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設立目的
八王子地域に多くの大学等がある地域特性を活かし、大学・市民・経済団体・企業・行政
等が主体性を持って連携・協働し、地域の活性化、外国人留学生の支援、情報の発信、調査
研究、交流促進等に取り組むことにより、大学、学生、市民それぞれが地域に大学があるメ
リットを感じることができ、高等教育の充実、地域社会の発展並びに地域の国際化を目指す
など魅力ある学園都市の形成に向けた中心的な役割を担うこととする。

活動方針
（１）大学等の地域貢献活動の支援
（２）まちの活性化（地域社会の発展）
（３）加盟大学を全国に周知する活動
（４）学生イベント活動等への支援
（５）加盟大学と産業界との連携
（６）生涯学習の推進
（７）外国人留学生の生活、活動支援体制の充実

実施事業
（１）大学等連携事業
（２）情報発信事業
（３）学生活動支援事業
（４）産学公連携事業
（５）生涯学習推進事業
（６）外国人留学生支援事業

構成団体
・大学等（２５）
工学院大学、明星大学、東京工業高等専門学校、帝京大学、帝京大学短期大学、
東京造形大学、東京純心大学、杏林大学、多摩美術大学、創価大学、創価女子短期大
学、東京薬科大学、拓殖大学、中央大学、日本文化大學、法政大学、東京工科大学、
首都大学東京、山野美容芸術短期大学、ヤマザキ動物看護大学、東京家政学院大学、
サレジオ工業高等専門学校、デジタルハリウッド大学、桜美林大学、多摩大学
・市民・経済団体等（５）
八王子商工会議所、八王子市学園都市推進会議、八王子学生委員会、
（公財）大学セミナーハウス、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
・行政（１）
八王子市
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総会・・・会員の代表者で構成し、事業計画・予算、事業報告・決算、役員の選任について議決する。
理事会・・・理事は９名以上１５名以内（総会で選任）で構成し、総会へ付議すべき事項や総会の議決を要しない
事項について議決する。会長１名、副会長２名は理事の中から互選で決定する。
運営委員会・・・理事が所属する団体の事務担当者及び会長が指名する数名で構成し、理事会提出議案や理事会の
議決を要しない事項などの協議を行う。
※理事担当校のみ
大学等連携部会・・・大学事務担当者で構成する。
【所掌事業】大学等連携事業、外国人留学生支援事業
小中高大連携ワーキンググループ ・・・大学事務担当者、教員で構成する。
【所掌事業】小中高と大学の連携事業を企画・実施（「夏休み子どもいちょう塾」等）
FD・SD 専門委員会 ・・・大学事務担当者、教員で構成する。
【所掌事業】FD・SD の推進事業を企画・実施（「FD・SD フォーラム」等）
留学生対策ワーキンググループ ・・・大学事務担当者で構成する。
【所掌事業】留学生の生活支援や地域との交流促進事業の企画・実施（「留学生座談会」等）
単位互換協定校連絡会・・・大学事務担当者で構成する。
【所掌事業】単位互換の推進に伴う協定校間の調整
市民・学生連携部会·····・・・市民組織である学園都市推進会議、学生委員会で構成する。
【所掌事業】学生活動支援事業（
「学生企画事業補助金」
「八王子まつり山車曳き体験」等）
ボランティア連絡会（仮称）
【所掌事業】ボランティア活動等に係る情報交換および、事業の企画・実施
産学公連携部会・・・大学教員などで構成する。
【所掌事業】産学公連携事業
産学公連携ワーキンググループ ・・・大学教員などで構成する。
【所掌事業】産学公連携に係る事業の企画・実施
学生発表会ワーキンググループ ・・・大学教員などで構成する。
【所掌事業】学生発表会の企画・実施（
「学生発表会」等）
八王子学生 CM コンテストワーキンググループ ・・・大学教員などで構成する。
【所掌事業】八王子学生 CM コンテストの企画・実施（八王子学生 CM コンテスト）
生涯学習推進部会 ・・・学園都市大学運営委員会委員が兼ねる。
【所掌事業】生涯学習推進事業（「八王子学園都市大学（いちょう塾）」）26 年度実績）】年 3 回：5
月、9 月、
※１ 監事は２名とし会則で定める。
※２ 部会では、具体的な事業の実施方法、実施内容について協議し、構成員及び人数については、運営委
員会で決定する。
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（１）小中高と大学との連携
第 9 回夏休み子どもいちょう塾
【概

要】 子どもの学ぶことへの関心・意欲を高めることを目的
として、加盟大学等が、その特色を活かし、小学校高学
年（4～6 年生）を対象とした夏休みの特別講座を開催
した。昨年度と同様に、八王子市学園都市センター、八
王子市生涯学習センター（クリエイトホール）を会場と
するとともに、小学生以上の方が誰でも参加できるワー
クショップを八王子東急スクエア・2 階アトリウムを会
場に開催した。

【開催日時】7 月 20 日（土）・21 日（日）10：00～15：00
【会

場】八王子市学園都市センター

イベントホール

リーフレット

第 1～5 セミナー室
ギャラリーホール
八王子市生涯学習センター

視聴覚室
第 2・5・7 学習室
第 1・2 創作室

八王子東急スクエア
【共

2 階アトリウム（ワークショップ会場）

催】八王子市
八王子市教育委員会

【協

力】公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
東京医科大学八王子医療センター

【申込者数】581 名（八王子市立小学校 64 校、その他 9 校）
【参加者数】421 名（ワークショップ参加者含む）
【広

報】・リーフレット（25,000 部）
配布先 : 八王子市立小学校 4～6 年生全児童
児童館、学童保育施設
八王子市役所、市民センター等の八王子市関連施設
・八王子市広報 6 月 15 日号
・学園都市文化ふれあい財団広報ラララ vol.175（2019 年 6 月）
・はちバス車内広告（6 月）
・ショッパー

八王子中央版 2019 年 6 月 14 日号

・大学コンソーシアム八王子、八王子市ウェブサイト等
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会場風景
（光る!化学実験を
しよう!）

会場風景
（オリジナルの英語しか
け絵本づくり）

会場風景
（オリジナルパーカッシ
ョンをつくって世界のリ
ズムを演奏しよう）

【プログラム】・7 月 20 日（土）
科目
図画工作
図画工作
図画工作
理科
理科
理科

講座名
身近なもので被災後の生活に役立つグッ
ズをつくる！
オリジナルパーカッションをつくって、
世界のリズムを演奏しよう
シルクスクリーン ～トートバックにプ
リントしよう～
ほねほね教室（豚足を組み立てよう！）
キッチンでできる，
”動物が生まれると
ころ”！！の観察
ミネラルウォーターの硬度を測定してみ
よう～化学分析を体験してみよう～

理科

食べ物の色を分離（ぶんり）してみよう

理科

鳥の目になる

英語

オリジナルの英語しかけ絵本づくり

総合学習
総合学習

もぐらたたき 2019 ～スクラッチでゲ
ームつくり～
きみも CG 映像作家になれる！合成映像
を作ってみよう！

総合学習

ロボット・カーを作ろう

総合学習

アロマテラピーって何だろう？
マグッズを作ってみよう～
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～アロ

提供校名
工学院大学
東京造形大
学
東京造形大
学
ヤマザキ動
物看護大学
東京工業高
等専門学校
東京工業高
等専門学校
東京薬科大
学
ヤマザキ動
物看護大学

担当講師
村上

正浩

石賀

直之

佐竹

宏樹

今村

伸一郎

伊藤

篤子

雑賀

章浩

藤川

雄太

岡﨑

登志夫

明星大学

髙橋

和子

中央大学

斎藤

正武

東京工科大
学

菊池

司

拓殖大学

吉森

茂

杏林大学

西村

伸大

・7 月 21 日（日）
科目名
図画工作
図画工作

講座名
カリンバを作って楽しく鳴らしてみよ
う！
日本画の材料を使ってうちわに絵を描
こう
シルクスクリーン ～トートバックに
プリントしよう～

大学等名
東京純心大学

講師名
井上

救

多摩美術大学

牧田

紗季

東京造形大学

佐竹

宏樹

自分の箸を作ってみよう

サレジオ工業
高等専門学校

木下

直樹

理科

光る！化学実験をしよう！

東京薬科大学

佐藤

弘人

体育

チアリーディング体験教室！

首都大学東京

体育

スポーツデータをとってみよう

創価大学

内藤

英語

旅行で使う英会話

サレジオ工業
高等専門学校

ポール
・マッカン

社会

君も裁判員に挑戦しよう！

日本文化大學

図画工作
図画工作

総合学習
総合学習
総合学習
総合学習

もぐらたたき 2019 ～スクラッチで
ゲームつくり～
きみも CG 映像作家になれる！合成映像
を作ってみよう！
アンニョンハセヨ！～多文化理解はお
隣の国から。韓紙工芸作品を作ってみ
よう、チマ・チョゴリを着てみよう～
アロマテラピーって何だろう？～アロ
マグッズを作ってみよう～

