


1 地域交流の理念・目的・重点活動分野

亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部
学長 池島　政広

国際性豊かな“アジア共生の街”に

　武蔵野地域の方々には日ごろたいへん

お世話になっております。長年続いてい

る本学の地域交流懇談会や商店街の方々

との懇談会などで楽しく語らい、元気を

もらっています。2004年に、本学におい

て、「新しい街づくりへの挑戦－地域産学

公連携フォーラム2004」というテーマで

シンポジウムを開催してから、早いもの

で11年目を迎えました。地域に愛される

大学を目指して、豊かな街づくりへの貢

献、さらにはこの活動を通じた教育の活

性化を図ったものでありました。その後、

すぐに武蔵野地域の方々と本学の学生が

一緒に論議する「街づくり未来塾」が設置

され、現在も生き生きと継続されている

ことを嬉しく思います。

　昨年4月には、武蔵野市と本学との関係

をより強化していくために、包括的連携

協力協定を結びました。豊かな地域社会

創りへの貢献、将来の社会をリードする

人材の育成面などでの協力関係の構築で

す。一昨年の西武信用金庫との連携関係

などを踏まえ、本学の地域産学公連携の

推進体制が整ってまいりました。また、本

学には、元気なアジアの地域などから勉

学意欲の高い留学生がたくさん来ており

ます。この留学生と日本人学生が武蔵野

地域に溶け込み、地域の方々もアジアの

知見を持った、国際性豊かな“アジア共生

の街”になることを願っております。

地域交流活動のあらまし

　亜細亜大学は、建学精神「自助協力」に謳われている「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
いう志を持って、「地域と共に歩み、開かれた大学」を目指し
ています。

　また、地域交流活動を全学的に支援するため、平成16年に
地域産学公連携推進室を、平成20年には常設の事務部署「地
域交流課」を設置し、日本の大学としては、いち早く地域交流
や産学公連携に取り組んで来ました。

　そして、社会人の方が聴講できる正課授業や公開講座を多
数開講しています。また、行政機関と連携し、武蔵野地域自由
大学や三鷹ネットワーク大学などでも市民・企業向けの講座
を開設しています。

　さらに、20以上の国と地域からの約400名の留学生がお
り、幼稚園や小学校での交流会や、地域交流イベントに参加
し、市民との異文化交流を図っています。

　教育支援としては、小学生の学校見学や、中学生の職場体
験学習を、本年度も多数受け入れています。

　学生は、武蔵野市や近隣の市などでのイベント出演や運営
協力、清掃活動など、市民と共に街づくりや、地域課題解決の
ための活動を行っています。また、平成26年度は、学生が主
体となり、武蔵野市の環境フェスタに独自企画で出展をし、
創造型・企画型のイベント参加も実践できつつあります。

　キャンパスを、地域団体との交流の場としても提供してい
ます。アジア祭（学園祭）では平成25年度に続き、アジア祭実
行委員会が、武蔵野市立桜野小学校児童と一緒に、子供縁日
を企画・運営しました。

　わが国も、地方創生や地域格差是正に重点的に取り組んで
いることから、今後、ますます地域交流・地域連携の必要性が
高まるでしょう。まさに、本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、社会をリー
ドするチャンスとなるに違いありません。

　こうした多彩な地域交流活動を、さらに充実・拡大させ、関
係する人々それぞれが満足を感じ、地域の課題が払拭され、
真に暮らしやすい街が創造されていく・・・。そういった地域
交流活動の実践と、アジア色を活かした教育研究活動を通
じ、今後も人材育成に邁進していきます。
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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、「豊かな街づくり」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。
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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。

●	街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。

亜細亜大学は●+●+●を
活用し、地域社会と交流しています。
地域交流活動を展開していくにあたり、「理念」「目的」「重点活動分野」を定めています。
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武蔵野市長
邑上　守正

西武信用金庫 常勤理事
業務推進企画部長
髙橋　一朗 

三鷹市長
清原　慶子

地域交流で得た“気づき”と“学び”が
素晴らしいまちづくりに寄与することでしょう。

産学連携をより一層強化することで、
皆さまと一緒に、地域経済活性化の一翼を担っていきましょう。

亜細亜大学ならではの“人的・知的支援”に感謝！！

教育、スポーツ、文化、コミュニティ、まちづくりなど
様々な分野にわたる亜細亜大学の積極的な地域との交
流活動に対しまして、心から敬意を表するとともに、あ
らためて感謝いたします。亜細亜大学が位置する武蔵境
地区には、平成26年12月に「武蔵野ふるさと歴史館」が
オープンいたしました。この武蔵野ふるさと歴史館は、
武蔵野市の歴史、文化を学ぶ拠点としての機能、歴史資
料を媒体とした市民交流施設としての機能をもち、コン
パクトながら居心地の良い場所となることを目指して
います。地域の研究、地域との交流の場としてご活用い
ただければ幸いです。武蔵境地区は、鉄道と道路の連続
立体交差事業が完了し、平成27年度末には武蔵境駅北口
広場の整備も完了予定であり、新たな時代を迎えます。

西武信用金庫は「事業支援」「街づくり支援」「資産管理支
援」の三つの活動を通して、企業・街・人、それぞれが抱え
る地域の課題を解決する「お客さま支援センター」の実
現に向けて課題解決力の向上に努めています。亜細亜大
学は、学生の皆さんによるコミュニティカフェなど各種
イベントへの参加や運営協力により、地域の方々との
交流を深めているほか、街づくり未来塾の開催（Ｐ15参
照）、三鷹ネットワーク大学（P19参照）など、行政機関と
連携した市民講座を開設したり、武蔵野地域を中心に積
極的な地域交流活動をされております。このような中で
一昨年、地域金融機関である私どもと包括的連携・協力
協定を締結して頂きました（P8参照）。多くの留学生が
在籍している国際色豊かな学風や、素晴らしい発想とセ
ンスを備えた学生・教授陣といった豊富な人的資源を備

学長はじめ、教職員の皆様、学生の皆様には、日頃より三
鷹市政にご協力をいただき、どうもありがとうございま
す。池島学長をはじめ、歴代の学長には、「特定非営利活
動法人三鷹ネットワーク大学推進機構（P19参照）」の理
事を快く引き受けていただくとともに、毎年、「日本企業
のアジア展開」に関する講座を開講していただいていま
す。また、池島学長には「三鷹市商工振興対策審議会（P19
参照）」の会長も、ご多用の中お務めいただき、心より感
謝しております。学生の皆様においても、隣市である三
鷹市に積極的なご協力をいただきました。代表的なもの
を申し上げますと「第35回憲法を記念する市民のつどい

（Ｐ11参照）」では会場案内業務、「第2回ふじみまつり（Ｐ
11参照）」では会場案内業務及び交通誘導と、おもてなし
の“人的支援”をいただきました。また、福祉施設でのイ
ベントでは、運営のご協力と“知的支援”もしていただき

武蔵野市は、亜細亜大学とより一層の連携、協力を深め
ていくため、平成26年４月に包括的連携協力協定を締結
いたしました（P7
参照）。今後とも地
域の大学として、
連携の手をさらに
重ね、魅力あるま
ちづくりにお力添
えいただけますよ
う、よろしくお願
いします。

え、様々な地域交流活動をされている亜細亜大学の皆さ
まから、私どもの地域活性化支援や地域経済の中心と
なっている中小企業の方々への事業支援活動に、今後と
もお力添えをいただけましたら幸甚です。産学連携を
より一層強化し、皆さまと一緒に地域活性化の一翼を担
い、協同組織金融
機関としての社
会的使命を果た
していく所存で
すので、一層のご
支援、お引き立て
を賜りますよう
お願い申し上げ
ます。

ました。こういった地域交流によって、市民の皆様から、
感謝の声が届いています。このような大学生の地域にお
ける活発な活動の推進は、全国的にみても、先進的で素
晴らしい活動であると思います。今後も、教職員の皆様
はもちろんのこと、学生の皆様が、若々しく柔軟な発想
で、地域の課題発
見・課題解決の活
動に参加してい
ただき、幅広い分
野で、地域の活性
化にご活躍をい
ただきますこと
を期待していま
す。

温かいメッセージが届きました。
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「地域と共に歩み、開かれた大学」を目指していきます。
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スイングロード商店会
副会長 吉野　壽郎

イベントは、いつも大盛況。多くの出演者に、お礼を申し上げます！！

スイングロード商店会は、武蔵境駅北口から西側をエリア
とする商店会です。冬季にはスイングロードイルミネー
ションで、亜細亜大学の皆様はじめ、地域の皆様にも親しん
でいただいております。スイングロード商店会では、年間イ
ベント事業として、「スイングロードフェスティバル（P10
参照）」、「スイングロードイルミネーション（P10参照）」な
どを開催しておりますが、亜細亜大学の皆様には、毎回、ご
協力をお願いし、ガムラン研究会・吹奏楽団・TANZ・軽音楽
部等々に、ご出演いただき、イベントを盛り上げていただい
ております。亜細亜大学の学生の皆様におかれましては、勉

学の傍らに、演技の研鑽をされ、更に親しく地域に溶け込む
様子には、本当に頭が下がる思いで感謝しております。武蔵
境の街では、スイングビル建設に始まり、武蔵境駅高架化完
成、駅前広場の整備が着工され、長かった再開発事業もゴー
ルが見えてまいりました。ハード面のまちづくり完成の後
には、ソフト面のまちづくりが一段と大切になっていきま
す。そのことを念頭にスイングロード商店会では、今後も、
亜細亜大学の皆様と手を携えながら、“心の通うまちづく
り”をしていければ幸甚に存じます。

武蔵野市立桜野小学校
校長 嶋田　晶子

特定非営利活動法人
武蔵野スポーツクラブ

理事 上村　智士郎

西部コミュニティ協議会
会長 木川　憲子

公益財団法人
武蔵野市国際交流協会
理事長 川口　博久

国際色豊かな“地域交流”のおかげで、
子どもたちに“広がりのある教育”が届けられます。

スポーツを通じた地域貢献で、共にゴールを目指そう！！

コミセン※の発展には今後も、皆さんのご協力が欠かせません！！

学生の皆さんには、いつもお世話になりっぱなし。Thank	you！

亜細亜大学の皆様には、武蔵野市国際交流協会へのご支援、
ご協力をいただき心より感謝申し上げます。当協会はその設
立が「武蔵野市平和問題懇談会」に端を発し、国際相互理解、
地域の多文化共生を図ることによって、国際平和に寄与する
開かれた街づくりを目標としています。その目標達成のた
め、多数のボランティの方々に支えられた様々な事業を行っ
ております。なかでも、「外国人の子供学習支援」、「むさしの
国際交流まつり（P14参照）」には学生諸君の支援が欠かせま

私が桜野小に着任して強く感じたことは、亜細亜大学の皆さ
んが、地域とともに様々な場所で活躍されているというこ
とでした。本校でも10年来に渡って毎年「留学生との交流会

（P13参照）」を実施しています。たった3時間程度の交流で
も、留学生の方々から母国の様子を聞き、一緒に給食を食べ
たり遊んだりすることで、学校だけではできない国際理解教
育の一端を担っていただいています。また、2年前からは地

亜細亜大学の皆様には、日頃より当クラブの活動へのご
理解の上、ご協力を頂き感謝申し上げます。貴学と同じ武
蔵野市を拠点に、サッカーチームを運営している当クラ
ブの活動をお手伝い頂くようになって、今年でようやく
３年目と、お付き合いは始まったばかりですが、皆様の地
域に根ざした活動の様子には目を見張るばかりです（P9
参照）。私自身、貴学以外にも多くの大学とお付き合いをさ
せて頂いておりますが、質、量ともに、これほどの学生が地
域活動に参加している例を、他に見たことも聞いたこと
もありません。貴学の先生、職員の皆様のご尽力と同時に、

亜細亜大学の皆さまには、日頃より協議会活動にご理解ご協
力をいただき感謝申し上げます。亜細亜大学の交流活動に
掲げられている「街づくり、人づくり、未来づくり」は私たち
のコミュニティ活動の目標でもあります。「コミセンまつり

（P10参照）」では地域の人と人とのつながりのきっかけとな
るように、利用者の方々の作品展示や発表の「文化祭（P10参
照）」、各分野で活動されている団体の紹介などを行っている

せん。「外国人の子供学習支援」では一年にわたり学生諸君が
参加してくれます。また、「むさしの国際交流まつり」では、学
生諸君が、会場運営サポート、来場者受付・誘導、多文化カフェ
受付、多文化ステージなどで活躍をしてくれます。とりわけ、
多文化ステージでは、留学生と日本人学生が協同して、イベ
ント全体の企画・運営をしてくれます。このようなご支援、ご
協力に改めてお礼を申しあげるとともに、今後とも何卒よろ
しくお願い申しあげます。

域交流課にお願いし、運動会の昼食場所である旧桜堤小への
道路横断時の見守りをお願いしました。このことがきっかけ
となり、本校の放課後補習教室（P13参照）のお手伝いを続け
ていただいている学生の方もいらっしゃいます。亜細亜大学
の地域とともに進む姿勢は、校長として地域の力を取り入れ
た教育活動の広がりとなりました。これからも、よりよい交
流の在り方を考えていきたいと思います。

