
 ３０年度　六大学との連携事業一覧【イベント】

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 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 放送大学
オール学びピアイベン
ト「学びピアの縁側」

東京足立学習センターの学生サークル、ハー
ブを楽しむ会、筆跡研究会、かかとの会が。

4月～3月 50

2 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
メモリアルリバース

無数のシャボン玉で見慣れた景色を変容さ
せ、新たな記憶を生む、東京藝術大学美術学
部・大巻伸嗣教授の作品プロジェクト。参加
者の新しい「縁」を開発するとともに、既存
の地域コミュニティを育てることを目指して
いる。また、地域住民と地域青少年の多世代
間の交流の場となることも目指す。

7/21、9/8、
9/15、9/22、
10/6、10/13、
10/27、1/10、
11/17、1/18

5,515

3 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
だじゃれ音楽研究会

野村誠氏と公募で集まった市民による音楽団
体「だじゃれ音楽研究会」が、多様な人々と
の共創を通じて、だじゃれと音楽が結びつい
た「だじゃれ音楽」を深めていくプロジェク
ト。

6/2、6/3、
9/8、12/22 857

4 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
千住タウンレーベル

アサダワタル氏プロジェクト。千住で生活し
てきた市井の人々の記憶、千住のまちならで
はの風景や人間模様にまつわるエピソード、
千住に根づき息づく音楽など、これらすべて
をテキストだけでなく、「音楽」として編集
し、まちなかの拠点を編集室（スタジオ）と
して、発信・アーカイブしていくプロジェク
ト。

5/12、6/3、
6/23、7/14、
7/22、1/27

123

5 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学

「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
イミグレーション
ミュージアム

地域に居住する外国人との交流を通して企画
される岩井成昭氏（秋田公立美術大学教授、
東京藝術大学非常勤講師）プロジェクト。

2/16 134

6 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
千住・縁レジデンス

若手アーティストを招聘し、千住のまちでの
滞在制作を行い、千住地域との新たな縁をつ
くるアーティスト滞在プログラム。

7/7、7/8、
7/9、7/14、
7/15、7/16、
7/29、7/30、
8/4、8/5、
8/6、2/2、
2/3、2/9、

2/10

612

7 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
「アートアクセスあだ
ち 音まち千住の縁」
仲町の家

江戸時代に建てられた旧家の日本家屋を、
アートの拠点・文化交流施設として管理運営
している文化サロン。若手アーティストを招
聘し、制作・発表の場を提供し、アーティス
トと地域との交流を生み出す企画を実施。

6/30～3/31
の土日祝

4,463

8 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
春のごみゼロ地域清掃
活動

区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協
力。指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実
施。

5/15 25

9 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
ギャラクシティ連携
「JAZZ」コンサート

西新井文化ホールでJAZZビッグバンドコン
サートを実施。

10/13 621

10 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 東京藝術大学
おとあそび親子で楽し
むクリスマス・おとあ
そび♪音楽隊

音楽を聞くだけではなく、色々な楽器に触
り、実際に音を出すことにより音楽に好奇心
や興味を芽生えさせ、音楽を通して家族の絆
も深まるコンサートを竹の塚地域学習セン
ターにて実施。

12/16 280

11 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京藝術大学
アウトリーチコンサー
ト

生物園で実施したアウトリーチコンサート。
クイズなども交え、子ども向けの曲や生きも
のがテーマの曲を演奏。

9/8 82

12 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
春のごみゼロ地域清掃
活動

区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協
力。指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実
施。

5/30 10

13 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
秋のごみゼロ地域清掃
活動

区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協
力。指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実
施。

11/28 8

14 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学 星を見る会
プラネタリウムで学んでから、望遠鏡で確か
め、星空をより楽しんでもらうための観望会
を実施。

4/21 23

15 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 東京未来大学

生涯学習センター講座
「東京未来大学連携
着ぐるみと一緒　親子
ミニ運動会」

保育士を目指す大学生が企画・準備を担当
し、保育ボランティアがそれをサポートして
実施する、3才児の親子を対象とした講座。

12/22 28

16 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
竹の塚地域学習セン
ター事業
子どもお仕事まつり

大学生がボランティアスタッフとして参加。
各職業を伝える講師のサポート、職場体験後
に子どもたちが利用するこども商店街の運営
などを行った。

8/29 70
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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