中央大学
東京工科大学

男子リアリー
ディング部
耕三

轉法輪
斎藤

慎治
正武

菊池

司

東京純心大学

大竹

聖美

杏林大学

西村

伸大

・ワークショップ（20 日（土）・21 日（日））
科目名
理科

講座名
拓殖大学ワークショップ ものづくり
体験講座「ものづくりを楽しむぞ！」
プロジェクト

会場風景
（ものづくり体験講座）
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大学等名
拓殖大学

講師名
森

きよみ

（２）FD・SD の推進
①第 9 回大学コンソーシアム八王子 FD・SD フォーラム
【概

要】 大学コンソーシアム八王子加盟 25 の大学・短大・高
専連携による資源の共有化と相互補完、効率的な教育
改革の推進を目的に、第 9 回大学コンソーシアム八王
子 FD･SD フォーラムを開催した。今回のフォーラムは、
今まで日本の高等教育では活発でなかったリカレント
教育にも焦点をあてながら、
「学修者が生涯学び続けら
れるための多用で柔軟なしくみと流動性」の実現に向
けたテーマ設定とし、全国の大学教職員・学生並びに企
業関係者が参加した。

【開催日時】8 月 22 日（木）13:00～17:10（終了後情報交換会）

リーフレット

8 月 23 日（金） 9:30～16:00
【会

場】八王子市学園都市センター

イベントホール
第 1～5 セミナー室

【共

催】八王子市

【後

援】文部科学省

【協

力】公益社団法人八王子観光コンベンション協会
高尾登山電鉄株式会社

【参加者数】196 名（62 団体）
・1 日目のみ：107 名
・2 日目のみ：40 名
・両日参加 ：49 名
※情報交換会参加者：57 名
【広

報】・リーフレット
印刷部数 : 3,500 部
配 布 先 : 775 校（全国の大学）、36 校（市内外高校）等
・ASAGAO メール（京都大学高等教育研究開発推進センター）

【テ ー マ】 2040 年の高等教育をデザインする
―生涯学び続ける学修者を育成するために―
【プログラム】

1 日目（8 月 22 日（木）
）
・基調講演 1
タイトル：2040 年に向けた高等教育のグランドデザインとリカレント教育の
推進
講 演 者：平野博紀（文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室長）
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・基調講演 2
タイトル：人生 100 年時代のライフキャリアを考える
―大学教育に期待される新たな役割―
講 演 者：豊田義博(株式会社リクルート リクルートワークス研究所 主幹研
究員、ライフシフト・ジャパン株式会社 取締役 CRO/
ライフシフト研究所所長）

基調講演 1

基調講演 2

・パネルディスカッション
パネラー：平野博紀、豊田義博、乾喜一郎、坂本清恵
講演 1

：「学び続ける社会人」と「学ばない社会人」は何が違うのか。
―3,000 人の学び手のライフヒストリーから―
講演者：乾喜一郎（
「スタディサプリ社会人大学・大学院」編集デ
スク 白百合女子大学非常勤講師）

講演 2

：日本女子大学リカレント教育課程の今
―人生 100 年時代の学び―
講演者：坂本清恵（日本女子大学生涯学習センター所長（文学部
教授）

講演 2

講演１
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パネルディスカッション

・情報交換会
会

場

：高尾山ビアマウント

情報交換会

2 日目（8 月 23 日（金）
）
・第 1 分科会
タイトル：生涯学び続ける者を受け入れられる大学とは？
講 演 者：稲永由紀（筑波大学）
・第 2 分科会
タイトル：FD 入門―新任教員大学教員を目指す方のために―
講 演 者：望月雅光（創価大学）
・第 3 分科会
タイトル：若手教職員と学生で考える「大学職員の仕事」
講 演 者：前原征司（明星大学）
・第 4 分科会
タイトル：大学における働き方について考える
講 演 者：吉武博通（首都大学東京／筑波大学）
・第 5 分科会
タイトル：留学生の受入れと支援
―変わり続ける現場から 留学生担当教職員の懇談会―
講 演 者：佐藤麻衣子（首都大学東京）

第 1 分科会

第 4 分科会

第 2 分科会

第 5 分科会
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第 3 分科会

②SD 勉強会
【概

要】

大学コンソーシアム八王子加盟校のみならず、全国の教職員が、日々抱える課

題や問題について講演やディスカッションを通じて、他大学等の事例を共有しな
がら自らの考えを深めることで、、で能力向上と連携強化を目指し、開催した。
【開催日時】令和元年 11 月 21 日（木）14：00～17：00
【会

場】八王子市学園都市センター

ギャラリーホール

【参加者数】21 名／12 大学
【テ ー マ】大学入試改革を通して考える高大接続の課題
【講

師】倉部 史記（高大共創コーディネーター／NPO 法人 NEWVERY 理事）

【プログラム】
第1部

大学と高校を取り巻く社会状況
オープンキャンパスや進路指導などの事例から見える高大接続に対する大
学・高校の取組の現状の説明

第2部

高大接続改革の狙いと課題
文部科学省が進める高大接続改革の概要説明、改革のポイントである学力
の 3 要素の測定に関する現状と課題の説明

第3部

理想の高大接続を考える
第 1 部、第 2 部を踏まえ、高大共創による新たな活動などの事例紹介を行
いながら、高大接続の解決方法の一案を提示

講義の様子①

講義の様子②
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（３）単位互換の推進
大学コンソーシアム八王子単位互換制度の円滑な運営を行うため、
協定校間の調整及び、単位互換履修生募集ガイドを作成した。
令和元年度の単位互換提供科目は 142 科目、履修者は 4 名（昨年度
は 160 科目、履修者 20 名）。
令和 2 年 3 月現在の加盟校は多摩美術大学、東京工科大学、創価大
学、サレジオ工業高等専門学校、ヤマザキ動物看護大学、東京家政学
院大学、東京工業高等専門学校、山野美容芸術短期大学、東京造形大
学、東京純心大学、杏林大学、明星大学、工学院大学、帝京大学、帝
京大学短期大学、拓殖大学の計 16 大学等。
単位互換履修生募集ガイド

（４）大学の地域防災対策の推進
大学等防災対策連絡会
【概

要】

八王子地域に大規模災害が発生した場合に加盟大学等が相互に応援を行う協定

を円滑に運用するため、大規模災害発生時の対応等にかかる事例紹介及び、担当者
間で意見交換を行った。
【開催日時】11 月 20 日（水）
【会

場】学園都市センター

【参加者数】16 大学等

ギャラリーホール

17 名

※帝京大学、帝京大学短期大学、東京造形大学、杏林大学、創価大学、
創価女子短期大学、東京薬科大学、拓殖大学、中央大学、法政大学、
首都大学東京、ヤマザキ動物看護大学、サレジオ工業高等専門学校、
デジタルハリウッド大学、桜美林大学、多摩大学
【内

容】・災害時の対応事例について

台風 19 号による八王子市内の状況等について
熊本地震における事例
－全国大学コンソーシアム交流フォーラム参加報告－
・事前アンケートの結果について
防災備蓄集計結果の報告
備蓄品の管理と活用方法
安否確認体制
防災（避難）訓練の実施状況
災害発生時の対応
台風 19 号における大学等の対応
・アンケート結果から考える（意見交換・グループワーク）
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熊本地震の事例

意見交換・グループワーク

（５）大学施設の市民開放推進
加盟大学等の大学図書館・運動施設・教室等の開放状況について調査し、市民が大学を身近に
感じるよう、その結果を「大学施設の市民の方への開放状況一覧」にまとめ、Web サイト上で公
開した。

（６）学生の就職活動を支援
新卒応援！多摩プロジェクト「合同企業説明会 in 八王子」
【概

要】 公益財団法人東京しごと財団が、新卒者などの採用に意欲的な中小企業等と新卒
未内定者などが直接交流できるプレマッチングの場として実施する「合同企業説
明会」に共催し、加盟大学等の学生への周知などを行った。

【開催日時】平成 31 年 4 月 10 日（水）
令和元年 9 月 4 日（水）
【会

場】京王プラザホテル八王子

【参加者数】4 月 10 日（水）

参加者

80 名

参加企業

25 社

9 月 4 日（水）

参加者

66 名

参加企業

25 社

【主

催】公益財団法人東京しごと財団（東京しごとセンター多摩）

【共

催】八王子市
日野市
大学コンソーシアム八王子

【後

援】公益財団法人東京都中小企業振興公社
公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩
一般社団法人首都圏産業活性化協会
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（１）冊子による情報発信
①大学コンソーシアム八王子情報 Vol.16 号「八王子まるごと子どもキャンパス」
【概

要】

加盟大学等が主催する子ども向けイベントを紹介す

るもので、市内公立小学校の全児童に配布している。本
年度は、16 大学等の 28 講座を紹介した。
【発 行 日】令和元年 6 月 19 日（水）
【発 行 数】30,000 部
【配 布 先】・市内公立小学校（70 校）

