輝け！多摩区の大学生

〜キラリと輝く大学生を紹介します〜

総務大臣奨励賞を受賞した 専修大学ネットワーク情報学部３年次の
真内みずほさんが制作した、川崎市多摩区ＣＭ
真内みずほさん（専修大学）
作品「わたしが生きる町」が、
「地域発デジタル

コンテンツ」総務大臣奨励賞を受賞しました。作品は、多摩区で育った主人公が成長していく

多摩区・3大学連携協議会情報誌

過程を描くもので、父、夫、娘と世代を超えて主人公の手がつながれていく印象的な仕上がり
となっています。作品はHPでもご覧いただけます。

わたしが生きる町

検索
授賞式の様子（右：真内みずほさん）

たま
なび
て？

私が生まれ育った多摩区は、飛び抜けていいところが

っ

あるかと言われたら少し考えてしまうのですが、それでも
ずっと住んでいたいと思える町です。むしろそこが心地良い点なのかも
しれません。CMは主人公の成長が分かるように制作しました。一人称
目線で、CMを通して自分が多摩区に住んでいることを「追体験」
して
いるかのような作品に仕上げました。

ワンデーチームメイト

専修大学 ONE DAY TEAMMATE 2018

3大学
トピックス
各大学が地元で行っている
さまざまな活動の紹介や
おすすめ情報をお届けします。

「多摩区」 + 情報発信・案内の「ナビ」と地域の皆様と大学生の「学び」を表現した造語です。

﹁たまなびプログラム﹂が始動 ！

受賞者の
コメント

多摩区

たまなび
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専修大学体育会では、地域貢献活動の一環として、スポーツ教室「ONE DAY
TEAMMATE〜楽しみながら、大学生のパワー・スピード・テクニッ
クを体感しよう！」を毎年開催し、多くの子どもたちが、大学
生と一緒に汗を流しています。専修大学体育会人気イ
ベントとなった「ONE DAY TEAMMATE」は、今
年で13回目。６月30日の水泳教室を皮切りに、
22競技26回のスポーツ教室を実施。各教室
とも楽しみながらスポーツができるよう、
工夫を凝らした内容となっています。

大学・
大学生

①

21世紀を担う子供達に物作りの楽しさ、科学する心を味わっ

ピラティスは体幹のインナーマッスルを鍛えて、体に負担のかか
摩区・３大学連携協議会（専修

らない美しい姿勢を整える事ができるエクササイズ。どなたでも

開催しています。満足度が高いイベントとして、1996年から毎

無理なく取り組めるよう椅子に座ってできるように開発されたプロ

年開催しており、今年は、8月3日に本学生田キャンパ

グラムが「座ってピラティス」です。講師は本学家政学部

スにおいて開催しました。実験、工作、観察とい

児童学科の澤田美砂子専任講師が務めます。今

の強みを活かし、地域の皆様と大学

った科学に関する幅広い12のテーマを用

年度の前期もご好評いただき多くの方々に

生の情報・コミュニケーションの促

意し、近隣の小中学生を中心に約300

楽しんでいただいたプログラムで、
９月

進、地域連携の更なる展開を目指して

人の子供がテーマを通じて背景にあ

から新たに後期の講座が始まり
「座っ

協議を重ねてきた結果、今年度より

る科学的基本原理について理解を

てピラティス」も開講されます。

ることの面白さを体験しました。

申し込み・お問い合わせ
生涯学習センター（西生田）tel：044-952-6961

多

大学・明治大学・日本女子大学・

多摩区）
では、若者が多く集う多摩区

「たまなびプログラム」
として新たに
事業を展開することになりました。
ニュース

本情報紙「たまなびNews」も、
「たまなびプログラム」の取り組みの
１つとして年２回発行することとな

発行：多摩区・３大学連携協議会
（事務局）多摩区役所まちづくり推進部企画課

戦略

人・情報の交流促進

②

区民の知的好奇心の向上
（区民の学び）

戦略

③

学生の地域への
愛着意識醸成
（学生の学び）

日本女子大学 座ってピラティス

てもらうこと、地域社会との交流に積極的に取り組む等の目的で

深め、工夫してモノを作り、観察す

●大学と地域社会の交流促進
●地域課題の解決 ●地域活性化

たまなびプログラム
戦略

明治大学 理工学部 夏休み科学教室

多摩区・３大学連携協議会

〒214-8570 神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
tel:044-935-3147 fax:044-935-3391 E-mail:71kikaku@city.kawasaki.jp

