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交流参加型活動 

施設提供型活動 

価値創造型活動 

知識提供型活動 

 

 

 

 
 東京未来大学地域連携センターの活動を紹介します。 

 

 

    地域連携センターの活動方針 

   地域連携センターでは、「教育」「研究」に加えて「社会貢献」が大学の使命の一つとして位置付けられ

たことに伴い、本学の教育目的に掲げた「社会に貢献する人材養成する」を実現するための活動を担って

います。 

   特に足立区を中心に本学の持つ知的・物的資源をもって地域のニーズにこたえ、また、地域における各

主体に対して働きかけを行う地域貢献活動に学生が直接的に関与することで教育目的の達成に寄与する

ことを活動の方針としています。 

 

 

    地域連携センターの目的 

   地域連携センターは、東京未来大学の地域連携及び産学連携の窓口として、地域住民、NPO、行政機

関及び企業との連携を深め、地域の文化及び産業の振興並びに地域社会の発展に寄与することを目的と

しています。 

 

 

    地域連携センターの活動内容（4 つの柱） 

   地域連携センターは、以下の 4 つの柱を中心に活動しています。 

 

 
地域のイベント・行事の学内掲示・周知、学生のボランティア募集、派遣などを行

っています。 

  

地域のイベント、行事の会場としての施設開放などを行っています。 

 
企業と連携しての商品開発や地域イベントの企画・運営補助、その他活性化に係

るアイデアの提供などを行っています。 

 
本学教員の専門分野に係る講演会、講師派遣及び学識経験者としての各種委

員の派遣を行っています。 

 

東京未来大学 地域連携センター 
Community Cooperation Center 
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交流参加型活動 

    これまでの地域連携センターの具体的な活動 

 

 

 

 

 

 

CFAキッズ夏祭りにおける連携 

【2019 年度】 

足立区を中心に学童保育を運営する CFA キッズのイベント

夏祭会場として本学を開放し、学生もボランティアとして約30

人が各校舎の企画に参加しました。 

〇日時：2019 年 9 月 1 日（日） 本学 B 棟にて実施 

〇参加者数：合計 690 人 

(こども 約 260 人、未就学児 70 人、保護者 350 人、

外部来場者 10 人) 

〇 本学学生参加 30 名 （８月企画段階から参加） 

【2020 年度】新型コロナウイルス感染症対策のため本学での

実施を見送りました。 

 

足立区くらしフェスタ出展 

【2019 年度】 

足立区消費者センター主催のくらしフェスタに、本学鈴木哲也

ゼミ、小林久美ゼミ、木内菜保子ゼミ、髙橋文子ゼミが参加し、

それぞれブースを設置してゼミ学生を中心にワークショップ

を行いました。 

〇日時：2019 年 10 月 26 日（土） 本学 B 棟にて実施 

〇場所：エル・ソフィア（梅島） 
【2020 年度】 

新型コロナウイルス感染症対策のため「くらしフェスタは中

止となりました。 

 

 

あだちチャリティサンタウオーク参加 

【2019 年度】 

あだちサンタウオーク実行委員会が主催するチャリティイベ

ントのあだちサンタウオークに本学学生が多数参加し、サンタ

の衣装で北千住の街を歩きました。 

 このイベントは地域の子どもたちに夢を与える企画です。 

〇日時：2019 年 12 月 8 日（日） 

【2020 年度】 

同行事は新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小し、

本学では参加を見送りました。 

 

認知症サポーター養成講座と声掛け訓練の実施 

【2019 年度】 

地域包括支援センターと足立区と連携して 2019 年 12 月 2 日

に本学小谷博子准教授の授業においてに「認知症サポーター養

成講座」を実施し、地域の方々にも開放しました。 

それを受けて 2020 年 1 月 15 日に地元の学童保育の子ども

たちと合同で高齢者への声掛け訓練を行いました。 
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施設提供型活動 

価値創造型活動 
（区内企業と連携した商品開発など） 

 

 

 

 

【2019 年度】 

CFA キッズ夏祭会場 

CFA キッズ夏祭会場 

 詳細は前項「CFA キッズ夏祭りにおける連携」欄に記載 

〇日時：2019 年 9 月 1 日（日） 

 

 

 

 

 

