
    

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 小中学生 放送大学
あだちの大学リレー企
画　小学生対象講演会

区内各大学が、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3・4年生とそ
の保護者を対象とした講演会「今と昔の宇宙
物語」をギャラクシティのまるちたいけん
ドームにて開催。菅本先生の講義40分、ギャ
ラクシティ職員によるプラネタリウム映像の
解説20分という構成で実施した。申込みチラ
シは区内小学校対象全児童に配付。

3/11 152

2 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「頭の働きと加齢との関係は？」。
講師は日本医科大学武蔵小杉病院認知症セン
ター臨床心理士川西智也氏。

8/19 122

3 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「フルートのさまざまなカタチ
VOL.5　ドナウ川とヨーロッパ文化」。
講師はフルート奏者佐藤智子氏、西村祐氏。

8/27 120

4 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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－死生学の試み
－」。
講師は日本基督教団牧師・聖公会神学院増田
琴氏。

9/2 123

5 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「ウィーンの歩き方～名所旧跡を歩
く」。
講師はオーストリア国家免許ガイド高森義之
氏。

11/26 50

6 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「人類進化史の新たな展開 － 様々
な「起源論」を巡って－」。
講師は放送大学東京足立学習センター客員教
授松浦秀治氏。

12/2 27

7 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「センス・オブ・ワンダーを大事に
する子育て」。
講師はお茶の水女子大学教授宮里暁美氏。

2/4 96

8 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「親子関係について考える～心理学
から見る子育て・親育ち～」。
講師は東京未来大学井梅由美子氏。

2/10 78

9 講座
高校生
以上

放送大学

公開講座
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「3歳までのおもちゃと遊びの世界～
人とものに出会う～」。
講師はお茶の水女子大学こども園施設長私市
和子氏。

2/17 104

10 講座 全区民 東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境の創造に
関する調査研究
「芸術によるまちづく
り事業」

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、大学キャンパス内スタジオや区
内文化関連施設において、国内トップレベル
の演奏者によるサロンコンサート、レク
チャーコンサート、アウトリーチコンサート
等を入場無料で主に事前申込制により実施。

7/29、9/30、
11/4、1/13、

2/24
548

11 講座 幼児 東京藝術大学
生涯学習センター主催
公開講座

東京未来大学講師によるコンサートイベント
「親子で楽しむクリスマスコンサート　おと
遊び♪音楽隊」を実施。

12/17 183

12 講座 全区民 東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境の創造に
関する調査研究
「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、音楽療法のノウハウとスキルを
区内保育施設の音楽活動に活用するための出
張型園内コンサートを２回実施。
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１３回実施（うち４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。

5/16、6/8
7/4、10/17
10/26、12/6
12/14、1/9
1/18、3/8

3/22

6/1、9/6、
10/1、3/7

1,111

２９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

13 講座 小中学生 東京藝術大学

足立区における多層的
文化芸術環境の創造に
関する調査研究
「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、ワークショップ、音楽科授業の指導補
助、部活動の指導補助等を実施。音楽科教員
の資質・能力の向上のため、音楽科教員研修
への講師派遣や教材開発等の協力を実施。

6月～2月 9,910

14 講座 全区民 東京未来大学

足立区及び足立区女性
団体連合会共催「男
（ひと）と女（ひと）
のホンネでふぉーら
む」

「ワーク・ライフ・バランス　わたし流」と
題し、世代も職業も様々な６名のパネリスト
がワーク・ライフ・バランスについて語り合
うフォーラム。パネリストとして東京未来大
学の学生が参加。

