
 令和元年度　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 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
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「実はとても大切　イヤイヤ期をどう過ご
す？」を3歳頃までの子どもの保護者を主な対象者と
して実施。
講師はお茶の水女子大学宮里暁美教授。

8/18 151

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

講演名は「生き生き楽しく生活するための身体づく
り」。
講師はお茶の水女子大学水村真由美教授。

9/7 52

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

講演名は「和菓子に親しむ」。
講師は放送大学非常勤講師、和菓子研究家の具島ゆみ
氏。

2/9 62

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

講演名は「森鷗外から多和田葉子へ」。
講師はお茶の水女子大学谷口幸代准教授。

2/15 46

5 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。具体的事業は以下のとおり。
①「音楽をとおして乳幼児と関わる意義とその方法」
に関する園内研修と公開保育を計10園（区内公私立保
育園・認定こども園）で実施。保育士延べ397人、園
児延べ526人が参加。
②保育士向けワークショップ「音楽で子どもとかかわ
るためのキホンとヒントとコツ」を1回実施。24名参
加。
③障がいのある子どもとその家族を対象とした「ちい
さなちいさな親子コンサート～障がいのある方々と共
に～」は新型コロナウイルスの影響により中止。
（2/27に、乳幼児及び小学生向けに1回、中学生向け
に1回、計2回実施予定であった。）

①計10回
（5/28、

6/11、6/27、
7/11、
9/11、
10/24、
11/26、
12/12、

1/17、2/4）

②9/1

③2/27中止

947

6 講座 小中学生 東京藝術大学 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1～3年生対象ワークショップ・藝大ムジタンツ
クラブinにしあらい「みんなで楽しむ音楽とダンス」
をギャラクシティにて実施。
ヴァイオリニスト・南條由起氏（東京藝術大学大学院
修士課程修了、英国王立音楽院大学院修了）も講師と
して参加。

1/11 29

7 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。
講師は法政大学非常勤講師栗原良彰氏（東京藝術大学
卒）。

6/22 9

8 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、大学院生や藝大出身の若手演奏家が区内
小・中学校及びこども園を訪問し、音楽鑑賞会(金管
アンサンブル等)、音楽科授業等補助（歌唱・合唱
等）、部活動の基礎指導（金管バンド・吹奏楽）、小
学校教員研修会（指揮法）を音楽教育支援活動とし
て、計61校（園）で実施。

6月～2月 11,993

9 講座
高校生
以上

東京藝術大学
あだちワンダフルＣＭグラ
ンプリ「あだワン シネマカ
レッジ」

「映画監督が教える2DAYS講座 映像制作ワークショッ
プ」の1日を東京藝術大学千住キャンパス第７ホール
にて開催。

10/20 26

10 講座
高校生
以上

東京藝術大学
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「音×表現で引き出す 子どもの潜在能力発見
術！」を小学校入学直前の子ども及び小学１～３年生
の保護者を主な対象者として実施。

1/11 92

11 講座
高校生
以上

東京藝術大学

アートが繋ぐ人とまち～東
京都美術館×東京藝術大学
「とびらプロジェクト」を
参考に～

文化・芸術など地域資源を活用したコミュニティのつ
くり方を学ぶ講座。

12/22 27

12 講座 全区民 東京藝術大学

足立区における多層的文化
芸術環境に関する調査研究
委託事業
「藝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、サロンコンサートやアウトリーチコン
サートを実施。新企画として、児童養護施設の子ども
たちを千住キャンパスに招きコンサートを開催。

7/28、8/24、
10/6、11/3、
12/22、1/11

465

13 講座 幼児 東京未来大学
ギャラクシティ
東京未来大学presents

「ぬりえ教室」「プラバンでキーホルダーを作ろ
う！」「シャボン玉遊び」を学生が実施。

9/29 218
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事業
区分

主な
対象者

大学 事業名 事業概要 実施日 参加者数

14 講座 幼児 東京未来大学
公開講座
生涯学習センター主催

講座名は「小学校入学に向けて 今家庭でできる大切
なこと」。講義による座学とゼミ生が企画実施する体
験との2部構成で実施。

9/23 32

15 講座
高校生
以上

東京未来大学
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「なぜ？から学ぶ子育てテク」を乳幼児の保護
者を主な対象者として実施。

11/16 89

16 講座
高校生
以上

東京未来大学
NPO活動支援センター主催交
流会「若者がまちで活躍で
きる場所を探そう！」

若者の参画を望む地域活動団体と地域活動に関心のあ
る若者との意見交流会。東京未来大学の学生がパネリ
ストとして参加。

8/31 15

17 講座
高校生
以上

東京未来大学 男女参画プラザ講演会
講演名は「ものづくりに生かそう！女性のチカラ」。
森下ゼミナールの学生による事例発表あり。

10/4 10

18 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
東京未来大学・生涯学習セ
ンター共催(第1回)