【これまでの主な活動】 

 

2018 年度 みらいおこしプロジェクト 

足立区の（株）篠原製菓と連携して、伝統的なおこしをアレン

ジして「みらいおこし」を考案 北千住マルイ、あだち千本桜祭

りにおいて販売。お茶のおくむら園とも連携してセット商品販売

をしました。 

 

2018 年度 綾瀬駅前サンアヤセ商店街フラッグ作成 

サンアヤセ商店街の新しいフラッグデザインを学生が考案。年

度末に実際に設置されました。 

 

 

2019 年度 しまや出版との連携による新カードゲーム「ほめじ

ょーず」を制作、商品化されました。 

 足立区内 （株）しまや出版と連携して、新しいコミュニケーションゲ

ーム「ほめじょーず」を考案。各種イベントや企業研修等で実演を繰り

返し商品化。現在ネット及び東急ハンズで販売。 

  

 

2019 年度 新みらいスイーツプロジェクトの取り組み 

 足立成和信用金庫、ミサワ食品と本学学生の三者で協働し、新し

いお菓子の製造に取り組みました。 

 学生は関係者との打ち合わせを重ねて、各種イベントで試食販売

を行うなど商品化に向けて試作を繰り返しています。現在は、新型

コロナウイルス感染症の影響でその活動を中断しています。 

 👉「参考１」 
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2020 年度 喜田家さんとの和菓子「密どら」開発 

 足立区シティプロモーション課、NPOあだちフォーラム 21と本学

の三者で実施している「足立区大学生地域活動プラットフォーム」

の企業見学で訪問した和菓子の老舗「喜田家」の社長さんとの意見

交換がきっかけで生まれた和菓子開発。社長さんや職人さんとも協

議を行いながら「密どら」を開発し、商品化しました。新型コロナ

ウイルス渦の中で「密」を防ぎ、感染の収束を願う商品でもありま

す。 

👉「参考２」 

 2021 年度 喜田家さんとの和菓子 

「密どら」に続く新商品「プリンセスマロン」の開発 

 「密どら」に続いて、新商品「プリンセスマロン」の開発に着手

しました。喜田家さんとの連携は、森下ゼミを中心にさらなる発展

を続けています。 

 

 

👉（参考１） 

「新みらいスイーツプロジェクト」の取り組みを紹介します。 

第１回 

「工場見学会」 

日時：2019 年 6 月 26 日（水）10：30〜14：00 

場所：ミサワ食品工場（足立工場、三郷工場） 

参加：小林久美・3 年ゼミ生 6 名、足立成和信用金庫担当等、計 10 名 

第 2 回 

商品アイデア会議 

日時：2019 年 7 月 24 日（水）10：30〜11：30 

場所：小林久美研究室 

出席：ミサワ食品、足立成和信用金庫、足立区、小林久美・3 年ゼミ生 8 名、計 13

名 

内容：事前に KJ 法でまとめていた新商品のアイデアを説明し、候補を絞った。く

ず餅とワッフルの 2 つの商品に対して、新しいアイデアからそれぞれ 5 種類程度

の案を工場に持ち帰っていただけることになった。工場で、作成可能な商品を試

作していただき、次回の会議で試食することとなった。 

第 3 回 

商品アイデア会議 

日時：2019 年 9 月 27 日（水）10：30〜11：30 

場所：小林久美研究室 

出席：ミサワ食品、足立成和信用金庫、産官学連携係越智、小林久美・3 年ゼミ生 8

名、計 14 名 

内容： 

１．試作品試食 

工場で試作した商品を試食した。 

１） ワッフル；プリン、はちみつレモン、コーンポタージュ、カレー 

２） わらび餅；餅（乳酸菌入り、ココア、コーヒー、紅茶）、粉（シナモン、き

な粉、ココア、おろしポン酢）の組合せ 

試食の結果、プリンのワッフル、カレーのワッフル、乳酸菌入りわらび餅とお

ろしポン酢、ココアとココアが候補として残った。乳酸菌入りわらび餅は甘味を

少なくする方がよいとの意見でまとまった。一方、ココアの個包装、もちもち感

の耐久などの課題が残ったため、工場で検討してもらうこととなった。 

２．アリオ西新井での試食販売について次回の会議 

 12 月 1 日（日）にアリオ西新井で試食販売を行うこととなった。 

３．パッケージのデザイン 

 次回の会議までにパッケージのデザインのイメージを牧野さんへお送りすること

となった。 
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1 回 工場見学の様子 

 

