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教育・研究機関の知的資源を地域社会に
提供することで、市民により高度な学習
の機会を提供する

民学産公の連携により新しい技術やシス
テムの開発を支援し、地域に根ざした産
業の支援・創出を目指す

市民が地域で活躍するためのさまざまな
知識や手法と交流の場を提供し、協働の
まちづくりを推進する

教育・学習機能

研究・開発機能

窓口・ネットワーク機能

https://www.mitaka-univ.org/
三鷹ネットワーク大学HP ▼
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三鷹ネットワーク大学 賛助会員

三鷹ネットワーク大学

0422-40-0313 / 0422-40-0314
火曜日～土曜日　9:30 ～ 21:30（入館は21:00まで）
日曜日　9:30 ～ 17:00
月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

TEL / FAX
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-3 三鷹駅前協同ビル3階

開館時間

住所

休館日
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MITAKA NETWORK UNIVERSITY

三鷹ネットワーク大学は、三鷹市内外の教育・研究
機関と、企業、NPO、市民団体等が集まり、民・学・産
・公の協働による新しい形の「地域の大学」として、
多様な人財の育成と、活力ある豊かで安心できる市
民社会の実現をめざして活動しています。

三鷹ネットワーク大学の

３つの機能

アークプラニング（株)
(一社)アジア経営戦略研究所
イマジニア（株）
(株)インテリジェンス・ワークス
(株)インプレスホールディングス
(株)ウィル・シード
エム・ティ・プランニング(株)
エンゼル(有)
(同)科学成果普及機構
(有)柏屋

(NPO)ガリレオ工房
(株)キズナ・ば
(NPO)くらしとバイオプラザ２１
(NPO)グリーンネックレス
(NPO)グレースケア機構
境交通(株)
(有)シーキューブシステムズ
JA東京むさし三鷹支店
静岡県立大学短期大学部
次世代創造協同組合
(NPO)シニアSOHO普及サロン・三鷹
白百合女子大学
スキルノート
(福)巣立ち会
(有)そーほっと
(株)ソシオエンジン・アソシエイツ
(一社)地域資源研究所

(一社)中日文化研究所
(一社)電気学会
電子システム(株)
東京大学大学院総合文化研究科 教養学部
(公財)東京都公園協会 神代植物公園
(公財)東京動物園協会 井の頭自然文化園
東京三鷹ロータリークラブ
東洋学園大学
(一社)日本サイエンスコミュニケーション協会
日本電信電話(株) 情報ネットワーク総合研究所
野村證券(株)吉祥寺支店
(NPO)花と緑のまち三鷹創造協会
東日本電信電話(株)
(一社)ビューティフルエージング協会
富士フイルムシステムサービス(株)
 （NPO）ホスピタル・プレイ協会　
すべての子どもの遊びと支援を考える会

2021年 4月 1日現在：個人賛助会員2名を除く 57団体（五十音順）

(株)まちづくり三鷹
(株)みずほ銀行三鷹支店
三鷹ICT事業者協会
三鷹光器(株)
(公財)三鷹国際交流協会
(公社)三鷹市医師会
(公財)三鷹市スポーツと文化財団
(NPO)みたか市民協働ネットワーク
三鷹商工会
三鷹SOHO倶楽部
(NPO)みたか都市観光協会
(一社)武蔵野コッツウォルズ
武蔵野大学
(学)立教女学院

三鷹ネットワーク大学  会報

　三鷹ネットワーク大学開設15周年記念事業の一環として、「学生に
よるミタカ・ミライ研究アワード2020」を開催しました。三鷹ネットワー
ク大学の会員大学の学生による三鷹のまちづくりや未来の地域社会
についての16件の提案があり、提案発表会を２月27日（土）に行いま
した。プレゼン審査の模様はライブ配信され、審査の結果、上位３件を
優秀賞に選出し、優秀賞の３チームは３月23日（火）に市長、副市長、教
育長に対し、提案発表を行い、その中から市長賞が選出されました。
＜審査員＞ ※順不同
三鷹市商工会 会長　岩崎 守利
みたか都市観光協会 理事長　金子 彰
みたか市民協働ネットワーク 代表理事　正満 たつる子
三鷹市ボランティアセンター センター長　菅谷 大助
（株）まちづくり三鷹 代表取締役社長　吉田 純夫　
みずほ銀行 三鷹支店長　小林 徹也　
NTT 情報ネットワーク総合研究所 理事･企画部長　大石 哲矢
三鷹市 企画経営課長　齊藤 大輔
三鷹ネットワーク大学 理事長　鈴木 典比古