講座名は「残したい記憶を絵日記のように描く　記憶
画講座」。

5/17、31 26

19 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
東京未来大学・生涯学習セ
ンター共催(第2回)

講座名は「西洋と日本の城　比較と検証」。 6/21 28

20 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
生涯学習センター主催

講座名は「徳川社会から現代社会を見る」。
9/30、

10/28、11/18
42

21 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
東京未来大学・生涯学習セ
ンター共催(第3回)

講座名は「東京オリパラ競技を体験しよう　会場ブー
スの楽しみ方」。

11/24 3

22 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
東京未来大学・生涯学習セ
ンター共催(第4回)

講座名は「オリンピック目指して狭き門より入れ」。
講師は遠藤司氏（ソウルオリンピック陸上10000ｍ日
本代表）。東京未来大学にて開催。

12/12 4

23 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開講座
東京未来大学・生涯学習セ
ンター共催(第5回)

講座名は「東京オリパラでつながる　世界の子どもと
スポーツの関わり」。

1/10 3

24 講座
高校生
以上

東京未来大学
アートボランティア養成講
座

子どもたちにアート活動の機会を提供し、その活動を
通して関わりを深め、自己表現を促すことのできる指
導者を養成する講座。

5/18、6/12、
6/15、7/13、

10/8、
11/30、

1/21、2/12

32

25 講座
高校生
以上

東京未来大学 子ども学講座
講座名は「『勉強しなさい！』は逆効果？子どもに響
く言葉がけ」。

9/17、20 42

26 講座
高校生
以上

東京未来大学
あだち放課後子ども教室サ
ポーターフォロー講座

テーマは「楽しい子どもとの接し方～行動の裏側にあ
る子どもの気持ち～」。

10/8 21

27 講座 その他 東京未来大学 小中学校教員向け英語研修
東京未来大学こども心理学部 宅間研究室・執行研究
室合同主催「小学校中学校英語研修―楽しく授業をし
よう―」に区立小中学校の教員が参加。

8/20～23 36

28 講座 その他 東京未来大学 運動あそびリーダー講習会
子どもの身体活動を引き出すためのリード術を学ぶ講
座。5歳から小学2年生までの親子及び子どもに携わる
活動や運動指導に関わる方等が対象。

12/21 22

29 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ
帝京科学大学presents

「魚つり-魚と親しくなろう」を学生が実施。 10/2 37

30 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ
帝京科学大学presents

「ひっくり返しゲームで遊ぼう（変わりオセロ）」を
学生が実施。

10/9 37

31 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ
帝京科学大学presents

「からくりあそび絵」を学生が実施。 10/24 37

32 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ
帝京科学大学presents

「ジャンピングびっくり箱を作ろう！」を学生が実
施。

1/8 23

33 講座 小中学生 帝京科学大学 走り方教室
大学とＮＰＯによる走り方教室。千住地域の小学校に
チラシを配付し参加者を募集。

9/30、10/7 100

34 講座 小中学生 帝京科学大学
子どもの未来応援枠
ミュージック＆バルーン
アート体験

千住あずま児童館にて、吹奏楽の演奏鑑賞、楽器の音
を聞いて楽器名当てクイズ、科学実験（のびるスライ
ム作り）を学生が実施。

9/18 66

35 講座 小中学生 帝京科学大学
生涯学習センターコーディ
ネート、中央本町地域学習
センター講座

講座名は「イヌと一緒に獣医さんとドッグトレーナー
のお仕事体験」。生涯学習センターのコーディネート
により中央本町地域学習センターにて開催。

12/7 39

36 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」

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
ことを目的とする。
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。
小学校1・2年生対象、小学校単位で実施。動物を小学
校に搬入し体育館等を会場にして大学生が運営。

4/25、5/18、
5/23、5/29、
6/5、10/2、

10/5、
10/30、
11/6、
11/21、

12/4、12/5、
1/18、2/8

1,353

37 講座 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「校庭自然体験」

自分の学校に存在している自然について観察し気付き
を促すことにより、自然に親しむ心を育むことを目的
とする。
学校敷地内に生息する野草を「自然発見ビンゴシー
ト」を使って探しながら学ぶ体験と、自然木について
学びながら木の幹の実物を丁寧に観察しその色に着目
しながら描く体験を実施。
小学4年生対象、小学校単位で実施。

9/30、10/11 164

38 講座 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「犬ふれあい教室」

「ふれあい動物教室」を犬に特化させた事業。犬との
交流プログラムやドッグショー見学を通じて、「動物
にも心がある」ことについての気づきを促し、おもい
やる気持ちを育むことを目的とする。また大学生が先
生役となり、犬に対する気持ちや自分が描く犬の絵
が、体験前後でどう変化するかを確かめる。
小学1・2年生対象、小学校単位で実施。

