
令和2（2020）年度　多摩大学産官学民連携プロジェクト一覧表

１．研究(13件）
No. 種別 学部 研究プロジェクト名 連携先

1
中小企業によるグローカルビジネスのマネジメント手法に関する実証研究(科研採択) グローカルビジネスを展開している中小企業(香港、シンガポール、マレーシア、台湾に進出している日本

企業のフィールドワークを実施する)

2 大都市郊外型高齢化における課題解決のための社会参画基盤構築と高齢者の心の再構築を実行する教育プログラムの作成 -

3
「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」 多摩大学目黒中学校・高等学校、多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校、目黒区、多摩市、神奈川県いちょ

う団地、藤沢市など

4 社会の課題を解決するシリアスゲームの開発 東京都立大学

5 大都市郊外型農業における有機農法に関する研究～アクティブラーニング実践からの学び～ 有機農法塾、多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校

6
飛騨高山地域観光研究（アクティブ・ラーニングプログラム） 　一般財団法人飛騨高山大学連携センター、高山市久々野町、

久々野町営道の駅、高山市久々野町まちづくり運営委員会

7 ジェロントロジーに係る体系的研究会 日本総合研究所、山野学苑、日本ユニシス株式会社等

8 従業員満足度等人材データ分析プロジェクト エム・ケー株式会社

9 日本フィランソロピー協会との連携 日本フィランソロピー協会

10 「健康まちづくり産業」プロジェクト 多摩市、株式会社ファンケル、多摩信用金庫、ハウス食品株式会社、日野市等

11 「創業支援プラットフォーム」プロジェクト 多摩市、多摩信用金庫

12 「ビッグデータ活用による大いなる多摩創生」プロジェクト 株式会社True Data

13 グローバルスタディーズ学部 「湘南藤沢におけるインバウンド」プロジェクト 藤沢市

共同研究

学会

経営情報学部

経営情報学部



No. プロジェクト名 連携先

1 多摩市諏訪小学校放課後子ども教室｢英語であそぼう！」 多摩市立諏訪小学校

2
多世代交流みんなの食卓プロジェクト2020 聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会、多摩市青少年問題協議会連光寺･聖ヶ丘地区委員会、多摩市立

聖ヶ丘小学校、連光寺小学校他

3
世代間交流八王子駅前サロンプロジェクト2020
（2020年度大学コンソーシアム八王子学生企画事業補助金対象事業）

八王子市地域包括支援センター旭町、八王子市民生・児童委員協議会第4地区民生委員、八王子市社
会福祉協議会、市民ボランティア

4 六大学連携東京2020自転車ロード競技応援プロジェクト 多摩市

5 志企業の会社案内プロジェクト(内容は検討中） 昭島市、多摩信用金庫、株式会社弘久社、昭島市の事業所

6 インタラクティブプロジェクションマッピング 諏訪商店街

7 複合リスクに対応する観光・交通・流通等の地域活性化対策 -

8 武蔵境自動車教習所イベント企画 武蔵境自動車教習所

9 多摩テレビ番組制作プロジェクト 多摩テレビ

10 コミュニティラジオ局での大学情報発信番組の制作出演 FM西東京

11 ワークスモバイルジャパン株式会社 ワークスモバイルジャパン

12 よい仕事おこしネットワークビジネスマッチング 城南信用金庫

13 多摩未来協創会議 株式会社日立製作所

14 多摩地域共創プログラム リコージャパン

15 労務費データ（労働生産性・労働分配率）、分析講座他 三菱マテリアル株式会社

16 オンライン企業説明(大東京信用組合・人事部) 大東京信用組合

17 オンライン企業説明(エム・ケー株式会社) エム・ケー株式会社

18 日の出町産業振興プロジェクト 日の出町、日の出商工会、日の出町観光ガイドの会ほか

19 KAOFES（カオフェス）の運営サポート 赤枝医院、多摩市

20 東京ヴェルディ・キッズパークの運営サポート 東京ヴェルディ

21 大都市郊外型農業における有機農法に関する研究～アクティブラーニング実践からの学び～ 有機農法塾、多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校

22 奥多摩活性化事業開発プロジェクト NPO法人奥多摩カヌーセンター等

23 多摩地域とジェロントロジー：アクティブシニアの活用 多摩市

24

モンゴル帝国史とパンデミック モンゴル帝国史の専門家
大阪経済法科大学大学院 経済学研究科（脇村孝平教授）
中央学院大学 現代教養学部 現代教養学科（黒川知文教授）

25 ２０２０年代の日本の「観光立国」を考える―安定かつ「高付加価値」産業の構築は可能か― -

26 DXによるこれからの社会変化～イノベーションを軸に～ -

27

春学期飛騨高山ALプログラム(高山市観光資源の活性化:スキー場と道の駅) 一般財団法人飛騨高山大学連携センター、高山市久々野町
久々野町営道の駅、高山市久々野町まちづくり運営委員会
帝塚山大学