長年に渡って紡がれてきた、貴学に流れる学風がそれを可
能にしているのではと推察しています。学生の皆様の存在
がエネルギーとなって、この地域に多くのモノをもたらし
ていると同時に、参加されている学生の皆様の中にも多く
の貴重なモノを残していることと思います。私どものクラ
ブは、スポーツを通した地域貢献を標榜しておりますが、
その実態はまだまだこれからの状況です。今後、亜細亜大
学の皆様とご一緒して、地域に根ざした活動を深めて参り
たいと思いますので、ご協力の程お願い申し上げます。

「コミセンデー」は、地域を知り活動するきっかけ作りに行っ
ています。これらの事業には、必ず学生の皆さんにご協力い
ただき一緒に活動しています。地域の人が増え、コミセンを
利用される人も増えて、コミセンの役割や利用のされ方も変
わりつつあります。人と人がつながり、私たちの街がより良
くなるようにこれからもお力添えくださいますようお願い
致します。 ※コミセンとは、“コミュニティセンター”の略
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日時 平成26年7月21日（月）　18：00～20：00
内容 「新体制での地域交流活動への取り組み方針」に関する意見交換
 「地域交流活動の意義ってなんだろう？」をテーマに、
 グループワーク
人数 27名（学生24名、地域交流課員3名）

日時 平成27年1月19日（月）　18：00～20：00
内容 「4年生から後輩へ」“経験談”や“アドバイス”
 「ヨコのつながりを作ろう！」をテーマに、グループワーク
人数 31名（学生26名、地域交流課員3名、学生生活課員2名）

地域交流課のリードで、“ボランティアを行っている学生団体”
の代表者同士が、年2回、意見交換会を開催しています。
※サスティナブルとは、“持続可能な”という意味。将来の環境や、次世代の利益を損なわない範囲内
　で、社会発展を進めようとする理念です。

平成26年度 亜細亜学園学友会
中央執行委員会 学外副委員長

北川　　駿

小さな縁から大きな輪へ
この一年間、学生の代表である学外副委員長として地域交流活動に携わるなかで感じたことは、多く
の職員さんや地域の皆様との「縁」です。普段の学生生活のなかでは、なかなか関わることの出来ない
皆様と多くのイベントを共に行っていくことで思いがけない出来事が多くありました。あるボラン
ティアで関わらせていただいた方と、我々学生の委員会活動においてもお世話になる機会があった
のですが、その際に、日頃手伝ってもらっているからと快く協力してくださいました。しかし、お世話
になっているのは私たち学生も同じで、地域イベントはそういった相互に協力していけるような関
係性が築ける場でありました。このような何気ない出会い、「縁」から繋がる関係、「輪」が今後の活動
において、とても有意義なものとなることを知り、この一年間がより思い出深いものとなりました。
最後に、今後も地域交流活動を通して武蔵野地域の益々の発展と亜細亜大学生と地域の皆様との交
流が末永く続き、相互に発展していくことを期待しております。
短い期間ではありましたが本当にありがとうございました。

■	学生団体地域交流活動連絡会
 会場 本学第4会議室
 参加 中央執行委員会、中央事務局、学生健康保険委員会、県人会連合会、アジア祭実行委員会、体育祭実行委員会、
  学生海外活動助成金制度運営委員会、学術文化連合会執行委員会、文連祭実行委員会、吹奏楽団、軽音楽部、
  ガムラン研究会、TANZ、亜細亜大学ボランティアセンター、一般奉仕会『細流（せせらぎ）』

サスティナブルな活動を目指して――。
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参加者

27名
参加者

31名

前 期 後 期

「地域交流課員」
Designed by 漫画研究会

	 意見交換会の趣旨
 １． 地域交流活動について、情報を共有する。
 ２． 学生団体の、ヨコのつながりをさらに広める。
 ３． 地域の人が、ボランティア参加者を
  どのように促えているかを伝える。
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どちらでもない
11％（37人）

不満足
3％（12人）

回答者数
357人

満足した
86％
（308人）

どちらでもない
12％
（6人）

回答者数
49人学生 主催者

満足した
88％
（43人）アンケートの実施

数値によって“見える化”

⬇
結果をフィードバック

今後の活動の
“改善や充実”に活用

アンケートから読み解く、“満足度”や“達成度”

対象者 ●地域イベントに参加した全学生／取材協力員　●地域イベントの主催者
（平成26年度集計）

満足度
目指せ Q 地域交流活動に参加して? Q 協力してもらって?

平成26年度 中央執行委員会 委員長
須賀　智哉

平成26年度 県人会連合会 委員長
櫻井　史也

平成26年度 学術文化連合会執行委員会 外務局長
大野　　翠

第45回 文連祭実行委員会 委員長
今城　瑠美

地域交流課が
考える近未来
未来では、大学も、地域も、自治体も、産業界も含め、
“みんなの笑顔が輝く未来づくり”が進んでいる！！
そのための“人づくり”を担うのが、
本学の地域交流活動です。

目指すもの

5年後、こうなってい
たい活動展開

 • 国が掲げる「地域再生人材創出
  拠点の形成」という目的に、亜
  細亜大学が直接的に貢献できて
  いる。
 • 本学の学生が、地域再生人材と
  して、在学中も、卒業後も、社会
  で颯爽と活躍している。

 • 団体に所属している学生のみが
  参加している現状を、誰もが参
  加できる仕組みにしていく。
 • 教員の理解を得ることで、ゼミ
  単位での地域活性化活動を、武
  蔵野市や多摩地域で広く展開し
  ていく。
 • 世界中からの外国人留学生が、
  武蔵野地域を第二のふるさとだ
  と感じ、国際交流活動などに自
  然に溶け込むよう促す。

 • 学生の満足度が100％に近づくよ
  うな支援を、大学が行っている。
 • 団体に所属していない学生も含
  め、もっとさまざまな学生が、地
  域交流活動に参加している。

Q 地域交流活動を“言葉”であらわすと？

亜細亜大学ボランティアセンター・
学生海外活動助成金制度運営委員会 所属

岩瀬　　蓮

 • 地域交流活動への参加体験が、
  社会の入り口のパスポートとな
  り、亜大生のそのパスポートは
  日本中で一番価値あるものに
  なっている（大手の採用試験時
  には、ボランティア体験の有無
  について問われることが多い）。

 • 学生や地域の方々に、日頃の地域
  活動の情報を、ホームページや季
  刊誌などで、広く・スピーディー
  に発信していく。

 • 学生自らが地域課題を発見し、
  それを解決できるような活動を
  企画することで、地域が活性化
  されていく。
 • 小中高生を巻き込んで、新たな
  地域活動を企画・運営している。
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「産業フェスタ」における本学のブース

第55回体育祭のテーマは、「共想　共に競い、友と創る想い出。」

【武蔵野市】
活動の幅が、グッと広がる！
武蔵野市との包括的連携協力協定―。
平成26年4月4日（金）、本学と「武蔵野市」は、“人材育成”
と“地域社会発展”に寄与することを目的に、“包括的連
携協力協定”を締結しました。締結後は、漫画研究会に

「武蔵野市公共施設再編」の小冊子作成の依頼があり、建
替問題の概要や、これから社会を担っていく若者に何が
必要かなどを、漫画を使って解説しました。その他にも、

「第7回むさしの環境フェスタ（P12参照）」のブース出展
や、「学生パトロール事業（P14参照）」の参加、「自転車安
全運転講習」など、新たな取り組みが生まれました。

地域交流懇談会
本学は地域に開かれた大学づくりに努めており、街づ
くりに関わる方々と相互理解や協力関係の促進を図っ
ています。その交流の場として毎年「地域交流懇談会」
を開催し、今年度は252名の地域の方々と本学教職員
が交流できました。

（左）武蔵野市長と（右）本学学長

「TAMACOM」における本学の教育、地域交流
活動のPR

「体育祭」では地元の屋台が出店！！

地域交流懇談会「むさしの環境フェスタ」での学生たち

制作協力した漫画研究会

公共施設再編を
漫画化した「わたしたちで
考える 公共施設の未来」

（全14頁）

【武蔵野商工会議所】
イベントに、ブースを出展。
本学の“教育・地域交流活動”をＰＲ！！
武蔵野商工会議所が開催した「第4回武蔵野エリア 産
業フェスタ（三鷹商工会共催）」、「第3回TAMACOM 
たままるごとプレゼンと」に参加し、本学の“教育・地
域交流活動”をPRしました。また、「インターンシップ
関連授業」における受け入れ企業の紹介や、「新入生向
け社会人へのインタビュー授業」プログラムなどでも
協力を得ることができました。

【日の出町商工会】
地元商業者が協力。
本年度も、体育祭に、屋台出店！
日の出キャンパスで行われる体育祭は、日の出町商工
会とのタイアップによる地元商業者の屋台出店をして
います。平成26年度も7店舗に出店していただきまし
た。終了後は、商工会の方も含め意見交換会を開催。次
年度に向けた話し合いも行い、さらに盛り上がる体育
祭を企画していくために、交流を深めました。

新たな試みや出来事を、ご紹介します。
取り組みが評価されることにより、活動の幅が広がり、さらに多くの交流が生まれています。
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インターナショナル・フォーラム

【西武信用金庫】
ビジネスに特化した知的貢献！	
西武信用金庫との
包括的連携・協力協定――。
昨年度、本学と「西武信用金庫」は、“地域の活性化”と“産
業の振興”を図るため、相互に協力し“地域社会の発展
に寄与すること”を目的に「包括的連携・協力協定」を締
結しました。締結後は、連携プログラムとして「留学生
と中堅優良企業との就職研究会」を3回開催。延べ11社
の企業と、38名の留学生が集まり、具体的な業務の内容
や研修制度などを聞き、マッチングを行いました。また
4月には、“地域産業応援資金”の贈呈を受け、「亜細亜大
学ビジネス講座（Ｐ19参照）」を開講した他、学生の地域
活動への支援金として活用しました。さらに、「第15回
ビジネスフェア from TAMA」へブース出展を行い、本
学の教育プログラム、産学連携の活動をPRしました。

（左）本学学長と（右）西武信用金庫 理事長 落合寛司 氏

留学生と中堅優良企業との就職研究会

インターンシップ表彰式

インターンシップ成果報告会

ビジネスフェア from TAMA

本学は、ネットワーク多摩（多摩地域を中心に、大
学・行政・企業・団体などとの協働を通して、地域
の活性化、大学間連携などを推進する機関）の協
賛会員です。平成27年10月に開催予定の「第6回
多摩地域理事長・学長会議企画運営委員」も務め
ています。

インターンシップ促進プロジェクト
「インターンシップ」とは、学生が一定期間、企業などで研修生とし
て働き、就業体験が行える制度です。夏季休暇期間に、「東京都大学
生インターンシップ促進プロジェクト事業」の一環で、“調査・取材
型インターンシップ”及び“体験型インターンシップ”を協同企画
し、約80名の学生が参加しました。そして、10月に“夏季インターン
シップ報告会”を開催し、在学生や教職員にインターンシップの成
果を発表、外部審査員から評価をいただきました。

単位互換制度の活用状況
平成20年4月よりスタートした「単位互換制度」は、単位互換包括協
定調印大学の科目を履修し、単位が取得できた場合に、所属大学の
単位として認定できる仕組みです。また、ネットワーク多摩が提供
する科目を履修することも可能です。本学は「インターナショナル・
フォーラム（P17参照）」を“対象科目”としています。これにより、学
生の多様な学習意欲に応えています。

学生教育ボランティア事業に、本年度より参加
平成26年度より、多摩地域の大学生が小中学校で授業やクラブ活動
などの補助をする「学生教育ボランティア事業」に参加しました。教
職課程受講の学生が、八王子市の中学校へ行き、実際の教育現場で
の“指導の難しさ”や“やりがい”を肌で感じられたことは、貴重な体
験の場となりました。

【公益社団法人	学術・文化･産業ネットワーク多摩（通称：ネットワーク多摩）】
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武蔵野大学コラボ企画
横河武蔵野FCを応援しよう！

12

12

7

7

113

116

114

121

134
123

武蔵野市

中央本線

成蹊大

市立第六中

市立
第二中

市立
桜野小

武蔵野
赤十字病院

井之頭病院

東小金井駅 武蔵境駅 三鷹駅 吉祥寺駅

小金井公園

井の頭
公園駅

三鷹台駅

新小金井駅

明星学園高

三鷹市立高山小

善福寺公園

武蔵野
中央公園

武蔵野市役所

市立第一中

5

9 6

1・4

2

8

3
7亜細亜大学

 お祭り・イベント などへの協力　（武蔵野市） 協力人数 約800名協力件数 51件

第8回	祝武蔵境駅開駅125周年記念
武蔵境ピクニック

出演 吹奏楽団
協力 中央執行委員会、中央事務局、
 亜細亜大学ボランティアセン
 ター
期間 平成26年5月16日（金）～
 17日（土）
会場 境南ふれあい広場公園
主催 武蔵境ピクニック実行委員会