りました。

区

地域

学 び の ま ちに ふさ わしい 愛 着と 誇りの あ る 地 域 づくり
「たまなびプログラム」とは？
本プログラムを通して人と情報の交流を
一層促進し、地域の皆様と大学生の学びを通
して、学びのまちにふさわしい愛着と誇りの
ある地域づくりを進めます。

する地域づくりにつなげます。
② 各 大 学 の 公 開 講 座 等 の 情 報を紹 介し、
大学の持つ知的資源を地域の皆様に還元
します。
③地域を学びの実践フィールドと捉え、大学
生が地域で多くの気づきや学びを得て、地
域とのつながりや関心を強め、多摩区への

①各大学の情報を定期的かつ一体的に発信

愛着意識を醸成する取組を進めることで、

し、大学生と地域の皆様の交流・コミュニ

学生と地域が連携した活力ある地域づく

ケーションを促進し、地域連携を活発に

りにつなげます。

た

まなびプログラムの一環として、多摩区の

まちを舞 台に、
３大 学 の 学 生 がチームを

組み、地元の小学生が楽しめる １日子ども商店街

（仮） を立ち上げる連続プログラムが６月から

学園祭へ行ってみよう

スタートしています。

第１回／オリエンテーション(6月12日)

秋は学園祭のシーズン。区内の各大学でも行われます。行ったことのある方もない方も遊びに行ってみませんか？

25名の大学生が参加する連続プログラムがスタート。まずは、参加する大学生同士

※学内での飲酒は禁止です。 ※公共交通機関をご利用ください。

の交流、地域で活動する楽しさを知ってもらうための事例紹介などを行いました。

日本女子大学

● 小学生も大学生も楽しめる企画にしたい
参加者の声

● 子どもたちや年配の方など、幅広い年代の方と交流したい

ひめの

第28回日女祭

● 多摩区らしさを作りたい！！

フラワー

【テーマ】FLOWER
【日 時】10月20日(土)・21日
（日）

第２回／地域のことを知ろう（6月23日）

10時〜17時
（入場15時半まで）

５グループに分かれ、区役所周辺の商店街を中心にまち歩きを行いました。あいに

【主なイベント】

くの雨でしたが、店主へのヒアリングなども行い、多くの気づきが得られました。
● 多摩区は気軽で ちょうどいい まち
参加者の声

● 地元の人がこの土地と雰囲気を愛していることが伝わってきた
●「人と人のつながり」
が重要なキーワードであり、魅力だと感じた

●縁日 ●プラネタリウム ●ゲストトークショー

１日子ども商店街（仮）を出店！
（11月17日）

第３回／お店の企画を考えよう
（7月12日）
４つのチームを作り、1日子ども商店街でやってみた
いことを考えました。まち歩きの結果も踏まえ、大学生
ならではの興味深いアイデアがたくさん生まれました。

残り３回となった西生田キャンパスでの学園祭。多くの方に楽しんでいただき、幸せな時間にしていただけるよう、実行委員会一

実行委員会からの
ＰＲ

同準備を進めているところです。今年度も、様々な企画をご用意しています。また、
ゲストトークショーは例年日曜のみの開催でした

が、今年度は土曜・日曜両日とも開催します。有名人のお話を生で、近い距離で聞けるめったにない機会です。多くの方のご応募を

お待ちしています。詳細は日女祭ホームページとtwitterで随時お知らせします。地域の皆様方には日頃から多くのご協力を頂き感
謝申し上げます。微力ですが、本学園祭を通して感謝の気持ちをお伝えできれば幸いです。ご来場を心よりお待ちしています。