28

秋学期飛騨高山ALプログラム（高山市観光資源の活性化:スキー場と道の駅） 一般財団法人飛騨高山大学連携センター、高山市久々野町
久々野町営道の駅、高山市久々野町まちづくり運営委員会

29 「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」が企画する高大連携プロジェクト 多摩大学目黒中学校高等学校、多摩大学聖ヶ丘中学高等学校、目黒区、他

30 市民講座 藤沢市役所

31 多文化共生スタディグループ 多摩大学目黒中学校・高等学校

32 藤沢ストーリー 藤沢市役所、藤沢商工会議所等

33 ケーブルテレビでの大学情報発信番組の出演（デイリーニュース） J:COM

34 コミュニティラジオ局での大学情報発信番組の出演（グローバルに発信） レディオ湘南

35 湘南地域における観光体験に関する実証的研究 寒川町観光協会

経営情報学部

グローバルスタディーズ学部

２．教育(35件）　
学部



３．社会貢献 ・産学連携(38件）

No. 事業名 連携先

1 インターンシップアワード 株式会社マイナビ

2 第12期寺島学長監修リレー講座 -

3 T-Studio公開講座 -

4 六大学連携自転車ロード競技実行委員会　委員長 多摩市、桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、国士舘大学、東京医療学院大学

5 ローカルラボ 一般社団法人ローカルラボ多摩

6 オトナゼミinびより NPO法人ツナグバヅクリ

7 よい仕事おこしネットワークビジネスマッチング 城南信用金庫

8 生産性運動６５周年記念大会 公益財団法人　日本生産性本部

9 いなぎICカレッジ（市民講座) 稲城市

10 自動車産業に関する共同研究 株式会社 現代文化研究所

11 多摩市創業支援事業（ビジネススクエア多摩運営） 多摩市経済観光課、多摩信用金庫

12 羽村市　シティプロモーション実践研修　2019 羽村市

13 中小企業のモデルチェンジに関する共同研究 株式会社ダブルウェイブ

14 湘南台地区商店会 支援：七夕まつり・灯籠流し・湘南台まつり・湘南台ファンタジア・イルミネーション（ボランティア） 湘南台地区協力者会議等

15 ふじさわ産業フェスタ出展 藤沢商工会議所

16 藤沢市民まつり 藤沢市役所

17 遊行の盆コンテスト 藤沢商工会議所

18 転倒防止体操 -

19 シンポジウム　「グローバル化する観光産業の人材育成と活用」 -

20 ぶらりごみ拾いin六会実行委員会
藤沢市役所、藤沢市資源回収協同組合、日本大学生物資源科学部（環境事業センター：市役所の内部
組織）

21 ぶらりごみ拾いinさむかわ実行委員会 寒川町役場、寒川町観光協会

22 JC杯小・中学校サッカー大会実行委員会 藤沢市青年会議所

23 セーリング・東京2020普及啓発事業意見交換会 藤沢市役所、Ｊ：ＣＯＭ

24 ちがさき体験滞在型旅行推進協議会 地域協議会

25 藤澤浮世絵PR事業 藤沢市郷土歴史課

26 江の島・フィッシャーマンズプロジェクト　海藻シンポジュウム エノシマフィッシャーマンズプロジェクト

27 藤沢七福神めぐり 藤沢市観光協会

28 エノシマトレジャー 藤沢市観光協会

29 訪日外国人観光客調査 藤沢市観光協会

30 訪日外国人観光客調査 鎌倉藤沢観光協議会

31 多言語メニュー作成支援 藤沢市観光協会

32 Big さつま芋ほり、秋のひまわり摘み 寒川町観光協会

33 冬のひまわり摘み取りイベント 寒川町観光協会

34 JATA日本旅行業協会 海外教養講座 JATA日本旅行業協会

35 中大連携講座 湘南台中学校

36 アンケート調査 寒川町観光協会

37 伝統文化体験 湘南台二丁目南自治会

38 文化財多言語解説整備事業 NOK株式会社

経営情報学部

グローバルスタディーズ学部

学部



４．教育連携（小中高大との連携）(12件）
No. 事業名 連携先

1 多世代交流 みんなの食卓プロジェクト2020 多摩市立聖ヶ丘小学校、多摩市立連光寺小学校

2 六大学連携東京2020自転車ロード競技 多摩市、桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、国士舘大学、東京医療学院大学

3 多摩市立聖ヶ丘中学校学習会支援ボランティア 多摩市立聖ヶ丘中学校、近隣小中学校

4 高大接続アクティブ・ラーニング研究会 多摩大学聖ヶ丘中学校高等学校、多摩大学目黒中学・高等学校、他大学と高校

5 大都市郊外型農業における有機農法に関する研究～アクティブラーニング実践からの学び～ 有機農法塾、多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校