参加 中央執行委員会、アジア祭実行
 委員会、新入生研修委員会、学
 術文化連合会執行委員会、亜細
 亜大学ボランティアセンター
日時 平成26年5月17日（土）
 13：00～15：00
会場 武蔵野陸上競技場
主催 特定非営利活動
 法人 武蔵野
 スポーツクラブ

1

2

街が、どんどん好きになる。
多くの亜大生が、お祭り・イベント・環境美化活動などに、自発的に参加し、地域のお役に立っています。

協力

35名

参加者

15名
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第11回武蔵境舞祭

第12回武蔵境JAZZ	SESSION

第5回武蔵野まんなか夏祭り
～やっぱり武蔵野！みんなが主役～

西部コミセン・第26回文化祭

第4回さかい夜市2014
～オールさかいサマーフェスタ～サンヴァリエ桜堤・夏まつり

第58回市民と市長のタウンミーティング
～学生から見た武蔵野市～

 【その他	出演・協力】
	 	 サンヴァリエ桜堤・桜まつり（4/5、参加52名）
  サンヴァリエ桜堤・桜まつり（平成27.3/28、参加42名）
 【その他	出演】
  公園通り・愛とふれあいのステージ（公園通り商店会）（4/27、参加20名）
  東京車人基金チャリティー第25回サマーフェスティバル（8/30、参加1名）
  第19回スイングロードフェスティバル（9/6、参加18名）
 NEW  第16回フットボールリーグ（JFL）（10/25、参加6名）
  武蔵境スイングロードイルミネーション点灯式（11/8、参加26名）
 NEW  武蔵境イルミネーション点灯式（11/15、参加26名）
  武蔵野市消防団・出初式（平成27.1/11、参加18名）
  西部コミセン・スプリングコンサート（平成27.2/21、参加19名）

	 【その他	協力】
  武蔵野の森を育てる会（4/13、4/27、5/11、5/25、6/15、6/29、7/13、
  7/27、8/24、9/6、9/21、10/26、11/9、11/24、12/7、12/21、
  平成27.1/11、1/25、2/22、参加 延べ約180名）
  0123はらっぱまつり（0123はらっぱ）（5/5、11/8、参加 延べ7名）
 NEW  第38回わんぱく相撲武蔵野場所（公益社団法人 武蔵野青年会議所）
  （5/11、参加3名）
  西部コミセン・コミセンまつり（6/13～14、参加22名）
  秋祭り（桜堤保育園父母会）（9/6、参加6名）
  第2回！大運動会（公益社団法人 武蔵野法人会）（10/25、参加10名）
 NEW  2014 モモプロジェクトハロウィンイベント＠武蔵境
  -子どもと一緒にワクワクお店めぐり-（10/26、参加4名）
 NEW  第38回多摩湖往復ナイトハイク（平成27.1/25、参加10名）

出演 軽音楽部、まるちゃん（アジア祭実行委員会）
協力 中央執行委員会、中央事務局、県人会連合会、
 福利厚生局協助会、学生健康保険委員会、学
 生海外活動助成金制度運営委員会、亜細亜大
 学ボランティアセンター、一般奉仕会『細流』、
 英会話研究会、届出団体本部
取材 学術文化連合会執行委員会
日時 平成26年8月23日（土）
 13：00～22：00
会場 境南ふれあい広場公園
主催 武蔵境活性化委員会

出演 TANZ、ガムラン研究会、まるちゃん（ア
 ジア祭実行委員会）、アジアフロさん
花笠踊り 県人会連合会、中央執行委員会、中央事
 務局、財務局、アジア祭実行委員会、学生
 健康保険委員会、学生海外活動助成金制
 度運営委員会、学術文化連合会執行委員
 会、亜細亜大学ボランティアセンター、
 一般奉仕会『細流』、文連祭実行委員会
取材 広報局
日時 平成26年9月6日（土）
 14：00～16：00
会場 すきっぷ通り商店街
主催 武蔵境駅前商店街協同組合

出演 應援指導部
出店 亜細亜大学ボランティアセンター、一般奉
 仕会『細流』
協力 中央執行委員会、中央事務局、財務局、広報
 局、アジア祭実行委員会、学術文化連合会
 執行委員会、亜細亜大学ボランティアセン
 ター、一般奉仕会『細流』
日時 平成26年8月3日（日）
 9：30～21：30
会場 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

実行委員 亜細亜大学ボランティアセン
 ター、一般奉仕会 『細流』、放送
 研究会
出演 TANZ
出店 亜細亜大学ボランティアセン
 ター
協力 中央執行委員会、県人会連合
 会、学術文化連合会執行委員
 会、亜細亜大学ボランティアセ
 ンター、一般奉仕会『細流』
取材 学術文化連合会執行委員会
日時 平成26年8月23日（土）
 8：30～19：00
会場 むさしの市民公園
主催 公益社団法人 武蔵野青年会議所

出展 漫画研究会、ビジュツ部
協力 中央執行委員会、中央事務局、
 福利厚生局協助会、音響技術委
 員会、学生海外活動助成金制度
 運営委員会、学術文化連合会執
 行委員会
期間 平成26年10月24日（金）～
 26日（日）
会場 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 学生健康保険委員会、音響技術
 委員会、新聞委員会、体育会本部
日時 平成26年11月20日（木）
 18：45～20：45
会場 武蔵野商工会議所
主催 武蔵野市

出演 軽音楽部
日時 平成27年2月21日（土）
 13：30～20：00
会場 武蔵野スイングホール
主催 一般社団法人武蔵野市観光機
 構、武蔵境商店会連合会

4

6

9

3

5

7

8

協力

110名

協力

62名
協力

61名

協力

36名

参加者

4名

協力

14名

協力

12名



11 街づくりのための地域活動

NEW 	FC東京・大青赤横丁

 お祭り・イベント などへの協力 協力人数 約1,300名協力件数 36件

第14回西東京市民まつり

第40回花壇コンクール

JAPANF1亜細亜大学国際オープンテニス2015
亜細亜大学女子国際オープンテニス2015

第42回小金井なかよし市民まつり

NEW 	第2回ふじみまつり

NEW 	みたかわんぱくサッカー	 フェスティバル2014

第35回憲法を記念する市民のつどい

出演 吹奏楽団、軽音楽部、TANZ
取材 学術文化連合会執行委員会
期間 平成26年11月8日（土）～
 9日（日）
会場 西東京いこいの森公園
主催 西東京市民まつり実行委員会、
 西東京市

協力 中央事務局、学生海外活動助
 成金制度運営委員会、アジア
 祭実行委員会、国際文化局、亜
 細亜大学ボランティアセン
 ター、一般奉仕会『細流』
日時 平成26年11月22日（土）
 11：00～17：00
会場 味の素スタジアム
主催 FC東京

出演 吹奏楽団
取材 学術文化連合会執行委員会
日時 平成26年5月24日（土）
 11：00～11：30
会場 JR小岩駅南口から
 フラワーロード商店街
主催 第40回花壇コンクール実行委
 員会、江戸川区、公益財団法人 
 えどがわ環境財団

協力 硬式庭球部、アジア女子ローン
 テニス部
本選 男子：平成27年3月10日（火）～
 　　  15日（日）
 女子：平成27年3月24日（火）～
 　　  29日（日）
 予選会も実施
会場 本学 日の出キャンパス
主催 亜細亜大学

出演 吹奏楽団
取材 学術文化連合会執行委員会
日時 平成26年10月19日（日）
 10：00～16：00
会場 都立小金井公園
主催 小金井なかよし市民まつり実
 行委員会

協力 中国語研究会、放送研究会、
 ロシア語研究会、経済学会、
 その他学生有志
日時 平成26年11月23日（日）
 10：00～15：00
会場 クリーンプラザふじみ
主催 ふじみ衛生組合、ふじみまつり
 実行委員会

協力 亜細亜大学ボランティアセン
 ター
日時 平成26年6月22日（日）
 12：30～17：00
会場 味の素スタジアム
主催 三鷹市、三鷹市教育委員会、三
 鷹青年会議所

協力 空手道部
日時 平成26年5月17日（土）
 13：00～15：00
会場 三鷹市公会堂
主催 三鷹市、三鷹市教育委員会、憲
 法を記念する三鷹市民の会

協力

9名三鷹市

協力

51名西東京市

協力

30名江戸川区

協力

19名調布市

協力

12人調布市

協力

11名調布市

協力
約1,100名日の出町

協力

31名小金井市

	 【その他	協力】
  みんなでつくるぼうけんあそびひろば西東京プレーパーク★キャラバン
  （子育てサークル「マンマミアプラス」）（4/27、5/25、6/22、7/27、10/26、
    参加 延べ10名）
  花咲きまつり（社会福祉法人 太陽福祉協会 日の出太陽の家）
  （5/3～4、参加 延べ20名）
 NEW  夏の日㊙大作戦～みんなで大人をびっくりさせよう！～
  （三鷹青年会議所）（8/23、参加12名）
  第25回三鷹国際交流フェスティバル（公益財団法人 三鷹国際交流協会）
  （9/21、参加7名）
  浦安スポーツフェア2014（浦安スポーツフェア2014実行委員会、浦安
  市、浦和市教育委員会）（10/12、参加者14名）



12街づくりのための地域活動

期日 マナーキャンペーン
 ・平成26年
  5月7日（水）～12日（月） 参加89名
 ・6月16日（月）～20日（金） 参加187名
 ・11月17日（月）～21日（金） 参加145名
 ・12月1日（月）～5日（金） 参加148名
 倫理美化運動
 ・平成26年7月20日（日） 参加 約290名
 ・平成27年1月10日（土） 参加 約260名
場所 武蔵境地区

 環境美化活動 への参加 参加人数 約2,000名参加件数 37件

■	What’s	取材協力？
地域交流課では平成25年度後期より、学生による地域イベントの取材協力員の募集
を始め、本年度から正式に活動を行っています。学生が地域へ出てイベント出演団体
を取材することにより、学生同志のヨコのつながりをつくるとともに、地域との関わ
りを持つことができました。学生記者の記事は、地域交流課のホームページに掲載し、
他の学生の目に止まることになり、さらに学生間のつながりが深まることにもなっ
ています。学生記者は緑色の「PRESS」の腕章をつけて活動しています。地域の方には、
その活動もご覧いただければ幸いです。
取材協力員　20名（新聞委員会、学術文化連合会執行委員会、届出団体本部、その他学生有志）

市内三駅周辺一斉清掃（ごみゼロデー）（武蔵野市主催）

学術文化連合会地域清掃活動
（学術文化連合会執行委員会主催）

マナーキャンペーン（学友会主催）
倫理美化運動（学友会中央執行委員会主催）

高尾山清掃活動（一般奉仕会『細流』主催）

NEW 	第7回むさしの環境フェスタ	みんなでE
い ～ こ

～COとはじめよう－未来の地球を守ろう－（武蔵野市主催）

参加 中央執行委員会、中央事務局、財務局、
 国際文化局、広報局、福利厚生局協助
 会、アジア祭実行委員会、音響技術委
 員会、新聞委員会、学生健康保険委員
 会、県人会連合会、新入生研修委員会、
 体育会本部、学術文化連合会執行委員
 会、届出団体本部
期日 ・平成26年6月1日（日）参加78名
 ・平成26年11月30日（日）参加86名
場所 武蔵境地区

参加 学術文化連合会 32団体
日時 平成26年10月12日（日）
 10：00～12：00
場所 武蔵境地区

参加 学術文化連合会執行委員会、亜
 細亜大学ボランティアセン
 ター、一般奉仕会『細流』
日時 平成26年6月1日（日）
 10：00～12：00
場所 高尾山

出展 中央執行委員会、中央事務局、学術文化連合会執行
 委員会、放送研究会、届出団体本部
日時 平成26年10月19日（日）10：30～15：00
会場 武蔵野プレイス、境南ふれあい広場公園
亜細亜大学として、初のブース出展を行いました。展示物
のひとつに、小学生の視点から亜細亜大学の環境の取り組
みを考える「桜野小学校と周るECO探検TOUR」を発表。
そのため、事前に、児童と一緒に、学内の施設を見て、次世
代へ向けた環境への配慮を、あらためて学びました。その
他の取り組みも工夫を凝らし、楽しく、分かりやすくECO
をアピールしました。

参加者
約1,100名

参加者

30名

参加者

164名

参加者

約600名

参加者

5名

	 【その他	参加】
  マナー向上キャンペーン（亜細亜大学・学生センター）
  （4/14～18、9/29～10/3、参加 延べ120名）
 NEW  地域清掃活動（アジア祭実行委員会）（12/21、参加約20名）