情報紙 Vol.16

②大学コンソーシアム八王子パンフレット
【概

要】

会長交代に伴い、内容を改定した。

【発 行 日】令和元年 7 月 25 日（木）
【発 行 数】1,500 部
【配 布 先】・加盟大学等、加盟団体
・各種イベント等における参加者

パンフレット

③大学コンソーシアム八王子情報 Vol.17 号「学園都市「八王子」で学ぼう

八王子の大学

を選ぶための【キャンパスガイド】」
【概

要】

大学コンソーシアム配当時が実施している事業等を

活用し、その活動による教育・研究の紹介を通じて、加
盟大学等および、学園都市八王子のブランドの魅力を高
校生に伝えることを目的とする。
【発 行 日】令和 2 年 5 月 1 日（金）
※制作・編集は令和元年度中に実施
【発 行 数】20,000 部
【配 布 先】・市内高等学校
情報紙 Vol.17
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④2020 新入生のための八王子生活便利帳「シティインデックス八王子」
【概

要】

大学生活を始める新入生のための生活便利帳「シテ

ィインデックス八王子」を八王子市学園都市推進会議
と共同で発行し、学生及び市民に学園都市八王子の魅
力を広く周知した。
【制作・編集】八王子市学園都市推進会議
【発 行 日】令和 2 年 4 月 1 日（水）
※制作・編集は令和元年度中に実施
【発 行 数】38,000 部
【配 布 先】・加盟大学等
2020 新入生のための
八王子生活便利帳

（２）掲載記事等による情報発信
①学園祭情報
【概

要】 加盟大学等が開催する学
園祭等の情報を集約し市民
に周知するための情報発信
を行った。

【掲 載 先】・八王子市学園都市文化ふれあい財団発行「情報誌ラララ 9 月号」
（八王子市内新聞折り込み広告；215,000 部）
・そのほか
大学コンソーシアム八王子 Web サイト
学園都市センター窓口にて、学園祭日程表を配布

②メディアによる取材等
【概

要】

【掲載先等】

各行事について、新聞、タウン誌などの取材に対応した。
・J:com 八王子（学生発表会、八王子学生 CM コンテスト等）
・ショッパー（夏休み子どもいちょう塾）
・八王子フリモ（八王子学生 CM コンテスト等）
・八王子経済新聞（学生企画事業補助金成果報告会等）
・毎日新聞（学生発表会における発表成果の実施）

（３）インターネットによる情報発信
【概

要】Facebook や Twitter による効果的な情報発信を行った。

【発信件数】Facebook

71 件
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Twitter

66 件

（１）学生企画事業補助金
【概

要】 加盟大学等の学生が、八王子地域を舞台として企画・
運営・実施するイベントやプロジェクト（自由企画部門，
補助上限金額 10 万円）及び地域の課題解決に向けた調
査・研究活動（指定課題部門；（公社）八王子観光コン
ベンション協会から提案のあった「八王子ならではの
MICE 事業への提言～グローカルな視点から～」，補助上
限金額 20 万円）に対し、大学コンソーシアム八王子が
その費用の一部を補助する。
自由企画部門で 9 大学等 12
団体、指定課題部門で 3 大学 4 団体の事業が採択され
た。

募集ポスター

【募集期間】4 月 1 日（月）～5 月 15 日（水）
※審査依頼書類締切

5 月 24 日（金）17:00

※一次選考日

6 月 6 日（木）

※二次選考日

6 月 18 日（火）

【申込件数】自由課題部門
指定課題部門

57 件（採択件数 12 件）
4 件（採択件数）

【採択団体】自由課題部門
ヤマザキ動物
看護大学

動物機能形態学研究室

東京造形大学

子ども食育体験教室

創価大学

理工学部丸田ゼミ

サレジオ工業
高等専門学校

サレジオ高専 機械電子工
学科 学科プロジェクト

ロボット教室 2019in サレジオ

創価大学

文学部 西川ゼミまがり

地域と学生を“お仕事”でつなぐ～小
さな力で地域貢献 in 八王子～

拓殖大学

実践のまちづくり（滝山班） よみがえれ！滝山街道

創価女子短期
大学

水元ゼミナール
チームショウガールズ

東京家政学院
大学

現代生活学部食物学科
育研究会

中央大学

経済学部インターンシップ

多摩大学

梅澤佳子ゼミ
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かいぼりを通して魚の体の作りを学
ぼう～タイのタイってなんだ？～
学んで！作って！味わおう！～子ど
も食育体験教室～
八王子産酒米の米粉を利用した加工
食品の開発

食

はちおうじ生姜力～八王子ショウガ
で HOT なスイーツを～
食生活を見直そう！～食事バランス
ガイドを活用した食育教材の開発と
普及～
みて、さわって、ステイする！To be
八王子人！－大学生と外国人旅行客
と八王子を掛け合わせた新たな観光
スタイルの創造－
世代間交流八王子駅前サロンプロジ
ェクト 2019

指定課題部門
帝京大学

比佐ゼミ

東京家政学院
大学

現代生活学部 食物学科
食育研究会

帝京大学

小笠原ゼミナール

杏林大学

古本泰之ゼミナール

八王子市の無農薬野菜とはちみつツ
アーによる MICE 誘致
「八王子う MICE 弁当」の企画開発と
栄養学的商品価値の調査研究～大学
発八王子食材弁当による MICE 誘致の
可能性の追求～
MICE 団体に提案する”八王子観光”の
魅力～多様な主体と連携した見どこ
ろと食の開発～
八王子の観光資源を活用した MICE 参
加者向けツアー 企画の立案とモニ
ター調査

■学生企画事業補助金 成果報告会
【概

要】 口頭発表・ポスターセッションを通じて、学生の活動
を地域がどう評価したのか、学生にとってどんな学びに
つながったのかなどについて意見交換することで、地域
と大学との相互理解を深めた。なお、指定課題部門の口
頭発表は成果報告会とは別に、（公財）八王子観光コン
ベンション協会が主催し、令和 2 年 2 月 12 日（水）に開
催した「わかる!!MICE セミナー「MICE で八王子の魅力を
発信！」～学生による研究発表と MICE 先進エリアの取組
みに学ぶ～」（協力：大学コンソーシアム八王子）で実
報告会開催ポスター

施した。
【開 催 日】令和 2 年 2 月 16 日（日）
【会

場】八王子市学園都市センター

イベントホール

【参 加 者】104 名
【プログラム】・口頭発表（自由課題部門）
※審査員からの質疑、地域の方のコメント
・ポスターセッション（自由課題部門・指定課題部門）

成果報告会の様子
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（２）地域貢献活動
①ボランティア連絡会（仮称）
【概

要】

各加盟大学等のボランティアセンターや学生担当部署等と連携した組織をつく

り、大学等間の関係づくりや相互関係、さらには社会福祉協議会等の地域組織との
連携づくりを推進することを目的に、本年度設置した。
【開催日時】3 月 2 日（月）
【会

場】八王子市学園都市センター ギャラリーホール

【参加団体】明星大学、帝京大学、杏林大学、中央大学、東京工科大学、八王子市、
八王子市社会福祉協議会、八王子観光コンベンション協会

②八王子まつり山車曳き体験（留学生対策ワーキンググループと共同）
【概

要】 地域貢献活動の一環として、八王子まつり山車曳き体
験を実施し、2 町会の山車曳きに 10 名の学生が参加し
た（うち留学生 8 名）。また、山車曳き体験前には、八
王子まつりに関する説明を事務局員が行った。

【開催日時】8 月 3 日（土）10：00～12：30（午前）
18：00～21：00（夜）
8 月 4 日（日）18：00～21：00（夜）
【会

場】本町連合町会の山車巡行範囲（午前）
八幡上町町会の山車巡行範囲（夜）

【参加者数】10 名
本町連合町会

参加学生募集ポスター

5名

・多摩美術大学：1 名、法政大学：1 名、
デジタルハリウッド大学：3 名
八幡上町町会

5名

・中央大学：1 名、多摩美術大学：1 名、創価大学：1 名、多摩大学：1 名、
帝京大学：1 名

八王子まつり山車曳き体験の様子（屋根方も体験）
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③ボランティア参加認定
大学コンソーシアム八王子が共催する「★学生天国★」にボランテ
ィアとして参加した学生に、地域貢献活動証明書を発行した。
本年度は、2 団体の学生に発行した。

地域貢献活動証明書の様式

（３）学生活動の支援
①八王子地域合同学園祭
【概

第 14 回★学生天国★の共催

要】 学生によるイベント活動支援として、「八王子地域合同学園祭」と銘打ち開催さ
れた八王子学生委員会主催「第 14 回★学生天国★」を共催するとともに、事業費
の一部を補助するなど活動を支援した。

【開催日時】令和元年 5 月 12 日（日）10：00～16：00
【会

場】ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード及び三崎町公園・中町公園・横山町公園

【主

催】八王子学生委員会

【共

催】大学コンソーシアム八王子

八王子市

【参加者数】学生 652 名、40 団体(来場者数 33,000 名)
【広

報】八王子市広報 5 月 1 日号、学園都市文化ふれあい財団広報ラララ
はちバス車内広告

【テ ー マ】－ひと×まち×学生－
【内

容】展示・体験エリア、子ども体験エリア、ステージエリア

ステージエリアの様子

②八王子地域合同学園祭
【概

参加大学等 集合写真

目的別エリアの様子

ビッグウエスト学生フェスティバル 2019 の共催

要】 学生によるイベント活動支援として、「八王子地域合同学園祭」と銘打ち開催さ
れた八王子市学園都市推進会議主催「ビッグウエスト学生フェスティバル 2019」
を共催するとともに、事業費の一部を補助するなど活動を支援した。
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【開催日時】令和元年 5 月 12 日（日）～ 26 日（日）
【会

