
 令和３年度　六大学との連携事業一覧（イベント）

本表の並び順について
　足立区にて開設・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）　幼児　小中学生　高校生　大学生　高齢者　全区民　など

No
事業
区分

大学
主な

対象者
事業名 事業概要 実施方法 実施日

参加
者数

1 放送大学 全区民 学びピアの縁側、出展

生涯学習総合施設「学びピア２１」の各施設が集まり、体験型プログラムを実施す
ることで、新規利用者の獲得やリピーターの増加、各施設利用者へ横断的な利用
を促すことを目的としたイベント「学びピアの縁側」において、放送大学より3サーク
ルが参加。
毎月開催のイベントに可能な限り出展。

対面 毎月1回 355

2 Music Brige プロジェクト

チャレンジ学級、あすテップの児童生徒を対象に、音楽に触れる体験を提供する。
足立区生涯振興公社の仲介により若手音楽家の育成を目的とした同プロジェクト
の活動拠点創造と不登校児童生徒への体験機会の提供の目的が合致したことか
ら開催。

対面 2/22、2/28 32

3
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
「音楽教育支援事業」

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。
具体的には、大学院生や藝大出身の若手演奏家が区内小・中学校及びこども園
を訪問し、音楽鑑賞会(金管アンサンブル等)、音楽科授業等補助（歌唱・合唱等）、
部活動の基礎指導（金管バンド・吹奏楽）、小学校教員研修会を実施。
当年度は上記と並行して、各校の希望コンテンツについてアンケートを取り、動画
を作成しDVDに収録後、配布。対面・非対面両形式で実施。

オンライン、対
面

通年 17,791

4
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、現代美術家・
大巻伸嗣によるアートパフォーマンス作品を軸に、地域住民との協働で展開するプ
ログラム。
これまで実施したワークショップ参加者やプロジェクトメンバーらとともに、コロナ禍
でもシャボン玉の景色を届け、新たな記憶を生むこと、新たな仲間をつくることを狙
いとし、シャボン玉マシンを個人宅等に出張させる「メモリバのホームステイ」を中
心に展開。

対面

6/20、9/19、
9/20、10/3、

10/11、10/16、
10/24、11/7、

12/25

684

5
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」

作曲家の野村誠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。
オンラインでタイ・インドネシア・マレーシアをはじめとした海外とつながり、音楽作
品を制作し、その集大成として「アジアだじゃれ音Line音楽祭」を開催。

オンライン 9/12、1/22、1/23 1,111

6
アートアクセスあだち 音まち
千住の縁
「千住・人情芸術祭」

これまで多数の実践を通して地域と育んできた「縁」を活かした、まちなか回遊型
アートプログラム。地域の人と場所との関係性に着目した、新たな「縁」を結ぶこと
を目指す。
令和３年度は、公募で集まったパフォーマー達が同時多発的に歌や踊りなどのパ
フォーマンスを繰り広げる「１DAYパフォーマンス表現街」をはじめ、アサダワタル
「声の質問」、友政麻理子「窓映画館、カーテンの夢」を実施。

対面

5/15、5/17、8/28
～9/21、9/26、
10/1、10/2、

10/16、10/17、
10/23、10/24、
10/30、10/31

1,234

7
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」

現代アートの手法を用いて、地域に暮らす外国人との交流を通して多文化社会を
紐解く岩井成昭（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。
これまでの活動の集大成として、多国籍美術展「わたしたちはみえている-日本に
暮らす海外ルーツの人びと-」を開催。ゲストアーティストによる作品展、外国に
ルーツを持つ人びとによる公募展、市民団体等の活動展示を行った。令和３年度
は新たな試みとして、区内小学校4校を対象にしたエデュケーション・プログラム（ア
ウトリーチワークショップ、多国籍美術展での鑑賞ツアー）を展開。

対面
11/18、11/22、
12/7、12/10、
12/11～12/26

2,298

8
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。

対面
4/3～3/28までの
土・日・月・祝日
（159日開館）

4,851

9 藝大生が奏でる秋のワンコイ
ンコンサート

地域住民に区内大学の活動を知ってもらうとともに芸術に親しむ機会を提供するた
め、藝大生2名によるピアノコンサートを開催。

対面 10/17 33

10
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
「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。
コンサートと動画配信（R2年度から）を年4～5回で実施。

オンライン、対
面

7/2、8/15、9/29、
10/17、11/3

14,409

11 －
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。
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（おとあそび研修）。
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。
「おとあそびのノウハウで子どもとかかわるヒントとコツ」をテーマに保育者向け
ワークショップ。
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。

対面

①5/25、6/24、
7/9、10/7、11/8、

11/25,12/16
2/8～2/18（オンデ

マンド）
②11/19、12/7

③2/27（オンライ
ン）

④12/17～1/31
（オンデマンド）

169

12
東京未来

大学
全区民 くらしフェスタ

消費生活に関する知識を啓発するイベント。未就学児、小学生またはその保護者
に向けた啓発をターゲットとしており、そのためのワークショップを大学側と協議す
る予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染拡大により縮小開催（主に人を
配置しない展示会）が決定したため、打合せ等も行われなかった。

