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1 地域交流活動の展開

　本学は地域の人 に々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周年を迎えます。それに合わせ

て、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。

　留学生400名と共に、キャンパスをアジアン・キャンパスとし、地域

にアジアンカルチャー・タウンを形成していきます。

　また、生涯学習講座の提供やまちづくり活動への協力、防災をは

じめとした住民と共に進める社会貢献活動などを一層充実させて

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。

亜細亜大学は、「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、自分を育んでくれた社会にお返しをす

る」という『自助協力』の建学精神を持って「地域と共に歩む

開かれた大学」を目指し、全学的に地域交流活動を行ってお

ります。

本学が持つ人的・物的資源を充分に活用し、豊かな街づくり

に貢献してまいります。

一般社会人の方も聴講していただける正規科目のほか、各

学部・附置研究所が、様々な公開講座を開講しております。

学生のイベントへの出演・運営協力の場は、武蔵野市内にと

どまらず、都内や埼玉県にまで及んでおります。環境美化の

活動は、学外主催の活動へのほか、学生団体も自主活動で

行っております。

本年度も、近隣中学生や高校生に対して、図書館施設の公開

を行い、58名の利用がありました。武蔵野市青少年問題協

議会のラジオ体操や二・六中ソフトバレーボール大会でも、

毎年本学施設をご利用いただいております。

今、“地方創生”は、国を揚げて取り組まれており、今後益々、

地域交流・地域連携の必要性は高まるものと思われます。

亜細亜大学は、今後も、本学の持つ様々な資源をさらに活

用・提供し、街づくりのための地域交流活動を推進していく

所存です。

地域交流活動の展開

亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部　学長 栗田　充治

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、ご覧いただきたい！！



2地域交流の理念・目的・重点活動分野

亜細亜
大学

● 都市・地域
● 企業・商店
● 住民生活

多彩な知的・
人的・物的資源の活用

● 街づくりプラン提案
● 商店街活性化
● 地域産業・経済の再生
● 豊かなコミュニティ環境

教育研究機能・
知的人的資源の活性化

豊かな連携
成果の創出

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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3 地域の方からのメッセージ

武蔵野市長
邑上　守正 様

三鷹市長
清原　慶子 様

小金井市長
西岡　真一郎 様

“武蔵野市”のまちづくりに貢献。幅広い分野での支援が、地域を元気に

“三鷹市”が進める「コミュニティ創生」と大学のチカラ

“小金井市”と連携協定。地域の課題解決に、さらなる期待が膨らむ

亜細亜大学の皆様には、日頃より武蔵野市政にご
理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げま
す。武蔵野市は、亜細亜大学と平成26年４月に包
括連携協定を締結しました。武蔵野地域五大学
共同事業をはじめとする生涯学習支援のみなら
ず、学校教育、スポーツ、文化、コミュニティ、まち
づくりなど幅広い分野にわたり、積極的に地域と
の交流活動に取り組まれ、活力あるまちづくりに
貢献していただいています。これからも包括連携

協定のもと、協力関係をより一層深め、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
造を推進していきます。今春にはいよいよ武蔵境
駅北口の駅前広場が完成を迎え、よりいっそう住
みやすく、安全・安心なまちになります。地域の大
学である亜細亜大学の皆様には、今後とも魅力
あるまちづくりにお力添えくださいますようお願
いいたします。

2016年3月にまとめた『第4次基本計画（第1次
改定）』において、最重点プロジェクトに引き続き

「コミュニティ創生」を位置付けている三鷹市に
とって、亜細亜大学の学長はじめ教職員の皆様、
学生の皆様には、特に地域交流の分野でご参加
いただいていますことに心から感謝申し上げま
す。たとえば、2015年10月に開設10周年を迎え
た三鷹ネットワーク大学では、栗田学長をはじめ
とする歴代の学長に、運営するNPO法人の理事
をお引き受けいただいています。また、「日本企業
のアジア展開」に関する専門性の高い10回連続
講座を、受講料無料の寄付講座として開講してい
ただいています。学生の皆様には、私が管理者を
務めている、可燃不燃のごみ処理を行う一部事

務組合ふじみ衛生組合主催による秋に開催の「ふ
じみまつり」において、参加の各ブースの運営ボ
ランティアとしてご活躍いただきました。同様に、
高齢者施設のけやき苑の地域サービスデーで
は、来訪者の健康チェックや高齢者疑似体験など
のご協力をいただいています。特に、「学生ボラン
ティアと市民活動」をテーマに開催された三鷹市
市民協働センターでのトークサロンでは、大学職
員と学生の方々をゲストに迎えて、亜細亜大学の
地域交流活動についてお話しをしていただきまし
た。今後も、亜細亜大学の学生の皆様には、若々
しく柔軟な発想で地域課題の発見・解決にご参加
いただき、コミュニティ創生の担い手としてご活
躍いただきますよう期待しています。

日頃より、市政にご理解とご協力を賜り誠にあり
がとうございます。また、様々な分野における活
発な地域交流活動に対し、心より感謝申し上げま
す。亜細亜大学とは、本市の審議会委員への参
画や、市内の各種行事への学生の参加や協力、ま
た、教育分野における児童・生徒の職場体験の受
け入れ、「アジアの風塾」による小学生の学習支援
など、かねてから交流・連携が行なわれており、大
変喜ばしい限りです。昨年１２月には、今後より一
層柔軟な連携協力を行い、人的・知的資源の交流
及び物的資源の活用を図り、相互に協力して人

材育成と地域社会発展に寄与することを目的に、
包括的協働・連携協力に関する協定を締結いたし
ました。これを契機に、より一層結びつきを強め、
亜細亜大学の更なる発展を期待するとともに、先
生方の幅広い知見と学生のエネルギッシュな行
動力とフレキシブルな発想力を地域の課題解決
に活かしていただき、小金井の魅力向上並びに
小金井の活性化にお力添えいただければ幸いで
す。 結びに、亜細亜大学の益々のご繁栄と皆様
のご健勝とご多幸をご祈念申し上げます。

地域の方からのメッセージ



4地域の方からのメッセージ

武蔵野市立第二中学校
校長

斉藤　秀司 様

サンヴァリエ桜堤自治会
会長

笠原　堅資 様

駅舎・広場・街づくり協議会
幹事長

秋本　　正 様

公益社団法人武蔵野青年会議所
第45代理事長
中浜　史展 様

地域に立脚した亜細亜大学に感謝申し上げます

自治会活動の中での学生たち

武蔵境のまちづくり

“つながり”を更に深め、地域の発展を、共に目指しましょう

毎年５月になると、亜細亜大学吹奏楽団のみなさん
が第二中学校を訪問してくださいます。本校の道徳
地区公開講座の講師として吹奏楽団をお招きして、
今年で６年が経過します。生徒はもちろん、保護者や
地域の方々も楽しみにしているひと時です。単に演
奏をご披露いただくだけでなく、チームをまとめるご
苦労や、集団の中で自分の役割を果たすことの大切
さなどを話され、本当に勉強になる時間となります。

思えば御校は、さまざまな地域の催事に学生さんが
出かけてきていらっしゃいます。これはできそうでな
かなか大変なことと拝察いたします。小中学校は地
域に愛されてはじめて成立するところがありますが、
大学でこれをなさるのは並大抵のことではありませ
ん。御校のますますのご活躍をお祈りするとともに、
これからも近隣の大切な連携校として交流を深めて
いきたいと思います。

7年前ぐらいでしょうか居住者が高齢化して、自治会
だけでは各種イベントをスムーズに行うことが困難
になってきた時に、当事課長だった須崎さんに学生
のお手伝いをお願いしたところ、快く学生に声をか
けていただいて参加してくれたのが始まりです。以
来、桜まつり、夏まつりで準備から片づけまでの運営
全般に協力いただいております。活動は会場設営、
ゴミの収集、自転車整理など俗に言う3K仕事や、子
どもコーナーでは目線を子どもに合わせたり、模擬

店での売り子さん、本部での雑用など、どんな仕事
にも笑顔で係わってくれます。また、アトラクション
に、軽音楽部や、應援指導部などの方々に出演をい
ただき、雰囲気を盛り上げていただいています。参
加者の方々から、「若い方々のお手伝い、お祭も華や
かになり、活動感にあふれ楽しい」との声をいただき
学生たちと一緒にできて良かったと思っているとこ
ろです。これからも地域に出ていただき、交流を深め
てください。期待してます。

亜細亜大学の皆様には、まちづくりも含めて武蔵境
発展の為に、ご協力を頂き有り難うございます。武蔵
野市の西の玄関口であり、亜細亜大学の皆様の利
用駅である、武蔵境駅が「水と緑」を基調とした未来
型のすばらしい駅と広場に生まれ変わりました。一
言で「まちづくり」と言っても、非常に長い時間がか
かります。武蔵境の場合は、昭和59年に「境・北口ま
ちづくり市民委員会」が発足し、昭和61年には武蔵
境北口計画案（新案）が発表されました。平成8年には

「駅舎・広場・街づくり協議会」が設立され、JRの高架
化を前提に本格的な議論がなされ、今日を迎えるの

に30年余りの時を要し完成しました。この間、多くの
人々が色々な面で関わってくださり、亜細亜大学の
皆様にも、この協議会に参加して頂き心から感謝申
し上げます。中央線で最も古い駅の一つであり、南
口・北口にしっかりとした駅前広場がある駅は、中野
駅から西は他にありません。これからも降りてみた
い駅一番を目指し、また、通ってみたいキャンパス一
番を目指して頂き、武蔵境の街の発展に、貴大学の
教育目標である「街づくり」「人づくり」「未来づくり」を
基本理念の下に、今後も境の街を支えて頂ける若い
力に期待しています。