13 人的資源の提供および学習機会の拡大

 学習・スポーツ 活動への支援

武蔵野市立第二中学校	「道徳の授業地区公開講座」

武蔵野市立桜野小学校	「まなべえ」

留学生別科	「日本事情」

三鷹市立第二中学校・学習支援

アジアの風塾

土曜学校	「亜細亜大学経営学教室」

期間 平成26年6月23日（月）～
 平成27年3月4日（水）
会場 武蔵野市立桜野小学校

「まなべえ」とは、児童の基礎学力向上
を目的とし、週2回、放課後に開催され
ている学習支援教室です。本年度は、2
名の学生が、サポート支援員として参
加しました。

日時 平成26年6月28日（土）13：00～15：00
会場 本学2号館多目的ホール
講師 夏目重美（経営学部教授）
 AUSCPシニア・コミッティ
教材提供 公益社団法人ジュニア・アチーブメント
 日本
本年度も「経営学教室」（武蔵野市教育委員会主
催）の授業を行いました。当日は、44名の小学生
の参加があり、グループに分かれ、帽子の販売を
通じて経営に必要なことを楽しく学びました。

日時 平成26年10月7日（火）
 10：15～13：30
会場 武蔵野市立桜野小学校
留学生別科の学生が、「日本事情」の授
業の一環として、小学校を訪問しまし
た。留学生は1年生から6年生までのク
ラスに分かれ、児童と一緒にゲームを
したり、給食を食べたりして楽しいひ
と時を過ごしました。

期間 平成26年5月14日（水）～
 12月22日（月）
会場	 本学6号館課程室
教職課程受講学生が、大学周辺地域
の小学生の自習をサポートしていま
す。本年度は全22回、計710名の参加
があり、延べ約280名の学生が指導
にあたりました。

期間 平成26年4月～7月、
 平成27年3月
会場 三鷹市立第二中学校
にしみたか学園は三鷹市におけるコ
ミュニティ・スクールを基盤とした
小・中一貫教育校のモデル校で、5名の
学生が三鷹市立第二中学校で“英語”
と“数学”の学習支援ボランティアに
参加しました。

日時 平成26年5月10日（土）
 10：50～11：40
会場 武蔵野市立第二中学校
講師 吹奏楽団
吹奏楽団主将が、「団体の一員として
の意識」をテーマに講演しました。吹
奏楽団の一員をまとめる主将として
の意識や課題、各自が団体の一員とし
て、どう意識し、行動するかについて
話をしました。

子どもたちも、私たちも、学ぶ。
留学生を含む学生たちが、幼稚園や小学校での交流会・地域イベントに参加し、教育支援・異文化交流を図っています。
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協力

5名

協力

23名

協力

約280名

協力

27名

参加者

19名

協力

2名
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全国交通安全運動
期間 平成26年4月6日（日）～
 15日（火）
 平成26年9月21日（日）～
 27日（土）
会場 イオンモール日の出
硬式庭球部、アジア女子ローンテニス
部、陸上競技部、サッカー部が、春の交
通安全運動のビラ配布に協力し、五日
市警察署から感謝状をいただきまし
た。また、秋の交通安全運動にも、積極
的に参加しました。

協力

153名

「一中フェスタ」	セパタクロー体験学習 少年剣道大会	～第39回大澤旗・学長杯・武蔵野市長杯・毎日新聞社杯争奪戦～

協力 セパタクロー部
日時 平成26年10月18日（土）
 11：10～12：40
会場 武蔵野市立第一中学校
セパタクロー部が、武蔵野市立第一中学校が授業公開後に
行っている「一中フェスタ」で、体験学習を行いました。セパ
タクローとは、ネットを挟んで足や頭を使って、ボールを
相手コートに返しあうバレーボールに似たゲームです。

日時 平成26年11月2日（日）
 9：30～17：00
会場 本学体育館
主催 亜細亜大学剣道部
後援 武蔵野市、毎日新聞社、亜細亜
 大学、亜細亜学園学友会
剣道部が主催する亜細亜大学少年剣
道大会に、一都七県から847名の選手
が参加しました。

協力

10名
参加者

847名

		【その他	出演】 いきいきさんデー’14（社会福祉法人東京老人ホーム）
   （10/19、参加15名）
   吹奏楽鑑賞会（埼玉県立所沢特別支援学校）（平成27.2/13、参加21名）
	【その他	協力】 留学生と4歳児の交流会 （境こども園）（平成27.1/16、参加7名）

	【その他	参加】 全国地域安全運動（武蔵野警察署） （10/11～12、参加4名）
   歳末警戒パトロール・学生パトロール隊（武蔵野市）
   （12/22、参加4名）
   防犯パトロール（武蔵野警察署）（平成27.3/27、参加1名）

 国際交流・福祉 活動への支援

 防災・防犯など安全な環境づくり に関する活動

地域サービスデー2014午後のレクリエーション

NEW 	武蔵野地域安全のつどい

むさしの国際交流まつり2014	～武蔵境からひろげよう多文化の和

協力 国際文化局、財務局、亜細亜大学ボラ
 ンティアセンター、一般奉仕会『細流』
日時 平成26年10月19日（日）
 9：00～15：30
会場 社会福祉法人東京弘済園三鷹市高齢
 者センターけやき苑
ボランティアで学生が、身体測定や健康チェッ
クなどを手伝いました。地域の方とコミュニ
ケーションを取る機会も多くあり、学生にとっ
て大変満足度が高いイベントとなりました。

出演 COLOR
日時 平成26年9月16日（火）
 13：30～14：30
会場 特別養護老人ホーム武蔵野館
ボーカルバンドサークル「COLOR」
の学生が、特別養護老人ホームを訪問
し、ご高齢のデイサービス利用者に歌
を聴いていただきました。

日時 平成26年7月6日（日）9：00～12：30
会場 武蔵野芸能劇場
学友会が、武蔵野警察署から「武蔵野セーフ
ティーボランティアチーム」の委嘱を受けま
した。委嘱状交付の後は、署員と学生が、三鷹
駅前の路上清掃を行いました。

協力 中央執行委員会、中央事務局、
 財務局、国際文化局、亜細亜大学
 ボランティアセンター、一般奉
 仕会『細流』、その他学生有志・
 留学生有志
日時 平成26年11月16日（日）
 11：00～17：00
会場 武蔵野スイングホール

多くの学生が、武蔵境で多文化体験ができるイベン
ト「むさしの国際交流まつり」に参加しました。当日
は、クイズショーや世界の踊り体験などが行われた
り、各国の人が家庭のおやつを持ち寄ったカフェな
どが催され、大勢の人が異文化に触れました。

協力

6名

協力

34名

参加者

22名

協力

8名

	 【その他	協力】 武蔵野市立桜野小学校・運動会 （5/24、参加4名）
  少年野球教室（釧路市民球場）（8/12、参加45名）
  日の出町立平井小学校・マラソンクリニック講習
  （平成27.1/29、参加11名）
	 【職場体験学習】 武蔵野市立第二中学校 （5/20～22、参加 2年生4名）
  小金井市立第二中学校 （11/5～7、参加 2年生3名）
  東京都立武蔵高等学校附属中学校 （11/11～13、参加 2年生4名）
  小金井市立緑中学校 （平成27.1/21～23、参加 1年生3名）
  東京電機大学中学校 （平成27.2/10、参加 2年生4名）
	 【大学訪問】 愛知県武豊町立武豊中学校 （6/4、参加 3年生4名）
  武蔵野市立桜野小学校 （6/18、20、26、参加 2年生約150名）
  武蔵野市立第二小学校 （10/22、参加 3年生6名）
  東京都立武蔵高等学校附属中学校 （平成27.1/22、参加 1年生2名）大学訪問で来校した愛知県

武豊町立武豊中学校の皆さん
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この討論会は、全学共通科目「街づくり未来塾Ⅰ・Ⅱ」の授業の一環として開催しています。
講義、連続討論会、体験学習（フィールドワーク）、週刊紙の編集・発行などにより、学生にさまざ
まな地域課題やまちづくりの取り組みにふれる機会を与え、その自学力・課題解決能力・社会的
協調性の涵養を目指しています。
さらに、市民にも公開し、講師、学生、市民によるディスカッションを通して、
地域と大学との相互理解を深め、地域社会への関心を高めたいと考えています。

開催時間 14：30～16：00
会　　場 本学225教室、227教室
担当教員 コーディネーター　栗田充治（国際関係学部教授）
参	加	費 無料 ※武蔵野地域自由大学の履修対象科目（P18参照）

前期テーマ 「武蔵野地域を知る～武蔵境学を深める」

 連続討論会 「街づくり未来塾」 一　般　288名
（前期 223名、後期 65名）

合　計　767名
（前期 512名、後期 255名）

教職員　35名
（前期 21名、後期 14名）

学　生　444名
（前期 268名、後期 176名）

「武蔵境駅開業125周年と中央ラインモールプロジェクト」
講師　古田隆則	氏（東日本旅客鉄道株式会社　武蔵境駅長）

「杵築大社と境村」
講師　窪田隆榮	氏（杵築大社　宮司）

期日 平成26年6月9日（月）
会場 本学225教室
杵築大社の伊勢神宮や出雲大社との関
係や歴史、また窪田氏が宮司となる経
緯などを話していただきました。受講
者は、地域と信仰の関係を理解し、「淨
明正直（じょうみょうせいちょく）」の
言葉に感銘を受けていました。

【学生の気づきと学び】
杵築大社は出雲大社と繋がりがあるとのことで、島根県民の私は親近感を感じてい
ましたが、知らなかったことが多くありました。今日の講義を聞いて、街を活性化さ
せる方法を考えてみようと思いました。

期日 平成26年6月2日（月）
会場 本学227教室
武蔵境駅開業125周年を迎え、地域の
環境や住民との和を第一としたプロ
ジェクトが進行しています。武蔵境駅
のこれからのあるべき姿や、新設され
たnonowa改札口周辺の展開につい
て述べられました。

【学生の気づきと学び】
“駅”を中心として魅力あるまちづくりを目指して創られていく武蔵境駅のお店や
空間が、どのようになっていくのかが楽しみになりました。自分に直接関わる地域
なので、完成したらぜひ利用したいと思います。

参加者

132名
参加者

143名

みんなで学んで、未来をつくる！
社会人の方が聴講できる“公開講座”を開講しています。

	 07 	専門的知識の相互活用	　　　　　　　　　　　　			 人材＋ 知識＋ 施設
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	街づくり未来塾の成果発信媒体　「週刊むさしさかい」

「市民が街づくりと出会うということ」
講師　原利子	氏（東部福祉の会　会長）

後期テーマ 「武蔵野で生きる～人と歴史」

「武蔵野の地域と市民の戦争体験に学ぶ－中島飛行機と空襲を中心に－」
講師　川村善二郎	氏（武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会　代表）

「武蔵野で生きる～ボランティア人生」
講師　千種豊	氏（武蔵野市民社会福祉協議会　副会長）

「武蔵野の歴史を巡る“まち歩き”」
参加講師　川村善二郎	氏（武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会　代表）

「武蔵野で生きる～戦前・戦中・戦後の武蔵野」
講師　島津好江	氏（武蔵野市史談会　副会長）

「学生のふるさとの魅力を発信する」
参加講師　千種豊	氏（武蔵野市民社会福祉協議会　副会長）
　　　　　島津好江	氏（武蔵野市史談会　副会長）　原利子	氏（東部福祉の会　会長）

期日 平成26年6月30日（月）
会場 本学225教室
学生各チームが、武蔵野市について、
様々な角度から調べたことの発表が
ありました。プレゼンの内容に加え、パ
ワーポイントの文字や写真の使い方、
発表する際の話し方、時間配分などに
ついても学ぶことができました。

期日 平成26年11月17日（月）
会場 本学227教室
のどかな田舎であった武蔵野町が、
戦争中は中島飛行機の工場があった
ためにB29の爆撃の的となり恐怖を
味わった話や、終戦後の食糧の買い
出しなどの話をされ、あらためて現
在の平和のありがたさが身にしみた
講義でした。

期日 平成26年12月8日（月）
会場 本学227教室
学生10チームが、事前調査とパソコン
スキルを駆使してふるさと紹介のプ
レゼンテーションを行いました。各講
師から、発表が明確でよかった、地図
があればより分かりやすかったなど
のご意見がありました。

【学生の気づきと学び】
武蔵野市についてと聞いていましたが、武蔵境に限定せず、吉祥寺など他の地域の
ことや、名産品、環境活動など様々な面からの見方もあるのだということを学びま
した。次回は他の班と視点を変えて発表ができるようにしたいと思いました。

【学生の気づきと学び】
島津さんに戦後街が綺麗になりどう感じたかを聞いたところ、「夢みたいな街」に
なっていったとお答えになり、戦争の犠牲になった人々にも今の街を見せてあげた
いと思いました。この街を大切にしていきたいです。

【地域の方の感想】
ここ数年拝聴していますが、学生の皆さんはしっかりプレゼンができてきたように
感じました。次回の発表では、PRではなく自分が本当にふるさとを愛しているとの
姿勢を見せることができれば、さらに魅力的に感じると思いました。