対面
10/20

～
10/26

60

13 幼児
足立区委託事業
「non face to face type 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）28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。

オンライン 12/22～1/17 482

14
小中学

生

足立区委託事業
「Zoom de 体験！一日大学
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。
未来を予測！？数理モデルを体験！
地球温暖化が進むと魚はどうなる！？
捻挫の科学～足首の捻挫を科学する～
ソーシャルワーカーって何だろう？
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。

オンライン 1/8 34

15 足立区委託事業
「Zoom de 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。
当年度の内容は科学、英語、スポーツ、雑学をテーマにして5日間に分けてZoom
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。

オンライン
12/18、1/22、

2/5、2/12、2/19
117

16
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）」

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。
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。

オンライン

11/18、11/30、
12/3、12/8、

12/10、12/14、
12/15、1/14

880

17 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。

対面 毎週月曜日 188

18 高齢者 孤立ゼロプロジェクト推進事業

医療福祉学科では、平成２８年度から授業の一環として、学生による地域活動「千
住便利隊」を行っている。
キャンパス周辺地域の高齢者宅を訪問し、掃除、買い物の手伝い、話し相手など
高齢者の見守り活動に取り組んでいる。
帝京科学大学は、絆のあんしん協力機関に登録している。

対面 11月 32

イベント

帝京科学
大学

小中学
生

東京藝術
大学

小中学
生

全区民

帝京科学
大学
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19
オランダ連携事業
「GAME CHANGERプロジェクト
～パラスポーツで社会を変え
る～」

2017年10月から共生社会の先進国であるオランダとの連携事業を展開。花畑地域
の小・中学校、特別支援学校とオランダのパラアスリートの交流事業や地域スポー
ツではオランダの障がい者スポーツ普及の仕組みを学び、2020年9月に障がい者
の運動・スポーツ相談窓口「あだちスポーツコンシェルジュ」を開始した。また、この
事業が縁となり、2020年11月に総合スポーツセンター内に「スペシャルクライフコー
ト」を設置。障がいの有無に関わらず誰もが運動・スポーツを楽しめる共生社会の
実現に向けた取り組みをスタート。
この取り組みを広く区民に周知するため、これまで連携事業に携わったステークホ
ルダーのインタビューを軸としたオランダ連携動画（第7弾）を作成。2019年11月に
帝京科学大学理学療法学科の学生を対象としたオランダアスリート講演会にご協
力いただいた潮見教授にご出演いただいた。
オランダ連携動画（第7弾）は2022年1月29日～2月6日J:COMチャンネル足立で放
映したほか、動画ｄｅあだちに公開。

対面 11/16 1,058

20 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。 対面 11/20 42

21 「Zoom de 0からENGLISH」
英語を身近に感じられるレクリエーション（ジェスチャーゲームや絵本の読み聞か
せなど）を午前の部・午後の部の2部制にしてZoom配信で実施。

オンライン 2/13 38

22 ぶんこ食堂 学生主催の子ども食堂の実施。 対面 12/12、3/13 70

23 WEB学内合同業界セミナー 就職活動に向けた足立区及び企業の説明会。 オンライン 12/22 27

24 学内合同業界研究セミナー インターンシップに向けた受け入れ足立区及び企業による業務説明。 オンライン 6/5 54

25 全区民
出張展示
「絵本で世界を旅しよう　フィン
ランド」

【内容】文教大学東京あだち図書館の特集コーナーにて、共同展示を行った。花畑
図書館で開催している「世界を旅するおはなし会」のフィンランドの回で取り上げた
資料や、フィンランド出身の作家が書いたクリスマス絵本など双方の図書館資料を
展示。
【目的】資料展示などを通して双方の図書館の認知と利用促進を図る。
【開始した経緯】花畑図書館では読書推進事業の一つとして展示本の出張を検討
していたところ、文教大学のご協力により特集展示が実現。

対面
11/22

～12/25
51

26

帝京科学大
学、東京未
来大学、文

教大学

小中学
生

小学校自然教室事業（日光・
鋸南）

小学校５年生の鋸南自然教室、6年生の日光自然教室に随行し、教員の補助をす
る指導補助員・養護指導員として大学生が参加。

対面 10月～12月 66

27

帝京科学大
学、東京未
来大学、文

教大学

春のごみゼロ地域清掃活動
区の「春のごみゼロ地域清掃活動」事業への協力依頼済み。指定期間中に、大学
周辺の清掃活動を実施。

対面 5/24、6/18、6/21 33

28

帝京科学大
学、東京未
来大学、東
京電機大

学、文教大
学

秋のごみゼロ地域清掃活動
区の「秋のごみゼロ地域清掃活動」事業への協力依頼予定。指定期間中に、大学
周辺の清掃活動を実施。

対面
10/18、10/23、
11/17、11/25、

11/29
44

29 六大学 夏期アルバイト募集 学童保育室・児童館業務補助。 対面
小学校夏休み期

間
3

イベント

帝京科学
大学

全区民

文教大学

小中学
生

大学生

大学生