亜細亜大学の皆さまにおかれましては、日頃より武
蔵野青年会議所の活動に対し、多大なるご支援、そ
してご協力を頂きまして心より感謝申し上げます。
平成27年度も当青年会議所の青少年事業や青年経
済人事業、地域発展事業など、多くの事業にご支援
を頂いており、皆さまの地域活動への熱意に対し、
心から敬意を表すとともに我々も皆さまから多くの
学びや気づきを頂き、改めて感謝申し上げます。そ
のご縁を大切に引き続きご協力を頂きたく存じま

す。平成28年度は『「つなぐ」〜未来というバトンを渡
すために〜』というスローガンを掲げさせて頂いて
おります。亜細亜大学の皆さまをはじめ多くの地域
の皆さまとの『つながり』を更に深めるべく、青年会
議所の運動発信を行っていく予定です。今後の地域
活動において、必要不可欠である亜細亜大学の皆さ
まと共に我々も更なる地域の発展を目指し邁進して
参りますので今後ともご支援、ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。



5 地域交流活動 トピックス（本学編）

本学の地域連携活動に対して、
西武信用金庫から「地域産業応援資金」を授与。

平成27年4月24日（金）
本学の新たな地域創造のための地域産業活性化支援活動に対して、西
武信用金庫「地域産業応援資金」を授与することとなりました。これは学
生および教職員が商店会・商工会議所の地元産業の活性化イベントな
どへ参画することで地域活性化や商工業振興に資することを目指した
本学の事業に対しての資金となります。また、本学と西武信用金庫は平
成25年から包括的連携協力協定を締結しており、新たな地域創造を目
指し協力を行っております。

本学と武蔵野市内
聖徳学園中学・高等学校が「高大連携協定」を締結。

平成27年6月1日（月）
本協定は、本学と聖徳学園中学・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およ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したもので
す。今後は、大学の授業科目の聴講、国際交流、大学の各種公開講座へ
の受け入れ、教育の情報交換、大学施設の利用など、様々な教育交流・
連携がとられます。

本学内で初めて「地域交流懇談会」を開催。

平成27年10月14日（水）
平成27年4月に竣工した新学生食堂「ASIA PLAZA」の4階ホールで地
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地域交流活動に参加した各団体の代表学生も出
席し、出席者は350名に届く数となりました。学生は、地域の方々と自団
体の活動を紹介するなどして、例年に増して賑やかな懇談会となりまし
た。また、開催中には吹奏楽団の演奏でもお客様にお楽しみいただけま
した。

本学と小金井市が
「包括的協働・連携協力協定」を締結。

平成27年12月1日（火）
本学と小金井市が、人的・知的資源の交流や物的資源の活用を図り、相
互に協働して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
協働・連携協力協定を締結しました。この協定締結は、これまですでに協
力関係にあった亜細亜大学と小金井市とが、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す。今後、小金井市との様々な協
力、交流関係がより一層深められます。

人的・知的支援 地域交流活動 トピックス（本学編）



6地域交流活動 トピックス（学生編）

放送日 平成27年11月13日（金）
 JTB大学生観光まちづくりコンテスト2015入賞
テーマ テーマ：ミズベリングと連動した富士川水系流域の
 　　　　「観光まちづくりプラン」
出演者 髙石光一経営学部教授とゼミ学生

放送日 平成27年11月23日（月）
テーマ 第19回関東学生対抗軽自動車６時間耐久レースで優勝
出演者 自動車部

放送日 平成27年12月14日（月）
テーマ 第39回世界オセロ選手権で、3年ぶり4度目の優勝
出演者 経営学部4年 高梨悠介君

放送日 平成28年1月18日（月）
テーマ 第13回武蔵境 JAZZ SESSIONへの出演
出演者 軽音楽部『NEXT ASIAN QUARTET』

放送日 平成28年3月14日（月）
テーマ 将棋リコー杯女流王座戦五番勝負で健闘
出演者 経営学部4年 伊藤沙恵さん

武蔵野セーフティボランティアチームが、
「警視庁生活安全部長連名賞」を受賞。

平成27年5月29日（金）
平成26年度に、武蔵野警
察署からの委嘱を受けて、

「武蔵野セーフティボラン
ティアチーム」が結成され
ました。今回、警察・市民と
一緒に防犯の呼びかけを
行った夜間パトロールの功
績が認められての受賞とな
りました。

本学の学生・教職員が、
「むさしのFM」へ出演。

地域生活情報と音楽・文化情報
を発信している「むさしのFM」に
学生が出演し、課外活動の成果
や抱負を熱く語りました。

佐藤信之陸上競技部監督が
「日の出町立大久野中学校」で講演。

平成27年10月22日（木）
佐藤信之陸上競技部監督が、日の出町立大
久野中学校で、講演と指導を行いました。同
校はマラソンに力を入れており、大学の陸上
競技や選手に触れて、技術や意識の向上を図
ることを目的として開催されました。生徒た
ちは、講演後、グラウンドで、ウォーミングアッ
プやフォームについての指導を受け、またス
ピード強化の練習として、本学陸上競技部員
とリレー対決を行いました。陸上競技部員も
熱心に指導を行い、本学日の出キャンパスに
も足を運んでほしいと呼び掛けるなど、楽し
い交流が持たれました。

本学を会場に「第62回市民と市長
のタウンミーティング」を開催。

平成27年11月12日（木）
武蔵野市では、市民と市長が「同じ目線」「双
方向」で意見交換を行い、その結果を市政に
反映させることを目的に、「市民と市長のタウ
ンミーティング」が行われています。このたび
は、本学を会場に、「学生がまちづくりに協力
できること」というテーマで開催され、武蔵野
市在学・在住の学生39名が参加しました。学
生は5つの班に分かれて「にぎわう楽しいまち
づくり」「人と人が支え合うまちづくり」など、そ
れぞれアイデアを出し合い、市長との意見交
換を行いました。

硬式野球部が「西多摩近隣リトル
シニアリーグ野球教室」を開催。

平成28年1月10日（日）
本学日の出キャンパスで、硬式野球部による
少年野球教室「西多摩近隣リトルシニアリー
グ野球教室」が開催されました。当日は、日の
出町近隣の中学生硬式野球5チーム200名
が参加し、硬式野球部グラウンドで打撃練習、
サブグラウンドでバッテリー練習、サッカー場
では守備練習が行わました。参加者からは、早
くも次回開催の声がありました。

人的支援①  トピックス（学生編）

学友会学内副委員長の芦川ユウ君、学外副
委員長の安留愛さん、学友会中央執行委員
長の川田隼斗君



7 街づくり地域交流活動（運営協力・出演）

開催 平成27年4月26日（日）

会場 東急百貨店吉祥寺店 
 北側広場（武蔵野市）
 吉祥寺公園通り商店会 
主催 自主イベント「愛とふれ
 あいのステージ」

開催 平成27年5月16日（土）

会場 境南ふれあい広場公園
 （武蔵野市）

主催 武蔵境ピクニック実行
 委員会

開催 平成27年8月9日 (日 )

会場 サンヴァリエ桜堤内 
 桜堤中央公園（武蔵野市）
主催 サンヴァリエ桜堤自治会

開催 平成27年5月16日（土）

会場 吉祥寺駅北口 平和通り
 （武蔵野市）
主催 武蔵野警察署

開催 平成27年5月17日（日）

会場 小金井宮地楽器ホール
 （小金井市）

主催 （一社）倫理研究所 
 家庭倫理の会武蔵野中央

開催 平成27年8月22日（土）

会場 境南ふれあい広場公園
 （武蔵野市）
主催 武蔵境活性化委員会

第5回さかい夜市サンヴァリエ桜堤 夏まつり

武蔵野交通安全のつどい

家庭倫理の会 保育ボランティア

吉祥寺音楽祭「愛とふれあいのステージ」

第9回武蔵境ピクニック

毎年、ＧＷ中の吉祥寺の街は、
ジャズやカントリーをはじめとす
る様々なジャンルの音楽の生演
奏に包まれます。その一翼のス
テージで「軽音楽部」が演奏し
ました。観客席のお客様のほ
か、道行く人にも足を止めて聴
いていただきました。

運営協力として「空手道部」
が催し物のお手伝いをしまし
た。また「吹奏楽団」が子ど
も向けの曲を中心に演奏をし
て、お客様に喜ばれました。

毎年、出演・運営協力で大勢
の学生が参加しています。本
年度も運営協力として計 35
名が参加し、当日は朝の会場
準備、午後から模擬店、子ど
も向けブース、盆踊り、子ど
もみこしなど、各配置場所で
活動しました。また、ステー
ジ出演で「軽音楽部」が演奏
を、「應援指導部」が演舞を
披露し、好評を得ました。

アトラクションに、「TANZ」、
「應援指導部チアリーダー」が
出演しました。お客様に女子
学生のダンスとパフォーマンス
をお楽しみいただけました。

家庭倫理の会が行う講演会に
おける来場者の子ども保育を

「広報局」と専任スタッフで行
いました。学生は、お絵かき
や絵本の読み聞かせなどで子
どもたちと一緒に遊びました。

運営協力として「中央執行委
員会」、「財務局」、「亜細亜大
学ボランティアセンター」の
学生が参加し、駐輪場の警備、
屋台、ゴミ置き場、子ども向
けブースなどで活動しました。