期日 平成26年6月16日（月）
会場 本学225教室
武蔵野市は中島飛行機の工場があっ
たため、9回にも上る空襲を受けて多
くの犠牲者が出たとのことでした。川
村氏の「戦争は、人間を人間でなくす」
という言葉が印象的でした。

期日 平成26年11月10日（月）
会場 本学225教室
ボランティアを始めるきっかけと
なった人との出会いや縁、そして現
在までの地域団体の活動を紹介され
ました。「嫌いなことでも、嫌がらず
にやれば自分の身につく」という話
を、学生は大変印象深く受け止めて
いました。

期日 平成26年12月1日（月）
会場 本学227教室
幼稚園の母の会から始まった活動は、
街づくり活動の起点が大きくなって
いくとともに活動自体も拡大してい
きました。その活動の人脈の広がりが
あちこちで繋がり、街づくり活動を強
固にしているとのお話でした。

【地域の方の感想】
本当に話を聞けて良かったです。資料を見直して勉強したいと思います。今の日本
の政治の浅さ、怖さ、それに流されないようにするために、今の自分に何が出来るか
…改めて考えたいと思います。

【学生の気づきと学び】
千種さんの武蔵野青年会議所時代のお話で、どんなことも断らず引き受けることの
大切さを学びました。今後ボランティアに参加する時は、「自らの意思でやることが
大切」ということを肝に銘じて活動したいです。

【地域の方の感想】
“街づくり”と大上段に構えると大変ですが、困っていることやできることをひとつ
ひとつ解決し、やりとげることが大事だと痛感しました。“少しずつ”がつながって、
“住みよい街づくり”となっているのだと分かりました。

参加者

65名

参加者

62名

参加者

140名

参加者

71名

参加者

97名

参加者

57名

主として武蔵境エリアを対象として街づくり
の課題を考察し、その成果の発信媒体として、
受講生各グループが「週刊むさしさかい」を編
集、発行しています。学生は、制作の過程（テー
マ選択・討論・取材・インタビュー・編集・プレゼ
ンテーション）を通じて、能動的学習方法を身
につけます。

本学1号館2階のラックにて配付中！ぜひ、ご
覧ください。
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前期12回

後期7回

後期15回

後期12回

後期14回

年間3回

前期15回

後期15回

後期14回

後期3回

前期5回

 公開講座 （学部別）

経営学部
ホスピタリティビジネス特講Ⅰ

経済学部
日本経済の現状と展望

経済学部
経済学特講Ⅱ（西武信用金庫寄附講座）

国際関係学部
インターナショナル・フォーラム

アジア研究所
セミナー「アジア・ウォッチャー」

http://www.asia-u.ac.jp/lifelong/

経営学部
ホスピタリティビジネス特講Ⅱ

経済学部
租税論Ⅰ（東京税理士会寄附講座）

法学部
現代市民法講座

アジア研究所
アジア研究所公開講座

専門家を講師に迎え、ものの見方や実践活動
なども含めて総合的に理解し、その内容や問
題などについて考えてもらう科目です。（テー
マ「2020年に東京で開催される“オリンピッ
ク・パラリンピック”」）。
会場 本学511教室、3号館講堂

税理士がオムニバス形式で講義を行い、日本
の租税の歴史や体系、制度の問題点まで解説
します。講義を通して、身につけておくべき所
得税や消費税、相続・贈与税などの考え方や仕
組みを理解することを目標としています。
会場 本学512教室

「市民と法」をテーマに、本学教員と学外の専
門家が講師を務め、身近な生活にかかわるさ
まざまな問題を取り上げています。20年以上
にわたって開講している人気の講座です。
会場 本学531教室

本学アジア研究所が、内外から専門の講師を
招き、アジアに関する最新テーマを取り上げ
講義します。（第34回公開講座テーマ「膨張す
る中国と世界」）
会場 本学512教室

ホスピタリティ産業の中核をなすホテルの機
能と構造を理解する科目です。実際のホテル
スタッフ専門家による実務面の解説を通し
て、イメージと現実、理論と実践の両面から学
んでいきます。
会場 本学511教室

現場の実務に携わる官公庁や企業などから講
師を迎え、専門家の立場から日本経済の景気
の現状と展望について講義します。現実経済
のダイナミックな動きを直接感じることがで
きる貴重な講義として好評を得ています。
会場 本学200教室

地域社会の発展の寄与を目的に活動する、金融
機関の視点から、経営課題を抱える中小企業の
経営効率化や、営業戦略の策定など、その課題
解決について講義を行います。（テーマ「地域社
会における地域金融機関の新たな役割」）
会場 本学242教室

世界でいま何が起きているのか、直接学ぶこ
とができる講座です。国際機関、外務省、各国
大使館、NGO、報道機関、企業の国際部門、文
化人など、国際分野で活躍している著名人が、
毎回、講師を務めるのが特徴です。
会場 本学200教室

本学アジア研究所の主催で、年4回程度開催
しています。アジアの社会・言語・文化・政治・
経済などの変化や社会情勢などから、タイム
リーな話題を取り上げて講演します。
会場 本学526教室

経営学部
トップマネジメント特別講義

経営学部
ホスピタリティマネジメント特別講義

ビジネスの最前線で、組織のトップとして活
躍する著名人を講師として招き、現場の「今」、
実践型の経営論を紹介する公開講座。（テーマ

「グローバリーゼーションの源泉」）。
会場 本学200教室

ホスピタリティ業界の専門家や、トップ経営
者から直接講義を受け、マネジメント理論の
観点から、理解すべき理論と、実践の融合につ
いて学習します。
会場 本学235教室

公開講座の最新情報
4 4 4 4

は、
ホームページで！
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 公開講座 （その他）

体験で学ぶ地球環境論・富士山清掃報告会

銀青会※・公開講座

第47回1日テニスクリニック（初級・中級・上級）

Asia写真銀河

日　時 平成26年7月23日（水）14：30～16：00
会　場 本学511教室
講　師 野口健（国際関係学部客員教授）

本学卒業生の野口氏が、客員教授として教壇に立ち、「体験で学ぶ地球環境論」を教えます。
授業の中では、実践活動として富士山清掃にも取り組みました。報告会では、発表者56名が12
グループに分かれて5分間のプレゼンテーションを行いました。学生らは「入山料をとりパト
ロールなどの費用にあてる」「この実態を多くの方に知っていただくために広報活動を行う」な
ど、それぞれが考えた改善のためのアクションプランを発表しました。

日　時 平成26年9月24日（水）13：00～15：00
会　場 本学222教室
講　師 大澤啓藏（国際関係学部教授）

テーマ 中高年者の健康運動～生きがいと生活習慣病予防のために～

※銀青会とは本学社会人聴講受講修了者により組織された集まりです。
　会報の発行など会員相互の活動の他、一般市民に向けた公開講座を定期的に学内で行っています。

日　時 平成27年2月28日（土）10：00～16：00
会　場 本学 日の出キャンパス
講　師	 堀内昌一（テニス部監督）　森稔詞（テニス部コーチ）

チャリティーテニスクリニック “テクニカルシリーズ”は、日の出キャンパステニスコート
において、テニス部員が受講者のレベルに合わせて、丁寧な技術指導や模範試合などを行い
ました。

日　時 第1回 平成26年7月5日（土）13：00～15：00
 第2回 平成26年10月25日（土）13：00～15：00
会　場 本学511教室
対談者	 第1回 大石芳野 氏（報道写真家）　鎌田遵（経営学部講師）

 第2回 三井昌志 氏（写真家）　水野明日香（経済学部准教授）

テーマ 第1回 「未来へのまなざし ― 写真を通して考える」
 第2回 「ミャンマー 変わらぬ笑顔と固有の経済史」
広く社会一般、地域の皆様を対象に教養を深める文化企画として、本学教員とゲストカメラマン
による、それぞれの分野を軸とした対談形式の企画です。

 武蔵野地域五大学
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）は、相互に連携し合う「武蔵野地域五大学」という大学
コンソーシアムを形成しています。
武蔵野地域自由大学は、この五大学が提供する自由で継続的に学べる生涯学習の場で、本学はこの事業に積極的に参画しています。自由大学生は、武蔵野地
域五大学が開講する正規科目、公開講座、講演会及び武蔵野市が主催する寄付講座、共同講演会、共同教養講座などを受講でき、受講講座数によって自由大
学独自の称号記（学位）が授与されます。入学資格は、18歳以上の武蔵野市在住・在勤、西東京市・杉並区在住の方です。

	武蔵野市寄付講座　講座名	「現代教養特講（グローバル時代の世界と日本）」
	期間　平成26年9月23日～平成27年1月20日（修了式）	各火曜日	 市民聴講登録者数　100名

	コーディネーター　秋月弘子（国際関係学部教授）　金柄徹（国際関係学部教授）	 授業履修学生数　188名
 市民聴講生が学生と同じ教室で通常授業を学ぶ講座です。武蔵野市からの寄付金で運営しています。  

	武蔵野地域五大学共同講演会　演題	「国内対策を重視する朴槿恵政権のFTA政策と日本への示唆」
	日時　平成26年10月20日（月）14：30～16：00　講師　奥田聡（アジア研究所教授）	 参加者　106名
 五大学による連続講演会です。基調講演と五大学各1回の講演（全6回）が行われます。 
 平成26年度の統一テーマは、「現代社会を生きる～ともに学び、つなぎあう～ PartⅡ」でした。  

	武蔵野地域五大学共同教養講座	演題	「ことばと多言語社会」
	期間　平成26年12月6・13・20日　各土曜日　※20日は同日に2回連続開講
	講師　小張順弘（国際関係学部　多文化コミュニケーション学科講師）	

参加者　延べ257名

	五大学がそれぞれのテーマで4講座ずつを受け持つ、全20回の連続講座です。

第1回	参加者

約120名

参加者

約60名

参加者

55名

参加者

27名

第2回	参加者

約60名



19 専門的知識の相互活用

 委員会 などへの教職員 派遣（地域政策・街づくり・地域交流などに関連するもの）

   桜野地域福祉活動推進協議会  地域交流課員 
   第5回武蔵野まんなか祭り実行委員会（公益社団法人武蔵野青年会議所）  地域交流課員 
   第五期長期計画・調整計画策定委員会　委員長  夏目重美（経営学部教授） 
   第8回武蔵境ピクニック（武蔵境ピクニック実行委員会）  地域交流課員 
   第八期環境市民会議　委員  大江宏（経営学部教授） 
   男女共同参画推進委員会　委員長  権丈英子（経済学部教授） 
   ボランティアセンター武蔵野運営委員会　委員長  栗田充治（国際関係学部教授） 
   武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会  地域交流課員 
 東京都武蔵野市  　　　　　　　　　　  自然部会長  田中人（非常勤講師） 
   武蔵境活性化委員会　  商店部会長  宇佐見義尚（経済学部准教授） 
   　　　　　　　　　　  委員  地域交流課員 
   武蔵野市災害時避難行動支援体制検討委員会　委員長  栗田充治（国際関係学部教授） 
   武蔵野市社会教育委員　副議長  宇佐見義尚（経済学部准教授） 
   武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会　委員  室井敬司（法学部教授） 
   武蔵野市青少年問題協議会　桜野地区委員会  地域交流課員 
   武蔵野市保育料審議会　副会長  宇佐見義尚（経済学部准教授） 
   武蔵野市立桜野小学校・開かれた学校づくり協議会  地域交流課員 
   武蔵野地域五大学連絡協議会  地域交流課員 
 東京都三鷹市  三鷹市商工振興対策審議会　会長  池島政広（学長） 
 東京都小金井市  小金井市廃棄物減量等推進審議会　会長  大江宏（経営学部教授） 
 東京都立川市  市政アドバイザー  安登利幸（経営学部教授） 
   立川市ゴルフ協会　理事（ハンディキャップ委員会 副委員長・広報委員会 委員長）  大澤啓藏（国際関係学部教授） 
 東京都千代田区  千代田区図書館評議会　評価部会委員  安形輝（国際関係学部准教授） 
 東京都中野区  個人情報保護審議会　会長  室井敬司（法学部教授） 
 東京都東久留米市  東久留米市財政健全経営検討会議　委員長  平井文三（法学部教授） 
   東久留米市財政健全経営会議　外部評価会議　委員  平井文三（法学部教授） 
 埼玉県さいたま市  さいたま市廃棄物減量等推進審議会　会長  大江宏（経営学部教授） 
 埼玉県入間市  公共施設あり方検討委員会　委員長  安登利幸（経営学部教授） 
 神奈川県川崎市  川崎市学校給食センター整備事業等事業者選定審査委員会　委員長  安登利幸（経営学部教授） 
 茨城県神栖市  PFI事業審査委員会　座長  安登利幸（経営学部教授） 
 岩手県宮古市  宮古市産業創造アドバイザー  西澤正樹（アジア研究所教授） 
 内閣府  仕事と生活の調和推進官民トップ会議　構成員  権丈英子（経済学部教授） 
   仕事と生活の調和連携推進・評価部会　構成員  権丈英子（経済学部教授） 
   労働政策審議会勤労者生活分科会　公益代表委員  権丈英子（経済学部教授） 
 厚生労働省  労働政策審議会雇用均等分科会　公益代表委員  権丈英子（経済学部教授） 
   労働政策審議会労働条件分科会　公益代表委員  権丈英子（経済学部教授） 
 国土交通省  地域づくり表彰審査会　委員  安登利幸（経営学部教授） 
   一般財団法人アジアフードビジネス協会　アドバイザー  茂木信太郎（経営学部教授） 
   公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩　第6回多摩地域理事長・学長会議企画運営委員会　委員  地域交流課員 
   国際連合広報センター　国連決議・翻訳校閲チーム  秋月弘子（国際関係学部教授） 
   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構　業務評価委員会　委員長  池島政広（学長） 
   公益財団法人とうきゅう環境財団　理事  池島政広（学長） 
 その他  公益財団法人とうきゅう留学生奨学財団　評議員  池島政広（学長） 
   東都大学野球連盟　理事  大島正克（経営学部教授） 
   日本私立学校振興・共済事業団　共済運営委員会　委員  権丈英子（経済学部教授） 
   一般社団法人日本私立大学連盟　理事  池島政広（学長） 
   一般社団法人日本セパタクロー協会　理事  長浜尚史（経済学部教授） 
   公益財団法人日本テニス協会　ナショナルチーム委員会強化本部　学生強化委員長  堀内昌一（法学部教授） 
   日本ボランティア学習協会　副代表  栗田充治（国際関係学部教授） 

