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法政大学・多摩地域交流センター

ハタチ前後の大切な４年間を過ごすことになる多摩キャンパス。

家との往復だけではもったいない。

家を飛び出し多摩地域に暮らそう。キャンパスを飛び出し多摩地域に学ぼう。



　法政大学多摩キャンパスは、町田市、八王子市、相模原市の境に立地しています。
���� 年度に当センターを開設して以来、周辺地域の方々とともに、学生たちは都
市部や農村・山間部における様々なフィールドで社会課題の解決にチャレンジして
きました。団地や商店街の活性化、地域コミュニティの再生、災害対策、伝統文化
の継承、耕作放棄地の有効活用、サーキュラーエコノミーの実現等、一部のプロジェ
クトでは目に見える成果にも結びついています。
　今後は周辺地域の方々との交流をより一層深めながら、企業や行政とも連携を図
りつつ、社会課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。引き続き、当セン
ターの取組をご支援頂ければ幸甚です。
　なお、当センターは本学教職員で構成される｢多摩地域交流・連携委員会」によっ
て運営され、日常業務は地域連携コーディネーター、本学職員、および学生スタッ
フが担当しております。当センターの取組に関心のある方は、どなたでもお気軽に
お問い合わせ、お立ち寄りください。よろしくお願い申し上げます。

多摩キャンパスおよび
周辺地域で学ぶ
４年間

糸久 正人
多摩地域交流センター長／社会学部准教授

　多摩キャンパスおよび周辺地域を対象にした、授業やゼミの課題・サークル活動などのほか、「学生スタッフ」
(p.�)「学生プロジェクト」(p.�) に関する相談等、何でも気軽に相談にきてください。

多摩地域交流センター概要

法政大学 多摩地域交流センター
〒194-0298
東京都町田市相原町 4342 総合棟２階
TEL　042-783-3014
FAX　042-783-2167
mail　chiiki-kouryu@ml.hosei.ac.jp
開室時間 平日 9:00～17:00 
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HUCC について

法政大学・多摩地域交流センター



　多摩キャンパスは、多摩ニュータウンをはじめとし
た郊外型のベッドタウンが広がる開発エリアと、古く
からの自然・伝統の残る農山村・里山エリアの中間に
位置し、キャンパスに通う中で、日常的に様々な特徴
を持った地域に触れることができ、全国のあらゆる地
域課題を考える基本となる、数々の事例に接すること
ができます。

　多摩地域交流センターでは、
多摩キャンパスでの教育・研究・課外活動と、
キャンパスに隣接する町田市・八王子市・相模原市
を中心とした周辺地域とを
“まるごとキャンパス” とみなし、
学内外での多様な実践的な学びの場を提供しています。

　東京都の �� 区と島しょ部以外の地域およびその周辺を
多摩地域と呼び、多摩キャンパスはその南の外れにあります。
　多摩地域交流センターでは、多摩地域の中でも特に、
町田市・八王子市・相模原市をフィールドに、
様々な活動を行なっています。
　また、「地域交流センター」は、
法政大学の３つのキャンパスのうち、
多摩キャンパスのみに設置されている施設です。
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多摩キャンパスと多摩地域交流センター

多摩地域交流センターとキャンパス周辺地域

キャンパス周辺地域と多摩キャンパス

　多摩４学部４学年を対象とした公開科目です。周
辺地域から多様な専門領域のゲスト講師を招き、実
践的かつ理論的に学びます。多摩地域に生きる人々
から学び、この地で学生生活を送る固有の意義と、
大学や学生の社会的役割について探求します。

▲ 配信動画撮影の様子

���� 年度ゲスト講師の方々
・法政大学名誉教授（元現代福祉学部教授）　　 馬場憲一氏
・八王子市福祉部高齢者いきいき課　　　　　　 森山慶祐氏
・多摩信用金庫　価値創造事業部　　　　　　 小塚彩加氏
・市民活動サポートセンター / アンティ多摩　　 江頭晃子氏
・京王電鉄株式会社　沿線価値創造部　　　　 佐竹有香子氏
・東京家政学院大学　現代生活学部教授　　　 西口守氏
・株式会社タウンキッチン　代表取締役　　　 北池智一郎氏
・NPO 法人　自然環境アカデミー　　　　　　 野村亮氏
・NPO 法人　法政クラブ　　　　　　　　　　　 高橋誠氏
・八王子市シルバーふらっと相談室　　　　　　 今泉靖徳氏
※���� 年度は、オンデマンド配信にて実施しました。