出演

12名

運営協力・出演

40名

運営協力・出演

55名

出演

8名

運営協力

4名

運営協力

13名

人的支援②  街づくり地域交流活動（運営協力・出演）



8街づくり地域交流活動（運営協力・出演）

開催 平成27年11月14日（土）、
 15日（日）

会場 （公財）西東京いこいの
 森公園（西東京市）

主催 西東京市・西東京市民
 まつり実行委員会

開催 平成27年11月22日（日）

会場 クリーンプラザふじみ
 （三鷹市）
主催 ふじみ衛生組合

開催 平成28年2月20日（土）

会場 武蔵野スイングホール
 （武蔵野市）

主催 武蔵境商店会連合会
 （制作：むさしの FM）

開催 平成27年11月15日（日）

会場 武蔵野スイングビル
 （武蔵野市）

主催 （公財）武蔵野市国際
 交流協会

開催 平成27年11月29日（日）

会場 西部コミュニティ
 センター（武蔵野市）
主催 西部コミュニティ協議会

開催 平成28年3月21日（月）
 パナソニックエイジフリー
会場 東小金井デイセンター
 （小金井市）

主催 パナソニックエイジフリー
 東小金井デイセンター

第15回西東京市民まつり

NEW  東小金井デイセンター レクリエーション第13回武蔵境JAZZ SESSION

むさしの国際交流まつり

NEW  西部コミセン ちびっこ運動会第3回ふじみまつり

両日に 3 団体が出演しまし
た。土曜日は「軽音楽部」が
演 奏 を 披 露、 日 曜 日 は

「TANZ」がダンスを披露、
「吹奏楽団」がパレードとス
テージで演奏を披露しました。

可燃ごみ焼却施設を市民に紹
介する目的で開催されている
お祭りです。運営協力として

「県人会連合会」、「学友会有
志」が参加し、受付や屋台で
の販売、キャンドルづくりコー
ナーなどで活動しました。

地元のアマチュアや地域にゆか
りのあるトッププロミュージシャ
ンが出演する、ジャズファンの
多い武蔵野市ならではのイベン
トです。第7回より毎年「軽音
楽部」が出演しており、今年も
同部のバンド『NEXT ASIAN 
QUARTET』が演奏し、好評を
博しました。

武蔵野スイングビル内の 4 会
場で、世界各国の文化を紹介
するイベントです。本年度は

「亜細亜大学ボランティアセン
ター」が運営協力として参加
しました。

0 歳〜未就学児とその親を対
象とした運動会が開催されま
した。運営協力として「県人
会連合会」、「亜細亜大学ボラ
ンティアセンター」が参加し、
かけっこのゴールテープを
持ったり、玉入れのカウントな
どでお手伝いしました。

このたび、初めて出演依頼を
受け、「演劇研究会劇団『つ
た』」が福祉に関する寸劇を
披露しました。東小金井デイ
センターのご利用のお客様に
は、注目してご覧いただきま
した。

出演

44名

運営協力

8名

出演

4名

運営協力

6名

運営協力

4名

出演

5名



9 環境美化活動

開催 平成27年5月31日（日）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野市 開催 平成27年5月9日（土）

会場 武蔵野市立第二中学校

期 　 間 平成27年9月24日（木）・25日（金）
学 校 名 武蔵野市立桜野小学校
学年・人数 2年生149名

期 　 間 平成27年10月30日（金）
学 校 名 武蔵野市立第二小学校
学年・人数 3年生6名

期 　 間 平成27年5月19日（火）～21日（木）
学 校 名 武蔵野市立第二中学校
学年・人数 2年生4名
受入れ部署 学術情報課（図書館）・キャリアセンター

期 　 間 平成27年9月9日（水）～11日（金）
学 校 名 武蔵野市立第五中学校
学年・人数 2年生1名

受入れ部署 留学生支援課・キャリアセンター・
 地域交流課

期 　 間 平成27年11月10日（火）～12日（木）
学 校 名 都立武蔵高等学校附属中学校
学年・人数 2年生4名
受入れ部署 学術情報課（図書館）・地域交流課

期 　 間 平成28年1月20日（水）～22日（金）
学 校 名 小金井市立緑中学校
学年・人数 1年生3名
 国際交流課（英語教育センター）・
受入れ部署 学術情報課（図書館）・
 キャリアセンター・地域交流課

期 　 間 平成28年2月10日（水）
学 校 名 東京電機大学中学校
学年・人数 2年生3名
受入れ部署 地域交流課・学術情報課（図書館）

開催 平成27年8月28日（金）
会場 特別養護老人ホーム「武蔵野館」

開催 平成27年10月6日（火）
会場 武蔵野市立桜野小学校

開催 平成27年10月17日（土）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野警察署

開催 平成27年11月15日（日）
場所 大学周辺（通学路など）

主催 学術文化連合会執行
 委員会

開催 平成27年11月1日（日）
場所 武蔵野プレイス
主催 武蔵野市

開催 平成27年11月29日（日）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野市

学術文化連合会地域清掃第8回むさしの環境フェスタ

ごみゼロデー市内一斉清掃 武蔵野警察署 環境美化活動

市内一斉清掃

昭和 57 年に5 月30日を「関
東地方環境美化の日（ごみゼ
ロデー）」と定められたのを機
に、武蔵野市がこの日を中心
にごみの武蔵野市散乱防止対
策として、統一キャンペーンを
推進しています。本学も武蔵
境駅周辺を「学生と職員」が
参加して清掃活動を行ない、
ごみの無い清潔な街づくりに
協力しました。

毎年行われる清掃イベントで、地域の団体が多数参加しています。本
学からも 18 団体 118 名の学生が参加し、武蔵境駅周辺の清掃活動
を行いました。

武蔵野プレイスで開催される、
子どもから大人まで環境につい
て楽しみながら学べるイベント
です。本学からは、「学生が取
り組むエコ活動」をテーマに、
ふだんの環境への取り組みや
学園祭などで出されたゴミ分
別・処理などについて、パネ
ル形式で展示発表しました。

地域多数の住民が参加のある
環境美化活動です。本学から
は「県人会連合会の学生」が
市民とともに、武蔵境駅周辺
の清掃活動を行いました。

大学周辺地域の清掃活動を
「学術文化連合会に所属する
各団体」からの参加者で行な
いました。

参加

55名

展示参加

参加

6名

参加

116名

人的支援③  環境美化活動

参加

118名



10教育の場での活動（学生派遣・受け入れ）

開催 平成27年5月31日（日）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野市 開催 平成27年5月9日（土）

会場 武蔵野市立第二中学校

期 　 間 平成27年9月24日（木）・25日（金）
学 校 名 武蔵野市立桜野小学校
学年・人数 2年生149名

期 　 間 平成27年10月30日（金）
学 校 名 武蔵野市立第二小学校
学年・人数 3年生6名

期 　 間 平成27年5月19日（火）～21日（木）
学 校 名 武蔵野市立第二中学校
学年・人数 2年生4名
受入れ部署 学術情報課（図書館）・キャリアセンター

期 　 間 平成27年9月9日（水）～11日（金）
学 校 名 武蔵野市立第五中学校
学年・人数 2年生1名

受入れ部署 留学生支援課・キャリアセンター・
 地域交流課

期 　 間 平成27年11月10日（火）～12日（木）
学 校 名 都立武蔵高等学校附属中学校
学年・人数 2年生4名
受入れ部署 学術情報課（図書館）・地域交流課

期 　 間 平成28年1月20日（水）～22日（金）
学 校 名 小金井市立緑中学校
学年・人数 1年生3名
 国際交流課（英語教育センター）・
受入れ部署 学術情報課（図書館）・
 キャリアセンター・地域交流課

期 　 間 平成28年2月10日（水）
学 校 名 東京電機大学中学校
学年・人数 2年生3名
受入れ部署 地域交流課・学術情報課（図書館）

開催 平成27年8月28日（金）
会場 特別養護老人ホーム「武蔵野館」

開催 平成27年10月6日（火）
会場 武蔵野市立桜野小学校

開催 平成27年10月17日（土）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野警察署

開催 平成27年11月15日（日）
場所 大学周辺（通学路など）

主催 学術文化連合会執行
 委員会

開催 平成27年11月1日（日）
場所 武蔵野プレイス
主催 武蔵野市

開催 平成27年11月29日（日）
場所 武蔵境駅周辺
主催 武蔵野市

学生派遣

受け入れ

吹奏楽団が「武蔵野市立第二中学校」
の道徳の授業に参加

AUJPインドネシア人学生が、
福祉施設「武蔵野館」を訪問

留学生別科生が、授業「日本事情」で
武蔵野市立桜野小学校を訪問

学校見学（小学生）

職場体験（中学生）

吹奏楽団主将からの講話と演奏を披露しまし
た。生徒のほか、ご父兄と地域の方々にも聴
いていただきました。

夏季休暇期間を利用した外国人学生向けの短
期受入れプログラム「AUJP（亜細亜大学ジャ
パンプログラム）」で本学へ来学したインドネ
シア人学生が、武蔵野市内の福祉施設「武蔵
野館」を訪問し、館内の設備を見学しました。
また、2 名の学生が母国紹介のプレゼンテー
ションをしました。

