
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。

「多摩地域交流センター」なら、
あなたなりの　　　　ができる。



たままち日和多摩
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

地域交流・連携事業

学生プロジェクト

多摩キャンパス
近隣地域

法政大学
多摩キャンパス

地域交流
DAY

D
次世代型
モビリティ

交流
勉強会

多摩地域
形成論

NPO

市民団体

町田市

教育

研究

課外活動

八王子市

相模原市

中小企業

自治会・町会

地域住民

A
団地
住宅街

B
里山
森林

C
子ども
家族

経済学部・経済学研究科
社会学部・社会学研究科

現代福祉学部・人間社会研究科
スポーツ健康学部
スポーツ健康学研究科

多摩ボランティアセンター
キャリアセンター
環境センター
保健体育センター
多摩学生生活課
多摩図書館

気候変動・エネルギー政策研究所
大原社会問題研究所
比較経済研究所

スポーツ研究センター

サークル活動
部活動
体育会活動

導入１　多摩地域交流センターについて

OSEI; center for
niversity -
ommunity
ollaboration

　　　　  （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
　を中心とした近隣地域とを

“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。



町田市

八王子市

相模原市

導入２　多摩キャンパス近隣地域について

 

　東京都の 23区と島しょ部以外
の地域およびその周辺を、
多摩地域と呼びます。

　多摩キャンパスは、多摩地域の
南の外れにあります。

　　　　　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。

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。

東京都総務局「多摩の魅力発信プロジェクト」

Google Maps

市街地・ニュータウン

八王子市

町田市

相模原市

NPO

市民団体

中小企業

自治会・町会

地域住民



HUCC主催事業について
地域交流DAY 2021年2月ごろ開催予定

　地域の方々と学生・教職員との交流
の場です。学生プロジェクトの報告や
ワークショップ・食事を通し、充実し
た交流が行われます。

　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。昨年は、町
田市・八王子市・相模原市の３副市長
をゲストにお招きしました。

　近隣地域を会場に、その地域ならで
はの交流の場づくりを行っています。
昨年は相原地域の「ゆくのき学園」を
会場に開催しました。

　多摩４学部４学年を対象とした公開
科目です。近隣地域から、様々な専門
のゲスト講師をお招きし、多摩地域に
暮らし・学ぶ意義を考えます。

　多摩地域交流センターを会場に、交
流の仕方や近隣地域の課題、プロジェ
クト運営を学ぶための会を、不定期で
開催しています。

たままち日和多摩
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

地域交流
DAY

交流
勉強会

多摩地域
形成論

　　　　　主催事業では、多摩
キャンパスおよび近隣地域にて、
教職員から地域の方々までを広
く対象とした、様々なイベント
を開催しています。

　　　　　学生スタッフになる
ことで、企画の立案や運営に携
わることができます。

学生スタッフになろう
HUCCの使い方❷

多摩地域形成論を受講しよう
HUCCの使い方❸

HUCC主催イベントに参加しよう
HUCCの使い方❶

多摩シンポジウム 2020年10月ごろ開催予定

たままち日和 2020年11月ごろ開催予定

交流会・勉強会 授業期間中・月３回程度

多摩地域形成論 秋学期・水曜３限



3
❸ 農業を通じた地域交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　 藤野やまなみプロジェクト●10
　 佐野川プロジェクト●11

❷  つながりプロジェクト

❹ おはやしプロジェクト
❺ 馬と共に作る地域社会

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❽  館ヶ丘プロジェクト
❼ 相原カフェプロジェクト

多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13
　 小学校を核とした地域交流ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●12

❾  こすもす・だれでも食堂

❻ ゆくのきプロジェクト

わくわくほうせい！●14

登録プロジェクト 申請中のものも含む

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

藤野地区

相模原市

八王子市

町田市

多摩市

諏訪

至高幡不動

至橋本

京王永山
八王子市

相模原市

町田市

西八王子
八王子

めじろ台

京王片倉

京王八王子

片倉

相原

高尾

寺田町

城山地区

相原町

法政大学
多摩キャンパス

館町

片倉町
至藤野

多摩キャンパス近隣地域藤野地区 多摩ニュータウン地域

地域横断型

　A～Dの４つのカテゴリーに基づき、近隣地
域との協働による事業を行なっています。
　とくに、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
クトとよび、個人の関心に応じた多種多様　
な切り口から「地域」に取り組んでいます。

❸

　●10

　●11

❷❹
❺

❶
❽

❼

　●12❾

❻

地域交流・連携事業について

地域交流・連携事業

学生プロジェクト

D
次世代型
モビリティ

A
団地
住宅街

B
里山
森林

C
子ども
家族

●13 ●14

学生プロジェクトに参加しよう
HUCCの使い方❹

新規プロジェクトを立ち上げよう
HUCCの使い方❺



学生プロジェクト紹介A　【団地・住宅街】

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❶ 寺田団地活性化プロジェクト ❽  館ヶ丘プロジェクト

❽  館ヶ丘プロジェクト❼ 相原カフェプロジェクト

❼ 相原カフェプロジェクト多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13 多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13

学生プロジェクトメンバー
随時募集中！



学生プロジェクト紹介 B　【里山・森林】 学生プロジェクトメンバー
随時募集中！

❸ 農業を通じた地域交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　 藤野やまなみプロジェクト●10 　 佐野川プロジェクト●11❷  つながりプロジェクト

❹ おはやしプロジェクト❺ 馬と共に作る地域社会❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト

❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト ❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト



学生プロジェクト紹介C　【子ども・家族】 学生プロジェクトメンバー
随時募集中！

　 小学校を核とした地域交流ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●12

❾  こすもす・だれでも食堂

❾  こすもす・だれでも食堂

❻ ゆくのきプロジェクトゆくのき学園にて

ゆくのき学園にて ゆくのき学園にて

わくわくほうせい！●14わくわくほうせい！●14



二神 友造 さん　経済学部・経済学科 ４年
人生の学舎
　学生スタッフとして地域で活動して
いる学生、各地域の方々と関わること
で課題解決に向けての新たな視点や人
との関わりについて多く学びました。
HUCCのサポートがあることで考え
がより豊かになり、大きな成長の場に
なったと考えています。

森井 咲季 さん　社会学部・社会学科 ２年
教室内に留まらない学び
　HUCC では地域のボランティア活
動への参加はもちろんのこと、活動
の企画提案や運営などに携わること
が出来ます。実践的な学びを通して
自分自身がどこまで成長していける
のか、楽しみです。

川瀬 尚大 さん　社会学部・社会政策科学科 ４年
「HUCC」で未来を描いた僕
　僕は入学当時、ぼんやりと地方公
務員になりたいと思っていました
が、多摩地域交流センターで活動を
して、その理由をはっきりと見出す
ことができました。HUCCは、地
域交流だけでなく、自分の生きる道
を考える貴重な機会や材料を与えて
くれました。

多摩地域交流センター学生スタッフの声
　　　　　学生スタッフになると、
　　　　主催事業での企画立案や運営、学生プロ
ジェクト間の情報共有やサポートなど、学生の視
点から、HUCCの運営に携わることができます。

HUCC学生スタッフ
随時募集中！



「何ができるかわからない」
「学生スタッフ・学生プロジェクトに関心がある」

「大学の外で、大人と一緒に活動したい」
「サークル活動の幅を広げたい」

「ゼミや講義の課題で近隣地域を取り上げたい」

などなど、HUCC を訪れる動機はさまざまです。

どのようなご相談でも、まずは気軽に立ち寄ってみてください。

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 