「多摩地域形成論」秋学期・水曜４限／多摩４学部４学年開講

�

農村・中山間地域

緑豊かな農村と、都市化の進んだ郊外の中間に位置し
どちらにも簡単にアクセスできます。

Google Maps

市街地・ニュータウン



　学生から地域の方まで、さまざまな方々に参加していただける主催イベントを、年間通して開
催しています。開催にあたっては、「HUCC 学生スタッフ」が、企画や運営に協力しています。

HUCC 主催イベント

HUCC 学生スタッフ

センター主催イベントに参加して、
課題解決・魅力発信を考える。

　多摩地域交流センターでの活動に関心のある学生に向けて、学生ス
タッフ（下記）・学生プロジェクト（p.�）の活動紹介や、新メンバー募
集のための説明会を行っています。

　多摩キャンパスに最も近い相原町・寺田町・城山地区の３つの地域の
成り立ちや課題を学び、実際に訪れて歩いて周り、成果を発表し合うワー
クショップを開催します。入学したばかりの新入生や、コロナ禍の影響
でキャンパスに来るきっかけの少ない学生に、キャンパス周辺の地域を
知る機会となります。

　周辺地域への知的貢献や地域社会との連携を目的とした、多摩地域を
テーマとしたシンポジウムです。���� 年度には、八王子市めじろ台住
宅で進められているスマートシティへの取り組みの現場を手がかりの一
つに、これからの多摩地域における地域課題の解決の方向性について語
り合いました。

　学生プロジェクト (p.�) の年度末の活動報告会です。連携先の地域の
方々や、教職員からの講評・議論も行われます。地域交流 DAY���� では、
活動報告会のほか、地域の方々と学生による地域課題・魅力発見のため
のワークショップが開催され、今後の活動につながるさまざまなアイ
ディアが生まれました。

新歓WEEKS ����（春・秋）��.

はじめての たまさんぽ��.

多摩シンポジウム��.

地域交流DAY��.

　多摩地域交流センターの学生スタッフは、学生目線で地域活動を盛り上げること
を目標に活動しています。センター主催事業の運営や、学生プロジェクトとの交流・
連携、学生スタッフ独自の企画にも取り組んでいます。活動地域やテーマを限定し
ていない分、広い視野で様々な視点から地域に関わっていけるのが魅力です。

主催イベントに参加しよう！
　学生から地域の方まで、さまざまな方々に参加していただける主催イベントを、
年間通して開催しています。開催にあたっては、「学生スタッフ」(P.6) や「学生
プロジェクト」(P.5) の学生にも、企画や運営に協力してもらっています。

地域交流DAY（22年２月ごろ開催予定）
　年度末、すべての学生プロジェクト（次ページ P.5）の活
動報告の機会を設けています。それら報告をもとに、各プロ
ジェクトの連携先地域の方々や教職員、専門家の多様な視点
から、大学と地域の交流・連携について講評・議論します。
　近年は、センター開設当初と比べて活動地域や活動分野が
多岐にわたるようになり、都市郊外から中山間地域まで、様々
な地域課題について横断的にダイナミックに語り合います。

はじめての たまさんぽ（21年７月開催）
　コロナ禍の影響でキャンパスに来られない登録プロジェ
クトの学生や、キャンパスに来るきっかけの少ない新入生
に向け、多摩キャンパスに最も近い相原町（町田市）・寺田
町（八王子市）・城山地区（相模原市）の３つの地域を散策
する会を開催しました。
　地域の方に案内いただきその場所の成り立ちや魅力・課
題を学び、実際に訪れて歩いて周り、成果を写真に納め、
発表し合いました。

