
 令和元年度　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 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、かかとの会が参加。

4月～9月、11
月～2月

115

2 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京藝術大学

生涯学習センター主催
「親子で楽しみクリスマス
コンサート　おとあそび♪
音楽隊」

クリスマスソングやクラシック名曲の演奏に加え、参
加型音楽活動（楽器にさわったり、歌ったり、リズム
にアンサンブルをするコーナー）もある、小さい子ど
もから大人まで家族で楽しめるコンサート。

12/15 241

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」
文化サロン「仲町の家」拠
点形成事業

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。

4/1～2/24まで
の土・日・
月・祝日

4,984

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・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。
公開制作5/2～13(8日間)
映像展示5/18～6/16（10日間）
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ｲﾍﾞﾝﾄ6/16
映像作品上映6/22～7/22（15日間）
映画祭11/11～1/20（20日間）

- 536

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」
Memorial Rebirth 千住

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。
プレ企画6/1・2、10/5・26、11/3、2/11
しゃボンおどりPR7/6・29、8/1、9/10・14、11/19・
23・30
参加者向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4～5月と1～2月は各2回
6.10.12月は各3回
ﾒﾓﾘﾊﾞ学校ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ12/7、1/18、26、2/1・9・22

- 5,197

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」
千住だじゃれ音楽祭

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。
だじゃれ音楽祭7/27、10/20
観光ｲﾍﾞﾝﾄでのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ6/1・2・28、11/9、12/8
参加者向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ9月は2回、6月と10～1月は各3回

- 2,252

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」
イミグレーション・ミュー
ジアム東京

アートの視点から多文化共生や融合を目指し、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。

7/27・7/28、
9/14、12/14

287

8 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。
聴きめぐり千住11/17
募集説明会、毎月原則第3日曜日（計10回）
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4/21、5/16、6/17、7/14、7/21、8/7、
9/12、10/8・30、11/10・16・17、12/1

- 296

9 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京藝術大学
竹の塚地域学習センター主
催ｔコンサート「Smail 
time」

竹の塚地域学習センターで毎月開催しているｔコン
サートに藝大生が出演。

4/20 49

10 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 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。

5/28 27

11 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 東京未来大学
東京未来大学×ギャラクシ
ティ「プラネタリウム　バ
リアフリーコンサート」

プラネタリウムでの生演奏が楽しめる親子向けコン
サート。
（対象者）午前の部＝障がい児および乳幼児とその保
護者・ご家族、午後の部＝どなたでも（親子向け）

9/29 383

12 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 東京未来大学

生涯学習センター主催・東
京未来大学連携
「着ぐるみと一緒　親子ミ
ニ運動会」

おもしろリレーやユニーク玉入れなど、2〜3歳児が学
生と一緒に楽しく運動できるプログラム。保育士を目
指す学生が企画・準備・運営を担当し、保育ボラン
ティアがそれをサポートして実施。

12/21 42

13 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
東京未来大学主催「こども
みらい祭」
地元小学生とブース出展

千寿小学校、千寿本町小学校、千寿常東小学校、千寿
第八小学校の小学生と大学生が約2か月に渡り出店準
備。当日はうちわ、プラバン、写真立てを販売。

7/22 247

14 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
「子どもお仕事まつり」

子どもが職業体験を通じて、楽しみながら社会のしく
みや経済・お金の流れを学び、将来の職業選択、地元
足立区での就労意識を持つことに繋げるイベント。
学生がボランティアスタッフとして参加。

8/28 60

15 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
生涯学習センター主催
「磯・森・夜　夏休み子ど
も自然体験教室」

小学生を対象とした2泊3日の自然体験教室（千葉県南
房総市・大房岬自然の家）。大学生がサポートスタッ
フとして参加。

8/14～16 1
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16 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
ギャラクシティ
ジャパンフェスタ2020

「あだちひとまち百景イラスト展」「街並みぬり絵
ワークショップ」「節分の鬼のお面づくり」「歌舞伎
メイク体験」「和楽器体験　三味線に触れてみよ
う！」「紙芝居」「わらべ歌」「応援アート　ガンバ
レ2020~お花で2020応援アートを作ろう～」「ミニい
けばな」「花の貼り絵」に学生がボランティアスタッ
フとして参加。

1/19 905

17 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
ギャラクシティ
ユニバーサルスポーツイベ
ント

「はじめてのゲートボール体験」「フライングディス
クをやってみよう！」「バトルブロックを体験」「か
けっこが早くなる」に学生がボランティアスタッフと
して参加。

2/9 1,223

18 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 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・木内ゼミナール：水引き飾り＆和紙折り紙ぽち
袋
鈴木ゼミナール：プラスチック葉脈標本を作ろう
高橋ゼミナール：キャンディポット創作＆ポリエチレ
ン素材を作った自由工作

10/26 264

19 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 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。