13か国 29 名の留学生別科生が、武蔵野市
立桜野小学校を訪問しました。学生は、全学
年・全クラスにそれぞれ割り当てられて各教室
に入室し、子どもたちとお互いの国の歌やゲー
ムを紹介しあったり、一緒に給食を食べたりし
て、楽しい交流の時間を持ちました。

2 年生全員がクラスごとに分かれて来学し、学校見学をしました。新学
生食堂 ASIA PLAZA や図書館の地下書庫などを見学し、最後に本学で
一番大きな教室で児童からの質問を受けました。

3 号館講堂で学園祭の準備の様子を見学したり、図書館の DVDフロ
アや PC ルームを見学しました。お別れの時には、ゆるきゃらの“アジ
アフロさん”の見送りがありました。

図書館では、図書分類番号を教わり書架へ図書を戻す作業や、カウン
ターでの受付業務などを行いました。

図書館で、図書にビニールの装着する作業やカウンター業務をしました。学
内見学の際には、学友会主催の動物と触れ合うイベントで乗馬体験もしました。

1 日だけの短い時間でしたが、図書館での見学や、地域交流課におい
て会議資料の作成などを行っていただきました。

1 年生ながら、様々な部署を巡って学習指導を受けました。

1 名での活動でしたが、各部署で真摯な態度を持って指導を受け、最
後に地域交流活動マップを作ってくれました。

人的支援④  教育の場での活動（学生派遣・受け入れ）



11 学習の場の公開（教員編）

経営学部 ホスピタリティマネジメント特別講義

法学部 現代市民法講座

経営学部 ホスピタリティビジネス特講Ⅱ

全学共通科目 連続討論会「街づくり未来塾」

経済学部 租税論Ⅰ（東京税理士会寄附講座）

アジア研究所 アジア研究所公開講座全学共通科目

経営学部 トップマネジメント特別講義

経済学部 経済学特講Ⅱ（西武信用金庫寄附講座）

経営学部 ホスピタリティビジネス特講Ⅰ

国際関係学部 インターナショナル・フォーラム

経済学部 日本経済の現状と展望

アジア研究所セミナー「アジア・ウォッチャー」

企業の第一線で活躍中の経営者を講師に迎
えて行う講座で、経営学科 3 年次の必修科
目を他学部の学生や市民に開放していま
す。経営者の豊富な実体験をもとにした「生
きた経営学」を学ぶことができます。

各回、西武信用金庫から講師を迎え、地方
公共団体・NPO などを対象とした街づくり
支援、個人の資産管理支援、事業者への事
業支援について、地域密着型金融にどのよ
うな役割が課され、どのように取り組んでい
るかを講義されます。

各回、京王プラザホテルのスタッフ専門家
から実務・実践面について講義が行われ、
イメージと現実、理論と実践の両面から学
んでいきます。

国際関係学部専門科目として後期に開講す
る講義を公開しているもので、国際機関、
外務省、NGO、マスコミ関係などの現場
で活躍する専門家を講師に招いています。

産業界の現状や展望・課題などを中心に、
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。

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。

ホテル、フードサービス、ツーリズム、パッ
センジャーサービス、そしてクラブマネジメ
ントの各領域から第一線を担う方々を講師と
してお招きしています。

「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、身近な生活に関わる
様々な問題を取り上げて講義します。法学
部が主催し、20 年以上にわたって開講され
ています。

経営学部の特別講義として、専門家を講師
に迎えています。

市民の皆様、講師、学生が場を共有し、
ディスカッションを展開することで生まれる
豊富な発想や新しい見方を、地域活性化に
還元していきます。

広く社会における租税及び税理士制度に関
する理解と知識の普及を図る目的で、東京
税理士会所属の税理士を講師に迎えて開講
しています。租税制度の体系や租税の現状、
問題点などを理解し、社会人として必要な
税務知識の習得を目指します。

本学の附置研究所であるアジア研究所が、
研究成果を広く一般に公開する講座を行っ
ています。毎年、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
て講義されます。

6回

12回

14回

13回

12回

2回

15回

3回

15回

6回

14回

5回

知的支援  学習の場の公開（教員編）
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開　催 平成27年5月16日（土）

テーマ 日本の原風景―『里山』に
 生きる妖精たち

対談者 今森光彦氏（写真家）
 齊藤洋 経営学部教授

開　催 平成27年11月7日（土）
 ヴィジュアルイメージと女性
テーマ ―彼女たちはどのように描
 かれてきたか
 長島有里枝氏（写真家）
対談者 高山陽子
 国際関係学部准教授

開　催 平成28年2月27日（土）

会　場 本学 
 日の出キャンパス

講　師 森稔詞 本学硬式テニス部
 専属コーチ

開　催 平成27年４月15日（水）～7月22日（水）
テーマ 障がい者スポーツとパラリンピックを学ぶ
コーディ
ネーター 茂木信太郎 経営学部教授

開　催 平成27年10月3日（土）～10月24日（土）
 （各土曜日）
テーマ 谷崎潤一郎を読む
講　師 大野亮司 国際関係学部准教授

開　催 平成27年10月23日（金）

テーマ Peter F.ドラッカーのマネジメント
 を考える
講　師 白珍尚 経営学部准教授

開　催 平成28年3月17日（木）
テーマ 中東世界の現状と課題
講　師 錦田愛子 本学講師

学習の場の公開（教員編）

共同教養講座 共同講演会

Asia写真銀河（第4回）

銀青会公開講座

Asia写真銀河（第3回）

第48回1日テニスクリニック

「硬式テニス部」「アジア女子ローン
テニス部」が、本学で開催する国際
大会中に、地域の方々との交流の
一環としてテニスの講習会を開催し
ています。監督、コーチ、学生が、
参加者それぞれのレベルに合わせた
クラスで、丁寧に技術指導や模範試
合を行っています。

本学教員とゲスト写真家による対談
形式の文化企画です。

銀青会（本学社会人聴講修了者の
会）が、一般市民にも公開し、開催
している講座です。

前期

14回

後期

2回

後期

2回

 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）が連携する大学コンソーシアム

武蔵野市寄付講座「現代教養特講」

武蔵野市の寄付講座として、毎年様々なテー
マに沿った科目が開設され、学生と市民が聴
講しています。本年度は、平成 32 年の東京
パラリンピック開催を見据えて、障がい者ス
ポーツについて、各回、外部講師による講義
が行われました。

武蔵野地域五大学の各大学で行われる講演会
です。本学では、現代社会におけるP.F.ドラ
ッカーのマネジメントについての講演が行われ
ました。

武蔵野市と武蔵野地域五大学が連携する講座
で、各大学で順次 4 回ずつ、計 20 回の講義
が行われます。本学では、各回、谷崎潤一郎
の各著作について、解説がされました。



13 施設開放

期間 通年

期間 平成27年10月8日（木）
主催 （公社）武蔵野青年会議所

期間 平成27年12月12日（土）

 武蔵野市青年問題
主催 協議会桜野地区・
 第二地区・
 境南地区委員会

期間 平成27年8月6日（木）～9月18日（金）
主催 亜細亜大学

期間 平成27年8月25日（火）～31日（月）

主催 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区
 委員会

夏季図書館解放（図書館）一般市民によるラジオ体操（体育館前広場）

武蔵野の未来創造フォーラム（511・512教室） 二・六中ソフトバレーボール大会（体育館）

青少協桜野地区委員会によるラジオ体操
（体育館前広場）

毎朝、近隣住民の方々のラジオ体操が体育館
前広場で行なわれています。続けて太極拳も
行なわれ、30 分間、爽やかな汗を流されてい
ます。

武蔵野青年会議所主催で、タ
レントの藤田ニコルさんと高校
生の意見交換会が、一般参加
者に中継して公開する形式で、
本学 511・512 教室で開催
されました。最後には、一般
参加者からニコルさんへの質
疑応答が行われました。

毎年、市立第二・第六中学校
の生徒のソフトバレーボール
大会が本学体育館で開催され
ています。今年も、各チーム
の選手は、明るく元気よくプ
レーしていました。

毎年、夏休みの最後の 1 週間に、青少協桜
野地区委員会によるラジオ体操が行われてい
ます。インストラクターの指導の元、ラジオか
らの明るい声に、子供たちも元気よく体操をし
ています。

地域貢献利用・活動の一環として、地域の中高
生に本学図書館を利用・体験していただくプログ
ラムで、平成27年度から8月の図書館開館日
に実施しています。ガイダンスを受けていただき、
図書館資料の館内閲覧・利用ができるもので
す。本年度は延べ58名の利用者がありました。

施設開放  地域住民への施設開放



14主な地域活動参加団体

中央執行委員会

出演  吹奏楽団

出演  演劇研究会劇団『つた』

亜細亜大学ボランティアセンター

アジア祭実行委員会

出演  TANZ

展示  ビジュツ部

放送研究会

県人会連合会

出演  軽音楽部

出演  COLOR

一般奉仕会 『細流（せせらぎ）』

文連祭実行委員会

出演  應援指導部

展示  漫画研究会

学生総会や代議員会において承認され
た事項を執行する「学友会の最高機関」で
す。全学友の学生生活向上のため日々活
動しています。

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27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。

演技はもちろんの事、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。学内の「アジア祭」や「文連祭」公演以
外にも外部公演も行っています。