多摩シンポジウム
　近隣地域への知的貢献・地域社会との連携を目的として、
多摩地域をテーマとしたシンポジウムを毎年開催していま
す。一昨年は、町田市・八王子市・相模原市の３市それぞれ
の副市長を、昨年は３市それぞれの自治会・公共施設・経営
者の方々を、ゲストにお招きしました。
　「学生スタッフ」(P.6) の代表者も登壇し、専門的な知見の
みならず、学生目線での率直な意見も交え、コロナだからこ
その地域活動について考えました。

交流会・勉強会（通年）
　多摩キャンパス近隣地域の課題やプロジェクト運営を学
ぶための交流・勉強会を開催しています。地域の方や専門
家も交え、肩肘張らない気軽に参加できる会です。
　今年度は、多摩地域交流センターや地域での対面開催の
ほか、遠方から参加する学生に向け、オンラインツールを
積極的に活用した開催など、さまざまな方法を検討してい
きます。

HUCCの使い方
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オンライン
説明会・交流会・勉強会

イベントの企画・運営に携わる学生を募集しています。
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はじめての たまさんぽ

日時 相原編：�/��(日)　��：��～��：��　
 城山編：�/��(日)　��：��～��：��　
 寺田編：�/��(日)　��：��～��：��　

日時 �/��(日) 　��:��～��:��

日時 平日 �:��～��:��（土日祝は閉室）

　多摩キャンパスに隣接する町田市・八王子市・相模原市のうち、もっとも身近な相原町（大戸地区）・寺田町・城
山（城北・小松地区）を地元の方の案内をもとに散策することで、新入生は今後の活動への意欲につなげ、既に活
動している学生は、地域に関する知識を身につけることを目的に開催します。
　午前中は学生のみ、キャンパスで基本的な情報・知識のインプットのためのワークを行います。
　午後は地域の方にご案内いただき地域を散策。午前中のインプットと照らし合わせながら、事前に配布するクイ
ズに回答していきます。
　現地解散後、学生はキャンパスに戻り振り返りのワークを行います。クイズの答え合わせをしながら、得た知識
や今後の活動へのアイデア等を共有します。
※参加方法は、センターのホームページ・SNS・ニュースレター（p.�）をチェックしてください。

新歓WEEKS ����（春）

����年度 春のイベント

　多摩地域交流センターは、平日 �:��～��:�� に開室しています。専門のコーディネーターや学生スタッフが
相談に乗ります。「学生スタッフ」（p.�）や「学生プロジェクト」（p.�）への参加の相談ほか、学生生活の相談
など、なんでも気軽に立ち寄ってみてください。

　学部・学年や学生プロジェクトへの参加有無を問わず、参加していただけます。新生活が始まるにあたって、
学部や学年を超えたつながりを作るきっかけに、ぜひご参加ください。
※交流会への参加方法は、センターのホームページ・SNS・ニュースレター（p.�）をチェックしてください。

　「学生スタッフ」（p.�）と「学生プロジェクト」（p.�）の活動予定・参加方法の説明会をオンラインで行います。
※説明会への参加方法は、センターのホームページ・SNS・ニュースレター（p.�）をチェックしてください。

八王子市
寺田町

多摩キャンパス

城山地区

相原町

相模原市
町田市

　多摩地域交流センターでの活動に興味のある方に向けた説明会・交流会を、�/��( 日 ) と �/��( 土 ) に開催します。
今年は全プロジェクトが活動内容に関して説明を行います。なお、説明会・交流会はともに zoom での開催です。

��.

��.