 学生による
ミタカ・ミライ研究アワード2020

2021年度の募集について

◎東京学芸大学大学院教育学研究科 代表 後藤範子さん ほか
　研究テーマ：「三鷹市から発信する防災プログラム『三鷹モデル』の提案
　　　　　　　――誰一人取り残さない防災のために」
●亜細亜大学都市創造学部 代表 佐藤涼子さん ほか
　研究テーマ:「美と健康のまち、ミタカ」
●亜細亜大学都市創造学部 代表 武樋空人さん ほか
　研究テーマ:「三鷹コンフォート・シティ計画
　                  　　 ――高齢者のオアシスとしての活性化」

 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 青山夏海さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 YI ZESHENGさん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 小川侑悟さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 神代瑞樹さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 窪寺七海さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 長谷侑磨さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 門間栄介さん ほか
 ・ 亜細亜大学都市創造学部 代表 渡辺夏希さん ほか
 ・ 杏林大学外国語学部 代表 高階柊太郎さん ほか
 ・ 杏林大学外国語学部 代表 陳桃子さん ほか
 ・ 杏林大学総合政策学部 代表 樋口拓也さん ほか
 ・ 国際基督教大学教養学部 代表 坂本梓さん
 ・ 国際基督教大学教養学部 代表 中田有紀さん

　15周年記念事業を契機に開始した「学生によるミタカ・ミライ研究ア
ワード」 は、まちづくり総合研究所事業として2021年度も開催します。
　詳細が決まり次第、三鷹ネットワーク大学のWEBサイトで募集要項
を発表しますので、会員大学学生の皆様からのご応募をお待ちしてい
ます。 

※ 三鷹ネットワーク大学のWEBサイトでもお知らせしています。
　 下記のURLよりぜひご覧ください。
https://www.mitaka-univ.org/15th/#04

◎＝市長賞・優秀賞
●＝優秀賞提案発表者一覧（16組）

YouTube「三鷹ネットワーク大学チャンネル」

　2020年度、開設15周年を迎えた三鷹ネットワーク大学は、
会員の大学・研究機関をはじめとする皆様に多大なご協力を
いただき、コロナ禍という事態を乗り越えて記念事業を開催す
ることができました。深く感謝申し上げます。
　この15周年を、「民学産公の協働による新しい形の地域の大
学」の次のステージに向けた出発点ととらえ、ウィズコロナ・ポス
トコロナ時代を生きる人間の「明日のまち」へと道を拓いていき
たいと考えております。
　皆様のご理解と一層のご協力をお願いいたします。

杏林大学・国際基督教大学・ルーテル学
院大学・東京外国語大学の各学長、国立
天文台長、三鷹市長、当機構理事長によ
るシンポジウム（2月21日）

優秀賞3グループ（東京学芸大学1、
亜細亜大学2）の報告と市長賞の選
出（3月23日、三鷹市役所）

開設15周年記念事業をオンラインにて開催
Mitaka Network University’s 15th Aniversary Event

ウィズコロナ、ポストコロナ時代の生き方を考える
民学産公による協働の新たなステージに向けて

鈴木 典比古（すずき のりひこ）
公立大学法人国際教養大学 
理事長・学長。経営学者。元・
国際基督教大学学長。

　三鷹ネットワーク大学推進機構の正会員
は次の 20 の教育・研究機関等によって構成
されています。

　三鷹ネットワーク大学推進機構の賛助会
員は 57 の大学・企業・NPO・市民活動団体
と個人会員 2人により構成されています。

賛助会員一覧  4 ページ
(2021年 4月 1日現在)

アジア・アフリカ文化財団
亜細亜大学

海上・港湾・航空技術研究所
杏林大学

国際基督教大学
国立天文台
成蹊大学
大正大学
電気通信大学
東京外国語大学
東京学芸大学
東京女子大学
東京都立大学
東京農工大学

日本獣医生命科学大学
日本女子体育大学
法政大学
明治大学

ルーテル学院大学
三鷹市

賛助会員

正会員

記念シンポジウム 学生による
ミタカ・ミライ研究アワード2020
市長報告会

会員9 大学の
学長などによる
オンライン講演
（YouTube配信
2月14日～28日）、
記念シンポジウ
ム、学生による
ミタカ・ミライ研
究アワード2020
の３事業を実施
しました

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構
理事長　鈴木  典比古

（左から）教育長、受賞者、市長、受賞者、副市長