第 3 回 試作品の試食の様子 

 

 

👉（参考２） 

「喜田家さんとの和菓子「密どら」開発の取り組みを紹介します。 

※足立区「まちの魅力情報」(2021年 3月 19 日)掲載 

 

※朝日新聞(2021年 4月 6日 東京版掲載) 

 

 

参加者 東京未来大学・森下先生と森下研究室の学生 8 名＋4 年生（前ゼミ生）・授業「地域連携Ⅱ」履

修の 1 年生 3 名、㈲喜田家、足立区大学生地域活動プラットフォーム事務局、足立区シティプ

ロモーション課大学連携係  

■経緯  

 

（発端）  

●その１【喜田家町屋店内にある古民家サロンの活用について】  

足立区で学ぶ大学生と、足立区を支えている中小企業の皆さんの縁を結んで、交流やコラボ

レーションを促し、若い力を活用して足立区を元気にしていこう！ そして大学生にもっとも

っと足立区を好きになってもらおう！という目的のもと毎年実施している「足立区企業見学ツ

アー」において、2020 年 1 月 20 日の喜田家さんのツアーに参加した＜露木さん、吉見さ

ん、東さん、佐藤さん（現 4 年生・全員男性）＞の 4 名が、田口社長から喜田家町屋店の 

2・3 階の古民家サロンを地域活性化拠点として活用できないか、との相談を受けたことがき

っかけ。その際、参加学生が森下先生と研究室の活動を田口社長に紹介し、大学生地域活動プ

ラットフォーム事務局より森下先生に協力を依頼する運びとなった。  
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●その２【若い世代向けの和菓子新商品開発のアイデアについて】  

同じく、「足立区企業見学ツアー」の際、喜田家さんのツアーに参加した学生たち（男性 4 

名）が、田口社長から「今の若い世代はどんな和菓子なら好きなのか？そもそも和菓子を食べ

るのか？」などの質問を投げかけられたことから、喜田家の代表的な和菓子を試食しながらの

意見交換会となった。  

試食した中でとくに、〝どら焼きのなかにバターを挟んでレンジでチンして温めもの″が大

人気で、「若い男子も好きな味！これならバズるかも？」という好反応だったことから、田口

社長が「こういうアイデアを、伝統的な和菓子づくりの固定観念にとらわれたうちの職人さん

に聞かせたら良い刺激となり、新商品開発のヒントになるのではないか・・・」と話され、そ

の後、森下研究室学生×喜田家職人さんによる交流会「歌舞伎座で喜田家が出店する和菓子に

ついてのプレゼンテーション」につながることとなった。  

 
※2020 年 3 月に森下先生と代表学生、喜田家の田口社長と第一回のミーティングを実施する予

定だったが、コロナ禍で一時中断。  

（合意） 

●足立成和信用金庫「夢のお菓子コンテスト」の際、森下先生が田口社長に挨拶し、喜田家町屋

店古民家サロンを拠点とした活性化活動に関与することについて合意した。 

活動開始  

2020 年

8/25 

 

 