「企画」「コーディネート」「ボランティア活
動への参加」を柱に、まちづくりや国際協
力・交流、福祉などの社会貢献を行ってい
ます。

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。

女子だけのダンスチームで、ジャズを中心
に様々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。

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。

映像制作からFM西東京と近隣大学との
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。

各県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。

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ており、

「武蔵境JAZZ SESSION」は毎年出演
しています。

本学唯一のボーカルバンドサークルで、
「地域のイベント」や「アジア祭」で歌を披
露しています。

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。

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、様々な企画が目
白押しです。

主に野球や箱根駅伝の応援活動をしてい
ます。「リーダー部門」「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。

「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。

出演・展示

学友会団体
運営協力

学術文化連合会

主な地域交流活動参加団体



15 学生と地域交流課との意見交換会

学生団体 10 団体 20 名と学生生活課・地域交流課職員 5 名により開
催しました。

各団体の前期の活動の紹介、学生 2 団体によるプレゼンテーション、
グループワークを行いました。

プレゼンテーションでは、前向きな姿勢で共にボランティア活動に参加
しようという誘いと決意が示されたり、また、これまで活動内容が学内
にほとんど知られていなかったボランティア団体からの活動の紹介では、
出席者は皆、驚きと感銘を受けました。

グループワークは、地域交流活動の出演団体や運営協力団体の学生が
取り混ざって 3 つのグループに分かれて、団体間のつながりを新たにし
ながら日頃の活動に対する想いを話し合いました。

学生団体 5 団体 9 名と地域交流課職員 3 名により開催しました。

後期の連絡会では、学生団体は新旧の主務や渉外担当の学生が出席し、
地域交流活動の意義や自己成長ができる地域社会のフィールド、活動
をより幅広く展開すること等について、意見交換をしました。

学生団体からは、自分たちの活動結果がより大きなものになるように、
主催者様との事前打ち合わせを緊密に行いたいとの希望がありました。

地域交流課からは、これまで地域交流活動に参加したことのない団体に
も声がけをして、より幅広い学生による地域交流活動を目指したいとの
考えが示されました。

学生と地域交流課との意見交換会
前期  学生団体地域交流活動連絡会

後期  学生団体地域交流活動連絡会



16これからの地域交流活動へ向けて

ヤル時はヤル男です。
大船に乗ったつもりで
おまかせください！！！

私達のダンスで
地域の皆さんを
魅了します。

音楽の力で、地域を
元気にしちゃいます。

モチベーションＭＡＸ。
武蔵野市以外にも、社会貢献
の輪を広げます。

選手のテンションを
めーいっぱい
鼓舞させますっ！

これからの地域交流活動へ向けて
先輩から後輩へのバトンタッチ

ここまでご紹介をいたしましたとおり、亜細亜大学の学友会団体は、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、それぞれの団体・個人が地域社会
というフィールドにおいて普段の授業では決して学べない、大きな出会
いと活動の場に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、地域の皆様
と共に歩んでいくことと確信しておりますので、そんな学生たちを是非
温かく見守っていただきますようお願いいたします。

後輩が新年度に向けた豊富を語る

亜細亜大学ボランティアセンター 主務 TANZ 主務 吹奏楽団 渉外局長

應援指導部 渉外

学友会 学外副委員長

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

後輩
長 亨大

君

後輩
入江 茜

さん

後輩
宇田川 航

君

後輩
鈴木 美里

さん

後輩
樋口 美穂

さん

先輩
安留 愛

さん

先輩
松村 亮

君

先輩
大塚 隆之介

君

先輩
三森 朝美

さん

先輩
久木野 菜々

さん



17 地域交流活動カレンダー

  平成27年4月
 4/5(日) ◯催 第23回武蔵野桜まつり（出演：吹奏楽団）（武蔵野市中央通り）
 4/8(水) ◯記 朝日新聞記事掲載 武蔵野市との共同制作漫画「公共施設の未

来」について（漫画研究会）
 4/9(木) ◯講 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）
 4/12(日) ◯催 第19回さかいマルシェ（運営協力：学生パトロール隊・学友会有

志）（境南ふれあい広場公園）
  ◯催 武蔵野の森を育てる会 定例活動（運営協力：一般奉仕会『細

流』）（境山野緑地）
 4/15(水) ◯講 第1回武蔵野市寄付講座開講式（島原光憲氏）（本学）
 4/16(木) ◯講 第2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）
 4/17(金) ◯講 第1回企業論Ⅰ（蛭間武久氏）（本学）
 4/21(火) ◯講 第1回日本経済の現状と展望（小峰隆夫氏）（本学）
  ◯記 防災に関する取り組みによる表彰（栗田充治本学教授）
    （武蔵野消防署）
 4/22(水) ◯講 第2回武蔵野市寄付講座（三井利仁氏）（本学）
 4/23(木) ◯講 第3回ホスピタリティマネジメント特別講義（鈴木岳氏）（本学）
 4/24(金) ◯記 「地域産業応援資金」の目録授与（西武信用金庫）（本学）
  ◯講 第2回企業論Ⅰ（松村浩氏）（本学）
 4/25(土) ◯催 武蔵境活性化委員会唐辛子キャップ取り（高橋農園）
 4/26(日) ◯催 愛とふれあいのステージ（出演：軽音楽部 取材：国際文化局）
    （東急百貨店吉祥寺店横）
  ◯催 武蔵野の森を育てる会 定例活動（運営協力：一般奉仕会『細

流』）（境山野緑地）
 4/28(火) ◯講 第2回日本経済の現状と展望（鈴木明彦氏）（本学）
 4/29(水) ◯講 第3回武蔵野市寄付講座（中森邦夫氏）（本学）

  5月
 5/5(火) ◯催 武蔵野はらっぱ祭り（運営協力：亜細亜大学ボランティアセン

ター）（都立武蔵野公園）
 5/6(水) ◯講 第4回武蔵野市寄付講座（指宿立氏）（本学）
 5/7(木) ◯講 第4回ホスピタリティマネジメント特別講義（森口瑠香氏）（本学）
 5/8(金) ◯講 第3回企業論Ⅰ（濱田博子氏）（本学）
 5/9(土) ◯講 セミナー「アジア・ウォッチャー」（青山弘之氏）（本学）
  ◯催 武蔵野市立第二中学校 道徳の時間（出演：吹奏楽団 取材：国際

文化局）（武蔵野市立第二中学校）
 5/11(月) ◯催 ネパール震災復興街頭募金（留学生会）（すきっぷ通り商店街） 〜12(火) 
 5/11(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
  ◯講 第3回日本経済の現状と展望（櫖浩一氏）（本学）
 5/13(水) ◯講 第5回武蔵野市寄付講座（臼井二美男氏）（本学）
 5/14(木) ◯講 第5回ホスピタリティマネジメント特別講義（藤崎斉氏）（本学）
 5/15(金) ◯講 第4回企業論Ⅰ（西尾克幸氏）（本学）
 5/16(土) ◯催 第9回武蔵境ピクニック（出演：吹奏楽団 運営協力：空手道部）

（境南ふれあい広場公園）
  ◯催 武蔵野交通安全のつどい（出演：TANZ・應援指導部）
    （吉祥寺駅前）
  ◯講 第3回Asia写真銀河（今森光彦氏・齊藤洋本学教授）（本学）
 5/17(日) ◯催 家庭倫理の会 保育ボランティア（運営協力：広報局）
    （宮地楽器ホール）
  ◯催 第33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）（横河電機グラウンド）
 5/18(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 5/19(火) ◯教 武蔵野市立第二中学校 職場体験（受入：学術情報課・キャリア
 〜21(木)   センター）（本学）
 5/19(火) ◯講 第4回日本経済の現状と展望（滝沢俊彦氏）（本学）
 5/21(木) ◯講 第6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）
 5/22(金) ◯講 第5回企業論Ⅰ（三身直人氏）（本学）
 5/23(土) ◯催 武蔵野市立桜野小学校 運動会（運営協力：アジア祭実行委員

会）（武蔵野市立桜野小学校）
  ◯催 第41回花壇コンクール（出演：吹奏楽団）（小岩駅周辺）
 5/24(日) ◯催 第56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）
 5/25(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 5/25(月)
 〜7/10(金) ◯催 前期マナーキャンペーン（学友会）（本学）

 5/26(火) ◯講 第5回日本経済の現状と展望（西崎文平氏）（本学）

 5/27(水) ◯講 第6回武蔵野市寄付講座（近藤和夫氏）（本学）
 5/28(木) ◯講 第7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）
 5/29(金) ◯講 第6回企業論Ⅰ（大畠久実氏）（本学）
  ◯催 武蔵野警察署 防犯パトロール（運営協力：亜細亜大学ボラン

ティアセンター）（吉祥寺駅周辺）
 5/31(日) ◯催 ごみゼロデー市内一斉清掃（運営協力：学友会有志）
    （武蔵境駅周辺）

  6月
 6/1(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
  ◯記 聖徳学園中学・高等学校との高大連携協定締結（本学）
 6/2(火) ◯講 第6回日本経済の現状と展望（矢島洋子氏）（本学）
 6/3(水) ◯講 第7回武蔵野市寄付講座（三上真二氏）（本学）
 6/4(木) ◯講 第8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）
 6/5(金) ◯講 第7回企業論Ⅰ（桐原敏郎氏）（本学）
 6/6(土) ◯講 第1週アジア研究所公開講座（遊川和郎本学教授）（本学）
 6/8(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 6/9(火) ◯講 第7回日本経済の現状と展望（神志名泰氏）（本学）
 6/10(水) ◯講 第8回武蔵野市寄付講座（河合純一氏）（本学）
 6/11(木) ◯講 第9回ホスピタリティマネジメント特別講義（真野浩明氏）（本学）
  ◯記 警視庁生活安全部長連名賞受賞（武蔵野セーフティ－ボラン

