
    

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 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

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。

8/27、9/23、
9/30、10/7、
10/8、11/4、
11/11、11/26

4,425

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」
だじゃれ音楽研究会

野村誠氏プロジェクト。
6/3、6/4、

8/20、
8/26、2/4

678

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」
千住タウンレーベル

アサダワタル氏プロジェクト。 1/21 106

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」
イミグレーション
ミュージアム

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。

5/27、
7/22～8/7

7/29、12/8、
12/15、1/14

383

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」
千住・縁レジデンス

友政麻理子氏プロジェクト。
アーティストグループ表現（Hyogen）「茶
MUSICA」プロジェクト。

1/28、2/10、
2/11、2/14、
2/17、2/24

184

6 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。

5/16、5/23 40

7 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学

東京藝術大学・足立区
共催
アウトリーチコンサー
ト

こぱんだウインズによる金管五重奏コンサー
トを生物園にて実施。
クイズなども交えながら、子ども向けの曲や
生きものがテーマの曲を演奏。

11/4 118

8 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。

5/31 8

9 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。

10/2 15

10 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
東京未来大学ミニプラ
ネタリウム

東京未来大学文化祭へ直径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

11 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
昔遊びと工作の体験親
子フェスティバル

昔あそびと手作り工作の体験のボランティア
として参加。

7/30 249

12 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
「くらしフェスタ」に
ブース出展

足立区くらしフェスタに４つのゼミが出展。
小林ゼミ　かぎ針編みの髪飾り。
木内ゼミ　牛乳パックカー作成。
鈴木ゼミ　理科実験。
高橋ゼミ　ハロウィンの帽子作り。

10/28、10/29 302

13 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
都市農業公園「秋の収
穫祭」にボランティア
参加

筋力測定、輪投げのブースに学生がボラン
ティア参加。

11/18、11/19 4

14 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
都市農業公園「春の花
まつり」にボランティ
ア参加

筋力測定、輪投げのブースに学生がボラン
ティア参加。

4/15、4/16 4

15 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

東京未来大学

東京未来大学×足立区
民間保育園連合会主催
実習および就職フェ
アー2017

東京未来大学と足立区民間保育園連合会によ
る就職相談会及び保育実習イベントを実施。

10/4 244

16 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学

地下鉄８号線延伸PRイ
ベント
「シムシティ･ビルド
イットでまちをつくろ
う！」

地下鉄８号線の区内延伸の実現を目指す取り
組みの一環として、小学生がゲームを使って
未来の街づくりを考えるワークショップを、
区立郷土博物館を会場に実施。ワークショッ
プのグループリーダーとして東京未来大学の
学生が参加。

3/21 50

17 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、区が3,000
円以内の清掃物品の年１回支給及び広報紙等
での紹介を行う。

週１回 240

18 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
ミルディス音楽祭2017
に出演

北千住マルイ×北千住都市開発×シアター
1010の３社が協力して毎年秋に開催する「ミ
ルディス音楽祭2017」に和太鼓サークルJ-
DRUMSが出演。

10/8 500

19 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
「SOMPOボールゲーム
フェスタin足立」にボ
ランティア参加

トップアスリートの方々が子ども達にスポー
ツの楽しさを伝えるイベントに学生もスタッ
フとして参加。

5/6 142
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20 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学

「第46回タートルマラ
ソン国際大会in足立」
兼「第20回記念バリア
フリータートルマラソ
ン大会」にボランティ
ア参加

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

10/15 25

21 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」にボランティア
参加

動物モチーフ工作のブースに学生がボラン
ティアとして参加。

11/18、11/19 8

22 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」にボランティ
ア参加

動物モチーフ工作のブースに学生がボラン
ティアとして参加。

4/15、4/16 8

23 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
生物園指定管理者事業
「わんフェス」にブー
ス出展

犬をテーマにしたイベントにて、犬の体脂肪
測定や健康管理に関するブース、しつけ教室
の講師やイベントの補助を実施。学生もス
タッフとして参加

11/23 -

24 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。帝京科学大学のキャンパス
があり、自然環境が豊かな山梨県上野原市に
おいて、五感をひらき季節の植物や生物など
の自然を見つけることができるプログラムを
体験し豊かな感性を育む。また、大学生との
交流を、児童にとって将来を考えるひとつの
モデル学習の場とし、成長を促す機会とす
る。

9/7、9/8、
9/11、9/14、
11/9、11/25

394

25 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、磁石を使った実験観察、
ロボット体験、骨と成長の関係を骨密度を
測って学ぶ、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。

7/22 210

26 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、地域の福祉課題、ク
リーンエネルギーとしての燃料電池、地球温
暖化と魚、歩行補助具の役割、図画工作科教
材研究といったテーマの講義を実施。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。

7/1 135

27 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6つのプログラム、作ってあそぼう（スト
ロートンボ、スライム、万華鏡）、ボール入
れ、魚釣り、かわりオセロ（おおきなオセロ
ゲーム）、ペットボトルでボーリング、アク
セサリー作りを実施。

12/9 484

28 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。

11/29 200

29 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。

11/17 282

30 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。

6/2 260

31 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。

6/26 250

32 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学

「第46回タートルマラ
ソ国際大会in足立」兼
「第20回記念バリアフ
リータートルマラソン
大会」にボランティア
参加

荒川河川敷虹の広場をメイン会場とする、参
加者12000人規模のマラソン大会。北千住駅
からメイン会場までの案内誘導および、周辺
道路の清掃、バリアフリー参加者への記念品
贈呈ブースに学生がボランティアとして参
加。

10/15 11

33 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

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、ＨｂＡ１ｃ及び体組成測
定、かむカムチェック、デンタルフロス体験
を実施。

11/18 487

34 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、11/18 236

35 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「あだち国際まつり
2017」にブース出展

大学の国際センターと連携。留学生が子ども
向けゲーム「いろいろな国の『ありがとう』
を教えてもらおう」を実施。

11/3 750



    

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

36 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
生涯学習センター主催
出張リバーサイドコン
サート

東京電機大学ギャラリーにて、フルートとピ
アノのコラボによるクラシック・唱歌・ポッ
プスなど計１０曲のコンサートを実施。

10/14 103