 三鷹ネットワーク大学 一　般 125名学　生 25名
特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構は、教育・研究機関の地域への開放と、地域社会における知的ニーズ
を融合し、民学産公の協同による新しい形の「地域の大学」をめざしています。
本学は、正会員として加盟し、「亜細亜大学ビジネス講座」を開講しています。

平成26年度開催講座
亜細亜大学寄付講座・西武信用金庫後援
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 「アジアのビジネスチャンスを活かせる力強い企業へ」
期間 平成26年10月～平成27年3月　各水曜日　全10回　19：00～20：30
会場 三鷹ネットワーク大学（三鷹駅前協同ビル3階）
定員 20名

ここに掲載しているものは公開情報の一部です。

西武信用金庫 理事長
落合　寛司
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第56回アジア祭	Piece	～あなたが大事な1ピース～

施 設 開 放

学 内 イ ベ ン ト

NEW 	中高生への図書館解放 武蔵野市立小中学校教育研究会・講演会

第40回国際交流パーティー	We	Are	The	World

 図書館、教室、体育館、グラウンド などの開放 教室・会議室など 61件図書館 1,496名
（社会人登録者・卒業生登録者 年間利用延べ数）

日時 平成26年6月21日（土）17：00～20：00
会場 本学2号館多目的ホール
留学生会が主催するパーティーが行われました。11の国（中
国・アメリカ・香港・タイ・モンゴル・インドネシア・スリラン
カ・ベトナム・ミャンマー・マレーシア・日本）と地域が参加
し、日頃よりお世話になっている学内外の方々を招待し、手
作りの料理でもてなし、ゲームなどで楽しく交流しました。

期間 平成26年8月4日（月）～
 9月19日（金）
図書館を青少年に対して、大学の夏休
みなどの閑散期に開放しました。本年
度は、2校、延べ43名の中高生に利用し
ていただきました。
今ある資料を有効
的に利活用させる
ことが、高等教育機
関としての地域貢
献活動の一つであ
ると考えています。

日時 平成26年9月17日（水）
 13：00～17：00
本学において、武蔵野市の小中学校教育研究会が
開催。教員が一堂に会し、受講されました。

期間 平成26年10月31日（金）～11月3日（月）
体育館前で、武蔵野市立桜野小学校・桜キッズと、
アジア祭実行委員会が、子供縁日
を開催しました。当日は約9,500
名を超える来場者で、縁日にもた
くさんのお客様に来て楽しんでも
らいました。

地域のコミュニケーション・スポットだ。
開かれた大学を目指し、図書館、教室、体育館、グラウンドなどの施設を、開放しています。
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来場者

43名
来場者

約450名

来場者
約9,500名

参加者

約150名

　　　　　　　　　　　施設

	【その他	参加】
 第11回武蔵境舞祭・花笠踊り練習会（武蔵境駅前商店街協同組合）
 （7/15、7/22、7/29、8/5、8/19、8/26、9/2、参加 延べ約400名）
 ラジオ体操（武蔵野市青少年問題協議会桜野地区）（8/25～31、来場者669名）
 二・六中ブロック会 ソフトバレーボール大会（武蔵野市青少年問題協議会）
 （12/13、来場者145名）
 多摩ビッグバンドフェスティバル2015（多摩東急会）（平成27.3/22、来場者 約850名）



21 データ集

		平成26年4月
	 3日（木）	銀青会　定時総会・懇親会（本学）
	 4日（金）	武蔵野市・包括的連携協力協定調印式（武蔵野市役所）
	 5日（土）	サンヴァリエ桜堤・桜まつり［出演・運営協力］
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所前広場）
	10日（木）	第1回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	14日（月）	～18日（金）
	 	マナー向上キャンペーン（本学－武蔵境駅）
	17日（木）	第2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）
	 	武蔵境ピクニック・出演者説明会（武蔵境開発事務所）
	22日（火）	武蔵野地域五大学連絡協議会（武蔵野市役所）
	 	第1回日本経済の現状と展望［鈴木明彦氏］（本学）
	 	サンヴァリエ桜堤・桜まつり　意見交換会（本学）
	24日（木）	第3回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	 	西武信用金庫　地域産業応援資金・目録贈呈式（本学）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	25日（金）	武蔵境ピクニック・第6回実行委員会（武蔵境開発事務所）
	26日（土）	セミナー「アジア・ウォッチャー」［深沢淳一氏］（本学）
	27日（日）	公園通り・愛とふれあいのステージ［出演・取材協力］
	 	（東急百貨店吉祥寺店横）
	 	西東京プレーパーク★キャラバン［運営協力］（向台公園）
	29日（火）	第2回日本経済の現状と展望［土肥原洋本学教授］（本学）

		5月
	 1日（木）	第4回ホスピタリティマネジメント特別講義［鈴木岳氏］（本学）
	 3日（土）	～4日（日）
	 	花咲きまつり［運営協力］（社会福祉法人太陽福祉協会	日の出太陽の家）
	 5日（月）	0123はらっぱまつり［運営協力］（0123はらっぱ）
	 7日（水）	～12日（月）
	 	学友会マナーキャンペーン（本学）
	 8日（木）	第3回日本経済の現状と展望［櫨浩一氏］（本学）
	 	武蔵野大学コラボ企画・横河武蔵野FCを応援しよう！顔合わせ（本学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	10日（土）	武蔵野市立第二中学校・道徳の授業公開授業［出演・取材協力］
	 	（武蔵野市立第二中学校）
	11日（日）	第38回わんぱく相撲武蔵野場所［運営協力］（武蔵野総合体育館）
	13日（火）	武蔵野まんなか夏祭り・第2回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	 	第4回日本経済の現状と展望［浜野潤氏］（本学）
	14日（水）	武蔵境ピクニック・第7回実行委員会（武蔵境開発事務所）
	14日（水）	、21日（水）、28日（水）
	 	アジアの風塾（本学）
	15日（木）	第5回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	16日（金）	～17日（土）	
	 	第8回武蔵境ピクニック［出演・運営協力］（境南ふれあい広場公園）
	17日（土）	第35回憲法を記念する市民のつどい［運営協力］（三鷹市公会堂）
	 	武蔵野大学コラボ企画・横河武蔵野FCを応援しよう！（武蔵野陸上競技場）
	19日（月）	武蔵野まんなか夏祭り・第3回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	20日（火）	第5回日本経済の現状と展望［広瀬哲樹氏］（本学）
	20日（火）	～22日（木）
	 	武蔵野市立第二中学校・職場体験学習（本学）
	22日（木）	第6回ホスピタリティマネジメント特別講義［藤崎斉氏］（本学）
	 	三鷹ネットワーク大学　総会・懇親会（三鷹ネットワーク大学）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	24日（土）	武蔵野市立桜野小学校・運動会［運営協力］（武蔵野市立桜野小学校）
	 	第40回花壇コンクール［出演、取材協力］（小岩駅周辺）
	25日（日）	第55回体育祭［日の出町商工会員屋台出店］（本学日の出キャンパス）
	 	西東京プレーパーク★キャラバン［運営協力］（西東京いこいの森公園）
	27日（火）	第6回日本経済の現状と展望［市川正樹氏］（本学）
	 	武蔵境駅前商店街協同組合　総会・懇親会（沖縄料理ろか～る）
	29日（木）	第7回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	 	武蔵境活性化委員会・全体会議（武蔵境活性化委員会事務所）
	30日（金）	西武信用金庫・第2回「留学生と中堅優良企業との就職研究会」（本学）

		6月
	 1日（日）	ごみゼロデー・市内三駅周辺一斉清掃（武蔵境駅周辺）
	 	一般奉仕会『細流』・高尾山清掃活動（高尾山）
	 	第14回さかいマルシェ（境南ふれあい広場公園）
	 2日（月）	前期第1回街づくり未来塾［古田隆則氏］（本学）
	 2日（月）	、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）
	 	アジアの風塾（本学）

	 3日（火）	第7回日本経済の現状と展望［室伏渉氏］（本学）
	 4日（水）	愛知県武豊町立武豊中学校・東京近郊分散研修（本学）
	 	武蔵野まんなか夏祭り・第4回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	 5日（木）	第8回ホスピタリティマネジメント特別講義［成ヶ澤亨氏］（本学）
	 7日（土）	第1週アジア研究所公開講座［奥田聡本学教授］（本学）
	 	武蔵野市立桜野小学校・開かれた学校づくり協議会
	 	（武蔵野市立桜野小学校）
	 9日（月）	前期第2回街づくり未来塾［窪田隆榮氏］（本学）
	10日（火）	第8回日本経済の現状と展望［長沼修二氏］（本学）
	12日（木）	第9回ホスピタリティマネジメント特別講義［川西啓太氏］（本学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	13日（金）	武蔵境ピクニック・反省会（久松料理センター）
	13日（金）	～14日（土）
	 	西部コミセン・コミセンまつり［運営協力］（西部コミュニティセンター）
	14日（土）	第2週アジア研究所公開講座［石川幸一本学教授］（本学）
	16日（月）	前期第3回街づくり未来塾［川村善二郎氏］（本学）
	16日（月）	～20日（金）
	 	学友会マナーキャンペーン（本学）
	17日（火）	第9回日本経済の現状と展望［吉國眞一氏］（本学）
	 	武蔵野まんなか夏祭り・第5回実行委員会（NICUTA井の頭通り店）
	18日（水）	、20日（金）、26日（木）
	 	武蔵野市立桜野小学校・大学見学「町たんけん」（本学）
	19日（木）	第10回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	21日（土）	第3週アジア研究所公開講座［平野克己氏］（本学）
	 	第40回国際交流パーティー（本学）
	22日（日）	みたかわんぱくサッカーフェスティバル2014［運営協力］
	 	（味の素スタジアム）
	 	西東京プレーパーク★キャラバン［運営協力］（文理台公園）
	24日（火）	第10回日本経済の現状と展望［齋藤潤氏］（本学）
	 	むさしの環境フェスタ・第1回全体会議（武蔵野プレイス）
	25日（水）	サンヴァリエ桜堤・夏まつり　第1回実行委員会
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所）
	26日（木）	第11回ホスピタリティマネジメント特別講義［河村泰貴氏］（本学）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	27日（金）	西武信用金庫・第3回「留学生と中堅優良企業との就職研究会」（本学）
	 	武蔵境活性化委員会・全体会議（武蔵境活性化委員会事務所）
	28日（土）	第4週アジア研究所公開講座［川島真氏］（本学）
	 	土曜学校「亜細亜大学経営学教室」［夏目重美本学教授、AUSCPシニア・
	 	コミッティ］（本学）
	30日（月）	武蔵野地域五大学・学長懇談会（吉祥寺第一ホテル）
	 	前期第4回街づくり未来塾［参加者討論会］（本学）

