（木）

～５日（土）
○催 第58回アジア祭「子供縁日」（アジア祭実行委員会）【本学】

３日（木）○催 オリンピアンによるトークショーとスポーツ教室の開催
（佐藤信之本学陸上競技部監督）【日の出町立平井中学校】

５日（土）○催 武蔵境イルミネーション点灯式（出演：吹奏楽団）【JR武蔵
境駅北口前広場】

６日（日）○催 第41回亜細亜大学少年剣道大会（剣道部）【本学】
７日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（雑賀忠宏氏）【本学】

○講 第６回租税論Ⅰ（土屋賢氏）【本学】
８日（火）○講 第５回経済学特講Ⅱ（見上英樹氏）【本学】
９日（水）○講 第７回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（坂田圭一氏）【本学】

○講 第７回武蔵野市寄付講座現代教養特講（松本聡氏）【本学】
10日（木）○他 東久留米市との包括的連携協定締結【東久留米市役所】

○講 スポーツホスピタリティ概論（藤本ルナ氏）【本学】
11日（金）○講 第６回企業論Ⅱ（加藤孝士氏）【本学】
12日（土）

～13日（日）
○催 第16回西東京市民まつり（運営協力：一般奉仕会『細流』　

出演：TANZ、吹奏楽団）【西東京いこいの森公園】
13日（日）○催 むさしの国際交流まつり2016（運営協力：亜細亜大学　　　　　

ボランティアセンター、学友会有志）【スイングビル】
○他 国際関係学部専門科目「体験で学ぶ地球環境論」（受講生お

よび関係者）【富士山】
14日（月）○催 日の出町立本宿小学校陸上教室（陸上競技部）【日の出町立

本宿小学校】

○講 インターナショナル・フォーラム（福海さやか氏）【本学】
○講 第７回租税論Ⅰ（由比茜氏）【本学】

15日（火）
～17日（木）

○教 都立武蔵高等学校附属中学校職場体験学習（受入：地域　　　　　
交流課、国際交流課（英語教育センター）、学術情報課（図書
館））【本学】

15日（火）○講 第６回経済学特講Ⅱ（和田夏彦氏）【本学】
16日（水）○講 第４回亜細亜大学ビジネス講座（落合寛司氏）【三鷹ネット

ワーク大学】

○講 第８回武蔵野市寄付講座現代教養特講（菊池政雄氏）【本学】
○講 第８回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（知久和広氏、佃彬

光氏）【本学】
17日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（兒玉友氏）【本学】

○講 トップマネジメント特別講義（熊谷聖司氏）【本学】
18日（金）○講 第７回企業論Ⅱ（鎌田裕子氏）【本学】
19日（土）○催 震災消防訓練（應援指導部、吹奏楽団、学生有志、事務職員

有志）【武蔵野消防署】
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19日（土）○講 「公開講座」現代市民法講座（塩月秀平氏、大原俊一郎本学
講師）【本学】

20日（日）○催 第４回ふじみまつり（運営協力：亜細亜大学ボランティア
センター、一般奉仕会『細流』）【クリーンプラザふじみ】

21日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（松本尚之氏）【本学】

○講 第８回租税論Ⅰ（島本広幸氏）【本学】
22日（火）○講 後期第２回街づくり未来塾（田中雅文氏）【本学】

○講 第７回経済学特講Ⅱ（鈴木優輝氏）【本学】
23日（水）○講 第９回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（北村靖道本学　　　　　

教授）【本学】

○講 第９回武蔵野市寄付講座現代教養特講（鳥居祥二氏）【本学】
24日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（伊藤華英氏）【本学】

○講 トップマネジメント特別講義（荒木由季子氏）【本学】
25日（金）○催 東京都防犯ボランティア活動IN武蔵野市（一般奉仕会　　　　　

『細流』、應援指導部）【武蔵野公会堂、JR吉祥寺駅周辺】

○講 亜細亜大学寄付講座　「任天堂『スーパーマリオブラザー
ズ』のノウハウをビジネスに活かす」（サイトウ・アキヒロ　　　　　
本学教授）【三鷹ネットワーク大学】

○講 第８回企業論Ⅱ（塩津孝敏氏）【本学】
26日（土）○講 セミナー「アジア・ウォッチャー」（夏目美詠子氏）【本学】

○講 「公開講座」現代市民法講座（田中謙一本学准教授、三好　　　　　
規正氏）【本学】

○他 （一財）天誠会「骨粗しょう症講座」〈会場提供〉（天野秀介
氏）【本学】

27日（日）○催 武蔵野市内一斉清掃（学友会有志）【JR武蔵境駅周辺】
28日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（師岡カリーマ・エルサム

