
 ３０年度　六大学との連携事業一覧【講座】
本表の見方について

 足立区に開設･開学した時期が早い大学から掲載

 「主な対象者」（年齢を基準に区分） ①幼児 ②小中学生 ③高校生以上 ④高齢者 ⑤全区民 ⑥その他

※ 対象者が上記区分をまたがる場合、主な対象者を優先

事業
区分

主な対
象者

大学名 事業名 事業概要 実施日 参加者数

1 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター／東京足立同
窓会主催
生涯学習センター連携

講座名は「犯罪についての神話　－素人の理
解と専門家の理解－」。
講師は東京足立学習センター客員教授藤田宗
和氏。

4/28 69

2 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「高齢者の生きがいと社会参加」。
講師は駒沢女子大学非常勤講師森嶌由紀子
氏。

8/19 53

3 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「生と死に寄り添う－死に向う歩
み、死別を支える働き」。
講師は日本基督教団／聖公会神学院講師増田
琴氏。

9/1 101

4 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「認知症の正しい理解と予防」。
講師は日本医科大学街ぐるみ認知症相談セン
ター臨床心理士山下真里氏。

9/2 78

5 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「最近のアメリカ演劇の受賞作品に
見られるアメリカ社会について」。
講師は東洋学園大学教授・副学長松本美千代
氏。

9/8 36

6 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「言葉の教育で子供の心に種まきを
－2020年に向けての小学校英語ー」。
講師は東洋学園大学教授坂本ひとみ氏。

9/9 23

7 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「楽しく学べる気象の知識～この冬
の寒さと春の天候～」。
講師は気象予報士平井信行氏。

2/17 137

8 講座
高校生
以上

放送大学

公開講演会
放送大学東京足立学習
センター主催
生涯学習センター連携

講座名は「敬語に親しむ－敬語の『変化』と
『今』－」。
講師はＮＨＫ放送文化研究所主任研究員滝島
雅子氏。

2/23 86

9 講座
高校生
以上

東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境に関する
調査研究委託事業
「藝術によるまちづく
り」

文化芸術への区民の関心を高め、文化芸術を
通して生活の質の向上及び足立区の個性創造
を図るとともに、多層的文化芸術環境の創造
に関する調査研究を実施し、今後の区内文化
芸術振興に資することを目的とする。
具体的には、サロンコンサートやアウトリー
チコンサートを実施。

7/29、9/8、
10/13、

12/24、1/12
854

10 講座 小中学生 東京藝術大学 はじめての油絵教室
足立区展との同時開催イベントとして実施し
た小学生向け油絵教室。

6/23 16

11 講座 幼児 東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境に関する
調査研究委託事業
「福祉と子育て支援事
業」

文化芸術への区民の関心を高め、文化芸術を
通して生活の質の向上及び足立区の個性創造
を図るとともに、多層的文化芸術環境の創造
に関する調査研究を実施し、今後の区内文化
芸術振興に資することを目的とする。
具体的には、音楽を通して乳幼児と関わる意
義とその方法の理解を深め、保育実践につな
がる具体的な音楽活動を園内研修として、保
育者を対象に全18回実施（うち3回公開保
育）。障がいのある乳幼児及び小学生、中学
生以上の方と家族を対象としたコンサートを
１回実施。

5月～3月 935

12 講座 小中学生 東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境に関する
調査研究委託事業
「音楽教育支援活動」

文化芸術への区民の関心を高め、文化芸術を
通して生活の質の向上及び足立区の個性創造
を図るとともに、多層的文化芸術環境の創造
に関する調査研究を実施し、今後の区内文化
芸術振興に資することを目的とする。
具体的には、区内小・中学校及びこども園を
訪問し、音楽教育支援活動としての音楽鑑賞
会、音楽科授業の指導補助、部活動の指導補
助、教員研修会を実施。