【進行状況】  

●8 月 25 日：森下先生とゼミの学生さん 5 名、事務局・遠藤が町屋店を訪問し、2 階にある古

民家サロンと 3 階の部屋を見学し、田口社長と今後の方針について相談。～調査・企画立案

開始～  

●9 月 3 日：活動の一環として、歌舞伎座出展に臨む喜田家の若い世代の和菓子職人の創作意欲

を触発するようなアイデアを大学生（森下研究室 3 年生）が提供する目的でセッションを試

み、新感覚の和菓子案がプレゼンされた。「密ドラ」はそこで高い評価を受けた提案の 1 つで

ある。（会場：喜田家本社会議室）  

●9 月 29 日：森下研究室メンバー、田口社長が町屋店古民家サロンに集まり、内装や必要な設

備等についてのミーティングを行った。  

●10 月 14 日： Wi-Fi、コンセント、音響設備の設置の見積もりを依頼するために㈱光和エンジ

ニアリングに下見を依頼し、必要な設備と費用について相談した。 

●11 月 9 日：「町屋店古民家サロン活用についての第一回プレゼンテーション」※森下研究室の

学生メンバーに、講義「地域連携Ⅱ」を履修するモチベーション行動科学部 1 年生 3 人が加

わり、町屋店古民家サロン活用プロジェクトに関わる周辺調査の結果と活用計画についての提

案が行われた。  

 ・「高校生・大学生の勉強カフェとしての活用」というプレゼンテーションを受け、田口社長

は、町屋店の 2 階古民家サロンにこれまで展示していた手芸品や絵画などを撤収。学生さん

の希望通り、2 階・3 階にフリーWi-Fi と、充電用コンセントを設置した。（※設置費用は田

口社長のポケットマネーから捻出）  

●2 月 22 日：森下ゼミ学生さん企画「密ドラ」の販売が 4 月 6 日（予定）に決定。  
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「密ドラ」 

誕生秘話 

●「密ドラ」の趣旨は、私たちの社会に混乱をもたらした新型コロナウイルス感染症拡大防止の

対策として、さかんに避けるように呼びかけられた「密」という言葉を逆手にとり、「密」とい

う言葉をどら焼きの皮に焼印して、その「密」な甘さとコクをアピールするところにある。私た

ち大学生は新型コロナウイルスのために学生としての生活を奪われ、研究室でのゼミすら経験し

ていない。こうした新型コロナウイルスによる不満・不安を持っている人々はたくさんおり、そ

れどころか健康や命をも奪われた方々も少なくない。「密ドラ」はそんな事態をこの社会にもた

らした新型コロナウイルスに対して、「食ってコロナをやっつけちまえ！」の気持ちがこもって

いる。 

 

「密ドラ」

の詳細 

①どら焼き「密」のなかみについて 

「あんこ」、「バター」、「蜂蜜」、「ドライフルーツ」入りの密などら焼きにしたい。 

②焼き印希望→「密」 

③パッケージに記載する説明文(仮) 

「東京未来大学の学生と意見交換をし、開発された「密どら焼き」。中身はたっぷり「密」が詰

まった仕上がりになっていて、食べてコロナをやっつけようという気持ちも詰まった一品になっ

ています。是非、三密を避けてお召し上がりください。」  

「密ドラ」

試食会の開

催 

●第一回試食会：3 月 17 日（水）午後 3 時～  

 会場：喜田家町屋店 2 階古民家サロン  

・参加者：田口社長、森下先生、小野(3)、小嶌(3)、児玉(4)、足立区シティプロモーション課大

学連携係・浅野係長、遠藤 計 7 名  

【密ドラ案 2 種類を試食】  

① 白あんタイプ：ドライフルーツミックス（オレンジピール・レモンピール・レーズン）＋白

玉＋バター・皮に蜂蜜たっぷり  

② 小倉あんタイプ：ドライフルーツミックス（ラムレーズン・ブルーベリー・オレンジピー

ル）＋白玉＋バター・皮に蜂蜜たっぷり  

＜試食後の意見＞  

★①の白あんタイプが好き 5 票、②の小倉あんタイプが好き 1 票（浅野係長）と、学生には白

あんタイプの柑橘系ドライフルーツミックスのほうが人気だった。  

★甘いあんとバターの塩味のマリアージュが良い。  

★白玉はナシのほうがよいのではないか？  

★小倉あんにラムレーズンは合わないような気がする。ブルーベリーは印象が薄く、入っている

かどうかいまいちわからなかった。  

★パッケージは学生が描いたイラストを使用して試しに包装したものを見ながら検討。 

＜次回試作品の提案＞  

① こしあん＋バター・皮に蜂蜜たっぷり タイプ（ドライフルーツはナシ）  

② 白あん＋バター・皮に蜂蜜たっぷり タイプ（ドライフルーツはナシ）  

③ 白あん＋バター＋ドライフルーツミックス（オレンジピール・レモンピール・レーズン）  

④ 白あん＋ドライフルーツミックス（オレンジピール・レモンピール・レーズン※バター無し

タイプ） 
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田口社長

からの 

コメント 

●試作品は 5 回程作ってみて、試食を重ね、最終候補を決定する。4 月 6 日販売のため、最終

試食会は 3 月 30 日（火）までに行いたい。  

●町屋店の 2 階古民家サロンと 3 階の会議室については、1 階の店舗の営業時間内（9：00～

19：00 火曜日は 17 時まで）ならいつでも出入り自由で使用してもらってかまわない。  

●森下先生の第 2 の研究室として活用してもらい、町屋サロンがアカデミックな雰囲気が漂う

場所となり、学生さんの活動を SNS 等で発信してもらえることを期待している。また、異文化

交流の場としても活用してもらえると嬉しい。 
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価値創造型活動 
（足立区と連携した新たな価値創造型活動） 