ニー氏）【本学】

○講 第９回租税論Ⅰ（石林孝英氏）【本学】
29日（火）○催 留学生別科授業「日本事情」桜野小学校訪問（留学生別科生）

【武蔵野市立桜野小学校】

○講 後期第３回街づくり未来塾（手塚一郎氏）【本学】

○講 第８回経済学特講Ⅱ（平岡直人氏）【本学】
30日（水）○講 第10回武蔵野市寄付講座現代教養特講（山口孝夫氏）【本学】

○講 第10回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（石田政士氏）【本学】

12月
１日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（仲伏達也氏）【本学】
２日（金）○講 第９回企業論Ⅱ（河内崇氏）【本学】
３日（土）○催 武蔵境パフォーマーズフェス＆ぬくもりマルシェ（出演：

吹奏楽団）【境南ふれあい広場公園】

○他 銀青会望年会（留学生有志）【本学】

○講 「公開講座」現代市民法講座～亜細亜学園創立75周年、　　　　　
法学部開設50周年記念～（栗田充治本学学長、飯田稔本学
教授）【本学】

５日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（芳賀克彦氏）【本学】

○講 第10回租税論Ⅰ（堀泰博本学非常勤講師）【本学】
６日（火）○講 第９回経済学特講Ⅱ（川井令治氏）【本学】
７日（水）○講 第11回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（佐藤優希氏）【本学】

○講 第11回武蔵野市寄付講座現代教養特講（小池暁雄氏）【本学】
８日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（池田信太郎氏）【本学】
９日（金）○講 第10回企業論Ⅱ（見藤潤氏）【本学】

10日（土）○他 二六中ブロックソフトバレーボール大会〈会場提供〉【本学】
11日（日）○催 境南コミュニティセンタークリスマス会（運営協力：新入生

研修委員会）【境南コミュニティセンター】
12日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（加藤博光氏）【本学】

○講 第11回租税論Ⅰ（脇田弥輝氏）【本学】
13日（火）○講 第10回経済学特講Ⅱ（丸山幸朗氏）【本学】
14日（水）○講 第12回武蔵野市寄付講座現代教養特講（小川志保氏）【本学】

○講 第５回亜細亜大学ビジネス講座（張相秀氏）【三鷹ネットワー
ク大学】

○講 第12回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（舘悟氏）【本学】
15日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（木村徹也氏）【本学】

○講 トップマネジメント特別講義（蓮実一隆氏）【本学】
16日（金）○講 第11回企業論Ⅱ（西村幹雄氏）【本学】
18日（日）○催 グランダ東小金井クリスマス会（運営協力：亜細亜大学　　　　　

ボランティアセンター）【グランダ東小金井】
19日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（瀬川正仁氏）【本学】

○講 第12回租税論Ⅰ（菅原英雄氏）【本学】
20日（火）○講 公開授業「文楽への招待」（NPO法人人形浄瑠璃文楽座）

【本学】

○講 後期第４回街づくり未来塾（辻朋子本学非常勤講師）【本学】

20日（火）○講 第11回経済学特講Ⅱ（岡本晴彦氏）【本学】
21日（水）○講 第13回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（北村靖道本学　　　　　

教授、松木恵子本学准教授）【本学】

○講 第13回武蔵野市寄付講座現代教養特講（石川洋二氏）【本学】

○講 第６回亜細亜大学ビジネス講座（香山俊巳氏）【三鷹ネット
ワーク大学】

22日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（間野義之氏）【本学】

平成29年１月
１日（日）○催 第46回日の出町元旦健康マラソン大会（陸上競技部）【日の

出町民グラウンド】
８日（日）○催 武蔵野市消防団出初式（出演：吹奏楽団）【武蔵野中央公園】
９日（月）○催 第２回多摩地区リトルシニアリーグ野球教室（硬式野球

部）【本学日の出校地グラウンド】
11日（水）○講 公開授業「バリ伝統芸能について～その継承と指導者の　　　　　

在り方」（松重貢一郎氏）【本学】

○講 第14回武蔵野市寄付講座現代教養特講（木部勢至朗氏）
【本学】

○講 第７回亜細亜大学ビジネス講座（三橋秀彦本学准教授）【三
鷹ネットワーク大学】

○講 第14回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（北村靖道本学　　　　　
教授、松木恵子本学准教授）【本学】

12日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（川村怜氏）【本学】
13日（金）○講 第12回企業論Ⅱ（坂戸実氏）【本学】
16日（月）○講 インターナショナル・フォーラム（白波瀬達也氏）【本学】