17 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
竹の塚地域学習セン
ター事業
こどもおしごとらんど

大学生がボランティアスタッフとして参加。
各職業を伝える講師のサポート、職場体験後
に子どもたちが利用するこども商店街の運営
などを行った。

3/17 61

18 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学 くらしフェスタ

足立区くらしフェスタに４つのゼミが出展
小林・木内・鈴木ゼミ
①手作りおそうじ棒②身近なものが飛ぶおも
ちゃに変身！③ピーピー笛づくり
高橋ゼミ
①ハロウィンのパーティ帽子作り・ポリエチ
レン廃材で工作体験

10/27、10/28 459

19 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 東京未来大学
東京未来大学・足立区
民間保育園連合会共催
就職フェアー

東京未来大学体育館にて実施。保育士資格を
取得見込みの学生の就職を支援するイベン
ト。

10/3 177

20 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
清掃美化活動実施団体
への登録及び清掃活動
の実施

大学として団体登録。月１回以上、定期的に
清掃活動を実施する団体に対し、年１回、区
が3,000円以内の清掃物品を支給及びホーム
ページ等で活動紹介を行う。

毎週月曜日 240

21 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 住区de団らんでの交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センターでの「住
区de団らん」に学生が参加し交流。

6/12 30

22 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 悠々館での交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センター悠々館で
の将棋で学生が交流。

7/3 22

23 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 住区de団らんでの交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センターでの「住
区de団らん」に学生が参加し交流。

11/13 30

24 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 悠々館での交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センター悠々館で
の「みんなの体操」に学生が参加し交流。

11/14 29

25 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 悠々館での交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センター悠々館で
の「みんなの体操」に学生が参加し交流。

11/28 29

26 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学 悠々館での交流
社会福祉士資格取得を目指す学生を対象とし
た授業企画。千住柳町住区センター悠々館で
の「クリスマス会」に学生が参加し交流。

12/5 73

27 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 帝京科学大学 子育てサロン

幼児保育学科の学生が、「子育てサロン千
住」において8回にわたり学生スタッフとし
て参加。最終回はお楽しみ会としてパネルシ
アターやわらべ歌遊びなど親子で楽しめるプ
ログラムを考案し実践。

6月、7月 7

28 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 帝京科学大学
生涯学習センター連携
「お正月スペシャルお
しゃべり処」

「お正月スペシャルおしゃべり処」を実施。 1/10～12 61

29 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学

第47回タートルマラソ
ン国際大会in足立兼
第21回バリアフリー
タートルマラソン大会

救護スタッフ、託児所スタッフとして、学生
が専門性を活かしたボランティアとして参
加。

10/21 22

30 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学 わんフェス
犬をテーマにしたイベントにて、犬の心電図
測定や健康管理に関するブースを出展。

11/3 740

31 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
都市農業公園「春の花
まつり」

「動物モチーフ工作」ブースを出展。 4/14、4/15 20

32 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
都市農業公園「秋の収
穫祭」

「動物モチーフ工作」ブースを出展。 10/20、10/21 20

33 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「大学遠足」

小学校4年生対象、学校単位で参加。東京西
キャンパスがあり、自然環境が豊かな山梨県
上野原市にて実施。植物や動物などを通じ
て、自然と人間の関わりを学ぶととともに、
体験活動を通じて大学生や社会人との交流を
楽しむことを狙いとすると一緒に野外体験、
川観察を実施するとともに「棚田」「馬のい
るくらし」「上野原の養蚕文化」などを学
ぶ。

6/21、7/19、
9/21

264

34 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「馬体験キャンプ」

ひとり親家庭対象、子どもと保護者が参加。
東京西キャンパスの「馬介在活動センター」
で飼養体験と乗馬体験ができる1泊2日のキャ
ンプを実施。馬と直接ふれあい、食事の世話
や馬房の掃除、馬のブラシ掛けなど、他者と
協力し、コミュニケーションの促進を図るこ
とを目的としたプログラムを大学生が企画・
運営した。

10/13、10/14 8

35 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「夢の体験教室」

小学5・6年生対象。大学キャンパスでの授業
体験や大学生との交流を通じて、学習する面
白さや大学に対する興味関心を深め、将来の
進路を考えるキャリア教育に資することを狙
いとする。内容は、葉脈でしおりを作る、ロ
ボット体験、色彩心理学、ゲーム形式の図書
館体験等。大学生が中心となって企画・運営
を行う。