6/24 82

15 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター主催
公開講座

東京未来大学講師による講座「人付き合いの
苦手意識を軽くするためのヒント」を実施。

11/2～11/16 37

16 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター主催
公開講座

東京未来大学講師による講座「子どものほめ
方・𠮟り方」を実施。

2/11 21

17 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター主催
公開講座

東京未来大学教員による講座「保育ボラン
ティア入門講座」を実施。

5/13～6/3 27

18 講座 幼児 東京未来大学
生涯学習センター主催
公開講座

東京未来大学大准教授による体験講座「着ぐ
るみと一緒　親子ミニ運動会」を実施。東京
未来大学学生も参加。

2/11 48

19 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター共催
公開講座

東京未来大学講師による講座「記憶画講座・
絵日記のように描く残したい記憶」を実施。

11/24 10

20 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター共催
公開講座

東京未来大学講師らによる講座「クラシック
音楽への誘い・聴いて語らうひととき」を実
施。

12/16 17

21 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター共催
公開講座

東京未来大学職員（早稲田大学競走部出身）
による講座「長距離走・マラソンの行程表、
スタートラインに立つまで」を実施。

1/19 27

22 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習センター共催
公開講座

東京未来大学教授による講座「異文化へのア
プローチ『台湾の社会と文化』」を実施。

2/16 38

23 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習振興公社主催
公開講座

東京未来大学教授による講座「子ども学講座
～集団生活に馴染めない小学生の理解のため
に～」を実施。

8/7、8/8 76

24 講座
高校生
以上

東京未来大学
生涯学習振興公社主催
公開講座

東京未来大学教授らによる講座「子ども学講
座～思春期のコミュニケーション～」を実
施。

3/6、13 46

25 講座 小中学生 東京未来大学

ギャラクシティアウト
リーチ
学園祭でのプラネタリ
ウムミニドーム展示

東京未来大学の大学祭へ直径５ｍのミニドー
ムを持ち込み、２０分程度のショート番組
（プラネタリウム）を星空解説を行いながら
実施。学生もボランティアに参加。

6/24、6/25 269

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
「魚つり大会」

大学生と一緒にいろんな材料でできた魚を釣
る魚釣り大会。釣った魚の料理レシピのプレ
ゼントもあり。

7/12 78

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
「カプラであそぼ
う！」

決まった大きさの板を積み重ねるだけで、
様々なものを作ることのできる木製ブロック
「カプラ」を使って大学生と一緒に楽しく遊
ぶ。

12/14 10

28 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
「ふれあい歌あそび」

大学生と一緒にわらべ歌や手遊びを楽しむ。 7/5 19

29 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
「大学生による大型絵
本の読み語りと表現遊
び」

大学生による読み語りと、表現遊びを楽し
む。

6/28 17

30 講座
高校生
以上

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
「知っておくと嬉しい
漢字豆知識」（大人対
象）

新小学1年生の保護者向け。小学校で習う漢字
の基礎知識、正しく整った文字を書くために
必要な知識や練習などを知りながら、漢字の
知識を増やす講座。

7/5 8

31 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
「気になるこどもの子
育て支援」

お子様の育ちが気になっている、あるいは特
別な支援が必要であるお子様をお持ちの保護
者の方に向けた子育て講座。

7/26 10

32 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
「えほんやてあそびを
たのしもう」

大学生の読み語り、手遊び等を一緒に楽し
む。

7/5 15
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大学名 事業名 事業概要 実施日 参加者数

33 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
「絵本のミニ講座とス
タンプ遊び」

絵本のミニ講座とあわせ、小さなお子様も楽
しめるスタンプ遊びを行う。

7/12 37

34 講座 小中学生 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
「オオルリシジミの
メッセンジャーになろ
う！」

日本に分布するシジミチョウの仲間で絶滅危
惧種でもある「オオルリシジミ」について
の、クイズ、紙芝居、ミニ講座で学んだ後、
プラ板でオオルリシジミキーホルダーをつく
る。

8/21 17

35 講座 全区民 帝京科学大学
生涯学習センター主催
公開講座

帝京科学大学助教による講座「不思議なネコ
の世界・行動と心理」を実施。

3/21 48

36 講座 小中学生 帝京科学大学
夏休み柔道・ハプキ
ドー体験教室

親子で一緒にできる柔道・ハプキドー教室を
実施。

7/22 28

37 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。

7/14,7/21 158

38 講座 全区民 帝京科学大学 犬・猫の飼い方教室
犬の飼い方教室、猫の飼い方教室、老犬老猫
ケア教室を実施。

9/9、10/7、
11/24

77

39 講座 その他 帝京科学大学
生物園指定管理者事業
生物園による学芸員実
習受け入れ

博物館に必要な展示やプログラム作成に対す
る講習や、生物飼育など複合的な講習や体験
を実施。

8/25～
（10日間）

11

40 講座 その他 帝京科学大学
団体対応　帝京科学大
学自然環境学科実習

荒川下流域ならではの環境の特性を知り、身
近な自然を理解することに繋げることを目的
とし、帝京科学大学自然環境学科にて行われ
る「環境野外実習」を荒川河川敷で実施。

4/13、
6/6,6/13

186

41 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。

4/22、5/13、
6/10、7/8、
9/9、10/14、

10/21、
11/11、12/9

1,354

42 講座 その他 帝京科学大学

社会福祉協議会連携
授業へのゲストスピー
カー派遣及びボラン
ティア体験先の提供

「医療・福祉ボランティア論」において、区
の地域活動・ボランティア活動に関してのゲ
ストスピーカー（講師）を派遣。同授業の体
験実習として、社協主催「夏！ボランティア
体験事業」を提供し、参加者の受け入れ・調
整を実施。

前期授業 1

43 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」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
■「語学講座」中学校で学習する程度の語
彙・表現を用いた、初級者向けの講座。
外国人と道案内等の簡単なやり取りができる
程度の会話力を身に付けるため、テキストを
活用し、受講者同士のロールプレイングを交
えながら、定型的な表現を中心に学習。
「おもてなしコース」年1回（3.5H)
「セットコース（おもてなし・語学）」年3回
（3.5H、2H×4回）