○教 武蔵野市立第二小学校３年生インタビュー【本学】

○講 第13回租税論Ⅰ（嶋田恵一氏）【本学】
18日（水）

～20日（金）
○教 小金井市立緑中学校職場体験学習（受入：地域交流課、　　　　　

国際交流課（英語教育センター）、学術情報課（図書館）、
ファミリーマート）【本学】

18日（水）○講 第15回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫨山博文氏）【本学】

○講 第15回武蔵野市寄付講座現代教養特講修了式（大森克徳
本学教授）【本学】

19日（木）○講 スポーツホスピタリティ概論（横山文人本学准教授、古澤
光一本学准教授、松木恵子本学准教授、石黒えみ本学講師）
【本学】

23日（月）○講 第14回租税論Ⅰ（廣木準一本学特任教授）【本学】
29日（日）○催 第２回地域ファミリーコンサート（バーチュリーバ・ソサ

エティ、吹奏楽団　ゲスト：武蔵野市立第二中学校吹奏楽
部）【本学】

２月
１日（水）○講 第８回亜細亜大学ビジネス講座（鄭林根氏）【三鷹ネットワー

ク大学】
２日（木）○催 境こども園交流会（留学生有志）【境こども園】
４日（土）○催 ランニング教室（陸上競技部）【本学日の出校地グラウンド】
 ６日（月）

～７日（火）
○催 多文化ミュージアム（国際関係学部多文化コミュニケー

ション学科）【武蔵野プレイス】
７日（火）○他 後期学生団体地域交流活動連絡会【本学】

13日（月）○他 むさしのFM「むさしのエアーアプリ」ゲスト出演（出演：　　　　　
軽音楽部）【むさしのFM】

15日（水）○講 第９回亜細亜大学ビジネス講座（安登利幸本学教授）【三鷹
ネットワーク大学】

19日（日）○催 平成28年度東京消防少年団連盟第八支部「方面のつどい」
（出演：吹奏楽団、應援指導部）【本学】

21日（火）○教 武蔵野市立第二小学校６年生インタビュー【本学】
25日（土）

～26日（日）
○催 武蔵野市外国人向けモニターツアー（留学生有志）【吉祥寺

周辺の施設、公園】
25日（土）○催 第14回武蔵境JAZZ SESSION（出演：軽音楽部）【武蔵野

スイングホール】

３月
４日（土）

～12日（日）
○催 JAPAN F1 亜細亜大学国際オープンテニス2017（硬式

庭球部、アジア女子ローンテニス部）【本学日の出校地テニス
コート】

８日（水）○講 第10回亜細亜大学ビジネス講座（石川幸一本学教授）
【三鷹ネットワーク大学】

９日（木）○他 （公財）笹川スポーツ財団とのスポーツボランティア養成
に関する協定締結式【（公財）笹川スポーツ財団】

17日（金）○講 銀青会公開講座（伊藤裕子本学教授）【本学】
18日（土）

～26日（日）
○催 亜細亜大学国際女子オープンテニス2017（硬式庭球部、

アジア女子ローンテニス部）【本学日の出校地テニスコート】
18日（土）○催 第２回武蔵野４時間インターナショナル・リレーマラソン

＆武蔵野Gフェス（運営協力：亜細亜大学ボランティアセン
ター、一般奉仕会『細流』　出演：TANZ）【武蔵野陸上競技場】

26日（日）○催 第49回１日テニスクリニック（森稔詞本学硬式テニス部
専属コーチ）【本学日の出校地テニスコート】



先輩から後輩へ

　バトンタッチ
H28年度 → H29年度

吹奏楽団

学友会 学外副委員長 亜細亜大学ボランティアセンター 一般奉仕会『細流』

TANZ 應援指導部

長 亨大 くん

先 輩

長谷川 万莉 さん

後 輩

林 美希さん

後 輩
宇田川 航 くん

先 輩

星野 朱音さん

後 輩澤井 亜美さん

先 輩

樋口 美穂 さん

先 輩

石黒 奈々子 さん

後 輩

鈴木 美里 さん

先 輩

龍田 玲緒奈 さん

後 輩

菅家 翼くん

後 輩入江 茜 さん

先 輩
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学術文化
連合会
文化系クラブ

体育会
体育会系クラブ

届出団体
サークル

学友会団体
アジア祭実行委員会
体育祭実行委員会
音響技術委員会
県人会連合会
文連祭実行委員会

・・・・

委員長
学内副委員長
学外副委員長

中央事務局　
財務局
国際文化局
広報局
福利厚生局協助会

学外副委員長が
中心となって
地域交流活動の
情報提供や
コーディネートを
行っています。

中央執行委員会

人との出会いや社会勉強の場
亜細亜大学の地域交流活動の主役は間違いなく“学生”であります。
その中でも学友会団体は地域社会に積極的に赴き、地域交流活動
を進めてまいりました。それはボランティア活動であると同時に、
協力した学生にとって机上の授業では決して学べない、人との出
会いや社会勉強の場となっているに違いありません。
これからも地域社会に飛び立つ学生たちは、地域の一員であるこ
とを強く自覚し、地域の方々と共に街づくりを考え、歩んでいく
ことと確信しておりますので、今度とも是非温かく見守っていた
だきますようお願いいたします。

亜細亜大学の学生自治組織



街づくり 

人づくり

未来づくり
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