7/21 368
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36 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「体験！1日大学生」

中学生全学年対象。大学キャンパスでの授業
や大学生活を体験することで、学問の面白さ
に気付く機会を提供するとともに、将来の進
路を考えるキャリア教育に資することを狙い
とする。授業体験は、哲学や科学などの一般
的な大学で学ぶ授業、アニマルセラピーや理
学療法などの帝京科学大学の専門授業を実
施。大学生活体験は、学食食堂体験や大学生
が実習形式（人体模型分解や車椅子操作等）
の企画を実施。

12/1 165

37 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 帝京科学大学
足立区委託事業
「のびのびプレイデ
イ」

幼児向け遊びの体験事業。大学の体育館で実
施。幼児保育学科の1年生が授業で企画・準
備した８つのプログラム、ひっくり返しゲー
ム、ボウリング・ボール入れ、ボール遊び、
さかなつり、楽しいおりがみ、カプラ、アク
セサリーづくり、工作を実施。

11/24 410

38 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 帝京科学大学
帝京科学大学学内合同
セミナー

保育士資格取得見込みの学生（３年生）が、
区内外の保育施設・幼稚園・自治体のブース
で就職相談や保育実習に関する相談をするイ
ベントを帝京科学大学で実施。

3/5 22

39 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 帝京科学大学 ふれあいキッズデー
ふれあいキッズデーに幼児保育学科の学生が
スタッフとして参加。

10/21 9

40 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京電機大学
あだワンシネマカレッ
ジ

東京電機大学にて、あだワンCMグランプリ事
業の一環として、映画監督から映像の撮影・
作成技術等が学べる映像ワークショップを開
催。

12/15 30

41 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京電機大学
小学4年生の総合的な学
習の時間での交流

千寿本町小学校4年生の総合的な学習の時間
「おもてなしって何だろう」にゲスト参加。
子どもたちが英語で紹介する日本文化を体
験。

2/28 72

42 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
春のごみゼロ地域清掃
活動

区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協
力。指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実
施。

5/17 186

43 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
秋のごみゼロ地域清掃
活動

区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協
力。指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実
施。

12/11 163

44 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学

北千住地域 美化推進協
議会による「春の清掃
活動」への参加及び会
場提供

北千住駅周辺の町会・自治会、事業所等で構
成される美化推進協議会が実施する駅周辺の
清掃活動への参加及び会場提供。

6/22 664

45 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学

北千住地域 美化推進協
議会による「秋の清掃
活動」への参加及び会
場提供

北千住駅周辺の町会・自治会、事業所等で構
成される美化推進協議会が実施する駅周辺の
清掃活動への参加及び会場提供。

10/31 171

46 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京電機大学 あだち国際まつり2018
あだち国際まつりで留学生による、子ども向
けゲームブースを出展。

11/3 70

47 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京電機大学 Ｇがくえん　天文部
中高生を対象とした、星に関する勉強会、本
格的な望遠鏡を使用して星空観察、ミニプラ
ネタリウムを使った投影や実習などを実施。

通年 38

48 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
生涯学習センター講座
「出張リバーサイドコ
ンサート」

リバーサイドコンサートを東京電機大学に出
張して実施。

10/27 141

49 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学

第47回タートルマラソ
ン国際大会in足立兼
第21回バリアフリー
タートルマラソン大会

北千住駅からメイン会場までの案内誘導及び
大会Q＆A対応、周辺道路の清掃に学生がボラ
ンティアとして参加。

10/21 6

50 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 東京電機大学
常東地域あんしん拡大
推進会議【高齢者声か
け訓練】

東京電機大学および学園通り商店街を会場と
して実施。

12/1 80

51 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「野菜からかむカムラ
ンチキャンペーン」

「足立区糖尿病対策アクションプラン」への
協力事業。「野菜からよく噛んで食べる大切
さ」を啓発するため、野菜を充実させた特別
ランチメニューを学生食堂で販売。

6/8、11/16 236

52 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学 「健康フェスタ」

「いい歯の日」「糖尿病月間」の取り組みの
一環として、学生生協委員会主催「健康フェ
スタ」に出展し、そしゃく力チェックガム、
デンタルフロス体験、ヘモグロビンＡ１ｃ及
び体組成測定を実施。

11/16 368
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