日時 １回目：�/��(日)　��:��～��:��
 ２回目：�/��(土)　��:��～��:��

オンライン説明会

オンライン交流会

個別相談
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年間通して開催しています。開催にあたっては、「学生スタッフ」(P.6) や「学生
プロジェクト」(P.5) の学生にも、企画や運営に協力してもらっています。
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　地域の方に案内いただきその場所の成り立ちや魅力・課
題を学び、実際に訪れて歩いて周り、成果を写真に納め、
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みならず、学生目線での率直な意見も交え、コロナだからこ
その地域活動について考えました。
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　多摩地域交流センターでは、授業科目外においても自主的に
地域活動に取り組む学生を支援しています。

課外活動

情報収集のためのニュースレター

多摩キャンパスおよび周辺地域の
課題解決・魅力発信に携わる。

　サークルやゼミ、個人活動のうち、地域交流・連携にかかわる活動を
学生プロジェクトとして登録すると、助成金の交付等のさまざまな支援
を受けることができます。テーマは個人やプロジェクトメンバーの関心
に応じ、多種多様な切り口から地域交流・連携に取り組むことができます。

　学内外からの新たな連携の提案に対し、通年でなくても � ヶ月程度の
トライアル事業に取り組むことができます。
　発展が望める事業については、次年度新たに学生プロジェクトとして
登録することもできます。

　学生プロジェクトやチャレンジ企画のような継続的な取り組みではな
くても、イベントへの参加協力やサポート、ちょっとした困りごとへの
お手伝いなど、適宜地域が必要としているボランティア活動に参加する
ことができます。

　多摩地域交流センター主催行事や学生プロジェクト（通年）・チャレンジ企画（短期）・
ボランティア（単発）の参加者募集など、多摩地域交流センター・周辺地域に関するニュー
スをメールにて配信します。配信を希望される方は下記 URL もしくは右の QR コードよ
り登録ください。
URL:

学生プロジェクト（通年）��.

チャレンジ企画（短期・不定期募集）��.

ボランティア（単発・不定期募集）��.

https://docs.google.com/forms/d/e/�FAIpQLSfDJol�-EHSCFOiRnn�Sedh-xM��qOb-nS�mJ��yykqU��tPw/viewform?usp=sf_link

主催イベントに参加しよう！
　学生から地域の方まで、さまざまな方々に参加していただける主催イベントを、
年間通して開催しています。開催にあたっては、「学生スタッフ」(P.6) や「学生
プロジェクト」(P.5) の学生にも、企画や運営に協力してもらっています。

地域交流DAY（22年２月ごろ開催予定）
　年度末、すべての学生プロジェクト（次ページ P.5）の活
動報告の機会を設けています。それら報告をもとに、各プロ
ジェクトの連携先地域の方々や教職員、専門家の多様な視点
から、大学と地域の交流・連携について講評・議論します。
　近年は、センター開設当初と比べて活動地域や活動分野が
多岐にわたるようになり、都市郊外から中山間地域まで、様々
な地域課題について横断的にダイナミックに語り合います。

はじめての たまさんぽ（21年７月開催）
　コロナ禍の影響でキャンパスに来られない登録プロジェ
クトの学生や、キャンパスに来るきっかけの少ない新入生
に向け、多摩キャンパスに最も近い相原町（町田市）・寺田
町（八王子市）・城山地区（相模原市）の３つの地域を散策
する会を開催しました。
　地域の方に案内いただきその場所の成り立ちや魅力・課
題を学び、実際に訪れて歩いて周り、成果を写真に納め、
発表し合いました。

多摩シンポジウム
　近隣地域への知的貢献・地域社会との連携を目的として、
多摩地域をテーマとしたシンポジウムを毎年開催していま
す。一昨年は、町田市・八王子市・相模原市の３市それぞれ
の副市長を、昨年は３市それぞれの自治会・公共施設・経営
者の方々を、ゲストにお招きしました。
　「学生スタッフ」(P.6) の代表者も登壇し、専門的な知見の
みならず、学生目線での率直な意見も交え、コロナだからこ
その地域活動について考えました。

交流会・勉強会（通年）
　多摩キャンパス近隣地域の課題やプロジェクト運営を学
ぶための交流・勉強会を開催しています。地域の方や専門
家も交え、肩肘張らない気軽に参加できる会です。
　今年度は、多摩地域交流センターや地域での対面開催の
ほか、遠方から参加する学生に向け、オンラインツールを
積極的に活用した開催など、さまざまな方法を検討してい
きます。
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八王子市