6月～2月 12,311

13 講座 小中学生 東京未来大学
あだちの大学リレー企
画

六大学が、特色を活かした区民向け講座等を
リレーしていく企画。小学生対象ワーク
ショップ「世界がもし100人の村だったら」
を実施。

3/22 92

14 講座 幼児 東京未来大学

ギャラクシティ講座
東京未来大学プレゼン
ツ☆自分だけの星座を
作ろう！

ものづくりと夜空を見る楽しさを伝えるワー
クショップ。

3/16 25

15 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター共催

講座名は「働く女性のための出産子育てシ
ミュレーションセミナー」。

4/20 5
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 ３０年度　六大学との連携事業一覧【講座】

事業
区分

主な対
象者

大学名 事業名 事業概要 実施日 参加者数

16 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター共催

講座名は「徳川260年の平和と安定に学
ぶ」。

5/2 27

17 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター共催

講座名は「観光コースからはずれて見る沖縄
島の祈りの空間」。

6/23 15

18 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター共催

講座名は「小学校ってどんなところ？」。 2/16 4

19 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター共催

講座名は「音・音楽でこころの通う子育て
を」。

3/7 14

20 講座 その他 東京未来大学
ギャラクシティ
こどもお仕事体験

こどもお仕事体験研究員勉強会の講師。 8/27 11

21 講座 小中学生 帝京科学大学
あだちの大学リレー企
画

六大学が、特色を活かした区民向け講座等を
リレーしていく企画。小学生のための哲学
ワークショップ「なぜ・なに？どうして？」
を実施。

3/2 115

22 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「ひっくり返しゲームで遊ぼう（変
わりオセロ）」。

6/13 17

23 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「ジャンピングびっくり箱を作ろ
う！」。

6/30 27

24 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「変身！動物の帽子づくり」。 7/4 17

25 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「不思議な板　カプラで遊んでみよ
う」。

7/4 47

26 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「魚つり大会」。 7/4 46

27 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座帝
京科学大学プレゼンツ

講座名は「ひっくり返しゲームで遊ぼう（変
わりオセロ）」。

7/11 12

28 講座 幼児 帝京科学大学
帝京科学大学ワーク
ショップ

講座名は「よく飛ぶ飛行機」。 1/25 25

29 講座
高校生
以上

帝京科学大学 生涯学習センター講座
講座名は「ロボットセラピーの今とこれか
ら」。

2/12 16

30 講座 小中学生 帝京科学大学 夏休み柔道体験教室
帝京科学大学柔道クラブが小学生を対象とし
た柔道体験教室を実施

7/21 30

31 講座 高齢者 帝京科学大学

認知症高齢者支援事業
との連携
認知症サポーター養成
講座と見守り訓練

1日目:医療福祉学科1年生の授業において、
認知症サポーター養成講座、地域住民に対し
ては認知症サポーターステップアップ講座を
実施。
2日目:学生と地域住民とで班を作り、認知症
高齢者見守り訓練を実施。

6/1、8 139

32 講座 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「ふれあい動物教室」

小学校1・2年生対象、小学校単位で実施。動
物が小学校に移動し、大学生が主に運営す
る。大学生との交流の下に、さまざまな動物
とのふれあいや観察を通じて、「いのちの大
切さ」を体験的に学ぶことを目的に実施。モ
ルモット、カイコ、スナネズミ、ウズラ等と
のふれあいや動物クイズを実施。クリスマス
ヴィレッジ入所者等対象での教室も都市農業
公園にて実施。

4/21、5/2、
5/30、6/6、
6/9、7/4、

10/3、10/13、
10/24、
10/27、

10/31、11/7、
12/1、12/5、

12/8

1,449

33 講座
高校生
以上

東京電機大学
外国人おもてなし語学
ボランティア育成講座
「おもてなしコース」

東京都主催、区共催で東京電機大学にて実
施。
東京2020大会に向け、街中で困っている外国
人に気軽に声をかけることができる人材の育
成を目的としている。
「おもてなしコース」は外国人に対する「お
もてなし」の心を身に付けるため、外国人と
のコミュニケーションに関する基礎知識や異
文化理解等について学習。