10/9、10/23 10

20 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
実習および就職フェア2019

東京未来大学と足立区民間保育園連合会による実習先
および就職先を探すためのイベント。対象者は主に大
学１～３年生。

7/17 284

21 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」

2歳児以上の未就学児を対象とした遊び体験事業。事
前申込なしの当日参加制で大学体育館にて開催。幼児
保育学科の1年生が企画・準備した10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、
ボールプール、さかなつり、工作びっくり箱、運動遊
び等）を実施。
保護者向けには、育児に関するビデオ上映や遊びの意
義や家庭でできる遊びについて解説したオリジナル
ペーパー配付を実施。

11/23 124

22 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学 墨東五区サッカー大会
墨東五区サッカー大会を帝京大学グループ千住総合グ
ラウンドで開催。

11/17 73

23 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」

自然が豊富な山梨県上野原市（帝京科学大学東京西
キャンパス所在地）において、季節の植物や動物とふ
れあう活動を通じて、豊かな感性と自然と人間の関わ
りを学ぶ。また大学生や社会人と交流を通じて、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。
野外体験（カブトムシ、湧き水、杉・檜、地形観察
等）、渓流体験（川観察、川の生き物探し）及び室内
ブースで「棚田」「馬がいたくらし」「養蚕文化」等
を学ぶ。
小学4年生対象、小学校単位で実施。移動は貸切バス
にて。

6/20、9/17、
9/19

265

24 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」

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目的
とする。
内容は色彩心理学、体を動かして英語に親しむプログ
ラム、オリパラに関わるクイズなど。大学生が中心と
なって企画・運営を行う。
対象は小学4～6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。

7/13 239

25 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
足立区委託事業
「自然体験教室」

区内児童養護施設の小学生を対象に、都市農業公園の
自然と動物を体験するプログラムを実施。また小学生
と大学生が1対1のペアを組み、密度の濃い交流体験と
する。
プログラムは、自然観察スタンプラリー、松ぼっくり
を使った工作、のこぎり体験、小鳥観察、ウサギやモ
ルモットとのふれあい等。

11/9 14

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」

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。以下の4企画を実施。
①大学講義体験：哲学や統計学等、大学で一般的に学
ぶ授業を体験。
②帝科大講義体験：アニマルセラピーや理学療法等、
帝京科学大学の学部学科専門の授業を体験。
③大学生体験：学食体験、現役大学生によるキャンパ
スライフ紹介。
④フリータイム：図書館や保育実習室の体験、高齢者
体験キットコーナー等。
対象は全中年生、チラシを中学校経由で全生徒に配
付、申込は個人単位。

12/21 44

27 ｲﾍﾞﾝﾄ 高齢者 帝京科学大学
学生と高齢者の地域包括支
援センターでの交流「千住
カレッジ」

医療福祉学科の学生と高齢者が、バルーンを使った体
操やクイズカルタなどの企画を通して、地域包括支援
センター千住西で交流。

6/14、7/19、
9/6

95

28 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」ブース出
展

ブース出展「動物モチーフ工作」。 4/13、14 20

29 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」ブース出展

ブース出展「動物モチーフ工作」。 10/19、20 20

30 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
荒川ビジターセンター
「足立のあらかわ文化祭」
卒業研究ポスター展示

卒業研究で得た荒川の植生データや学会発表内容等を
ポスター形式にて展示。

10/26、27 719

31 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
生物園
「わんフェス」ブース出展

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出展やイベントの補助を実施。

11/3 330
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32 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 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
掃物品を進呈、及びホームページ等で活動紹介を行
う。

毎週月曜日 215

33 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

東京電機大学 環境自治体会議
全国環境自治体会議(一般公開のプログラムあり)を東
京電機大学で開催。

5/20、21 171

34 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学

３ｘ３．ＥＸＥ ＰＲＥＭＩ
ＥＲ ２０１９ in 足立
※（スリー・エックス ・ス
リー エグゼ プレミアとは
３人制バスケットボールの
プロ大会）

東京電機大学の屋外スペースにて、「３ｘ３．ＥＸＥ 
ＰＲＥＭＩＥＲ２０１９ in 足立」を開催。
※東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
正式種目である「バスケットボール３ｘ３」のプロ大
会。

8/24 9,632

35 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。

11/22 118

36 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 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。

5/22 145

37 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 東京電機大学
春・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。

7/5、12/12 234

38 ｲﾍﾞﾝﾄ その他 東京電機大学
学生生協委員会主催「健康
フェスタ」に出展

「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、ヘモグロビンＡ
１ｃ及び体組成測定を実施。
「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体験、デンタルフロス体験を
実施。

11/22 300

39 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 文教大学 仮囲いアートイベント
杉の子幼稚園園児と花畑西小学校小学生が大学生と一
緒に、東京あだちキャンパス工事中の仮囲いの壁面の
絵を作成。

11/9、26 621

40 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 文教大学
生涯学習センター主催講座
「夏休み子どもの居場所」
スタッフ

教員をめざす大学生が子どもの居場所の運営を行う。
「夏休みスペシャル　小中学生ナマガクン広場」

8/1～10 97

41 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 文教大学

桜花亭
「花畑公園･桜花亭 秋のス
ポーツ･健康フェスタ」ブー
ス出展

大学職員による大学ＰＲブースの出展。 9/29 130
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