ティアチーム）（武蔵野警察署）
 6/12(金) ◯講 第8回企業論Ⅰ（荻野好正氏）（本学）
  ◯催 留学生と中小企業マッチング会（本学）
 6/13(土) ◯催 西部コミセン コミセンまつり（運営協力：中央執行委員会・中央

事務局・福利厚生局協助会・亜細亜大学ボランティアセンター）
    （西部コミュニティセンター）
  ◯催 nonowa武蔵境開業2周年イベント（出演：吹奏楽団 取材：国際

文化局）（武蔵境駅nonowa口前）
  ◯講 第2週アジア研究所公開講座（平井久志氏）（本学）
 6/15(月) ◯講 前期第1回街づくり未来塾（大橋一範氏）（本学）
  ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 6/16(火) ◯講 第8回日本経済の現状と展望（土肥原洋本学教授）（本学）
 6/17(水) ◯講 第9回武蔵野市寄付講座（大槻洋也氏）（本学）
 6/18(木) ◯講 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）
 6/19(金) ◯講 第9回企業論Ⅰ（藤本治己氏）（本学）
 6/20(土) ◯講 第3週アジア研究所公開講座（廣瀬陽子氏）（本学）
  ◯催 武蔵野市市民安全大会（発表：学生パトロール隊）
    （武蔵野スイングホール）
  ◯催 第41回国際交流パーティー（本学）
  ◯講 吉祥寺東コミセン講演会（容應萸本学教授）
    （吉祥寺東コミュニティセンター 九浦の家）
 6/22(月) ◯講 前期第2回街づくり未来塾（山縣正彦氏）（本学）
  ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 6/23(火) ◯講 第9回日本経済の現状と展望（齊藤潤氏）（本学）
 6/24(水) ◯講 第10回武蔵野市寄付講座（兒玉友氏）（本学）
 6/25(木) ◯講 第11回ホスピタリティマネジメント特別講義（森田朋有氏）（本学）
 6/26(金) ◯講 第10回企業論Ⅰ（新井千之氏）（本学）
  ◯催 武蔵野警察署 防犯パトロール（運営協力：学友会有志）
    （吉祥寺駅周辺）
 6/27(土) ◯講 第4週アジア研究所公開講座（鈴木有理佳氏）（本学）
  ◯催 第17回日本フットボールリーグ運営（運営協力：準硬式野球部）

（武蔵野陸上競技場）
 6/29(月) ◯講 前期第3回街づくり未来塾（加藤伸也氏）（本学）
  ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 6/30(火) ◯講 第10回日本経済の現状と展望（荒井俊行氏）（本学）

  7月
 7/1(水) ◯講 第11回武蔵野市寄付講座（倉田秀道氏）（本学）
 7/2(木) ◯講 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）
  ◯催 第4回TAMACOM（発表：学友会有志）（成蹊大学）
 7/3(金) ◯講 第11回企業論Ⅰ（新井妙子氏）（本学）
 7/4(土) ◯講 第5週アジア研究所公開講座（松田康博氏）（本学）
 7/6(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 7/7(火) ◯講 第11回日本経済の現状と展望（田宮寛之氏）（本学）
 7/8(水) ◯講 第12回武蔵野市寄付講座（仲前信治氏）（本学）
 7/9(木) ◯講 第13回ホスピタリティマネジメント特別講義（桜田厚氏）（本学）

※項目名について
　◯講 … 公開講座など
　◯教 … 小中学生の職場体験や見学など
　◯記 … 広報アジアに掲載されたもの
　◯催 … 他３項目に該当しない行事
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 7/10(金) ◯講 第12回企業論Ⅰ（藤原庸祐氏）（本学）
 7/13(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 7/14(火) ◯講 第12回日本経済の現状と展望（神田玲子氏）（本学）
 7/15(水) ◯講 第13回武蔵野市寄付講座（渡部康弘氏）（本学）
  ◯催 前期学生団体地域交流活動連絡会（本学）
 7/16(木) ◯講 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）
 7/18(土) ◯講 土曜学校亜細亜大学経営学教室（本学）
 7/19(日) ◯催 さかいマルシェ（運営協力：学生パトロール隊・学友会有志）
    （境南ふれあい広場公園）
 7/20(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）
 7/22(水) ◯講 第14回武蔵野市寄付講座（中森邦男氏）（本学）
 7/23(木) ◯講 第15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）
 7/27(月) ◯催 アジアの風塾（教職課程履修学生）（本学）

  8月
 8/2(日) ◯催 さかいマルシェ（運営協力：教職課程履修学生）
    （境南ふれあい広場公園）
 8/6(木)
 〜9/18(金) ◯催 図書館開放（本学）

 8/9(日) ◯催 サンヴァリエ桜堤 夏まつり（出演：應援指導部・軽音楽部 運営
協力：学友会有志）（サンヴァリエ桜堤中央公園）

 8/22(土) ◯催 第5回さかい夜市（運営協力：中央執行委員会・財務局・亜細亜大
学ボランティアセンター）（境南ふれあい広場公園）

 8/25(火)
 〜31(月) ◯催 ラジオ体操（青少年問題協議会桜野地区）（本学）

 8/28(金) ◯催 特別養護老人ホーム訪問（出演：COLOR 福祉施設体験活動：
AUJPインドネシア学生有志）（武蔵野館）

 8/29(土) ◯催 一般奉仕会『細流』創部45周年記念行事 長野県栄村交流会
（参加：一般奉仕会『細流』）（長野県栄村）

  9月
 9/5(土) ◯催 境南第2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2保育園）
  ◯催 桜堤保育園 秋祭り（運営協力：中央執行委員会・財務局・亜細亜

大学ボランティアセンター）（桜堤保育園）
 9/9(水) ◯教 武蔵野市立第五中学校 職場体験学習（受入：留学生支援
 〜11(金)   課・地域交流課）（本学）
 9/16(水) ◯催 武蔵野市立小中学校教育研究会・講演会（武蔵野市教育委員

会）（本学）
 9/23(金) ◯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）（本学）
 9/24(木) ◯講 第1回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（横山文人本学准教授）
    （本学）
 9/24(木)
 〜25(金) ◯教 武蔵野市立桜野小学校2年生 学校見学（本学）

 9/26(土) ◯催 西部コミセン 秋のコンサート（出演：吹奏楽団）
    （西部コミュニティセンター）
 9/28(月) ◯催 第1回インターナショナル・フォーラム（関口広隆氏）（本学）
 9/29(火) ◯講 第1回経済学特講Ⅱ（落合寛司氏）（本学）
  ◯講 第1回租税論Ⅰ（菅納敏恭氏）（本学）
 9/30(水) ◯講 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）

  10月
 10/1(木) ◯講 第2回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（鳥原光憲氏）（本学）
  ◯講 第1回トップマネジメント特別講義（後藤由美氏）（本学）
 10/2(金) ◯講 第1回企業論Ⅱ（新井千之氏）（本学）
 10/3(土) ◯講 第1回武蔵野地域五大学共同教養講座（大野亮司本学准教授）

（本学）
 10/5(月) ◯講 第2回インターナショナル・フォーラム（原田武夫氏）（本学）
 10/6(火) ◯講 第2回経済学特講Ⅱ（髙橋一朗氏）（本学）
  ◯講 第2回租税論Ⅰ（土屋重義本学教授）（本学）
  ◯催 留学生別科 授業「日本事情」（留学生別科生）
    （武蔵野市立桜野小学校）
 10/7(水) ◯講 第3回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫖山博文氏）（本学）
  ◯講 武蔵野地域五大学共同講演会・基調講演（村松友視氏）
    （武蔵野公会堂）
 10/8(木) ◯講 第3回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（森岡裕策氏）（本学）
  ◯催 武蔵野青年会議所武蔵野の未来創造フォーラム（本学）
 10/9(金) ◯講 第2回企業論Ⅱ（堀直将氏）（本学）
 10/10(土) ◯講 第2回武蔵野地域五大学共同教養講座（大野亮司本学准教授）

（本学）
 10/11(日) ◯催 けやき苑地域サービスデー（運営協力：学友会有志・亜細亜大学

ボランティアセンター）（三鷹市高齢者センターけやき苑）
 10/12(月) ◯講 第3回インターナショナル・フォーラム（矢萩邦彦氏）（本学）
 10/13(火) ◯講 第3回経済学特講Ⅱ（小淵康博氏）（本学）
  ◯催 武蔵野エリア産業フェスタ（吉祥寺東急REIホテル）

  ◯講 第3回租税論Ⅰ（宮田学氏）（本学）
 10/14(水) ◯講 第4回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫖山博文氏）（本学）
  ◯催 平成27年度地域交流懇談会（本学PLAZAホール）
 10/15(木) ◯講 第4回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（雑賀真氏）（本学）
  ◯講 第2回トップマネジメント特別講義（浅井満知子氏）（本学）
 10/16(金) ◯講 第3回企業論Ⅱ（大久保伸一氏）（本学）
 10/17(土) ◯講 第3回武蔵野地域五大学共同教養講座（大野亮司本学准教授）