場】八王子市学園都市センター、高尾スターレーン、
ダイワハウススタジアム八王子

【主

催】八王子市学園都市推進会議

【共

催】大学コンソーシアム八王子

【参加者数】学生 322 名、市民 131 名
【広

（来場者 790 名）

報】八王子市広報 5 月 1 日号、学園都市文化ふれあい財団広報ラララ
ショッパー

【内

容】書道展、美術展、大学生国際交流ボウリング大会、お茶会、学生落語会、
軟式野球大会、写真展、学生音楽祭

③第 40 回八王子いちょう祭り
【概

学生広場の運営支援

要】 八王子学生委員会の運営に関するアドバイス、連絡調整並びに「八王子いちょう
祭り」参加へのサポートなどを行った。

【開催日時】令和元年 11 月 16 日（日）～ 17 日（日）
【会

場】第 40 回八王子いちょう祭り「学生広場」（原宿ふれあい広場）

【主

催】八王子学生委員会

【参加者数】・はちおうじ学園都市づくりクイズコーナー

552 名

・箱根駅伝出場校への応援メッセージ募集コーナー
【内

545 名

容】学生によるパフォーマンス・展示のほか、八王子市学園都市推進会議による
学園都市づくりに関するクイズや箱根駅伝出場校への応援メッセージの募集を行
った。

箱根駅伝出場校への応援メッセージ募集コーナー

はちおうじ学園都市づくりクイズコーナー

（４）学生の地域での活動の支援
加盟大学等から学生の地域での活動について相談を受け付け、必要に応じた対応を行った。

（５）八王子市学園都市推進会議の支援
ビッグウエスト学生フェスティバルをはじめとする各事業の実施にあたり、各大学等の連絡
調整などを支援した。
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（１）学生発表会の開催
第 11 回大学コンソーシアム八王子学生発表会
【概

要】

学生発表会は、加盟大学等で学ぶ学生が一堂に会
し、日頃の学びの成果や地域への提案などを発表す
るもので、学生に建設的で正確な情報を伝達する能
力を育む機会を提供するとともに、学生ならではの
視点やアイデアを八王子地域に広く公開すること、
ひいてはその発展に寄与することを目的に開催して
いる。産業・市政へ提案の希望者には昨年同様に、
農・食セッションと観光セッションの 2 つの産業界
への提案セッションと市長に直接提案を行う「学生
が八王子市長に直接提案！～最終選考会～」を設け

学生が制作したポスター

た。なお、開催にあたり、発表者および参加者を募
集するポスターは、加盟大学等で学ぶ学生から募集
した。
【開催日時】12 月 7 日（土）・8 日（日）
【会

場】八王子市学園都市センター

【後

援】八王子市教育委員会

【参 加 者】733 名（昨年約 700 名）
【発表件数】222 件（昨年比 42 件増）
口頭発表

： 137 件（昨年比 17 件増）
※うち、農・食セッション 8 件、観光セッション 8 件、
学生が八王子市長に直接提案！～最終選考会～8 件

ポスター発表：

69 件（昨年比 13 件増）

展示発表

16 件（昨年比 12 件増）

：

【教育講演】有識者による講演
・講師：福森

加苗（アイキャンディ株式会社

代表取締役）

・演題：自分の仕事が大好き！！と思える 5 年後、10 年後、未来

「〇〇でなければいけない」「みんなそうしてるから」で人生決め
ていませんか⁉
【受 賞 者】 農・食セッション

最優秀賞

発表タイトル
八王子産米を用いた日本酒の製造過程で発生する副
産物酒米米粉を活用した加工製品の開発
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代表発表者名
須崎 雄大

学校名
創価大学

農・食セッション

審査員賞
発表タイトル

代表発表者名

学校名
創価女子短期
大学

八王子農家通信

山森 咲

八王子市エディブルガーデン

大谷 秀美

創価大学

乗口 凌

拓殖大学

農・食セッション

特別賞

QR で広まる八王子農産物「QR エイト」プロジェクト

観光セッション

最優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

高尾登山終わりに疲労回復気軽に寄れる足湯カフェ

観光セッション

八王子ランタンロード

代表発表者名

学校名

青木 理人

拓殖大学

松原 秀美

創価女子短期
大学

古賀 隼人

創価大学

特別賞

高尾山観光

口頭発表

創価大学

審査員賞

発表タイトル
『プレミアムディスプレイスタンド』による東京こ
けしの認知度向上

観光セッション

成久 美穂

学校名

優秀賞

発表タイトル
ICP 質量分析法によるマグネシウム合金中微量水銀
の定量
樹脂/金属接合体における強度と破壊様式
車載カメラによる路面の鏡面反射領域の抽出に関す
る一検討
BPM ランニング法に基づく新しい初心者向け健康ア
プリの開発
太陽電池を用いた可視光通信システムの確立に向け
て

代表発表者名
谷 直哉
澤入 奎矢
姫田 怜
岡本 侑大

学校名
明星大学
工学院大学
明星大学
東京工科大学

清田 百合恵

工学院大学

金属酸化物を使った薄膜温度センサの特性評価

高橋 侑哉

工学院大学

Mist CVD 法による Ga2O3 成長に塩酸が与える影響

高橋 昴

工学院大学

小学校向け安全教育支援システム

長坂 柚衣

東京工業高等
専門学校

ニホンムラサキ保存の実現に向けて

青木 乃々伽

東京工科大学

Procedural Animation of Moment Freezing

加藤 有稀

東京工科大学
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音場浮遊法を用いた非接触流体マニピュレーション

中 瑞希

線香花火のビジュアルシミュレーション

藤田 彩花

八王子市の魅力を発信 ～
HACHIOJI & LINE スタンプ ～

中 萌花

創価大学

高尾から始まる新しい八王子

有路 華

創価女子短期
大学

外国人技能実習生を用いた産業振興

髙山 優果

ポスター発表

エコスタグラム

小児の水分補給を促すツール
太陽光キャビティの形状変更による太陽光励起レー
ザーの出力向上
絶滅危惧種ニホンムラサキの性質と染料としての活
用
こどもを対象とした写真表現
プロピルケトン二分子のパラジウム触媒脱水素芳香
族化反応
ポリ乳酸フィルムの力学的特性に及ぼす結晶サイズ
の影響

代表発表者名
稲川 遼

創価大学

学校名
サレジオ工業
高等専門学校

森 雅矢

東京薬科大学

森井 裕史

サレジオ工業
高等専門学校

下山 拓海

東京工科大学

高坂 呼幸

東京工科大学

細川 晴未

サレジオ工業
高等専門学校

長畑 祥子

東京工科大学

吉田 拓未

甲州街道周辺の交通シミュレーション

中村 陽哉

IH クッキングヒータ用 AC-AC 直接変換回路の提案

辻 涼太

サレジオ工業
高等専門学校
サレジオ工業
高等専門学校
サレジオ工業
高等専門学校

優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

「自然」を身近に感じるための製品開発

木下 シエナ

Neo Cubism と画面再構築を用いたインタラクティブ
アートの生成

馬場 瑞月

口頭発表

東京工科大学

優秀賞

発表タイトル
移動体への非接触給電における送電コイルの形状に
関する検討
GSTP1 選択的活性検出蛍光プローブの開発とその応
用

展示発表

工学院大学

学校名
サレジオ工業
高等専門学校
東京工科大学

準優秀賞

発表タイトル
二次元逆オパール構造が動的濡れ性に及ぼす影響の
検討
小型簡易分光反射率測定器の応用

代表発表者名
後藤 拓馬
増山 拓海

ヘッドマウントディスプレイを用いた視覚障がい者
向け買い物支援システムの開発
高齢者福祉施設での職員によるロボット活用に向け
た検討
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鈴木 將希
井上 美香