		7月
	 1日（火）	第11回日本経済の現状と展望［土肥原洋本学教授］（本学）
	 	武蔵野まんなか夏祭り・第6回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	 2日（水）	、9日（水）、16日（水）、23日（水）
	 	アジアの風塾（本学）
	 3日（木）	第12回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	 4日（金）	武蔵境活性化委員会・さかい夜市検討会（武蔵境自動車教習所）
	 5日（土）	第1回Asia写真銀河［大石芳野氏、鎌田遵本学講師］（本学）
	 	第5週アジア研究所公開講座［藤森浩樹氏］（本学）
	 6日（日）	武蔵野地域安全のつどい（武蔵野芸能劇場）
	 8日（火）	第12回日本経済の現状と展望［門多治氏］（本学）
	 	第33回チャリティ・コンサート［尾上典子本学教授］（本学）
	10日（木）	第13回ホスピタリティマネジメント特別講義［村山慶輔氏］（本学）
	 	サンヴァリエ桜堤・夏まつり　第2回実行委員会
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	11日（金）	武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会　総会・懇親会（武蔵野スイングホール）
	15日（火）	武蔵野地域五大学連絡協議会（武蔵野市役所）
	 	武蔵野まんなか夏祭り・第7回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	 	武蔵境舞祭・第1回花笠踊り練習会（本学）
	17日（木）	第14回ホスピタリティマネジメント特別講義［安田彰本学教授］（本学）
	 	武蔵野市立第二中学校・図書館見学（本学）
	20日（日）	学友会倫理美化運動（本学周辺）
	 	第15回さかいマルシェ（境南ふれあい広場公園）
	21日（月）	前期学生団体地域交流活動連絡会（本学）
	22日（火）	むさしの環境フェスタ・第2回全体会議（武蔵野市役所）
	 	武蔵境舞祭・第2回花笠踊り練習会（本学）
	23日（水）	サンヴァリエ桜堤・夏まつり　第3回実行委員会
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所）
	 	体験で学ぶ地球環境論・富士山清掃報告会［野口健本学客員教授］（本学）
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22データ集

	24日（木）	第15回ホスピタリティマネジメント特別講義［神本絵里氏］（本学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	25日（金）	武蔵境活性化委員会・全体会議（武蔵境活性化委員会事務所）
	27日（日）	西東京プレーパーク★キャラバン［運営協力］（谷戸せせらぎ公園）
	29日（火）	武蔵境舞祭・第3回花笠踊り練習会（本学）

		8月
	 3日（日）	サンヴァリエ桜堤・夏まつり［出演・出店・運営協力］
	 	（サンヴァリエ桜堤中央公園）
	 4日（月）	～9月19日（金）
	 	近隣中高生図書館開放（本学）
	 5日（火）	むさしの環境フェスタ出展企画［エコ探検ツアー］（本学）
	 	武蔵境舞祭・第4回花笠踊り練習会（本学）
	 	武蔵野まんなか夏祭り・第8回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	12日（火）	少年野球教室［運営協力］（釧路市民球場）
	13日（水）	武蔵境活性化委員会・全体会議（武蔵境活性化委員会事務所）
	19日（火）	武蔵野まんなか夏祭り・第9回実行委員会（本町コミュニティセンター）
	 	武蔵境舞祭・第5回花笠踊り練習会（本学）
	23日（土）	第4回さかい夜市2014［出演・運営協力・取材協力］
	 	（境南ふれあい広場公園）
	 	第5回武蔵野まんなか夏祭り
	 	［実行委員会・出演・出店・運営協力・取材協力］（むさしの市民公園）
	 	三鷹青年会議所・夏の㊙大作戦［運営協力］（三鷹中央通り商店街）
	25日（月）	むさしの環境フェスタ・第3回全体会議（かたらいの道）
	25日（月）	～31日（日）
	 	武蔵野市青少年問題協議会桜野地区・ラジオ体操［会場提供］（本学）
	26日（火）	武蔵境舞祭・第6回花笠踊り練習会（本学）
	30日（土）	第25回サマーフェスティバル［出演］（武蔵境自動車教習所）

		9月
	 2日（火）	武蔵境舞祭・第7回花笠踊り練習会（本学）
	 4日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	 6日（土）	第11回武蔵境舞祭［出演・取材協力］（すきっぷ通り商店街）
	 	第19回スイングロードフェスティバル［出演・取材協力］
	 	（武蔵野スイングホール前）
	 	桜堤保育園父母会・秋祭り［運営協力］（桜堤保育園）
	11日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	14日（日）	第17回さかいマルシェ（境南ふれあい広場公園）
	16日（火）	午後のレクリエーション［出演］（特別養護老人ホーム武蔵野館）
	17日（水）	武蔵野市立小中学校教育研究会・講演会［会場提供］（本学）
	21日（日）	第25回三鷹国際交流フェスティバル［運営協力］（井の頭恩賜公園）
	23日（火）	第1回武蔵野市寄付講座［秋月弘子本学教授、金柄徹本学教授］（本学）
	 	第1回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［池島政広本学学長］（本学）
	24日（水）	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］（本学）
	 	銀青会　公開講座［大澤啓藏本学教授］、地区委員会（本学）
	26日（金）	西東京市民まつり・演芸参加者説明会（西東京市役所田無庁舎）
	29日（月）	第1回インターナショナル・フォーラム［今西靖治氏］（本学）
	 	アジアの風塾（本学）
	29日（月）	～10月3日（金）
	 	マナー向上キャンペーン（本学－武蔵境駅）
	30日（火）	第2回武蔵野市寄付講座［中島恵氏］（本学）
	 	第2回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［鳥原光憲氏、上條清文本学理事長］
	 	（本学）
	 	第1回経済学特講Ⅱ［落合寛司氏］（本学）
	 	第1回租税論Ⅰ［伊藤佳江氏］（本学）

		10月
	 1日（水）	第2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）
	 2日（木）	第1回トップマネジメント特別講義［松山一雄氏］（本学）
	 	むさしの環境フェスタ・第4回全体会議（武蔵野市役所）
	 4日（土）	経営学部夏季インターンシップ報告会　学術・文化・産業ネットワーク
	 	多摩協力（本学）
	 7日（火）	武蔵野地域五大学共同講演会・基調講演（武蔵野公会堂）
	 	第3回武蔵野市寄付講座［斉藤元秀氏］（本学）
	 	第3回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ
	 	［茂木信太郎本学教授、横山文人本学准教授］（本学）
	 	第2回経済学特講Ⅱ［髙橋一朗氏］（本学）
	 	第2回租税論Ⅰ［土屋重義本学教授］（本学）
	 	留学生別科「日本事情」（武蔵野市立桜野小学校）
	 8日（水）	第3回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［櫨山博文氏］（本学）
	 	第1回亜細亜大学ビジネス講座［池島政広本学学長］
	 	（三鷹ネットワーク大学）
	 9日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	10日（金）	学術・文化・産業ネットワーク多摩　大学部会（明星大学）
	11日（土）	第1回現代市民法講座［猿田明氏、交告尚史氏］（本学）
	 	ホスピタリティビジネス特講Ⅱ・映画上映会（本学）
	 	全国地域安全運動［式典・パトロール］（吉祥寺駅周辺）
	 	武蔵野市立桜野小学校・開かれた学校づくり協議会
	 	（武蔵野市立桜野小学校）
	12日（日）	全国地域安全運動［パトロール］（吉祥寺駅周辺）

	 	学術文化連合会・地域清掃活動（本学周辺）
	 	浦安スポーツフェア2014［運営協力］（浦安市総合体育館）
	13日（月）	第2回インターナショナル・フォーラム［横田宗氏］（本学）
	14日（火）	第4回武蔵野市寄付講座［鯉渕信一本学名誉教授］（本学）
	 	第4回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［森岡裕策氏］（本学）
	 	第3回経済学特講Ⅱ［川井令治氏］（本学）
	 	第3回租税論Ⅰ［宮田学氏］（本学）
	 	第14号「iisakaii」表紙撮影［会場提供］（本学）
	15日（水）	第4回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［櫨山博文氏］（本学）
	 	地域交流懇談会（武蔵野スイングホール）
	16日（木）	第2回トップマネジメント特別講義［正垣泰彦氏］（本学）
	18日（土）	第2回現代市民法講座［芹澤悟本学教授、高田晴仁氏］（本学）
	 	武蔵野市立第一中学校・一中フェスタ［運営協力］（武蔵野市立第一中学校）
	19日（日）	第7回むさしの環境フェスタ［出展］
	 	（武蔵野プレイス、境南ふれあい広場公園）
	 	いきいきさんデー'14［出演・取材協力］（東京老人ホーム）
	 	地域サービスデー2014［運営協力］（三鷹市高齢者センターけやき苑）
	 	第42回小金井なかよし市民まつり［出演・取材協力］（都立小金井公園）
	20日（月）	武蔵野地域五大学共同講演会［奥田聡本学教授］（本学）
	 	第3回インターナショナル・フォーラム［木邨洗一氏］（本学）
	20日（月）	、27日（月）
	 	アジアの風塾（本学）
	21日（火）	第5回武蔵野市寄付講座［山本厚子氏］（本学）
	 	第5回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［雜賀真氏］（本学）
	 	第4回経済学特講Ⅱ［丸山幸朗氏］（本学）
	 	第4回租税論Ⅰ［杉山耕一氏］（本学）
	 	西東京市民まつり・パレード説明会（西東京市役所）
	22日（水）	第5回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［下村直樹氏］（本学）
	 	第2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）
	 	武蔵野市立第二小学校・大学見学「発見！境の町」（本学）
	23日（木）	武蔵境活性化委員会・全体会議（武蔵境活性化委員会事務所）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	24日（金）	～26日（日）
	 	西部コミセン・第26回文化祭［出展・運営協力］
	 	（西部コミュニティセンター）
	25日（土）	第3回現代市民法講座［飯田稔本学教授、永山在浩氏］（本学）
	 	第2回Asia写真銀河［三井昌志氏、水野明日香本学准教授］（本学）
	 	第16回日本リーグ・横河武蔵野FC試合応援［出演］（武蔵野陸上競技場）
	 	武蔵野法人会・第2回！大運動会［運営協力］（横河電機グラウンド）
	26日（日）	武蔵境活性化委員会・唐辛子収穫祭（高橋農園）
	 	2014	モモプロジェクトハロウィンイベント@武蔵境［運営協力］
	 	（すきっぷ通り商店街）
	 	西東京プレーパーク★キャラバン［運営協力］（西原自然公園）
	27日（月）	第4回インターナショナル・フォーラム［加藤博光氏］（本学）
	28日（火）	第6回武蔵野市寄付講座［倉沢愛子氏］（本学）
	 	第6回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［松山良一氏］（本学）
	 	第5回経済学特講Ⅱ［鈴木正樹氏］（本学）
	 	第5回租税論Ⅰ［三ツ寺俊行氏］（本学）
	29日（水）	第6回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［小嶋久美子氏］（本学）
	30日（木）	第3回トップマネジメント特別講義［志賀俊之氏］（本学）
	31日（金）	～11月3日（月）
	 	第56回アジア祭［子供縁日］（本学）

		11月
	 5日（水）	第5回インターナショナル・フォーラム［白波瀬達也氏］（本学）
	 5日（水）	～7日（金）
	 	小金井市立第二中学校・職場体験学習（本学）
	 6日（木）	西武信用金庫・第15回ビジネスフェア	from	TAMA（新宿NSビル）
	 8日（土）	武蔵境スイングロードイルミネーション点灯式［出演・取材協力］
	 	（武蔵境駅nonowa口）
	 	0123はらっぱまつり［運営協力］（0123はらっぱ）
	 8日（土）	～9日（日）
	 	第14回西東京市民まつり［出演・取材協力］（西東京いこいの森公園）
	10日（月）	後期第1回街づくり未来塾［千種豊氏］（本学）
	 	第6回インターナショナル・フォーラム［大津司郎氏］（本学）
	10日（月）	、17日（月）、24日（月）
	 	アジアの風塾（本学）
	11日（火）	第7回武蔵野市寄付講座［野澤勝美本学嘱託研究員］（本学）
	 	第7回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［堀内昌一本学教授］（本学）
	 	第6回経済学特講Ⅱ［小淵康博氏］（本学）
	 	第6回租税論Ⅰ［堀泰博本学非常勤講師］（本学）
	11日（火）	～13日（木）
	 	東京都立武蔵高等学校附属中学校・職場体験学習（本学）
	12日（水）	第7回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［村上雄樹氏］（本学）
	 	第3回亜細亜大学ビジネス講座［容應萸本学副学長］
	 	（三鷹ネットワーク大学）
	 	武蔵野商工会議所・第4回産業フェスタ（吉祥寺東急イン）
	13日（木）	第4回トップマネジメント特別講義［松井忠三氏］（本学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	15日（土）	第2回セミナー「アジア・ウォッチャー」［前川惠司氏］（本学）