（本学）
  ◯催 スイングロードフェスティバルライトアップ点灯式（出演：軽音楽

部・TANZ）（武蔵境駅nonowa口前）
  ◯催 武蔵野警察署 環境美化活動（参加：県人会連合会）
    （武蔵境駅周辺）
 10/18(日) ◯催 第43回小金井なかよし市民まつり（出演：吹奏楽団）
    （都立小金井公園）
 10/19(月) ◯講 第4回インターナショナル・フォーラム（中川浩一氏）（本学）
 10/20(火) ◯講 第4回経済学特講Ⅱ（吉野弘毅氏）（本学）
  ◯講 第4回租税論Ⅰ（杉山耕一氏）（本学）
 10/21(水) ◯講 第5回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（下村直樹氏）（本学）
 10/22(木) ◯講 第5回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（中森邦男氏）（本学）
  ◯講 地域講演会・指導会（佐藤信之本学陸上競技部監督）
    （日の出町立大久野中学校）
 10/23(金) ◯講 武蔵野地域五大学共同講演会（白珍尚本学准教授）（本学）
  ◯講 第4回企業論Ⅱ（中城貴史氏）（本学）
 10/24(土) ◯講 第4回武蔵野地域五大学共同教養講座（大野亮司本学准教授）

（本学）
  ◯講 多摩未来創造フォーラム（明星大学）
 10/24(土) ◯講 西部コミセン 文化祭（出展：漫画研究会・ビジュツ部）
 〜25(日)   （西部コミュニティセンター）
 10/26(月) ◯講 第5回インターナショナル・フォーラム（赤井誠氏）（本学）
 10/27(火) ◯講 第5回経済学特講Ⅱ（松本聡氏）（本学）
  ◯講 第5回租税論Ⅰ（土屋賢氏・三ツ寺俊之氏）（本学）
 10/28(水) ◯講 第6回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（稲橋幹夫氏）（本学）
 10/29(木) ◯講 第6回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（横山文人本学准教授）
    （本学）
  ◯講 第3回トップマネジメント特別講義（大塚万紀子氏）（本学）
 10/30(金) ◯講 第5回企業論Ⅱ（金子雅彦氏）（本学）
  ◯教 武蔵野市立第二小学校3年生 学校見学（本学）
  ◯催 武蔵野警察署 防犯パトロール（参加：学友会有志）（吉祥寺駅周辺）

  11月
 11/1(日) ◯催 第8回むさしの環境フェスタ（武蔵野プレイス）
 11/1(日)
 〜3(火) ◯催 第57回アジア祭子供縁日（主催：アジア祭実行委員会）（本学）

 11/5(木) ◯講 第7回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（藤原庸介氏）（本学）
 11/6(金) ◯講 第6回企業論Ⅱ（秋田秀幸氏）（本学）
  ◯催 第16回ビジネスフェアfromTAMA（東京ドーム）
 11/7(土) ◯講 第4回Asia写真銀河（長島有里枝氏・高山陽子本学准教授）
    （本学）
  ◯催 第8回武蔵境イルミネーション点灯式（出演：吹奏楽団）
    （武蔵境駅南口ロータリー）
 11/9(月) ◯講 第6回インターナショナル・フォーラム（村松絵里子氏）（本学）
 11/10(火) ◯催 第5回武蔵野エリア産業フェスタ（吉祥寺東急REIホテル）
  ◯講 第6回経済学特講Ⅱ（見上英樹氏）（本学）
  ◯講 第6回租税論Ⅰ（林広隆氏）（本学）
 11/10(火) ◯教 都立武蔵高等学校附属中学校 職場体験学習（受入：学術情報
 〜12(木)   課・地域交流課）（本学）
 11/11(水) ◯講 第7回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（井村理恵氏）（本学）
  ◯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）
 11/12(木) ◯講 第8回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（伊藤華英氏）（本学）
  ◯講 第4回トップマネジメント特別講義（肥塚見春氏）（本学）
  ◯催 第62回市民と市長のタウンミーティング（参加：萌和寮生・瑞穂

寮生・清風寮生・平井ゼミ生）（本学）
  ◯催 亜細亜ふれあい動物園（主催：学友会・中央執行委員会）
    （本学体育館前）
 11/13(金) ◯講 第7回企業論Ⅱ（三輪英子氏）（本学）
  ◯催 防火のつどい（出演：吹奏楽団）（武蔵野スイングホール）
  ◯催 むさしのFM出演 JTB大学生観光まちづくりコンテスト2015入

賞（出演：髙石光一本学教授とゼミ学生3名）（むさしのFM)
 11/14(土) ◯催 第15回西東京市民まつり（出演：吹奏楽団・軽音楽部・TANZ）
 〜15(日)   （西東京いこいの森公園）
 11/15(日) ◯催 むさしの国際交流まつり2015（運営協力：亜細亜大学ボラン

ティアセンター・学友会有志）（武蔵野スイングビル）
  ◯催 文連地域清掃（主催：学術文化連合会執行委員会）（本学）
 11/16(月) ◯講 第7回インターナショナル・フォーラム（芳賀克彦氏）（本学）
  ◯講 後期第1回街づくり未来塾（成清一夫氏）（本学）
 11/17(火) ◯講 第7回経済学特講Ⅱ（和田夏彦氏）（本学）
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  ◯講 第7回租税論Ⅰ（由比茜氏）（本学）
 11/18(水) ◯講 第8回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（佐藤伸裕氏）（本学）
  ◯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）
 11/19(木) ◯講 第9回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（佐野慎輔氏）（本学）
 11/20(金) ◯講 第8回企業論Ⅱ（堀内昌英氏）（本学）
 11/21(土) ◯講 グローバル人材育成フォーラム（中村富安氏）（本学）
  ◯講 現代市民法講座（中島修三本学教授・中村治郎氏）（本学）
 11/22(日) ◯催 第3回ふじみまつり（運営協力：宇佐見ゼミ生・県人会連合会）
    （クリーンプラザふじみ）
 11/23(月) ◯講 第8回インターナショナル・フォーラム（酒井章氏）（本学）
  ◯催 むさしのFM出演 関東学生対抗軽自動車６時間耐久レース優

勝（出演：自動車部）（むさしのFM）
 11/24(火) ◯講 第8回経済学特講Ⅱ（鈴木優輝氏）（本学）
  ◯講 第8回租税論Ⅰ（島本広幸氏）（本学）
 11/25(水) ◯講 第9回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（小鷲崇文氏）（本学）
  ◯講 第3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）
 11/26(木) ◯講 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）
  ◯講 第5回トップマネジメント特別講義（石坂知子氏）（本学）
  ◯催 トークサロン「学生ボランティアと市民活動」（ゲストスピー

カー：本学総務部秘書課課長八田浩康・学外副委員長安留愛さ
ん・亜細亜大学ボランティアセンター主務大塚隆之介君）

    （三鷹市市民協働センター）
 11/27(金) ◯講 第9回企業論Ⅱ（椙山俊哉氏）（本学）
  ◯催 武蔵野警察署 防犯パトロール（参加：学生有志）（吉祥寺駅周辺）
 11/28(土) ◯講 現代市民法講座（上田廣美本学教授・臼杵政治氏）（本学）
 11/29(日) ◯催 市内一斉清掃（参加：学友会有志）（武蔵境駅周辺）
  ◯催 西部コミセン ちびっこ運動会（運営協力：県人会連合会・亜細

亜大学ボランティアセンター）（西部コミュニティセンター）
 11/30(月) ◯講 第9回インターナショナル・フォーラム（奈良橋文乃氏）（本学）
  ◯講 後期第2回街づくり未来塾（髙橋勇氏）（本学）

  12月
 12/1(火) ◯講 第9回経済学特講Ⅱ（平岡直人氏）（本学）
  ◯講 第9回租税論Ⅰ（石林孝英氏）（本学）
  ◯記 小金井市との包括的協働・連携運営協力協定締結（小金井市役所）
 12/2(水) ◯講 第10回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（石綿治美氏）（本学）
 12/3(木) ◯講 第11回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（仲伏達也氏）（本学）
 12/4(金) ◯講 第10回企業論Ⅱ（北修爾氏）（本学）
  ◯催 第6回合同帰国報告会（主催：学生海外活動助成金制度運営委

員会）（本学）
 12/5(土) ◯講 セミナー「アジア・ウォッチャー」（工藤正博氏）（本学）
  ◯講 現代市民法講座（大原俊一郎本学講師・小山俊樹氏）（本学）
 12/6(日) ◯講 アジア研究所主催 アジア研究所一般公開シンポジウム（柴田

匡平氏）（本学）
 12/7(月) ◯講 第10回インターナショナル・フォーラム（酒井啓子氏）（本学）
  ◯講 後期第3回街づくり未来塾（武藤毅氏）（本学）
 12/7(月)
 〜18(金) ◯催 後期マナーキャンペーン（主催：学友会）（本学）

 12/8(火) ◯講 第10回経済学特講Ⅱ（川井令治氏）（本学）
  ◯講 第10回租税論Ⅰ（辰口弘晃氏）（本学）
 12/9(水) ◯講 第11回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（磯村博幸氏）（本学）
  ◯講 第4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）
 12/10(木) ◯講 第12回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（佐々木良氏）（本学）
  ◯講 第6回トップマネジメント特別講義（稲野和利氏）（本学）
 12/11(金) ◯講 第11回企業論Ⅱ（加藤孝士氏）（本学）
 12/12(土) ◯催 二・六中ソフトバレーボール大会（武蔵野市青少年問題協議会）