 

 

 

 

足立区大学生地域活動活性化プラットフォーム事業 

【事業主旨】 

2017 年度から、大学の所在する「足立区を大学生の力で活性化しよう」というスローガンのもとに「足

立区大学生地域活動活性化プラットフォーム事業がスタートしています。 

 本事業は、足立区シティプロモーション課、足立区企業を取りまとめる「NPO あだちフォーラム 21」

と本学の三者連携のもとでスタートしました。 

【事業内容】 

＜企業見学・職業体験＞ 

 内容は、まずは大学生に足立区をより知ってもらうというコンセプトの下で区内の企業見学、そして

1 日の簡易な就業体験を実施しています。 

 協力いただいている企業は、様々な業種（製造、金融、小売、教育、その他）があり、これまで多くの

学生が参加しています。 

 先に紹介した新コミュニケーションカードゲーム「ほめじょーず」は、このプログラムに参加したこ

とがきっかけでスタートしました。 

 受け入れていただく企業の方々も、試行を凝らした対応をいただき、有意義な企画となっています。 

＜企業見学の様子＞ 
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＜2021年度の企業見学の様子＞ 

大塚竹管楽器さんでの企業見学 ザオー工業さんでの企業見学 

  

＜企業インタビュー＞ 

 2020 年度は、新型コロナウルス感染症の世界的な流行（パンデミック）により、本学の授業が遠隔対

応となるなど、日常的な活動が大きく制限される状況となりました。 

 当然、学生の活動も制約を受けて対外的な派遣活動、ボランティアの斡旋、先に紹介した地元企業と

の商品開発プロジェクトも中断に追い込まれてしまいました。 

 これまで実施してきた企業見学や職業体験の取組も実施を見送らざるを得なくなってしまいました。 

しかしながら、こうした状況下で完全に活動を休止するのではなく、「何かできないか」「できるものは

ないか」と模索した中から、「企業インタビュー」企画が誕生しました。 

 企業インタビューではオンラインで各企業の社長さんをはじめ従事する方々から、各企業の業務内容

や方針からはじまり、社長さんや従事する方々の社会人としての経験や失敗談などをお聞かせいただき、

さまざまな業務やそれに携わる方々の理念や考え方に触れることで学生の意識もかなり変わったことを

実感した企画となりました。 
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 【企業インタビュー概要】 

〇インタビュー方法：Zoom、GoogleMeet のいずれかにより実施（企業環境によって個別に指定） 

〇指定されたテーマに沿った質問をし、いただいた回答から報告書を作成する。 

〇インタビュー時間は 60 分～80 分程度 ・状況によって大学・フォーラム 21 関係者をコーディネーターとして

配置する。 

〇質問内容：「勤務（経営）されている会社は、どのような会社ですか」、「今の会社ではどのような業務をされてい

ますか？」、「どんな学生時代を過ごされましたか？」「学生から社会人になった時のことを教えてください。」「こ

れまでを振り返って、今の自分にどう影響していますか」「最後に学生に対してアドバイスがあればお願します。」

など、 

 

 

