
 令和元年度　六大学との連携事業一覧（その他） 　 

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 その他
高校生
以上

放送大学
勤労福祉サービスセンター
事業　放送大学入学金補助

ゆう会員が放送大学教養学部に入学した場合に入学料
を補助。

－ 8

2 その他 その他 東京藝術大学 新入生向け足立区紹介 新入生オリエンテーションにて、足立区を紹介。 4/2 50

3 その他 全区民 東京未来大学
学園祭における防災普及啓
発

学園祭内で、地震体験や家庭内備蓄の啓発等を実施。 6/23 50

4 その他 その他 東京未来大学
こども心理学部授業におけ
る足立区施策についての講
演

こども心理学部の授業にて大学生に対し、足立区の子
どもの貧困対策及び保育について区職員が講演。

1/10、1/16 303

5 その他 その他 東京未来大学
区のボランティア・アルパ
イト説明会

児童館アルバイト、放課後子ども教室スタッフ等の説
明会。

6/19 8

6 その他 その他 東京未来大学 防災研修 大学主催の教職員向け研修。区職員が講師。 2/10 80

7 その他 その他 東京未来大学
常東地域あんしん拡大推進
会議【高齢者声かけ訓練】

大学生が授業の一環として、地域住民と「高齢者声か
け訓練」を実施。

1/15 49

8 その他 その他 東京未来大学
生物園
冒険あそびに関する共同研
究

公園あそび（冒険あそび）にて、こどもたちの心理や
行動における変化、スタッフの関わり方と子どもの変
化の関係についての共同研究を実施。
プレイリーダー養成に関する指導もお願いした。

随時 1

9 その他 幼児 帝京科学大学
子育て支援事業への学生参
加

目的：保育者を目指す学生が地域における子育て支援
を経験し、家庭環境の理解を深め、親子を対象とする
活動計画を学生自身で立案、実践、評価できるように
する。
場所：子育てサロン千住大橋
内容：月に２～４回、２～３名の学生が子育てサロン
スタッフに習いながら、親子対応、読み語り、手遊
び、体操等を実施。

7月～11月 80

10 その他 小中学生 帝京科学大学
区立千寿青葉中学校の改築
に伴う大学施設借用

千寿青葉中学校の男女バスケットボール部が、練習会
場として大学アリーナ（体育館）を利用。

8/1～
（土日を中心

に随時）
30

11 その他 全区民 帝京科学大学
学園祭における防災普及啓
発

学園祭内で、地震体験や家庭内備蓄の啓発等を実施。 10/26、27 409

12 その他 その他 帝京科学大学

「Game Changer（ゲーム 
チェンジャー）プロジェク
ト～パラスポーツで社会を
変える～」事業

「障がい者スポーツ講演
会」

東京理学療法学科の学生を対象に、障がい者のリハビ
リからスポーツ参加に繋げる指導方法など、オランダ
のパラスポーツ指導専門家による講演会と意見交換会
を実施。
①講演会
オランダオリンピック委員会の障がい者スポーツプロ
グラムマネージャー（リタ・ファン・ドリエル氏）、
パラリンピック・スポーツ・エキスパート（ヘレー
ン・ムース氏）、オランダのパラアスリート（ゲル
ト・ヤン・スケップ選手）による講演
②意見交換会
講座の振り返りやオランダにおける障がい者スポーツ
について学生や大学教員との意見交換

11/19 100

13 その他 その他 帝京科学大学 新入生向け足立区紹介 新入生オリエンテーションにて、足立区を紹介。 4/5、8 790

14 その他 その他 帝京科学大学
避難所運営訓練（大学1号
館）

帝京科学大学1号館（本館）を避難所とする町会・自
治会との訓練を実施。

11/24 84

15 その他 その他 帝京科学大学
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。

11/24 90

16 その他 その他 帝京科学大学
学芸員資格課程博物館経営
論内フィールドワーク

学芸員資格課程博物館経営論のためのフィールドワー
クをギャラクシティ内で実施。

1/11 29

17 その他 その他 帝京科学大学 絆のあんしん協力機関登録
絆のあんしん協力機関として法人登録。学部生による
高齢者の見守り活動を支援。

11/27 6

18 その他 その他 帝京科学大学
絆のあんしん協力機関活動
支援

絆のあんしん協力機関活動として、学生による「千住
便利隊」の活動報告会を実施。

1/17 20

19 その他 その他 帝京科学大学
認知症高齢者支援事業
認知症サポーター養成講
座・認知症声掛け訓練

１日目：医療福祉学科１年生の授業で、認知症サポー
ター養成講座、地域住民に対し認知症サポータース
テップアップ講座を実施。
２日目：学生と地域住民でグループを作り、認知症高
齢者声掛け訓練を実施。