学校名
工学院大学
サレジオ工業
高等専門学校
東京工業高等
専門学校
創価女子短期
大学

PV モジュールから放射されるノイズ抑制用のアクテ
ィブフィルタの検討
超音波と電気分解を利用した衣類のポイント洗浄機
の開発

近藤 榛樹
佐々木 未来

サレジオ工業
高等専門学校
東京工業高等
専門学校
サレジオ工業
高等専門学校
サレジオ工業
高等専門学校

プラズマ処理した発光ダイオードの電気的特性

ウォン マタイ

子供が一人で屋外にいるときに扱える救急セット

樋渡 亜海

西豪州塩害・湛水害植林試験区での樹木生長,炭素固
定に及ぼす土壌特性評価

中里 大輔

工学院大学

凍結速度の相違による氷結晶量の測定

黒田 磨哉

東京工科大学

室外機振動のスペクトル解析に基づく空調設備の異
常事前予測システムの開発

三島 直人

東京工業高等
専門学校

竜巻の CG アニメーション

唐 國曜

東京工科大学

八王子の未来を公園から

城谷 吏玖

創価大学

八王子発の市民ミュージカル

宇津木 大河

杏林大学

『八王子に新たなるシンボルを』

有賀 昌子

ポスター発表

創価女子短期
大学

準優秀賞
発表タイトル

代表発表者名

学校名
サレジオ工業
高等専門学校

電磁誘導を用いたノイズ抑制に用いる抑制線の検討

八木 貫太

有機硫黄化合物の微生物分解

村上 侑弥

東京工科大学

時間管理が困難な人向けの視覚化タイマ付きスケジ
ュール表の開発

塚田 陸斗

サレジオ工業
高等専門学校

New toll gates

Alneyadi
Ahmed

東京工科大学

アロマテラピーを取り入れたコスメレシピ本

佐々木 結乙

サレジオ工業
高等専門学校

『常陸国風土記』の漫画化

駒村 尚紀

拓殖大学

ファイバーレーザーを用いた SiC/SiC 複合材料の加
熱のシミュレーションおよび試験片把持部の設計

越地 駿人

東京工科大学

非接触給電における水を含んだ火山灰の影響

宮田 凱人

アップサイクルのブランド化

中島 春香

水素還元によるメソポーラスチタニア薄膜の特性に
関する研究

石井 颯

展示発表

サレジオ工業
高等専門学校
サレジオ工業
高等専門学校
東京工業高等
専門学校

準優秀賞

発表タイトル
360°リアルタイム映像配信における機械学習を用
いた非被写体へのモザイク処理
現代における床座の座具の提案
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代表発表者名

学校名

遠藤 直人

東京工科大学

平澤 正幸

サレジオ工業
高等専門学校

学生が八王子市長へ直接提案！～最終選考会～
発表タイトル

最優秀賞
代表発表者名

誰もが地域とつながりを持てる社会へ

創価大学

西尾 ひとみ

学生が八王子市長へ直接提案！～最終選考会～
発表タイトル

優秀賞
代表発表者名

命をつなげ！はちぼうスクール！

餘戸 春乃

魅力的なふるさと納税のための「木の街プロジェク
ト」

三ツ木 敦哉

学生が八王子市長へ直接提案！～最終選考会～
学生と外国人観光客を結び付ける新たな観光スタイ
ル

学生が八王子市長へ直接提案！～最終選考会～
発表タイトル

学校名

学校名
創価女子短期
大学
拓殖大学

特別賞
創価大学

築山 永輝

奨励賞
代表発表者名

学校名

HACHIOJI City as a Service の提言

西野 遼祐

工学院大学

New style 防災

柳原 知弥

杏林大学

トリックアートを用いた喫煙禁止立体路面シート

新田 健悟

拓殖大学

ロボットが拓く障がいを持つ子どもたちの可能性

村中 春菜

創価女子短期
大学

展示発表

口頭発表

口頭発表

教育講演

23

ポスター発表

表彰式

■ポスター募集
【概

要】

学生発表会の発表者募集ならびに参加者募集のた
めのポスターは、下記の通りに加盟校の学生から募
集し、学生発表会ワーキンググループメンバーによ
る選出した。

【規 格 等】・サイズ
・色数

：B2（縦）
：4 色

・提出方法：PDF データ
【応募資格】加盟校の学生個人または、グループ
【エントリー締切日】令和元年 7 月 12 日（金）
【作品提出締切日】令和元年 7 月 23 日（火）

作品募集ポスター

【応募件数】4 大学等、6 名の学生から 8 作品
【採択作品】作者 ：森井 裕史
学校名：サレジオ工業高等専門学校

（２）八王子学生 CM コンテスト
【概

要】 大学コンソーシアム加盟非加盟を問わず、大学・大学
院・高等専門学校・専門学校生を対象に、「八王子で暮
らす」をテーマに、八王子市の魅力を 30 秒の動画 CM に
した作品を募集する八王子学生 CM コンテストを開催し
た。
コンテスト開催にあたり、事前に CM 制作の基礎を学
ぶワークショップを開催することで、映像制作を専攻す
る学生だけでなく、幅広い分野の学生の参加を促す機会
を設けた。
作品上映会・表彰式において全作品を上映したほか、

学生が制作したポスター

最優秀賞等 8 作品を選出した。また、表彰式終了後は、
作品を制作した学生や審査員を交え懇親会を開催し、学生間の交流を促した。

■ワークショップ
【開催日時】9 月 29 日（日）13：00～17：00
第 1 部「あなたがみせる、あるけるまち。～まちのチカラのさがしかた～」
（講師：八王子市都市戦略部都市戦略課
第 2 部「CM のつくり方」
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主任

辻誠一郎氏）

（講師：株式会社電通

第 1CR プランニング局
クリエーティブ・ディレクター

【会

場】八王子市学園都市センター12 階

岡野敏之氏）

第 1 セミナー室

【参 加 者】30 名（11 大学等）

第２部

第１部

第２部（グループワーク）

■作品上映会・表彰式
【開催日時】1 月 26 日（日）14：00～16：30
【会

場】八王子市学園都市センター12 階

イベントホール

【応募作品】46 作品（15 大学等）
【観 客 数】150 名
【審 査 員】株式会社電通 第 1CR プランニング局 クリエ-ティブ・ディレクター
株式会社 TBS スパークル ディレクター
石森孝志

岡野敏之氏

那須田淳氏

八王子市長

【共

催】八王子市

【協

賛】オリンパス株式会社
株式会社東京マンマ manma Sweetpotato
日清食品株式会社

【協

力】株式会社ジェイコム東京
セイシンハードウェア株式会社（YYVISION 八王子）

【受賞作品】一覧
賞名
最優秀賞
八王子市長賞
観客賞
審査員賞
（岡野氏選）
審査員賞
（那須田氏選）

作品名

学校名

受賞者（敬称略）

八王子で深呼吸しよう

日本大学

日芸デザイン学科

うめぇものいっぱい八王
子
「あなたのぶんだけ、八
王子」
八王子市南大沢でカメラ
散歩

東京工科大
学

NonaCreation

中央大学

Chu's day

物語のロケ地、八王子
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首都大学東
京
デジタルハ
リウッド大
学院

新田佳永
アニメラボ

特別賞(コピー賞)
（岡野氏選）
特別賞
（那須田氏選）
奨励賞

青い鳥と、暮らすまち。

中央大学
東京薬科大
学
東京工科大
学

ここが私の帰る場所
八王子で食の世界旅行

中央大学広告研究会
ATH
東京薬科大学 学生広
報チーム C-Lab
小椋湖

なお、コンテスト終了後、以下の 2 作品は総務省所管「地域発デジタルコンテン
ツ関東総合通信局長賞」を受賞し、学園都市センターにて総務省職員による表彰
が行われた。

作品名

学校名

受賞者（敬称略）

１

八王子で深呼吸しよう

日本大学

日芸デザイン学科

２

うめぇものいっぱい八王子

東京工科大学

NonaCreation

NonaCreation

日芸デザイン学科

【二次使用】主な放映先
放映先

期間

放映作品

YouTube

2 月～

全 46 作品

八王子市学園都市センター

2 月～

全 46 作品

KBS 京都

3 月 30 日 17：45

最優秀賞作品

ユニカビジョン

3 月 23 日～3 月 29 日

受賞 8 作品

YYVISION 八王子

3 月から概ね 1 年間

受賞 8 作品

八王子市役所

（5 月から概ね 6 か月）

受賞 8 作品

市民ロビー

（）は予定

記念撮影

上映会
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協賛品

（１）学園都市大学との連携
「八王子学園都市大学いちょう塾」運営を支援した。
①令和元年度八王子学園都市大学講座開設などの実績
【年間開講講座数】308 講座（前期

156 講座

後期

152 講座）

【受講者数】7,024 名
②前期開講講座
【募集期間】平成 31 年 3 月 1 日（金）～令和元年 7 月 14 日（日）
【開講期間】平成 31 年 4 月～令和元年 8 月
【開講状況】一般講座 125 講座
公開講座

受講者数 1,399 名

31 講座 受講者数 2,580 名

③後期開講講座
【募集期間】令和元年 7 月 15 日（月）～令和 2 年 2 月 29 日（土）
【開講期間】令和元年 9 月～令和 2 年 3 月
【開講状況】一般講座 125 講座

受講者数 1,253 名

公開講座 27 講座

受講者数 1,787 名

（１）留学生同士や日本人学生・地域との交流促進
①八王子まつり山車曳き体験（市民・学生連携部会と共同）
【概

要】

留学生が日本伝統文化の一つである八王子まつりの山車曳きを町会のご協力の

もと体験し、日本文化及び八王子の文化を学ぶことにより、相互理解の一助となる
ことを目的に実施した。
【開催日時】8 月 3 日（土）10：00～12：30（午前）
18：00～21：00（夜）
8 月 4 日（日）18：00～21：00（夜）
【会