10/21 54

44 講座 全区民 東京電機大学
あだちの大学リレー企
画　講演会

脳科学の視点から、子どものころにどのよう
な勉強をすると社会で活躍できる人間に育つ
のかについて解説する講演会。本事業は、区
民（特に小学生とその保護者）が区内大学を
知り、子どもの進路に大学という選択肢が
入ってくること、大学での体験活動を通じて
子どもたちが生き抜く力を育むことを主たる
目的とする。今回の企画は、青少年課と行っ
ているものづくり教室の事業と同時開催でき
ないかと電大側より打診があり、児童がもの
づくり体験中に、保護者は講演会に参加して
もらう企画となった。

12/2 233

45 講座 その他 東京電機大学 職員研修事業
足立区職員としての心構えに関する研修「個
人情報漏えいの影響と防止策」の講師。

2/26AM
2/26PM
3/1AM
3/1PM

944

46 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ講座
電大ガールズプレゼン
ツ「ピカッとキラッと
電子工作」

電気や電子工学についてユニークな電子回路
キットをはんだづけして組み立てる。

8/2 51
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47 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティアウト
リーチ
学園祭でのプラネタリ
ウムミニドーム展示

東京電機大学の大学祭へ直径５ｍのミニドー
ムを持ち込み、２０分程度のショート番組
（プラネタリウム）を星空解説を行いながら
実施。学生もボランティアに参加。

11/4、11/5 269

48 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「何度でも
使えるecoカイロを作っ
てみよう！」

何度でも使えるecoカイロvs使い捨てカイ
ロ。何が違うのかを学ぶ。

1/21 19

49 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「どきど
き・わくわく　鏡の世
界へようこそ！」

鏡を使って光の進み方を学び、自分だけの綺
麗な万華鏡を作る。

1/21 15

50 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「酸性、ア
ルカリ性って何？」

ムラサキキャベツの抽出液を使って、身近な
食べ物の酸性、アルカリ性を調べる。

1/21 17

51 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「小さくて
見えないけれど頼もし
い味方・微生物の世界
をのぞいてみよう！」

暮らしに役立つ微生物たちを顕微鏡で観察し
た後、微生物のはたらきによって作られたア
ミノ酸について調べる。

1/21 17

52 講座
高校生
以上

東京電機大学

東京電機大学・生涯学
習センター共催「東京
電機大未来科学部イブ
ニングセミナー　宇宙
と建設」

清水建設（株）技術研究所 宇宙・ロボットグ
ループの金森洋史氏による、宇宙空間におけ
る建設技術等についての講演。

11/24 182

53 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「身近で欠
かせない存在電池の昔
と今」

簡単な電池を組み立てて、電池の仕組みを学
ぶ。

3/11 9

54 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「土にかえ
る生分解性（せいぶん
かいせい）プラスチッ
クでアクセサリーをつ
くろう」

とうもろこしからとれる生分解性プラスチッ
クについて学び、ｅｃｏでカラフルなオリジ
ナルストラップをつくる。

3/11 19

55 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「酸性、ア
ルカリ性って何？」

ムラサキキャベツの抽出液を使って、身近な
食べ物の酸性、アルカリ性を調べる。

3/11 16

56 講座 小中学生 東京電機大学

東京電機大学×ギャラ
クシティ★こどもサイ
エンスラボ「小さくて
見えないけれど頼もし
い味方・微生物の世界
をのぞいてみよう！」

暮らしに役立つ微生物たちを顕微鏡で観察し
た後、微生物のはたらきによって作られたア
ミノ酸について調べる。

3/11 9

57 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

中学生対象の環境に関する５回の連続講座の
一コマとして実施。
講義・実験の内容は「きれいな水、きたない
水」。

10/14 11

58 講座 小中学生 東京電機大学

関原の森・愛恵まちづ
くり記念館指定管理者
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。

8/6 17

59 講座 小中学生 東京電機大学
連携事業
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」「プラ板でキーホルダー作り」「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～１枚の
板紙から立体を創ろう～」「やさしいマイコ
ンプログラミング」「ペーパークラフト
（ゆっくり坂を下るおもちゃ）」。

12/2 86
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60 講座 小中学生 文教大学

生涯学習センター主催
講座「小中学生ナマガ
くん広場　夏休みスペ
シャル」

夏休みの一定期間、遊びや宿題など学びがで
きるフリースペースとして、また「小中学生
のびのび広場」の夏休みスペシャル版とし
て、小中学生に研修室を開放教員のゼミ生が
ボランティアとして参加。

8/5～8/17 161

61 講座 全区民 文教大学
生涯学習センター主催
講座「のぞいてみよう
不思議な夢の世界」

講師の夢の心理学的研究成果をもとに、夢の
意味、夢の中の感覚体験、色つきの夢、聴覚
障がい者の夢体験や悪夢についてを学べる講
座。

3/17 48

62 講座 その他 文教大学

生涯学習施設、図書館
職員研修「生涯学習施
設、図書館は2020年東
京五輪、パラリンピッ
ク関連事業で何ができ
るか」

文教大学准教授による、生涯学習関連施設職
員向け研修。生涯学習施設や図書館がオリパ
ラに向けてどのような事業ができるか、とい
うテーマにて実施。

10/17 28