相模原市

町田市

西八王子
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相原

高尾

相原町

至藤野

寺田町

館町

大戸

城山地区

藤野地区

相模原市

八王子市

町田市

多摩市

諏訪
藤野

至高尾

　食に興味のある学生が集まり、食に対する学生の思いと地域を繋いで
いくプロジェクトです！

【活動内容】
・多摩地域で作られた食べ物を活用する仕組み作りとして、学食改革や
イベントの企画と実行

・食の多様性を促進するため、ヴィーガンや低フォドマップのメニュー作り
・食の面白さを伝えるべく、多摩地域の “食にこだわる人たち” を取材

　都市部ではできない、多摩キャンパスだからこそできる、伸び伸びと
したファッションを楽しめる場所を作ります！

【活動内容】
・交流のきっかけとなるような古着交換会の開催
・服を大切に、持続可能なものとして扱うことのできる古着寄付
・地域、他大学、他団体を巻き込むイベントの実施
・自分のファッションを共有できるようなファッションショーを開催

　相模原市城山小松地域に土地をお借りし、野菜の栽培を行うことが主
な活動です。栽培だけでなく、採れた作物を近隣地域や他のサークルに
販売・寄付することを通じた地域交流を目指しています。

　地域住民への取材、及び情報誌の作成・配布。情報誌では、プロジェ
クトの活動報告や牧野地区の施設紹介を行う。現時点における配布場
所は、藤野やまなみ温泉、牧野地区内の四つの自治会及び小学校、観
光案内所ふじのね、藤野芸術の家である。それらに加え、���� 年度か
らは同地区の公園整備活動への参加を再開する。

　神奈川県相模原市佐野川地域と東京都町田市大戸地域のお茶畑で主
に活動しています。これらの地域は、耕作放棄地など手入れが行き届
いていない状況にありました。
私たちは、地域活性化のため、景観保全、魅力発信、地域交流、お茶
づくりを楽しむという � つの軸を中心にレシピづくりやお茶の販売な
どを行っています。

　馬と共に作る地域社会プロジェクトでは、ホースセラピー活動を大き
な柱としています。馬術部のポニーを地域のイベントや老人ホーム・幼
稚園などに連れていき、地元の方々と触れ合います。また大学の馬場で
のふれあい会も行っています。このプロジェクトはホースセラピーによ
りキャンパス周辺地域と交流を深め、地域住民の方々が健康で元気に暮
らせる助けとなる活動を目標としています。

　寺田団地内の多世代での交流を目指して、活動をしている。団地の高
齢化、共働き家族の増加、コロナ禍の現状により、団地内であってもう
まく交流ができない状態にある。そこで自分たちが中心になり、おひさ
ま広場を主な活動拠点とし、多世代で触れ合えるプラットフォームのよ
うな場にして交流していくことを目指す。

　「館ヶ丘プロジェクト」は、高齢化が進む館ヶ丘団地を拠点に、イベン
ト企画や熱中症予防運動といった全体活動、およびプロジェクトメンバー
による各個人活動を通じて、“住民 × 学生” の世代間交流の場の醸成・
活性化の一翼を担うことを目的として発足した。

　地域の子どもたちに向けて科学や化学に興味を持ってもらえるような
実験ショーや体験型イベントを開催し、交流をします。感染症流行の状
況によっては動画投稿も行い、家での実験を通して楽しみながら科学や
化学に触れられるコンテンツを提供します。

　子どもから高齢者まで、幅広い層の地域の方の憩いの場となるような
場所作りを目指す。具体的には、昨年度に引き続き地域食堂 “りびんぐ”、
高齢者を対象とした “スマートフォンの使い方講座”、小学生以下の子
どもたちを対象とした手話講座 “しゅわしゅわパーティー” を考えてい
る。地域の方々のニーズをより反映させた活動を行っていきたいと考え
ている。

　自然が豊かで、住む人が魅力的な城山地区で学生と地域や地域内のつ
ながりを生み、そこから城山地区ならではの楽しみや豊かさを実現する
取り組みをしています。また、地域そのものである町内会と共に活動し
たり、地域の行事などに参加したりし、それらを通して地域や地域づく
りの在り方や価値観を学んでいきます。