場】本町連合町会の山車巡行範囲（午前）
八幡上町町会の山車巡行範囲（夜）

【参加者数】10 名 うち留学生 8 名（出身国：中国）

※関連ページ：P.16
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②留学生座談会
【概

要】 外国人留学生に、世界的な観光地である高尾山に登ってもらったうえで（第 1 部
高尾山登山体験）、その感想を踏まえ、彼らに外国人観光客が高尾山をより一層満
喫するために求められる取組を考えてもらうこととした（第 2 部

ワークショッ

プ）。
【開催日時】令和元年 10 月 26 日（土）
【会

場】高尾山及び旧浅川小学校案内分校

【参加者数】学生：8 大学 16 名※、WG 委員：5 名
※工学院大学、多摩美術大学、創価大学、拓殖大学、中央大学、首都大学東京
デジタルハリウッド大学、多摩大学
【プログラム】第 1 部

高尾山登山体験

・京王線「高尾山口」駅集合
ケーブルカー・徒歩で薬王院へ
※高尾山ガイドより高尾山の動植物や施設の解説
・薬王院見学
見学後、徒歩・ケーブルカーで「清滝」駅
※麓の商店等見学
・高尾 599 ミュージアム見学
※プロジェクションマッピング
・旧浅川小学校案内分校（ワークショップ会場）
第2部

ワークショップ

・グループワーク「〇〇できる高尾山」
・プレゼンテーションⅠ「ベストショットの発表会」
・プレゼンテーションⅡ「高尾山登山後にあったら良いモノ・コト」
【成

果】

八王子地域の外国人留学生の声として留学生座談会報告書を今後の行政運営に

役に立てるため、令和元年 12 月 23 日に、八王子市（産業振興部観光課）に送付し
た。

第 1 部 高尾山登山体験
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第2部

ワークショップ

（２）教職員を対象とした「勉強会」の開催
【概

要】 外国人留学生に関する課題等について関係者間で情報共有等を図り、外国人留学
生の生活や活動支援の充実を目的として開催している。
例年は留学生対策ワーキング委員を対象に、専門家を招き講演を行っているが、
今年度は 8 月開催「第 9 回 FD・SD フォーラム」第 5 分科会として、当ワーキング
委員が講師を務め、
「留学生の受入れと支援－変わり続ける現場から－」をテーマ
に、全国から集まる大学東京職員を対象に、留学生の受入れや支援の事例紹介や、
参加者間のワークショップを開催した。

【開催日時】

8 月 23 日

【テ ー マ】

留学生の受入れと支援－変わり続ける現場から－

【講

ファシリテーター

師】

佐藤

9：30～16：00（第 9 回 FD・SD フォーラム

麻衣子氏

首都大学東京

第 5 分科会）

首都大学東京管理部

係長（留学生対策ＷＧ

国際課

留学生交流

座長）

事例発表者
（１）首都大学東京の留学生支援について
佐藤 麻衣子氏

首都大学東京

（２）明星大学の留学氏支援について
浪貝 美砂氏

明星大学

国際教育センター事務室

課長

留学生支援援課長（留学生対策ＷＧ委員）
（３）創価大学の留学氏支援について
池田 貴久氏

創価大学国際課

係長

（留学生対策ＷＧ委員）

【参加者数】

19 名/14 団体

※関連ページ：P.8
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（３）市・国際協会等による留学生支援事業・地域貢献活動との連携強化
IFSC クライミング世界選手権八王子 2019
【概

要】

日本初開催となるクライミングの世界選手権で、東京 2020 オリンピックの出場
代表選考会を兼ねた大会が開催された。この開催にあたり、大学コンソーシアム八
王子では、学生語学ボランティアの募集および表彰式におけるプレゼンターの介
添えの募集に協力した。

【開催日時】8 月 10 日（土）～8 月 21 日（水）
【会

場】エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館)

【主

催】公益社団法人

日本山岳・スポーツクライミング協会

※学生語学ボランティアの募集及び選考は、八王子国際協会が実施
※表彰式におけるプレゼンターの介添えは、公益社団法人

日本山岳・スポーツク

ライミング協会の依頼により八王子市が募集
【申込者数】①学生語学ボランティア

24 名（8 大学等）

※工学院大学、拓殖大学、中央大学、東京工科大学、杏林大学、法政大学、
帝京大学、東京薬科大学
【参加者数】①学生語学ボランティア

19 名（8 大学等）

※工学院大学、拓殖大学、中央大学、東京工科大学、杏林大学、法政大学、
帝京大学、東京薬科大学
②表彰式におけるプレゼンターの介添え

5 名（5 大学等）

*

※工学院大学、帝京大学 、中央大学、法政大学、多摩大学*
*

学生委員会メンバー

おもてなし通訳ボランティア

表彰式におけるプレゼンター介添え

30

（１）「第１６回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加
【概

要】

全国各地域の大学コンソーシアムが一堂に会

する、全国大学コンソーシアム研究交流フォー
ラムに参加した。プレイベントのワークショッ
プやポスターセッションなどを通じて大学コン
ソーシアム八王子の PR を行うとともに、他の地
域のコンソーシアムの取組みなどについて情報
シンポジウム

収集を行った。
【開催日時】令和元年 8 月 31 日（土）・9 月 1 日（日）
【会

場】熊本学園大学

【共

催】全国大学コンソーシアム協議会、一般社団法人大学コンソーシアム熊本

【後

援】文部科学省、総務省、一般社団法人国立大学協会、一般社団法人公立大学協会、
一般社団法人日本私立大学連盟、日本私立大学協会、全国公立短期大学協会、
日本私立短期大学協会、全国知事会、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、
日本経済新聞社、一般社団法人共同通信社

【参加者数】297 名
【テ ー マ】大学コンソーシアムとともに始まる大学づくり
【プログラム】・プレイベント：ワークショップ
・ポスターセッション
・基調講演
・シンポジウム
・文教行政報告
・情報交換会
・第 1 分科会「大学コンソーシアムにおける FD・SD 研修」
・第 2 分科会「障がい学生支援と大学コンソーシアム」
・第 3 分科会「危機管理と大学の地域貢献―震災対応を事例として―」
・第 4 分科会「人・大学・まちの成長、発展に繋げる大学コンソーシアムの活動
とは」
・第 5 分科会「地域活性化人材をどう育成するか」

プレイベント ワークショップ

ポスターセッション
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ポスターセッション

（２）加盟団体との連携強化
①学園祭

加盟大学等が開催する学園祭を事務局員が訪問（16 大学等）するとともに、開催情報
を作成し、希望する市民等に配布した。
②加盟大学等が開催する講演会等

加盟大学等が開催する講演会等に事務局員が訪問（5 大学 10 講演等）し、その一部の
情報を SNS 等で発信した。

（３）先進団体視察調査
【行

先】全国大学コンソーシアム協議会

（京都市下京区西洞院通塩小路下ルキャンパスプラザ京都内）
南大阪地域大学コンソーシアム
（大阪府堺市北区長曽根町 130-42 さかい新事業創造センター１Ｆ）
【出 張 日】令和 2 年 1 月 27 日（月）～28 日（火）
【目

的】「全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」誘致のための協議会視察お

よび来年度同フォーラム分科会での事例発表の事前調整
【参 加 者】運営委員会委員長

豊嶋 信一（28 日（火）のみ）

事務局主査

竹中 良介

事務局主任

鎌田 正純

（４）共催事業
大学コンソーシアム八王子の目的に合致すると認められた次の事業に対し、共催事業の承認
をした。
（Ｐ．39「共催事業取扱要綱」参照）

共催名称等
新卒応援!多摩プロジェクト

内
目

的

容

新卒者等を対象に中小企業等と新卒未内定者等

「第 1 回合同企業説明会 in 八王

が直接交流できるプレマッチングの場として､

子」

参加企業 25 社程度の合同企業説明会を開催す

平成 31 年 4 月 10 日（水）

る。

主催者 公益財団法人東京しごと

参加者

80 名

参加企業

25 社

財団

会

場

京王プラザホテル八王子

八王子地域合同学園祭

目

的

八王子市の学園都市づくりを推進する「大学コ

第 14 回★学生天国★

ンソーシアム八王子」との共催により、本事業

令和元年 5 月 12 日（日）

の周知を充実させ、市民の理解向上と側面的支
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主催者 八王子学生委員会

援を得たい。学生による、日頃の活動の発表や
学生団体によるステージパフォーマンス。学生
同士・また学生と市民の交流を促進すること
で、学園都市八王子の魅力を発信する。
参加者