6 高大・地域との連携プロジェクト 多摩大学付属聖ヶ丘中高・多摩市教育委員会管轄の中学高校

7 六会中学校との交流（文化祭、学園祭交流） 六会中学校

8 英語の授業づくり研修講座 神奈川県立総合教育センター

9 「学術交流及び連携に関する包括協定（平成28年1月5日）に基づく、公立名桜大学との諸活動 名桜大学

10 日本国際文化学会事務局 会員の属する主要大学

11 われら少年少女体験隊（小学生対象の英語教室） 六会公民館

12 台湾研修 多摩大学目黒中学校・高等学校

グローバルスタディーズ学部

学部

経営情報学部



No. 委員会等名 自治体委員会等名

1 昭島市総合戦略推進委員会

2 昭島市総合基本計画審議会

3 一般社団法人日本自動車販売協会連合会　流通政策委員会　流通問題研究部会 一般社団法人日本自動車販売協会連合会

4 鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会 鎌倉市

5 鎌倉市住居における物品等の堆積による不良な状態の解消に関する審議会

6 産業振興財団新産業政策研究所 川崎市

7 一般社団法人機械システム振興協会 機械システム 開発委員会専門部会 経済産業省

8 公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩　大学部会 公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

9 さがまちコンソーシアム運営委員会 公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

10 さがまちコンソーシアムプロジェク事業委員会(キャリア支援プロジェクト)

11 さがまちコンソーシアムプロジェク事業委員会（さがまちカレッジプロジェクト)

12 日本フィランソロピー協会 公益社団法人日本フィランソロピー協会

13 若年者ものづくり競技大会競技委員会　競技委員　中央職業能力開発協会 厚生労働省所管特別民間法人

14 中央地域雇用活性化支援アドバイザー 厚生労働省　職業安定局　地域雇用対策室

15 「かわまち大賞」審査委員会 国土交通省

16 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 相模原市

17 特定個人情報保護評価専門部会

18 西東京市市民協働推進センター外部評価委員 社会福祉法人西東京市社会福祉協議会

19 逗子市廃棄物減量等推進審議会 逗子市

20 大学コンソーシアム八王子　大学等連携部会 大学コンソーシアム八王子

21 多摩市学びあい育ちあい推進審議会

22 多摩市教育連携支援事業推進委員会

23 第4次多摩市生涯学習推進計画策定委員会

24 多摩市国民健康保険運営協議会

25 多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会

26 多摩ボランティアまつり実行委員会

27 多摩地域ふれあいフォーラム運営委員会

28
多摩市社会福祉協議会機関紙　ふくしまつり
運営委員会

29 多摩市社会福祉協議会

30 多摩ボラセン　企業連携強化専門委員会

31 連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会

32 ＢＳ多摩プラットフォーム（多摩市創業支援事業）

33 多摩ブルーグリーン賞　選考委員会

34 創業支援センターＴＡＭＡ

35 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会 茅ヶ崎市

36 中間貯蔵・環境安全事業株式会社入札監視委員会 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（環境省所管の特殊会社）

37 市町村共同事業助成金審査会 東京都市長会

38 秦野市廃棄物対策審議会 秦野市

39 八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会

40 八王子市歴史遺産活用検討会

41 大学コンソーシアム八王子産学公連携部会

42 まち・ひと・しごと創生計画推進懇談会 羽村市

43 日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会委員 日野市

44 六会協力者会議

45 湘南台協力者会議

46 藤沢市民祭り実行委員会

47 藤沢ワイン祭り実行委員会

48 藤沢市タバコ協議会

49 湘南台ファンタジア実行委員会

50 湘南台七夕まつり実行委員会

51 未来につなぐ東京オリンピッ・パラリンピック藤沢市支援委員会作業部会

52 藤沢市環境審議会

53 藤沢市廃棄物減量等推進審議会

54 藤沢市特定空き家審査会

55 ふじさわシティプロモーション委員会

56 藤沢市都市政策懇話会

57 未来につなぐ東京オリンピッ・パラリンピック藤沢市支援委員会

58 湘南新産業創出コンソーシアム運営委員会

59 藤沢市ロボット未来社会推進会議

60 中国語スピーチコンテスト実行委員会

61 ふじさわシティプロモーション委員会　作戦室会議

62 藤沢商工会議所　文化サービス業部会

63 藤沢宿・遊行の盆実行委員会

64 藤沢清流高等学校　運営協議会 藤沢清流高等学校

65 三鷹市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員 三鷹市

66 武蔵野市都市計画マスタープラン 武蔵野市

藤沢市

藤沢商工会議所

5．自治体委員会・行政機関等への協力(66件）

昭島市

多摩市

多摩信用金庫

八王子市