　【あなたもお祭りの演奏者に！】
私たちはお祭りで演奏される音楽「お囃子」の演奏を手伝うことで、地
域の伝統文化を継承するお手伝いをしています。一番のイベントは大き
な夏祭りで地域の方と一緒にお祭りに参加すること！未経験の方でも本
番まで月に � 回の練習に参加すれば、太鼓の演奏ができるようになれま
す！（昨年度はコロナの影響でお囃子の楽譜を作る活動をしていました。）
＃お祭り＃地域交流＃子ども＃学業との両立◎"

Team Ethical by ﾎｰｾｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ

Team Fashion by ﾎｰｾｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ

農業を通じた地域交流

藤野やまなみプロジェクト寺田団地活性化プロジェクト

館ヶ丘プロジェクト

わくわくほうせい！����

ゆうやけプロジェクト

つながりプロジェクト

お囃子プロジェクト

���� 年度登録学生プロジェクト一覧

佐野川プロジェクト

馬と共に作る地域社会

多摩キャンパス

多摩キャンパス

多摩キャンパス

多摩キャンパス

城山（城北・小松）

城山（城北・小松）

城山（小松）

城山（城北）

藤野（佐野川）

藤野（牧野）

館町

寺田町

めじろ台

相原町

相原町

相原町

相原町（大戸）

佐野川

牧野

めじろ台

多摩キャン

　学生プロジェクトへの参加方法は、多
摩地域交流センターのホームページ・
SNS・ニュースレター（p.�）ほか、各
プロジェクトの SNS などをチェックし
てください。
　�/��（日）、��（土）に、説明会も開
催します。（p.�）

八王子市

相模原市

町田市

多摩市

学生プロジェクト　活動地域別

藤野地区 多摩キャンパス近隣 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ

学生プロジェクト
参加者募集中！

主催イベントに参加しよう！
　学生から地域の方まで、さまざまな方々に参加していただける主催イベントを、
年間通して開催しています。開催にあたっては、「学生スタッフ」(P.6) や「学生
プロジェクト」(P.5) の学生にも、企画や運営に協力してもらっています。

地域交流DAY（22年２月ごろ開催予定）
　年度末、すべての学生プロジェクト（次ページ P.5）の活
動報告の機会を設けています。それら報告をもとに、各プロ
ジェクトの連携先地域の方々や教職員、専門家の多様な視点
から、大学と地域の交流・連携について講評・議論します。
　近年は、センター開設当初と比べて活動地域や活動分野が
多岐にわたるようになり、都市郊外から中山間地域まで、様々
な地域課題について横断的にダイナミックに語り合います。

はじめての たまさんぽ（21年７月開催）
　コロナ禍の影響でキャンパスに来られない登録プロジェ
クトの学生や、キャンパスに来るきっかけの少ない新入生
に向け、多摩キャンパスに最も近い相原町（町田市）・寺田
町（八王子市）・城山地区（相模原市）の３つの地域を散策
する会を開催しました。
　地域の方に案内いただきその場所の成り立ちや魅力・課
題を学び、実際に訪れて歩いて周り、成果を写真に納め、
発表し合いました。

多摩シンポジウム
　近隣地域への知的貢献・地域社会との連携を目的として、
多摩地域をテーマとしたシンポジウムを毎年開催していま
す。一昨年は、町田市・八王子市・相模原市の３市それぞれ
の副市長を、昨年は３市それぞれの自治会・公共施設・経営
者の方々を、ゲストにお招きしました。
　「学生スタッフ」(P.6) の代表者も登壇し、専門的な知見の
みならず、学生目線での率直な意見も交え、コロナだからこ
その地域活動について考えました。

交流会・勉強会（通年）
　多摩キャンパス近隣地域の課題やプロジェクト運営を学
ぶための交流・勉強会を開催しています。地域の方や専門
家も交え、肩肘張らない気軽に参加できる会です。
　今年度は、多摩地域交流センターや地域での対面開催の
ほか、遠方から参加する学生に向け、オンラインツールを
積極的に活用した開催など、さまざまな方法を検討してい
きます。
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���� 年４月（学生ガイダンス版）