40 団体

会

西放射線ユーロード及び三崎町公園、中町公

場

652 名（来場者

約 33,000 名）

園、横山町公園
ビッグウエスト学生フェスティ

目

的

学生と市民とのふれあいを通して、学生の地域

バル 2019

活動への参加を求めながら、その活力と行動力

令和元年 5 月 12 日（日）～

を学園都市に活かしていく。

令和元年 5 月 26 日（日）

参加者

学生 322 名、市民 131 名

（来場者 790 名）

主催者 八王子市学園都市推進会

会

場

八王子市学園都市センターほか

目

的

新卒者等を対象に中小企業等との直接交流の場

議
新卒応援!多摩プロジェクト
「第 4 回合同企業説明会 in 八王

を提供することにより、企業への理解を深める

子」

とともに、早期の就職活動の役にたつよう業

令和元年 9 月 4 日（水）

種・職種研究につなげる。

主催者 公益財団法人東京しごと

新卒未内定者等が直接交流できるプレマッチン

財団

グの場として､参加企業 25 社程度の合同企業説
明会を開催する。
参加者

66 名

参加企業

25 社

（５）後援事業
大学コンソーシアム八王子の目的に合致すると認められた次の事業に対し、後援事業
承認をした。（Ｐ．41「後援名義使用取扱要綱」参照）

後援名称等
第 20 回八王子古本まつり

内
目

的

容

学生・市民・商店の賑わいを作り出す古本まつり

令和元年 5 月 2 日（木）～

を支援し、もって地域の活性化と憩いの場をつく

令和元年 5 月 6 日（月）

る。

主催者 八王子古本まつり実行
委員会
令和元年度「ヤマザキ動物看護

参加者

45,000 名

会

場

ＪＲ八王子駅北口

目

的

地域社会生活でのヒトと動物の関係をみつめ、共

西放射線ユーロード

大学主催 子ども体験塾」

存する生命の尊厳をコンパニオンアニマルを使

令和元年 8 月 6 日（火）

い、次世代を担う子ども達に学ぶ場所を提供す

主催者 ヤマザキ動物看護大学

る。デモンストレーションを行いヒトと動物の絆
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を深める。

第 26 回 工学院大学 わくわくサ

参加者

159 名（小学生 82 名）

会

場

ヤマザキ動物看護大学

目

的

青少年および一般市民の皆様の科学教育振興を

イエンス祭 科学教室

南大沢キャンパス

目的に開催する。

令和元年 8 月 24 日（土）～

参加者

7,897 名

令和元年 8 月 25 日（日）

会

工学院大学八王子キャンパス、工学院大学附属中

場

主催者 工学院大学
日本初年次教育学会第 12 回全国

学校・高等学校キャンパス
目

的

文部科学省が主導する高大接続システム改革に

大会

沿って進む大学教育改革の中で、特に初年次教育

令和元年 9 月 6 日（金）～

の役割や効用を確認し、今後の発展あるべき姿を

令和元年 9 月 8 日（日）

議論できる大会とします。

主催者 日本初年次教育学会第
12 回全国大会
第 40 回大学職員セミナー

参加者

280 名

会

場

創価大学 教育学部棟および大教室棟

目

的

大学運営に関する共通の課題や問題をテーマに

令和元年 9 月 20 日（金）～

選び、大学職員の資質向上を図るとともに国立私

令和元年 9 月 21 日（土）

立大学の職員が大学の壁を超えて交流する。

主催者 公益財団法人大学セミナ
ーハウス
クリエイトライブステージ 2019

参加者

13 名

会

場

大学セミナーハウス

目

的

若いミュージシャン、ダンスパフォーマー、部活

令和元年 9 月 22 日（日）

動などで練習をしている学生の方々などに、日頃

主催者 八王子市教育委員会

の練習の成果を発表する場として、ステージイベ
ントを実施する。

第 21 回八王子古本まつり

参加者

19 団体

136 名

来場者

420 名

会

場

八王子市生涯学習センター（クリエイトホール）

目

的

学生・市民・商店の賑わいを作り出す古本まつり

令和元年 10 月 13 日（日）～

を支援し、もって地域の活性化と憩いの場をつく

10 月 15 日（火）

る参加者

主催者 八王子古本まつり実行委

30,000 名

会

場

ＪＲ八王子駅北口

西放射線ユーロード

目

的

大学教育再生加速プログラムの事業最終年度に

員会
創価大学第 6 回教育フォーラム
（第 17 回 FD・SD フォーラム）

あたり、その成果を広く社会に発信する。併せて、

令和元年 10 月 19 日（土）

学修成果の可視化における評価方法の動向につ

主催者 創価大学

いて講演をいただき、事業終了後の取組について
学ぶ。
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TAMA サイエンスフェスティバル

参加者

53 名

会

場

創価大学

目

的

昨年の生命科学部 25 周年イベントではポスター

中央教育棟

AB103 教室

令和元年 11 月 3 日（日）

セッションにて高校生により、活発な議論がなさ

主催者 東京薬科大学

れた。本イベントを継続し地域のサイエンス教育
に対する機運を醸成するベく、新たなサイエンス
イベントを企画する。
中高生ポスターセッションのほか各種科学に関
するイベントを実施する。

第 9 回公開講座「ヒトがイヌと歩

参加者

160 名

会

場

東京薬科大学

目

的

ヒトとイヌと歩くことを通じ、「ヒトがイヌ」の

研究 4 号館、教育 3 号館

くということ」

健康管理を推奨し、ヒトとイヌの関係がどうある

令和元年 11 月 3 日（日）

べきかを多くの方に学んでいただくことを目的

主催者 ヤマザキ動物看護大学

とする。なお、今回の開催に当たり、国民の健康
に寄与する施策や事業、活動展開する一般財団法
人日本ヘルスケア協会ペット産業部会の協力を
仰ぎ、共催とする。

第 8 回ヤマザキ動物愛護シンポ

参加者

235 名

会

場

ヤマザキ動物看護大学

目

的

青少年を対象の中心として、国家資格となる愛玩

南大沢キャンパス

ジウム

動物看護師の持つ役割とこの意義の大きさを学

令和元年 12 月 6 日（金）

び、生命の尊さについて考えていただく機会とす

主催者 ヤマザキ動物看護大学

る。

マルベリーブリッジイルミネー

参加者

440 名

会

場

山野ホール

目

的

イルミネーションの点灯式で大学と連携して音

ション点灯式

楽演奏とお子様にプレゼントを配布。

令和元年 12 月 7 日（土）

参加者

300 名

主催者 八王子駅北口商店会

会

場

八王子駅北口マルベリーブリッジ排気塔前

第 7 回八王子 ShortFilm 映画祭

目

的

映画監督などの新人映画人を発掘、将来「新人映

令和元年 12 月 8 日（日）

画監督の登竜門」と呼ばれる映画祭を開催する。

主催者 八王子 ShortFilm 映画祭

映画界を目指す学生への応援および八王子の町

実行委員会

おこしに向けて貢献する。
参加者

550 名

会

Royal Garden Palace 八王子日本閣

場
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東京純心大学クリスマスチャリ

目

的

本学の伝統あるパイプオルガンやグレゴリオ聖

ティオルガンコンサート 2019

歌の演奏を通して、市民の皆様にクリスマスの心

令和元年 12 月 14 日（土）

温まるひと時を提供すること。また、東日本大震

主催者 東京純心大学

災被災地支援のためのチャリティーコンサート
として、来場者の支援のお気持ちを被災地に届け
る。
参加者

550 名

会

東京純心大学

場
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江角記念講堂

部会・ＷＧ名
理事会

構成大学等
工学院大学・東京工業高等専門学校・杏

開催日
①令和元年 5 月 30 日（木）

林大学・多摩美術大学・創価大学・中央
大学・東京工科大学・首都大学東京・八
王子商工会議所・八王子市学園都市推進
会議・八王子市学園都市文化ふれあい財
団・八王子市・明星大学・東京純心大学

総会

加盟２５大学等・八王子商工会議所・八

①令和元年 5 月 30 日（木）

王子市学園都市推進会議・八王子学生委
員会・大学セミナーハウス・八王子市学
園都市文化ふれあい財団・八王子市

運営委員会

・運営委員会

①令和元年 5 月 21 日（火）

大学等連携部会

工学院大学・東京工業高等専門学校・杏

②令和元年 9 月 30 日（月）

（同時開催）

林大学・多摩美術大学・創価大学・中央

③令和元年 12 月 19 日（木）

大学・東京工科大学・首都大学東京・八

④令和 2 年 3 月 18 日（水）

王子商工会議所・八王子市学園都市推進
会議・八王子学生委員会・大学セミナー
ハウス・八王子市学園都市文化ふれあい
財団・八王子市
・大学等連携部会
加盟２５大学等・八王子市

小中高大連携ＷＧ

工学院大学・明星大学・東京工業高等専

①令和元年 12 月 17 日（火）

門学校・東京純心大学・創価大学・創価
女子短期大学・東京薬科大学・拓殖大学・
中央大学・日本文化大學・東京家政学院
大学・サレジオ工業高等専門学校・八王
子市

ＦＤ･ＳＤ専門委員会

工学院大学・明星大学・杏林大学・創価

①平成 31 年 4 月 12 日（金）

大学・東京薬科大学・首都大学東京・東

②令和元年 6 月 7 日（金）
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京家政学院大学・桜美林大学・八王子市

③令和元年 8 月 6 日（火）
④令和元年 10 月 18 日（金）
⑤令和元年 12 月 18 日（水）
⑥令和 2 年 2 月 18 日（火）
⑦令和 2 年 3 月 16 日（月）