職名 氏名

1
11月29日 月 17:00 18:30 株式会社しまや出版 出版 代表取締役 小早川 真樹社長 6人

2
12月1日 水 17:00 18:30 ザオー工業株式会社 金属加工 代表取締役 鈴木 国博社長 5人

3
12月2日 木 17:00 18:30

株式会社ティー・エム・エンタープ
ライズ（東京マリン・花畑地域学習
センター）

使節管理委託
所長/

職員

西口所長
秦 佳乃

廣澤 研太

7人

4 12月3日 金 14:00 15:30 溜屋近藤商店 株式会社 葬祭 代表取締役 近藤 温思社長 6人

5
12月3日 金 17:00 18:30 有限会社大塚竹管楽器 楽器製造販売

代表取締役
マネージャー

4代目笛師大塚 敦社長

笛師　大塚 美智子
7人

6
12月6日 月 17:00 18:30 株式会社安心堂 印刷 代表取締役 丸山 有子社長 3人

7
12月7日 火 17:00 18:30 三祐医科工業株式会社 医療機器製造 代表取締役 小林 保彦社長 4人

8

12月8日 水 17:00 18:30 有限会社大塚竹管楽器 楽器製造販売
代表取締役
マネージャー

4代目笛師大塚 敦社長

笛師　大塚 美智子
7人 1人

9 12月9日 木 17:00 18:30 ザオー工業株式会社 金属加工 代表取締役 鈴木 国博社長 7人 1人

10 12月10日 金 17:00 18:30 有限会社三幸 アクリル加工 代表取締役 小沢 頼寿社長 9人

11

12月11日 土 14:00 15:30 パッケージアート株式会社 梱包・包装
代表取締役
営業担当
製造担当

小林 正彦社長

髙橋さん
深谷さん

7人

12 12月14日 火 17:00 18:30 三祐医科工業株式会社 医療機器製造 代表取締役 小林 保彦社長 2人

13 12月15日 水 17:00 18:30 株式会社　トミテック 金属加工 代表取締役 尾頭 美恵子社長 3人

14 12月16日 木 17:00 18:30 株式会社マーヤ 婦人服 専務取締役 工場長 菅谷 正 8人

15
12月17日 金 17:00 18:30 北澤商事株式会社 不動産 採用担当 取締役

髙橋　克成
北澤　龍一

10人

16
12月18日 土 14:00 15:30 学校法人 足立学園 学校法人 事務次長 事務

長田 事務次長

早川さん
かわいさん

4人

17 12月21日 火 17:00 18:30 株式会社 丸庄 印刷 常務取締役 鈴木 成幸 2人 1人

18 12月22日 水 17:00 18:30 公益社団法人　足立法人会 団体 事務局 橋浦　亮 7人

19 12月23日 木 17:00 18:30 株式会社横引シャッター シャッター製造 代表取締役 市川 慎次郎社長 6人

20 12月24日 金 17:00 18:30 フジ工営㈱ 金属加工 代表取締役 牛島 珠美社長 7人

21

1月6日 木 17:00 18:30

株式会社ティー・エム・エンタープ
ライズ（東京マリン・花畑地域学習
センター）

施設管理委託 所長 職員
西口所長
秦佳乃
廣澤研太

9人

22 1月12日 水 17:00 18:30 株式会社安心堂 印刷 代表取締役 丸山 有子社長 8人

23 1月13日 木 14:00 15:30 株式会社 センジュ出版 出版 代表取締役 吉満 明子 社長 4(1)人

24 1月14日 金 17:00 18:30 有限会社三幸 代表取締役 小沢 頼寿社長 6人

25 1月17日 月 17:00 18:30 株式会社しまや出版 出版 代表取締役 小早川 真樹社長 10(2)人

26
1月18日 火 17:00 18:30

弘和印刷株式会社
株式会社アイズ（企画・デザイン部門）

印刷 代表取締役 瀬田 章弘社長 6人

27
1月19日 水 14:00 15:30 太陽保育園 社会福祉法人 園長 保育士

髙山園長先生
蛭田先生、他

6人

28 1月20日 木 17:00 18:30 有限会社 喜田家 菓子製造販売 代表取締役 田口 恵美子社長 7人

29 1月26日 水 17:00 18:30 ㈱ジェイコム東京 足立局 放送 地域プロデューサー 勘山聡 1人

160人

2021年度　足立区大学生地域活動プラットフォーム事業　実施状況

企業名 業種

【企業インタビュー】　参加学生数(　）は、文教大学学生で内数

月日 曜日 開始 終了
参加学生

数
見学参
加者

対応者
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足立区 6大学リレーイベント 

 足立区内に所在する６大学（東京未来大学、東京藝術大学、東京電機大学、帝京科学大学、放送大学、

文教大学）が、足立区シティープロモーション課と連携して、順番で区内小学生及び保護者対象のイベ

ントを実施しています。 

 各イベントにおいては、各大学の特性を生かし、各大学の教育内容をアピールする場ともなっていま

す。これまでの本学の実施内容は以下のとおりです。 

 

