
    ２８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
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 5/31 20

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」
くろい家

大巻伸嗣氏の作品プロジェクト
4/2～5/15のう
ちの土日祝（18

日間）
639

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」
メモリアルリバース

大巻伸嗣氏の作品プロジェクト
7/30、9/24、

10/9
2,411

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

「知らない路地の映画祭」プロジェクト
8/27、

2/24～26
200

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」
イミグレーション
ミュージアム

岩井成昭氏のプロジェクト 9月～10月 1,302

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」
だじゃれ音楽研究会

野村誠氏プロジェクト 10/22、2/19 153

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」
千住タウンレーベル

アサダワタル氏プロジェクト 11/23、2/26 73

8 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 東京未来大学
足立区くらしフェスタ
（消費生活展）への
ブース出展

「指編みで作るアクリルたわし」
「身近な素材で作るオリジナルプラバンキー
ホルダー」
「牛乳パックで作るハロウィンかぼちゃ」

10/29、30 326

9 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京未来大学
「地球環境フェア
2016」にブース出展

「Chigo Café（チゴカフェ）」
季節の草花をつかったしおり作りのワーク
ショップやオルフという楽器を使っての即興
音楽体験などの子ども向け企画

5/28、5/29 418

10 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学

「見て！食べて！体験
して！地域をつなぐふ
れあいキャンパスＤＡ
Ｙ」

学食体験、上野原市の特産品や野菜販売、図
書館見学、生活習慣病講座、親子テーピング
教室、アニマルケアセンター見学、動物ふれ
あい教室、動物クラフト体験、こども向け英
語教室「TEIKA English Day」を実施。

2/25 676

11 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学 清掃美化活動実施団体
大学として団体登録への登録及び清掃活動の
実施

週１回 240

12 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

帝京科学大学
「タートルマラソン国
際大会ｉｎ足立」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

10/16 40

13 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学
ミルディス音楽祭2016
出演

和太鼓サークルJ-DRUMSがミルディス音楽祭
2016に出演

10/9 20

14 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
「地球環境フェア
2016」ブース出展

「動物介在教育研究部」による出展 5/28、5/29 372

15 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
「地球環境フェア
2016」ブース出展

鹿肉ペットフード等販売事業者「恋するジビ
エ研究所」と大学のコラボブース

5/28、5/29 200

16 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
「わんフェス」ブース
出展

犬の体脂肪測定や健康管理に関するブース、
しつけ教室等を実施

11/23 3,240

17 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 帝京科学大学
荒川ビジターセンター
展示コーナーに研究成
果を展示

「かわびと交差点」展示コーナーに、教員・
学生が行った植物の研究成果（実習で得た
データや学会発表内容等）をポスター形式で
展示

6/4～7/30 75

18 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学 「大学遠足」

渓流観察、昆虫観察、棚田や養蚕の歴史、カ
イコとのふれあい等、大学生が児童をガイド
し解説する、小学校4年生対象の校外学習事
業
大学キャンパスのある山梨県上野原市で実施

6/23、
9/1、2、8、

9、20

425

19 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学 「夢の体験教室」

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
式の図書館体験など小学5・6年生対象の体験
教室

6/25 355

20 ｲﾍﾞﾝﾄ 小中学生 帝京科学大学 「体験！1日大学生」

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
講義を受け大学の授業が体験できるととも
に、学食食堂体験、大学生による実習企画
（人体模型分解や車椅子操作など）で大学生
活を体験できる中学生向け事業

7/2,11/26 355

21 ｲﾍﾞﾝﾄ 幼児 帝京科学大学
「のびのびプレイ
デー」

地域の幼児とその保護者向け、遊びプログラ
ムの体験事業
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幼児
保育学科の1年生が企画・実施

11/19 31

22 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 6/22 250
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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

23 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「秋の清掃活動」への
参加及び会場提供

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

11/11 430

24 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「あだち国際まつり
2016」ブース出展

留学生による子ども向けゲーム「いろいろな
国の『ありがとう』を教えてもらおう」

11/3 400

25 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

東京電機大学
「タートルマラソン国
際大会ｉｎ足立」ボラ
ンティア参加

「ボランティアサークル・らいふ」が、北千
住駅から会場までの案内・誘導を担当 10/16 27

26 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「地球環境フェア
2016」ブース出展

小学生向け科学実験ブースの出展
「微生物の世界をのぞいてみよう！」
「土にかえる『生分解性プラスチック』でア
クセサリー作り！」
「おいしい水ってどんな水？」
「身近で欠かせない存在『電池』の昔と今」

5/28、5/29 320

27 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」

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
「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」のＰＲ
キャンペーンも実施

6/8、11/18 236

28 ｲﾍﾞﾝﾄ
高校生
以上

東京電機大学 「健康フェスタ」

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大学キャンパス内
にて実施
「糖尿病対策月間」への協力事業

  11/18 487

29 ｲﾍﾞﾝﾄ 全区民 東京電機大学
「あなたのまちを見て
みよう！」パネル展示

区の景観に関する情報パネルの大学内ギャラ
リー（一般の方も出入り自由なスペース）に
展示や「区内の好きな場所・景観」人気投
票、アンケートを実施

12/6～15 86
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