留学生対策ＷＧ

工学院大学・明星大学・東京工業高等専

①令和元年 6 月 28 日（金）

門学校・帝京大学・帝京大学短期大学・

②令和元年 8 月 7 日（水）

杏林大学・多摩美術大学・創価大学・創

③令和元年 10 月 4 日（金）

価女子短期大学・拓殖大学・中央大学・

④令和元年 12 月 12 日（木）

首都大学東京・山野美容芸術短期大学・

⑤令和 2 年 3 月 4 日（水）

東京家政学院大学・デジタルハリウッド
大学・多摩大学・八王子市

市民･学生連携部会

八王子市学園都市推進会議・八王子学生

①令和元年 6 月 6 日（木）

委員会・八王子市

②令和元年 6 月 18 日（火）
③令和元年 9 月 13 日（金）
④令和 2 年 1 月 10 日（金）

産学公連携部会

工学院大学・明星大学・東京工業高等専

①平成 31 年 4 月 18 日（木）

門学校・帝京大学・東京造形大学・東京

②令和元年 9 月 19 日（木）

純心大学・杏林大学・創価大学・創価女

③令和 2 年 2 月 19 日（水）

子短期大学・東京薬科大学・拓殖大学・
日本文化大學・法政大学・東京工科大学・
山野美容芸術短期大学・ヤマザキ動物看
護大学・サレジオ工業高等専門学校・デ
ジタルハリウッド大学・多摩大学・八王
子商工会議所・八王子市

産学公連携ＷＧ

工学院大学・東京工業高等専門学校・東

①令和元年 5 月 16 日（木）

京造形大学・杏林大学・創価大学・拓殖

②令和元年 6 月 20 日（木）

大学・日本文化大學・法政大学・東京工

③令和元年 7 月 18 日（木）

科大学・山野美容芸術短期大学・ヤマザ

④令和元年 10 月 17 日（木）

キ動物看護大学・多摩大学・八王子商工

⑤令和元年 12 月 10 日（火）

会議所・八王子市
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明星大学・帝京大学・杏林大学・創価大

①令和元年 5 月 16 日（木）

学・創価女子短期大学・東京薬科大学・

②令和元年 6 月 14 日（金）

拓殖大学・サレジオ工業高等専門学校・

③令和元年 11 月 5 日（火）

多摩大学・八王子市

④令和 2 年 1 月 22 日（水）

八王子学生ＣＭ

工学院大学・東京造形大学・東京純心大

①令和元年 5 月 16 日（木）

コンテストＷＧ

学・拓殖大学・東京工科大学・デジタル

②令和元年 6 月 26 日（水）

ハリウッド大学・八王子市

③令和元年 7 月 31 日（水）

学生発表会ＷＧ

④令和元年 11 月 6 日（水）
⑤令和 2 年 1 月 16 日（木）

単位互換協定校

多摩美術大学・東京工科大学・創価大学・ ①令和元年 12 月 6 日（金）

連絡会

サレジオ工業高等専門学校・ヤマザキ動
物看護大学・東京家政学院大学・東京工
業高等専門学校・山野美容芸術短期大学・
東京造形大学・東京純心大学・杏林大学・
明星大学・工学院大学・帝京大学・帝京
大学短期大学・拓殖大学

生涯学習推進部会

加盟 25 大学等・八王子市学園都市文化ふ

①令和元年 5 月 31 日（金）

（学園都市大学

れあい財団・八王子市

②令和元年 9 月 13 日（金）

運営委員会）

③令和 2 年 2 月 7 日（金）
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大学コンソーシアム八王子共催事業取扱要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、大学コンソーシアム八王子（以下「コンソーシアム」という。）
の目的に合致すると認められる事業に対し、コンソーシアムが共催する場合の基準そ
の他必要な事項を定める。
（承認基準）
第２条 コンソーシアムが共催する事業は、次のとおりとする。
（１）コンソーシアム加盟団体が実施する学園都市づくりに関連する事業等で公益性が
あるもの。
（２）前号に規定するものの他、会長が適当と認めるもの。
２ 次の各号のいずれかに該当する事業は、共催を承認しない。
（１）政治活動又は宗教活動を目的に行なうもの。
（２）売名行為及び営利を主目的とするもの。
（３）公序良俗に反するもの。
（４）公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講じられていないもの。
（５）対象者が著しく限定されると認められるもの。
（６）前各号に規定するものの他、会長が不適当と認めたもの。
（共催者の役割）
第３条 コンソーシアムは共催者として、事業主催者と協議によりその事業の広報宣伝
や人的支援等を行なうことができる。
（申請）
第４条 事業主催者が事業の共催を申請しようとするときは、共催事業承認申請書（第
１号様式）を会長に提出し、承認を受けなければならない。
２

前項の申請書には事業予算書及び事業内容を記載した書類を添付しなければなら

ない。
３ 申請の時期は、原則として事業開催日の３か月前までとする。
（承認等の決定）
第５条 会長は、前条の申請を受理したときは、その結果を共催事業承認通知書（第２
号様式） 又は共催事業不承認通知書（第３号様式）を申請書受理後１か月以内に事業
主催者に通知する。
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（条件）
第６条 会長は事業の宣伝等にコンソーシアムとの共催であることの表記、及びその他、
必要と認めることを条件として付すものとする。
（事業の変更等）
第７条 事業の内容を大幅に変更することや、事業そのものを中止や廃止するときは、
事前に共催事業変更・中止等申請書（第４号様式）を会長に提出し、承認（第５号様
式）を受けなければならない。ただし、事業内容に実質的影響がない軽微な変更につ
いてはこの限りでない。
（取消）
第８条 会長は、主催者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条に規定する承
認を取り消すこととし、共催事業承認取消通知書（第６号様式）により直ちに事業主
催者に通知する。ただし、取消しに伴う損失補償及び損害賠償の責任は負わないもの
とする。
（１）虚偽の申請をしたとき。
（２）第５条に規定する条件に違反したとき
（３）事業の目的を逸脱したとき
（４）市民・学生に著しく迷惑を及ぼしたとき又は及ぼすと見込まれるとき
（５）その他この要綱に反したとき
（実績報告）
第９条 事業主催者は、事業が終了したときは３月以内に共催事業実績報告書（第７号
様式）に決算
書を添えて会長へ提出しなければならない。
２ 事業実施日が１月４日以降となる事業にあたっては、直近の３月３１日までに提出
しなければならない。
（損害賠償）
第 10 条 事業主催者は、事業実施に伴いコンソーシアムに損害を与えたときは、すべ
ての損害賠償責任を負うものとする。
附則
１ この要綱は平成２１年４月１日から施行する。
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大学コンソーシアム八王子後援名義使用取扱要綱

（目的）
第１条

この要綱は、大学コンソーシアム八王子（以下「コンソーシアム」という。）の

後援名義使用を承認するための必要な事項を定めるものとする。
（事業対象）
第２条 事業の目的・内容が、学園都市づくりの推進に寄与するもので、公益性のあるもの
とする。
２ 次の各号のいずれかに該当する事業は、後援名義使用を承認しないものとする。
（１） 政治活動又は宗教活動を目的に行なうもの。
（２） 売名行為及び営利を主目的とするもの
（３） 公序良俗に反するもの。
（４） 公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講じられていないもの。
（５） 対象者が著しく限定されると認められるもの。
（６） 前各号に規定するものの他、会長が不適当と認めたもの。
（申請）
第３条 後援名義使用を申請するときは、原則として、後援名義使用申請書（第１号様式）
に予算や事業概要がわかる書類を添え、予定している名義使用期間の初日の 1 ヶ月前ま
でに会長へ提出するものとする。ただし、止むを得ない場合は、この限りではない。
（承認又は不承認の決定及び通知）
第４条

会長は、前条の申請を受理したときは、速やかに承認及び不承認の決定をし、

その結果を後援名義使用承認通知書（第 2 号様式）または、後援名義使用不承認通知書
（第 3 号様式）をもって申請者へ通知するものとする。
（承認の条件）
第５条 会長は、前条の規定による承認決定に際し、必要があると認めるときは条件
を付するものとする。
（範 囲）
第６条 承認の範囲は、事業の奨励を意図した後援名義の使用に留まるものとし、物・人・
資金による支援や施設利用に関する事項について及ぶものではないものとする。
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（内容変更等の承認）
第７条 申請者が次の各号の一つに該当する場合は、速やかに後援名義使用変更・中止
申請書（第４号様式）により会長にその旨を申請しなければならない。
（１） 事業等の内容を変更しようとするとき（軽微なものを除く。）
。
（２） 事業を中止しようとするとき。
（実績報告書）
第８条 申請者は、後援事業が終了後、２ヶ月以内に後援名義使用実績報告書（第５号様
式）を会長へ提出しなければならない。
（承認決定の無効）
第９条 会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに後援名義使用取
消通知書（第６号様式）により申請者にその旨を通知しなければいけない。
（１） 虚偽の申請をしたとき。
（２） 不適当な行為があったと認められるとき。
（３） 市民に著しく迷惑を及ぼしたとき。
（４） その他、この要綱及び他の法令に違反したとき。

附 則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
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