
 令和２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）　幼児　小中学生　高校生以上　高齢者　全区民　など　　　　　

　※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 大学 主な対象者 事業名 事業概要 実施日
参加
者数

1 イベント 東京藝術大学 全区民 芸術によるまちづくり事業

・コンサートや動画配信を通して、区民の文化芸術への関心を
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、区内文化芸術振興に資することを目的とす
る
・本事業は委託事業であり、東京芸術大学が企画をし、会場を
設置

7/6、8/24、10/9、
11/3、2/20

42

2 イベント 東京藝術大学 全区民

「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

6/18～3/29までの
土・日・月・祝日（121

日開館）
2,000

3 イベント 東京藝術大学 全区民
「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
・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

4/19、8/20、10/18、
3/14、16、25

330

4 イベント 東京藝術大学 全区民
「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

5/31、8/5、10/31、
11/28、12/19、1/24

950

5 イベント 東京藝術大学 全区民

「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）のプロジェクト

6/1～3/14
12/5～3/14

2,020

6 イベント 東京藝術大学 全区民
「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

・アサダワタル氏のプロジェクト
・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

8/7、10/24、25、26、
31、11/1、2、7、8、
9、12/11、19、20、
21、1/9、10、11、

2/20、21、22、3/20、
21、22

150

7 イベント 東京藝術大学 全区民
「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

5/21、6/3、24、7/6、
16、9/24,11/20

50

8 イベント 東京藝術大学 保育士

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保育者を対象に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実
施
②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実施
③「音楽で子どもとかかわるためのキホンとヒントとコツ」をテー
マに保育士向けシンポジウムとワークショップを実施
④障がいのある子どもとその家族を対象としたコンサートを実
施

①7/7,7/16,
　9/8、9/30

　11/12,11/25,
　12/9,3/8

②10/31、11/21
③11/3
④2/23

　3/3～4/11（動画配
信期間）

①保育士
170人、
園児115
人
②保育士
58人、園
児54人、
保護者38
人
③41人
④2044人
（動画視
聴回数）

9 イベント 帝京科学大学 町会・自治会 避難所運営訓練（本館）
帝京科学大学本館を避難所とする町会・自治会との訓練を実
施

11/28 20

10 イベント 帝京科学大学 町会・自治会 避難所運営訓練（大学２号館）
帝京科学大学2号館を避難所とする町会・自治会との訓練を実
施

11/29 30

11 イベント 帝京科学大学 大学生
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3,300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 －

12 イベント 帝京科学大学 小中学生
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
・当年度の内容は声楽、地学、英語、柔道整復などの動画を申
込制なしで配信
・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

12/21～1/31 281

13 イベント 帝京科学大学 小中学生

足立区委託事業
「ICTを活用した教材開発・実
践事業（ふれあい動物教室・自
然体験教室）」

①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「ふれあい動物教室」を動画にして配信
小学校1・2年生対象、小学校単位で実施。
②山梨県上野原市で行う季節の植物や動物とのふれあい「大
学遠足」をZoomで各教室とつなげて実施。小学4年生対象、小
学校単位で実施

　12/10、12/17、
12/21、1/21

436
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14 イベント 帝京科学大学 小中学生
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
・当年度は以下の5企画をZoom配信で実施
①植物の生き方のフシギ！
②保健師ってなんだろう？
③驚くべき人体のメカニズム
④なぜ「大学」で学ぶの？
⑤大学生がキャンパスライフを紹介！
・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

2/27 31

15 イベント 帝京科学大学 幼児
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
・申し込んだ家庭へ幼児保育学科の1年生が企画・準備した
「2・3歳児向け」「4・5歳児向け」の親子で遊べる動画（親子でう
ごいて遊ぶ・おはなしを見る、聞く・親子でつくって遊ぶ）24本を
配信
・保護者向けとして、育児や遊びの意義、家庭でできる遊びに
ついての解説を同動画内で配信

12/23～1/22 309

16 イベント 帝京科学大学 大学生 介護実習（地域実習）

・多職種協働によるチームアプローチ、保健・福祉・医療の連携
について理解を深めることを目的として、模擬カンファレンスの
動画を撮影
・その動画を視聴した学生とオンラインで双方向の意見交換会
を実施

3/8 14

17 イベント 東京電機大学 大学生 春のごみゼロ地域清掃活動
・区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協力を依頼済み
指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実施
・45ℓごみ袋、レジ袋を進呈

7/21 8

18 イベント 東京電機大学 大学生 秋のごみゼロ地域清掃活動
・区の「ごみゼロ地域清掃活動」事業への協力を依頼済み
指定期間中に、大学周辺の清掃活動を実施
・45ℓごみ袋、レジ袋を進呈

11/18 9

19 イベント

東京藝術大
学、東京未来
大学、帝京科
学大学、東京

電機大学

大学職員
足立区地域防災無線定期交
信訓練

設置している足立区地域防災無線の効率的な運用と機器操作
の習熟化

毎月15日前後
各大学1

人