それぞれのチームが
どんなお店を出店するかお楽しみに。
ぜひ遊びにきてください。
場所は、登戸区画整理事業区域内を
予定しています。

専修大学

おおとり

創立139年専修大学鳳祭
さき

み

あす

はな

【テーマ】咲 〜まだ見ぬ未来への華ひらく〜
【日 時】11月１日(木) 15時〜18時

2018多摩区３大学コンサート
【日時】11月17日
（土）
開演13時40分
（開場13時10分）
【場所】多摩市民館２階 大ホール

今

11月2日(金)・3日(土・祝）11時〜18時
11月4日(日) 10時〜16時

回で14回目を迎える毎年恒例のコンサート。若さと個性溢れる演奏

【主なイベント】

が好評です。演奏の合間には、特製グッズをかけて、
３大学と多摩区にち

●トークショー

なんだクイズ大会なども行います。
実行委員会からの
ＰＲ

【出演】①専修大学 混声合唱団カッパコーラス部
ウィンド オーケストラ

②明治大学 Wind Orchestra

ライブステージ

●ミス専修コンテスト ●LIVE STAGE

鳳祭は、
毎年約5万人の来場者様に足を運んでいただく、
専修大学最大の大学祭です。大型ステージ企画や、
約200団体の模擬

店など、
見どころ満載な4日間です。一部企画を除き入場は無料です。子どもからお年寄りまで楽しめるゲーム企画や、
鳳祭の見ど

ころをまわるラリー企画に参加して、豪華景品をゲットしましょう。創立139年を迎える歴史ある専修大学で、
「イマドキ」
大学生の
素顔を肌で感じてみませんか。たくさんのご来場を心よりお待ちしております。

③日本女子大学 しゅわクローレ

明治大学

※
「フォルクローレ愛好会」
と
「あやとり
（手話サークル）
」
の混合団体

①

②

いくめい

第18回生明祭

③

ズーム

【テーマ】ZOOM

3枚の写真でつなぐ、 あ なたにとっての多摩区を3つの観点で表現した写真を募集します。入賞作品には景品も。
あなたと多摩区の物語 【募集テーマ】次の写真各１点を使い、３枚１組で自分だけのストーリーを表現してください。
〜多摩区フォトコンテスト作品募集！〜

【日 時】11月２日(金)・3日
（土・祝）
・４日
（日） 10時〜17時
【主なイベント】
●活気のあるたくさんの模擬店

①観光(日本民家園、ばら苑等) ②自然(草木、花、魚等) ③商業(商店街等)

●理工学部、農学部の特色を生かした研究室展示

【応募期間】
9月15日
（土）
〜11月13日
（火）【景品】
決まり次第HPに掲載

●生明祭ホームページでの謎解き企画

入賞作品は多摩区役所1階アトリウムにて展示予定です。応募方法などの詳細は、
区役所

生明祭では明大生の活気ある、
たくさんの企画やステージを楽しむことができます。また、模擬店では毎年模擬店総選挙が行

などに掲示のポスターやチラシ、
HPをご覧ください。
HP
お問い合わせ

多摩区フォトコンテスト

検索

@tamaphot

tamaku.photocontest@gmail.com

実施：専修大学商学部渡辺ゼミナール
（30年度大学・地域連携事業）

tamaphot

実行委員会からの
ＰＲ

われ、1位を目指してそれぞれの団体が奮闘します。生田キャンパスには、理工学部と農学部の学生が在籍しているため、理工学

部ならではの実験や展示、農学部ならではの野菜やお花の販売、学生が自分たちで育てた野菜を使った模擬店など、他とは違っ

た魅力溢れる学園祭です。皆様のご来場をお待ちしています！