10/13 34

34 講座 小中学生 東京電機大学 ギャラクシティ講座
講座名は「ピカッとキラッと電子工作」。電
大ガールズも参加。

7/31 58

35 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ夏休み
電子工作教室

講座名は「LEDでランタンづくり」。 8/25 23

36 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「ペットボトルで温度計をつくろ
う！」。

1/27 19

37 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「土にかえる『生分解性プラスチッ
ク』でアクセサリーをつくろう！」。

1/27 14

38 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「酸性、アルカリ性って何？」。 1/27 17

39 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「『色々な』化学反応を体験しよ
う！」。

1/27 15

40 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「『色々な』化学反応を体験しよ
う！」。

3/2 18

41 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「どきどき・わくわく鏡の世界へよ
うこそ！」。

3/2 20

42 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「酸性、アルカリ性って何？」。 3/2 17

43 講座 小中学生 東京電機大学
ギャラクシティ連携
こどもサイエンスラボ

講座名は「土にかえる『生分解性プラスチッ
ク』でアクセサリーをつくろう！」。

3/2 15

44 講座
高校生
以上

東京電機大学

生涯学習センター共催
公開講座「東京電機大
未来科学部イブニング
セミナー　」

講座名は「落語家によるプレゼンテーション
上達講座」。

12/7 108

45 講座 小中学生 東京電機大学
環境スペシャリスト養
成講座

講座名は「目指せ未来の建築家！」。 9/15 5
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46 講座 小中学生 東京電機大学

関原の森・愛恵まちづ
くり記念館事業「夏休
み特別講座・キッズ模
型講座」

子どもたちを対象に楽しみながらまちづくり
を学べる講座。学校では学べない、建物とま
ちの関係やお隣同士の建物の関係などを勉強
する。スタイロフォームのキューブを使い、
積み木のように重ね加工し、様々な形をつく
り、自分の家づくりを行う。さらに並べて街
並みをつくり、まちづくりを考える。

8/5 12

47 講座 小中学生 東京電機大学
桜花亭連携
小学生のためのモノづ
くり科学実験

ワークショップ「フィルムケースで笛を作ろ
う」「CDでエアホッケー」を実施。

8/8 4

48 講座 小中学生 東京電機大学
足立区委託事業
科学・ものづくり体験
教室

小学4年生対象、申込は個人単位。ものづく
り体験を通して科学的な思考力を身につけ、
学ぶ意欲を育む機会とする。また、キャンパ
スにおいて学生と交流しながら活動すること
により、大学を身近に感じ、進路の一つとし
て認識するきっかけとすることを目的とす
る。
具体的な講座は、「電気電子工作（永久コ
マ・ラインレーサ）」「電子オルゴール回路
製作」「からくり豚貯金箱の制作」「光ファ
イバを使った不思議なテレビ石」「おりがみ
建築」「ペーパークラフト（ゆっくり坂を下
るおもちゃ）」。

7/7 67

49 講座
高校生
以上

文教大学 生涯学習センター講座 講座名は「あやしい『科学』の見分け方」。 3/23、30 62

50 講座 小中学生 文教大学 生涯学習センター講座 「夏休み子どもの居場所」を実施。 8/6～8/23 85

51 講座
高校生
以上

文教大学
花畑地域学習センター
講座

講座名は「Live＆Lesson 歌って学ぶおとな
の英語講座」。

3/9 20

52 講座 小中学生 文教大学
あだちの大学リレー企
画

六大学が、特色を活かした区民向け講座等を
リレーしていく企画。小学生対象にワーク
ショップ「英語っておもしろい！」を実施。

12/15 102

53 講座 その他 文教大学
シンポジウム「アク
ティブ・スクール・マ
ネジメント」

「入試制度の変化に対応する高校・（接
続）・大学教育の在り方」をテーマに実施。

10/27 50

54 講座 小中学生 文教大学
文教大学スプリング・
スクール

花畑第一小学校にて新4・5・6年の希望者を
対象に、教育学部の学生による学習支援を実
施。

3/26、27 187
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