
    ２８年度　六大学との連携事業一覧 【講座】    

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 講座 全区民 放送大学 公開講座 「日本文化と仏教」 1/8 68

2 講座 全区民 放送大学 公開講演会
アテネパラリンピックマラソン(視覚障がい
者の部)金メダリスト高橋勇市氏を講師に招
いての公開講演会「夢をあきらめない」

3/11 39

3 講座 全区民 放送大学 公開講座 「徒然草の古典力」 6/26 111

4 講座 全区民 放送大学 公開講座
「子育てに『もう遅い』はありません～どの
子も伸びる共有型しつけのススメ～」

8/21 80

5 講座 全区民 放送大学 公開講座
「フルートのさまざまなカタチVo.4姿を変え
る名曲～クラシックの「いいとこ取り」と
は？～」

8/28 100

6 講座 全区民 放送大学 公開講座
「足立に開花した江戸美術の魅力を探る～写
山楼・谷文晁の周辺～

9/11 50

7 講座 全区民 放送大学 公開講座
「ザルツブルクの風景～日々に息づく音楽と
食～」

11/27 70

8 講座 全区民 放送大学 公開講座
「育児工学からみた最新の子育て～日本の母
親に何が起こっているのか？～」

2/5 70

9 講座 全区民 放送大学 公開講座 「イヤイヤ期」 2/19 99

10 講座 全区民 放送大学 公開講座
「心理学からみる子育て～赤ちゃんの心を理
解しよう！～」

2/25 82

11 講座 全区民 東京藝術大学 「芸術によるまちづく
り事業」

大学キャンパス内スタジオや区内文化関連施
設において、国内トップレベルの演奏者によ
るサロンコンサート、レクチャーコンサー
ト、アウトリーチコンサート等を入場無料で
実施

7/30、9/3、
10/28、11/19、

2/5
349

12 講座 小中学生 東京藝術大学
Touch the Art Program
打楽器DE音あそび

「東京藝術大学のお兄さんお姉さんと一緒に
いろんな打楽器を鳴らして『音楽』をつくっ
てみよう」

7/29 12

13 講座 幼児 東京藝術大学
「親子で楽しむクリス
マス」

大学院音楽研究科で音楽療法を学んだ若手研
究者、音楽療法士、大学院生たちを中心とす
る「おとあそび♪音楽隊」による演奏会

12/4 310

14 講座 幼児 東京藝術大学
「福祉と子育て支援事
業」

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、音楽を通して乳幼児と関わる意義と
その方法の研修、障がいのある中学生以上の
方と家族を対象としたコンサートを実施

7/28、8/8、9/8、
9/19、11/17、
1/16、2/10、
2/17、2/24

790

15 講座 小中学生 東京藝術大学 「音楽教育支援活動」

区内小・中学校及びこども園を訪問し、音楽
教育支援活動としての音楽鑑賞会、ワーク
ショップ、音楽科授業の指導補助、部活動の
指導補助等および音楽科教員研修への講師派
遣や教材開発等の協力

6月～2月 7819

16 講座 小中学生 東京藝術大学 「だダDa打楽器」
小学生とその保護者を対象とした、プロの講
師による打楽器体験講座

3/19 125

17 講座 全区民 東京未来大学
区職員向け講演会の講
師

足立区基本構想の「協創」についての講演会
講師

9/26 50

18 講座 小中学生 東京未来大学
「謎解きワークショッ
プ」

小学5・6年生を対象とした、チームでの謎解
きゲームを通じコミュニケーションを学ぶ
ワークショップ
保護者向けの講座も実施

12/11 93

19 講座 その他 東京未来大学 区職員研修の講師 「モチベーション･マネジメント」の講師 11/29 29

20 講座 その他 東京未来大学 区職員研修の講師 「モチベーション･マネジメント」の講師 1/24、31 49

21 講座 小中学生 東京未来大学
大学生対象「ボラン
ティア」講座

ベーゴマ普及協会指導員による、ベーゴマ体
験を通した「子どもの居場所づくり」につい
て

7/4 44

22 講座 小中学生 東京未来大学 ミニプラネタリウム
「ミニプラネタリウムで星空と映像を楽しも
う」(ギャラクシティまるちたいけんドーム)