23データ集

	 	武蔵境イルミネーション点灯式［出演］（武蔵境駅南口ロータリー）
	16日（日）	むさしの国際交流まつり2014［運営協力］（武蔵野スイングホール）
	17日（月）	後期第2回街づくり未来塾［島津好江氏］（本学）
	 	第7回インターナショナル・フォーラム［山本智子氏］（本学）
	 	むさしの環境フェスタ・第5回全体会議（武蔵野市役所）
	17日（月）	～21日（金）
	 	学友会マナーキャンペーン（本学）
	18日（火）	第8回武蔵野市寄付講座［友田錫氏］（本学）
	 	第8回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［藤原庸介氏］（本学）
	 	第7回経済学特講Ⅱ［川井令治氏］（本学）
	 	第7回租税論Ⅰ［由比茜氏］（本学）
	19日（水）	第8回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［友國稔之氏］（本学）
	20日（木）	第58回市民と市長のタウンミーティング（武蔵野商工会議所）
	22日（土）	FC東京・大青赤横丁［運営協力］（味の素スタジアム）
	23日（日）	第2回ふじみまつり［運営協力］（クリーンプラザふじみ）
	24日（月）	第8回インターナショナル・フォーラム［猪俣典弘氏］（本学）
	25日（火）	第9回武蔵野市寄付講座［佐々木弘世氏］（本学）
	 	第9回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［浦﨑秀行氏］（本学）
	 	第8回経済学特講Ⅱ［見上英樹氏］（本学）
	 	第8回租税論Ⅰ［井上大輔氏］（本学）
	26日（水）	第9回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［小鷲崇文氏］（本学）
	 	第4回亜細亜大学ビジネス講座［大久保文博氏］
	 	（三鷹ネットワーク大学）
	27日（木）	第5回トップマネジメント特別講義［橋本美博氏］（本学）
	 	武蔵境活性化委員会　報告会・懇親会（武蔵野スイングホール）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	29日（土）	西武信用金庫・創業セミナー［教育内容紹介］（西武信用金庫吉祥寺支店）
	30日（日）	市内三駅周辺一斉清掃（武蔵境駅周辺）

		12月
	 1日（月）	後期第3回街づくり未来塾［原利子氏］（本学）
	 	第9回インターナショナル・フォーラム［向井久志氏］（本学）
	 1日（月）	～5日（金）
	 	学友会マナーキャンペーン（本学）
	 1日（月）	、8日（月）、15日（月）、22日（月）
	 	アジアの風塾（本学）
	 2日（火）	第10回武蔵野市寄付講座［関口真理本学非常勤講師］（本学）
	 	第10回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［藤原威一郎氏］（本学）
	 	第9回経済学特講Ⅱ［和田夏彦氏］（本学）
	 	第9回租税論Ⅰ［石林孝英氏］（本学）
	 3日（水）	第10回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［杉浦康広氏］（本学）
	 4日（木）	武蔵野市教育委員会・学内視察（本学）
	 	第3回TAMACOM［地域連携交流会］（成蹊大学）
	 	銀青会　役員会議（本学）
	 5日（金）	武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会　報告会・懇親会
	 	（武蔵野スイングホール）
	 6日（土）	第1回武蔵野地域五大学共同教養講座［小張順弘本学講師］（本学）
	 	銀青会　望年会（忘年会）（本学）
	 8日（月）	後期第4回街づくり未来塾［参加者討論会］（本学）
	 	第10回インターナショナル・フォーラム［小田隆史氏］（本学）
	 9日（火）	第11回武蔵野市寄付講座［川口博久氏］（本学）
	 	第11回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［中森邦男氏］（本学）
	 	第10回経済学特講Ⅱ［鈴木優輝氏］（本学）
	 	第10回租税論Ⅰ［芝村礼子本学非常勤講師］（本学）
	10日（水）	第11回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［落合祐也氏］（本学）
	 	第5回亜細亜大学ビジネス講座［張相秀本学特任教授］
	 	（三鷹ネットワーク大学）
	11日（木）	第6回トップマネジメント特別講義［中野和久氏］（本学）
	13日（土）	第2回武蔵野地域五大学共同教養講座［小張順弘本学講師］（本学）
	 	お父さんお帰りなさいミニパーティー［栗田充治本学教授］
	 	（吉祥寺西コミュニティセンター）
	 	二・六中ブロック会ソフトバレーボール大会［会場提供］（本学）
	15日（月）	第11回インターナショナル・フォーラム［赤阪清隆氏］（本学）
	16日（火）	武蔵野地域五大学連絡協議会（武蔵野市役所）
	 	第12回武蔵野市寄付講座［庄司克宏氏］（本学）
	 	第12回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［伊藤華英氏］（本学）
	 	第11回経済学特講Ⅱ［川井令治氏］（本学）
	 	第11回租税論Ⅰ［脇田弥輝氏］（本学）
	 	MIA市民講座・国際理解リレートーク（インド編）［前川輝光本学教授］
	 	（武蔵野市国際交流協会会議室）
	17日（水）	第12回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［谷村勇輔氏］（本学）
	18日（木）	銀青会　地区委員会（本学）
	20日（土）	第3回、第4回武蔵野地域五大学共同教養講座・修了式
	 	［小張順弘本学講師］（本学）
	 	第3回セミナー「アジア・ウォッチャー」［大西康雄氏］（本学）
	21日（日）	アジア祭実行委員会主催・地域清掃活動（本学周辺）
	22日（月）	第12回インターナショナル・フォーラム［テラット・アイディン氏］（本学）
	 	歳末警戒パトロール・学生パトロール隊（吉祥寺駅周辺）
	23日（火）	第13回武蔵野市寄付講座［酒井啓子氏］（本学）
	 	第13回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［成田真由美氏］（本学）

	 	第12回経済学特講Ⅱ［岡本晴彦氏］（本学）
	 	第12回租税論Ⅰ［菅原英雄氏］（本学）
	24日（水）	第13回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ［田畑勝美氏、櫨山博文氏］（本学）
	 	第6回亜細亜大学ビジネス講座［香山俊巳本学非常勤講師］
	 	（三鷹ネットワーク大学）

		平成27年1月
	 7日（水）	武蔵野市賀詞交歓会（吉祥寺第一ホテル）
	 8日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	10日（土）	学友会倫理美化運動（本学周辺）
	11日（日）	武蔵野市消防団・出初式［出演］（都立武蔵野中央公園）
	13日（火）	第14回武蔵野市寄付講座［奥田聡本学教授］（本学）
	 	第14回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ［森喜朗氏］（本学）
	 	第13回租税論Ⅰ［嶋田恵一氏］（本学）
	 	武蔵境ピクニック・第1回実行委員会（準備会）（武蔵境開発事務所）
	14日（水）	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］（本学）
	 	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）
	15日（木）	第7回トップマネジメント特別講義［澤功氏］（本学）
	16日（金）	留学生と4歳児の交流会（境こども園）
	19日（月）	第13回インターナショナル・フォーラム［本名信行氏］（本学）
	 	後期学生団体地域交流活動連絡会（本学）
	20日（火）	第15回武蔵野市寄付講座・修了式［秋月弘子本学教授、金柄徹本学教授］
	 	（本学）
	 	第14回租税論Ⅰ［廣木準一本学特任教授］（本学）
	21日（水）	第15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）
	21日（水）	～23日（金）
	 	小金井市立緑中学校・職場体験学習（本学）
	22日（木）	東京都立武蔵高等学校附属中学校・職場訪問（本学）
	 	銀青会　地区委員会（本学）
	23日（金）	多摩地域大学理事長学長会議企画運営委員会（明星大学）
	25日（日）	第38回多摩湖往復ナイトハイク［運営協力］（武蔵野市立第五中学校ー多摩湖）
	28日（水）	第8回亜細亜大学ビジネス講座［西澤正樹本学教授］
	 	（三鷹ネットワーク大学）
	 	武蔵境商店会連合会　新年会（武蔵野スイングホール）
	29日（木）	マラソンクリニック講習［岡田晃コーチ、運営協力］（日の出町立平井小学校）

		2月
	 8日（日）	、11日（水）
	 	むさしのFM「音楽百科事典」［尾上典子本学教授］（むさしのFM）
	10日（火）	武蔵境ピクニック・第2回実行委員会（武蔵境開発事務所）
	12日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	13日（金）	西武信用金庫・ニューリーダーズクラブ21講演会（パレスホテル立川）
	 	吹奏楽鑑賞会［出演］（埼玉県立所沢特別支援学校）
	17日（火）	サンヴァリエ桜堤・桜まつり　第1回実行委員会
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所）
	18日（水）	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）
	21日（土）	第12回武蔵境JAZZ	SESSION［出演］（武蔵野スイングホール）
	 	西部コミセン・スプリングコンサート［出演］（西部コミュニティセンター）
	23日（月）	多摩地域大学理事長会議・企画運営委員会（明星大学）
	26日（木）	銀青会　地区委員会（本学）
	28日（土）	第47回1日テニスクリニック［堀内昌一本学教授、森稔司コーチ］
	 	（本学日の出キャンパス）

		3月
	 7日（土）	～15日（日）
	 	JAPAN	F1	亜細亜大学国際オープンテニス2015（予選・本選）
	 	［運営協力］（本学日の出キャンパス）
	 9日（月）	武蔵野地域五大学連絡協議会（武蔵野市役所）
	11日（水）	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）
	12日（木）	銀青会　役員会議（本学）
	21日（土）	武蔵野地域自由大学称号記授与式（本学）
	 	立川市「公共施設老朽化問題シンポジウム」・基調講演
	 	［安登利幸本学教授］（立川市女性総合センター）
	21日（土）	～29日（日）
	 	亜細亜大学女子国際オープンテニス2015（予選・本選）
	 	［運営協力］（本学日の出キャンパス）
	22日（日）	多摩ビッグバンドフェスティバル2015［会場提供］（本学）
	26日（木）	銀青会　地区委員会（本学）
	 	武蔵境ピクニック　第4回実行委員会（武蔵境開発事務所）
	27日（金）	武蔵野警察署・防犯パトロール（吉祥寺駅周辺）
	28日（土）	サンヴァリエ桜堤・桜まつり［出演・運営協力］
	 	（サンヴァリエ桜堤中央集会所前広場）
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アジア祭実行委員会 県人会連合会

「アジア祭」では子供縁日を開催し、幅広
い年代の方に学園祭を楽しんでいただ
いています。マスコットキャラクターの
まるちゃんと一緒に、イベントへ出演な
どもしています。

各県人会に分かれ、イベントの企画・運
営を行い、5月には「県人祭」を開催して
います。武蔵境舞祭の花笠踊りでは、先
頭を務め、お祭りを盛り上げています。

亜細亜大学ボランティアセンター

TANZ

COLOR

漫画研究会

セパタクロー部

国際文化局

一般奉仕会	『細流（せせらぎ）』

ガムラン研究会

写真部 放送研究会

文連祭実行委員会

吹奏楽団

應援指導部

ビジュツ部

軽音楽部

演劇研究会劇団	『つた』

「企画」「コーディネート」「ボランティア
活動への参加」を柱に、環境やまちづく
り、国際協力・交流、福祉などの社会貢献
を行っています。

女子だけのダンスチームで、ジャズを中
心にさまざまなジャンルの踊りを練習
しています。7月と12月には、学内で定
期公演を行っています。

本学唯一のボーカルバンドサークルで
す。地域のイベントやアジア祭で、歌を
披露する他、年に3回自主公演も行って
います。

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。定期刊行物の「あ
じゃじゃあまん」を製作しています。

世界大会にも出場する日本代表選手
を擁して、第21回全日本学生セパタク
ロー選手権大会で、男子が6連覇しま
した。

夏季休暇中に実施する学生の海外研修
である「洋上大学」と、日本人学生と留学
生の交流・親睦を図る「留学生交流会」の
企画・運営などをしています。洋上大学
は、毎年さまざまな国へ研修に出かけて
います。

武蔵野市を中心に、主に地域密着型のボ
ランティア活動をしています。アジア祭
での「せせらぎチャリティーバザー」は
恒例行事となっています。

インドネシアのガムランの音楽や文化、
歴史を研究しています。バリ島へ合宿に
も行き、現地の人から音楽演奏や踊りを
学んでいます。

モノクロフィルム写真にこだわり、撮影
や現像をしています。年に約5回の展示
発表会を行っています。

映像制作や、FM西東京で近隣大学との
合同ラジオなどの活動をしています。地
域イベントでは、MCを務めるなどもし
ています。

6月に文化系クラブの学園祭「文連祭」
を開催しています。毎年、マスコット
キャラクターを作成し、語学系クラブの
語学祭や音楽祭など、さまざ
まな企画が目白押しです。

アンサンブルからパレードまで、幅広い
演奏活動をしています。平成26年度東
京都大学吹奏楽コンクールでは、金賞を
受賞しました。

主に野球や箱根駅伝の応援活動をしてい
ます。リーダ部門、ブラスバンド部門、チ
アリーダ部門の3部門で編成され、試合
会場で選手を激励しています。

絵画のほか、粘土に折り紙細工、陶芸、ガ
ラス細工など幅広いジャンルで活動し、
地域のイベントやアジア祭で発表して
います。

ジャズやフュージョンを中心に演奏し
ています。地域イベントでも演奏し、武
蔵境JAZZ SESSIONには、毎年出演し
ています。

大道具を使わず、演技を主体としての演
劇活動をしています。文連祭やアジア祭
での公演のほか、学外でも出演し、演技
を磨いています。

ここに掲載した以外にも多くの学生団体が出演・運営協力しています。

ボランティア
クラブ

パフォー
マンス

展　示 展　示

ボランティア
クラブ

パフォー
マンス

パフォー
マンス

パフォー
マンス

パフォー
マンス

パフォー
マンス スポーツ

展　示 映像
MC

パフォー
マンス

学園祭 学園祭学園祭 国際

主な協力団体
	 （クラブ・サークル）
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亜細亜大学の学生自治組織

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

第45回マスコットキャラクター「スポットン」