11/1、11/25 165
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39 講座
高校生
以上

帝京科学大学
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「子どもと向き合う対話術」を中学生及び小学
6年生の保護者を主な対象者として実施。

2/8 31

40 講座
高校生
以上

帝京科学大学
公開講座
生涯学習センター主催

講座名は「人とペットが幸せに生きるために　動物愛
護法から考える」。

2/27 9

41 講座 小中学生 東京電機大学 千寿常東小学校の科学教室
千寿常東小学校の児童を対象として、科学技術に興味
をもってもらえる講座を大学内で実施。

9/7 24

42 講座 小中学生 東京電機大学
コンピューターグラフィッ
クス教室

千寿本町小学校、千寿常東小学校の5・6年生を対象
に、講義前に一人ずつ撮影した動画を3D画像化する体
験を行い最新技術を学ぶ講座。

1/11 33

43 講座 小中学生 東京電機大学
生涯学習センター主催・東
京電機大学連携講座

講座名は「夏休み親子でドローン体験」。東京電機大
学ものづくりセンターにて開催。

8/7 44

44 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。

8/4 13

45 講座 小中学生 東京電機大学
桜花亭
「小学生のためのモノづく
り科学実験」

小学生の夏休み自由研究に役立つプログラム『Let!s
自由研究①』として実施。
＝科学のふしぎをさぐってみよう！＝
　１　ストローホイッスル
　２　タピオカストローで笛（パンフルート）作り

7/20 20

46 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」

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。
「電気電子工作（永久コマ）」「電気電子工作ライン
レーサ）」「電子オルゴール回路製作」「からくり豚
貯金箱の製作」「光ファイバを使った不思議なテレビ
石製作」「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）」の7講座のうち1講座を受
講。
対象は小学5年生、チラシを小学校経由で対象全児童
に配付、申込は個人単位。応募者数は369人。

6/29 74

47 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
室フォロー講座」

「科学・ものづくり体験教室」の落選者を対象に実
施。
カメラの原理となるもの（カメラオブスキュラ）を
作って、光の不思議を体験し学ぶ講座。

8/8 25

48 講座
高校生
以上

東京電機大学 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4～6年生の保護者対象講演会「子ども同士が
グッドな関係を築けるコミュニケーション術」を実
施。

6/29 158

49 講座
高校生
以上

東京電機大学
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「子どものコミュ力ＵＰ術」を小学１～6年生
の保護者を主な対象者として実施。

9/28 120

50 講座
高校生
以上

東京電機大学
生涯学習センター「電大
ギャラリー」活用プロジェ
クト事業

公開講座「大きく生きる　世界の秘境で感じたこと」
を実施。講師は菅美香氏（テレビ埼玉東京支社）。

11/16 53

51 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」

学生及び一般区民向け公開講座「若手漫才師と考える　
伝わるプレゼンテーション」を実施。講師に足立区で
生まれ育った漫談芸人の風呂わく三氏と大卒の経歴を
もつ漫才コンビ「おせつときょうた」を迎えて実施。

12/6 38

52 講座
高校生
以上

東京電機大学
生涯学習センター「電大
ギャラリー」活用プロジェ
クト事業

公開講座「中国人学生の日本観と伝統楽器　古箏の演
奏」を実施。講師は孔暁ｷﾝ氏（武蔵野大学非常勤講
師）。

12/7 20

53 講座 全区民 東京電機大学
生涯学習センター主催講座
「出張リバーサイドコン
サート」

毎月生涯学習センターで開催しているリバーサイドコ
ンサートを東京電機大学ギャラリーで実施。

10/5 121

54 講座 その他 東京電機大学
足立区中学校教育研究会理
科部研修会

一般社団法人電気学会の支援のもと、区立中学校理科
部会教員向け研修会を実施。

8/1 25

55 講座 小中学生 文教大学
文教大学スプリング・ス
クール

桜花小学校、花畑第一小学校、花畑西小学校の3・4・
5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。

1月、2月 334

56 講座
高校生
以上

文教大学
あだちの六大学 子育て・教
育応援　保護者向け講演会

子育て・教育に関する保護者向け講演会を六大学で実
施していく企画（オリパラレガシー事業）。
講演名「小学校入学前にやっておきたい おうちでで
きる4つのこと」を0歳から小学校入学前の子どもの保
護者を主な対象者として実施。

10/20 146

57 講座
高校生
以上

文教大学
公開講座
生涯学習センター主催

講座名は「続・あやしい科学　血液型と放射能」。 4/6 34

58 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。

7/20、11/2、
2/22

150
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