（本学体育館）
 12/14(月) ◯講 第11回インターナショナル・フォーラム（高橋百合香氏）（本学）
  ◯催 むさしのＦＭ出演 第39回世界オセロ選手権優勝（出演：経営学

部4年高梨悠介君）（むさしのFM）
 12/15(火) ◯講 第11回経済学特講Ⅱ（丸山幸朗氏）（本学）
  ◯講 第11回租税論Ⅰ（脇田弥輝氏）（本学）
 12/16(水) ◯講 第12回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（谷村勇輔氏）（本学）
  ◯講 第5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）
 12/17(木) ◯講 第13回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（間野義之氏）（本学）
  ◯催 国際運営協力シンポジウム（参加：国際関係学部3年金城和里

さん）（国立市商協ビルさくらホール）
 12/18(金) ◯講 第12回企業論Ⅱ（蛭間武久氏）（本学）
 12/21(月) ◯講 第12回インターナショナル・フォーラム（田口優介氏）（本学）
 12/22(火) ◯講 第12回経済学特講Ⅱ（岡本晴彦氏）（本学）
  ◯講 第12回租税論Ⅰ（菅原英雄氏）（本学）
 12/23(水) ◯講 第13回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（大岐修氏・櫖山博文氏）
    （本学）

 12/24(木) ◯催 さくらえんクリスマス会（出演：吹奏楽団）
    （特別養護老人ホームさくらえん）

  平成28年1月
 1/10(日) ◯催 平成28年度武蔵野市消防団出初式（出演：吹奏楽団）
    （都立武蔵野中央公園）
  ◯教 西多摩近隣リトルシニアリーグ野球教室（主催：硬式野球部）
    （本学日の出キャンパス）
 1/12(火) ◯講 第13回租税論Ⅰ（嶋田恵一氏）（本学）
 1/13(水) ◯講 第14回ホスピタリティビジネス特講Ⅰ（櫖山博文氏）（本学）
  ◯講 第6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）
 1/14(木) ◯講 第14回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ※非公開（森喜朗氏）
    （本学）
 1/18(月) ◯講 第13回インターナショナル・フォーラム（白波瀬達也氏）（本学）
  ◯催 むさしのFM出演 武蔵境JAZZ SESSION出場（出演：軽音楽

部）（むさしのFM）
 1/19(火) ◯講 第14回租税論Ⅰ（廣木準一本学特任教授）（本学）
 1/20(水) ◯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）
    （本学）
 1/20(水) ◯教 小金井市立緑中学校 職場体験（受入：国際交流センター・
 〜22(金)   キャリアセンター・学術情報課・地域交流課）（本学）
 1/21(木) ◯講 第15回ホスピタリティビジネス特講Ⅱ（横山文人本学准教授）

（本学）
 1/27(水) ◯講 第7回亜細亜大学ビジネス講座（本学大学院カルキティルータ

氏）（三鷹ネットワーク大学）

  2月
 2/10(水) ◯催 後期学生団体地域交流活動連絡会（本学）
  ◯教 東京電機大学中学校 職場訪問（受入：地域交流課・学術情報

課）（本学）
 2/12(金) ◯催 吹奏楽鑑賞会（出演：吹奏楽団）（埼玉県立所沢特別支援学校）
 2/14(日) ◯催 武蔵野の森を育てる会 定例活動（運営協力：一般奉仕会『細

流』）（境山野緑地）
 2/15(月) ◯催 多文化ミュージアム（運営協力：国際関係学部多文化コミュニ
 〜16(火)   ケーション学科学生）（武蔵野プレイス）
 2/17(水) ◯講 第8回亜細亜大学ビジネス講座（鄭林根本学講師）
    （三鷹ネットワーク大学）
  ◯催 多文化ミュージアム（運営協力：国際関係学部多文化コミュニ

ケーション学科学生）（武蔵野プレイス）
 2/20(土) ◯催 第13回武蔵境JAZZ SESSION（出演：軽音楽部）
    （武蔵野スイングホール）
 2/21(日) ◯催 多摩ビッグバンドフェスティバル2016（本学）
 2/24(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）
 2/27(土) ◯教 第48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）（本学日の出キャンパス）
 2/28(日) ◯催 地域ファミリーコンサート（主催：バーチュリーバ・ソサエティ）

（本学）

  3月
 3/5(土) ◯催 JAPAN F1 亜細亜大学国際オープンテニス2016（主催：硬式庭
 〜7(月)   球部・アジア女子ローンテニス部）（本学日の出キャンパス）
 3/6(日) ◯催 第56回武蔵野市内駅伝競走大会・第25回武蔵野市民健康マ

ラソン大会（運営協力：一般奉仕会『細流』）（武蔵野陸上競技場）
 3/9(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）
  ◯催 境こども園 留学生と4歳児との交流会（参加：留学生有志）
    （境こども園）
 3/14(月) ◯催 むさしのＦＭ出演 将棋リコー杯 女流王座戦 五番勝負で健闘

（出演：経営学部4年伊藤 沙恵さん）（むさしのFM）
 3/17(木) ◯講 銀青会公開講座（錦田愛子本学講師）（本学）
 3/19(土) ◯催 第1回武蔵野4時間インターナショナルリレーマラソン2016＆

武蔵野 Global Festival（出演：TANZ）（武蔵野陸上競技場）
 3/19(土) ◯催 JAPAN F1 亜細亜大学国際女子オープンテニス2016（主催：硬
 〜21(月)   式庭球部・アジア女子ローンテニス部）（本学日の出キャンパス）
 3/21(月) ◯催 東小金井デイセンター レクリエーション（出演：演劇研究会劇団

『つた』）（パナソニックエイジフリー東小金井デイセンター）
 3/26(土) ◯記 武蔵野地域自由大学称号記授与式（成蹊大学）
  ◯催 サンヴァリエ桜堤 桜まつり（出演：軽音楽部 運営協力：学友会有

志）（サンヴァリエ桜堤）
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学生の満足度

平成26年度

平成 27年度

どちらでも
ない17％

満足した
75％

満足した
86％

どちらでも
ない11％

不満足
8％

不満足
8％

地域主催者様の満足度

平成26年度

平成 27年度

どちらでも
ない6％

満足した
94％

満足した
88％

どちらでも
ない12％

不満足
0％

不満足
0％

学生からの声
地域の人の武蔵野市を盛り上げようという気持ちが伝わり、自分も
地域の人との交流を大切にしようと強く思った。自分の町に対して
も、いろいろ行動していきたいと思う。

地域の方々と交流ができてよかった。活動して少しでも地域に貢献
ができて、また自団体のことをよくわかっていただくことができたら
嬉しい。

受け身の姿勢を取ってしまったことが反省点だった。もっと自分から
いろいろな人に声をかけ、今何をしたらよいか、何が必要かを考え
ることが大事だと思った。今度は、自分から行動するように心がけ
たい。

ふだんはプレーヤーとしてスポーツに携わっているが、ボールパー
ソンのサポートを経験し、サポートや試合の運営をして下さる方々
のありがたみを感じた。この経験をプレーヤーとして活かしていき
たい。

地域の夏まつりのボランティアで、亜大周辺の地域をより身近に感
じることができた。

ふだん、自団体の活動とイベントの日程が重なるため、ボランティ
アをできないでいたが、初めて参加して有意義さを知ることができ
た。この経験を自団体の学生に伝え、ボランティアや地域交流に興
味を持ってもらえるように努めていきたい。

来場者がふだんあまり接することのない幅広い年代の方々だったの
で、勉強になることが多くあった。また、最高のおもてなしをする
ためには自分がどのように行動すればよいかを考えることの大切さ
を学んだ。

ボランティアに参加したのは初めてだったが、とてもよい経験にな
った。また機会があれば、様々なボランティアに参加したい。

大学では、学生のイベントへの出演や運営協力での参加に対し、学生・
主催者様にアンケートを取り、その結果を双方に伝えております。全体
の集計の「満足度」では、平成 27 年度は、主催者様は94％で昨年度
よりも６ポイント上がりましたが、学生は10ポイント減の 75％でした。

今後は、地域交流課も加わり、事前に三者の打合せを密に行うことによ
り、当日の学生の活動内容を十分に把握し具体化することで、学生の

「満足度」をより高めていきたいと考えます。

地域主催者様からの声
年配者にもなじみのある曲の演奏で、皆さんが口ずさんでいた。

企画段階から協力をしてもらえると、さらに一体感が達成できるよ
うに思う。

学生はもっと楽しんでよいと思う。

一緒に活動した学生は、こちらが話をする前に自分から積極的に動
いてくれたので、とても助かった。

全員に先を読んで行動しようとする姿勢が見られ、学生の意識の高
さを感じた。やらされている感がなく、楽しみながら活動している
という印象だった。

学生の頃からボランティアをするということは、地域の人と交流す
ることとともに、その姿を青少年に見せられるため非常に意義が高
く、今回はその両面が活かされた。

学生がこのイベントに参加して、何か今後につながることや活動の
糧など、様々なことを感じていただけたら幸いに思う。

各イベントに
おける　　　アンケートからの振り返り
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