6/25、26 229

23 講座 小中学生 東京未来大学
「ちびっこ集まれ！大
学生のお兄さんお姉さ
んと遊ぼう!」

ギャラクシティ・未来大遊び場ブースで、工
作・お絵描き・ぬり絵など、子どもの遊び場
コーナーで東京未来大生と一緒に遊ぶ

3/11 275

24 講座 小中学生 東京未来大学

「プラネタリウム 親子
向けバリアフリー・
ヴァイオリンコンサー
ト」

プラネタリウムの星空のもと、ヴァイオリン
の生演奏が楽しめる親子向けコンサート
(ギャラクシティまるちたいけんドーム)

3/11 290

25 講座
高校生
以上

東京未来大学 子ども学講座 「小学校の子どもの心に触れる」 8/9,8/23 88

26 講座 高齢者 東京未来大学 子ども学講座 「楽しい孫育て応援」 2/28、3/7 120

27 講座
高校生
以上

東京未来大学 公開講座
「発達障がいの子どもへの理解と接し方のポ
イント」

3/20 40

28 講座 幼児 東京未来大学 公開体験講座 「着ぐるみと一緒　親子ミニ運動会」 2/5 50

29 講座 高齢者 東京未来大学 公開講座 「子どもの苦手意識とその心理」 3/25 24

30 講座
高校生
以上

東京未来大学
公開基礎講座

「障がい者の自立（自律）支援」講習、ディ
スカッション

2/17 60

31 講座 小中学生 帝京科学大学 「蝶々のひみつ」

蝶々の翅（はね）を入れたレジンストラップ
作りを通じて蝶々の生態を学ぶことにより、
生物多様性や絶滅危惧種の保全の精神を学ぶ
ワークショップ

7/30 114
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32 講座 幼児 帝京科学大学
夏休み親子柔道体験教
室

親子で一緒にできる柔道教室 8/6 51

33 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「魚つり大会」

大学生と一緒にいろんな材料でできた魚を釣
る魚釣り大会
釣った魚の料理レシピをプレゼント

12/7 78

34 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「カプラであそぼ
う！」

決まった大きさの板を積み重ねるだけで、
様々なものを作ることのできる木製ブロック
「カプラ」を使って大学生と一緒に楽しく遊
ぶ

12/14 10

35 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「ふれあい歌あそび」

大学生と一緒にわらべ歌や手遊びを楽しむ 12/14 19

36 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「ボール入れ遊び」

身近にある用具や廃材を利用して大学生と一
緒にボール投げ・ボール入れを楽しむ

12/14 28

37 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「絵本の読み聞かせと
製作遊び」

大学生による読み聞かせと、身近な素材を
使ってクリスマスのオーナメントをつくる

12/14 24

38 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「スライム＆アクセサ
リーづくり体験」

ふしぎな手触りのスライムやすてきなアクセ
サリーを大学生と一緒につくる

12/21 59

39 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ連携
「ロケットづくり」

大学生と一緒に紙コップを使ってロケットを
作る

2/7 21

40 講座
高校生
以上

帝京科学大学

ギャラクシティ講座
「知っておくと嬉し
い！小学校で習う漢字
基礎知識」

新小学1年生の保護者向けに、小学校で習う
漢字の筆順や文字を整えて書くコツ、新たに
小学校の必修に加えられている都道府県名で
使われている漢字についてなど、小学校で習
う漢字の基礎知識についてわかりやすく知る
ことのできる講座

11/30 12

41 講座 幼児 帝京科学大学
ギャラクシティ講座
「ベビちゃんふれあい
あそび」

大学生と一緒にお子さんと保護者が、音楽に
合わせて体を動かしたり、手遊びをする

1/19 24

42 講座
高校生
以上

帝京科学大学 公開講座 「精神科医と考える心の病と動物療法」 12/3 14

43 講座 高齢者 帝京科学大学
認知症サポーター養成
講座とグループワーク

医療福祉学科1年生と地域住民が、1日目は認
知症サポーター養成講座、2日目は認知症の
人が安心して暮らせるまちづくりについての
グループワークを実施

1/18、19 133

44 講座 その他 帝京科学大学
生物園による学芸員実
習受け入れ

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

8/19～(10日間) 50

45 講座 その他 帝京科学大学
生物園による授業・ゼ
ミ実習の受け入れ

授業・ゼミの一環として、園内見学と環境教
育に関するインタープリテーション概論など
を実施

9/10 36

46 講座 小中学生 帝京科学大学 「ふれあい動物教室」

モルモット、カイコ、スナネズミ、ウズラ等
とのふれあいや動物クイズを小学校にて実施
小学校2年生が、大学生との交流の下に、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