5/17、24 234

20 その他 その他 帝京科学大学
まちづくり推進委員会視察
会

帝京科学大学のの地域連携の取組みについて講演いた
だき、大学施設を見学した。

7/6 35

21 その他 その他 帝京科学大学

生物園
ケヅメリクガメとモルモッ
トにおける行動や社会性に
関する研究

生物園にて、ケヅメリクガメの行動発現やモルモット
の社会的関係について、カメラによる撮影、分析を実
施。

随時 1

22 その他 その他 帝京科学大学
都市農業公園
合同調査・研究

都市農業公園にて、「都市農業公園における油糧植物
ホホバの栽培」「マメ科植物メドハギの栽培」「ナデ
シコ科植物ツメクサの栽培」「寄生植物スナヅルの栽
培」の調査・研究を実施。

月１回程度 1

23 その他 その他 帝京科学大学
荒川ビジターセンター
自然環境学科実習

学科授業「環境野外実習」を荒川河川敷で実施。荒川
の成り立ちと自然状況の把握、植物を観察し同定する
調査方法、植物の調査方法「区画法」をテーマに実
施。

4/23、5/7、
6/4

55

24 その他 その他 帝京科学大学

生物園
ふれあい動物およびふれあ
いコーナーの改善に関する
共同研究

モルモットやネコなどのふれあい動物に対して、ふれ
あいとストレスの関連、スタッフや来園者との関わり
についの共同研究を実施。

随時 1

25 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園
卒業研究支援

学生の卒業研究支援として、ため池での採水等の活動
に協力。

複数回 1

1
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26 その他 その他 帝京科学大学
生物園
出張授業

生物園が、幼稚園教諭や保育士を目指す学生に対し、
身近な生きものの飼い方として「チョウの飼育体験」
を実施。

7/16 50

27 その他 その他 帝京科学大学
生物園
学芸員実習

博物館に必要な展示やプログラム作成に対する講習
や、生物飼育など複合的な講習や体験を実施。

8月24日～（10
日間）

13

28 その他 その他 帝京科学大学
桑袋ビオトープ公園
卒業研究支援

学生の卒業研究支援として、アメリカザリガニ駆除活
動に関するヒアリングに協力。

11/21 1

29 その他 その他 帝京科学大学 社会福祉士相談援助実習 社会福祉士資格取得にかかる相談援助実習の受託。
8/11～9/18
（24日間）

1

30 その他 その他 東京電機大学
居場所を兼ねた学習支援事
業の効果検証調査

東京電機大学が実施する学習支援事業の効果検証調査
に区が協力。

平成31年3月～
令和3年3月

1

31 その他 その他 東京電機大学
視力障がい者情報支援に関
する研究協力

視覚障がい者に対する情報支援として、振動伝達方式
で歩行可能となるシステムの開発を進めている。当事
者にデモ機を試用してもらい実用性を検証する。大学
側より要請があり、協力することを決定。

7/31、11/29 14

32 その他 小中学生 文教大学
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」スタッフ

小学生を対象とした2泊3日の自然体験教室。大学生が
サポートスタッフとして参加。

8/14～16 2

33 その他 小中学生 文教大学
特別支援教育における研究
交流事業

研究交流事業として、研究学生受入校を募集。教授、
准教授による支援を要する児童の行動観察・助言指導
及び研究学生による週１回の支援。受入校との合同会
議、全小中学校教員を対象に報告会を実施。

7月～2月 47

34 その他 その他 文教大学 実習生受入れ
大学院生3名をチャレンジ学級での実習生として受け
入れ。

4月～3月 3

35 その他 その他
東京未来大
学、帝京科学

大学

足立区委託事業
イベントお任せ隊

しょうぶまつり等、区イベントのブースを運営や着ぐ
るみを活用した事業啓発を実施する。区内大学の学生
もスタッフとして参加。

- 286

36 その他 その他
放送大学、東
京藝術大学、
東京未来大

オウム真理教勧誘防止チラ
シの配付

新入生を対象に、オウム真理教の注意喚起チラシを配
付し、若い世代の入信を防止する。

－ 3,650

37 その他 その他

東京藝術大
学、東京未来
大学、帝京科
学大学、東京
電機大学

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 48

38 その他 その他

東京未来大
学、帝京科学
大学、東京電
機大学

避難所開設 台風19号により、避難所開設。 10/12、13 95

39 その他 小中学生

東京未来大
学、帝京科学
大学、文教大

学

区立小学校自然教室の指導
補助員

小学校５年生の鋸南自然教室（９月以降は赤城）、６
年生の日光自然教室の指導補助員として、学生が参
加。

鋸南：5～7月
日光：5～11月
赤城：11～2月

52

2