4/16、5/14、
6/11、7/9、

9/10、10/15、
11/12、12/10、

1/14

1,424

47 講座 その他 東京電機大学 区職員研修の講師 「個人情報漏えいの影響と防止策」の講師
1/16午前、午後
1/26午前、午後

1,208

48 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ講座
電大ガールズプレゼン
ツ「ピカッとキラッと
電子工作」

電気や電子工学についてユニークな電子回路
キットをはんだづけして組み立てる

8/1、2 102

49 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「土にかえる『生分解
性（せいぶんかいせ
い）プラスチック』で
アクセサリーをつくろ
う！」

とうもろこしからとれる生分解性プラスチッ
クについて学び、ecoでカラフルなオリジナ
ルストラップをつくる

1/15 18

50 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「身近で欠かせない存
在『電池』の昔と今」

簡単な電池を組み立てて、電池の仕組みを学
ぶ

1/15 18

51 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「酸性、アルカリ性っ
て何？」

ムラサキキャベツの抽出液を使って、身近な
食べ物の酸性、アルカリ性を調べる

1/15 20

52 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「小さくて見えないけ
れど頼もしい味方・微
生物の世界をのぞいて
みよう！」

くらしに役立つ微生物たちを顕微鏡で観察し
た後、微生物のはたらきによって作られたア
ミノ酸について調べる

1/15 18

53 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「何度でも使えるecoカ
イロを作ってみよ
う！」

何度でも使えるecoカイロVS使い捨てカイ
ロ。何が違うのか調べる

3/12 19

54 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「身近で欠かせない存
在『電池』の昔と今」

簡単な電池を組み立てて、電池の仕組みを学
ぶ

3/12 14

55 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「酸性、アルカリ性っ
て何？」

ムラサキキャベツの抽出液を使って、身近な
食べ物の酸性、アルカリ性を調べる

3/12 17
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56 講座 小中学生 東京電機大学

ギャラクシティ★こど
もサイエンスラボ
「小さくて見えないけ
れど頼もしい味方・微
生物の世界をのぞいて
みよう！」

暮らしに役立つ微生物たちを顕微鏡で観察し
たあと、微生物のはたらきによって作られた
アミノ酸について調べる

3/12 16

57 講座
高校生
以上

東京電機大学
「コルビュジエの世界
文化遺産」

「近代建築運動の拡（ひろ）がりの証として
の国立西洋美術館」をテーマに、コルビュジ
エの作品の紹介と、同美術館設計のいきさつ
を、世界文化遺産登録のための推薦書づくり
に関わった講師が解説

12/9 109

58 講座 小中学生 東京電機大学
環境スペシャリスト発
掘講座

「宇宙から環境観測」をテーマに中学生向け
に実施

9/17 17

59 講座 小中学生 東京電機大学
「夏休みキッズ模型講
座」

「親子で挑戦！建築模型づくり」ワーク
ショップを関原の森・愛恵まちづくり記念館
にて実施

8/7 20

60 講座 小中学生 東京電機大学
科学・ものづくり体験
教室

「電気電子工作（永久コマ・ラインレー
サ）」
「電子オルゴール回路製作」「プラ板でキー
ホルダー作り」
「からくり豚貯金箱の制作」
「光ファイバを使った不思議なテレビ石」
「おりがみ建築～１枚の板紙から立体を創ろ
う～」
「やさしいマイコンプログラミング」
「ペーパークラフト（ゆっくり坂を下るおも
ちゃ）」
小学4年生を対象に実施

12/17 151

61 講座
高校生
以上

文教大学 公開講座 「2020年を支えるボランティアとは」 9/18 11
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