【小学生向けイベント】 

 
 

 

 

【保護者向けイベント】 
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知識提供型活動 

  

 

 

 

 

    公開講座（足立区生涯学習センター共催） 

   

  【2017 年度実施】 

 

第 1回 記憶画講座 

～絵日記のように描く 残したい記憶～ 

■日時：2017 年 11 月 24 日（金） 

■場所：東京未来大学図工教室 

■講師：髙橋文子講師 特別講師：新見 睦氏 

 

※左記チラシのタイトル「絵日記のほうに描く・・・」は、「絵

日記のように・・・」の誤りです。 

 

第 2回 クラシック音楽への誘い 

      ～聴いて語らうひととき～ 

■日時：2017 年 12 月 16 日（土） 

■場所：東京未来大学音楽室 

■講師：森薫講師、 

特別講師：岡村彬子氏（メゾソプラノ）、渡邊亜沙氏（ピアニ

スト）、内村真凜氏（ピアニスト） 
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第 3回 長距離走・マラソンの行程表 

    ～スタートラインに立つまで～ 

■日時：2018 年 1 月 19 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：越智房樹 

 

第 4回 異文化理解へのアプローチ 

    ～台湾の社会と文化～ 

■日時：2018 年 2 月 16 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：郭 潔蓉教授 

  【2018 年度実施】 

 

第 1 回 働く女性のための出産子育てシュミレーションセ

ミナー 

 

■日時：2018 年 4 月 20 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：小谷博子准教授 

 

第 2回 徳川 260年の平和と安定に学ぶ 

      ～聴いて語らうひととき～ 

■日時：2018 年 5 月 2 日（水） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：山﨑善弘講師 

 

 

 

 

 

第 3回 観光コースからはずれて見る沖縄 

    ～シマの祈りと空間～ 

■日時：2018 年 6 月 23 日（土） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：森下一成准教授 
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第 4回 シナリオでモヤモヤ解消 

■日時：2018 年 7 月 28 日（土） 

■場所：東京未来大学 

■講師：安田伊佐男特任教授 

    特別講師：新井一樹氏 

※台風接近により中止 

 

第 5回 小学校ってどんなところ？ 

  ～小 1プロブレムはなぜ起きてしまうのか！～ 

■日時：2019 年 2 月 16 日（土） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：今井康晴講師 

     

 

 【2019 年度実施】 

 

第 1回 記憶画講座 

～残したい記憶を絵日記のように描く～ 

 

■日時：2019 年 5 月 17 日（金）、31 日（金） 

■場所：東京未来大学図工室 

■講師：髙橋文子講師 

    特別講師：新見 睦氏（記憶画家） 

 

第 2回 西洋と日本の城 ～比較と検証～ 

 

■日時：2019 年 6 月 21 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：西野博道氏（東京未来大学非常勤講師） 

 

 

第 3回 2020東京大会 競技を体験しよう 

    ～会場ブースの楽しみ方～ 

■日時：2019 年 11 月 24 日（日） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：篠原俊明講師 
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第 4回 オリンピックを目指して 

    ～狭き門より入れ 

■日時：2019 年 12 月 12 日（木） 

■場所：東京未来大学 

■講師：遠藤 司氏（ソウル五輪代表） 

 

 

第 5回 2020東京大会で世界と繋がろう 

   ～子どもたちとスポーツ～ 

■日時：2020 年 1 月 10 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：藤後悦子教授 

     

 

 

 【2020 年度実施】（新型コロナウイルス対策のため 2 回実施） 

 

第１回 残したい記憶を絵日記のように描く 

    記 憶 画 講 座 

■日時：2021 年 2 月 19 日（金） 

        3 月 5 日（金） 全 2 回 

■場所：生涯学習センター 

■講師：髙橋文子准教授 

 

 

第 2回 主張する百姓たち 

政治参加の方法としての百姓一揆 

■日時：2021 年 3 月 26 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：山﨑善弘准教授 
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 【2021 年度実施】 

 

第１回 コロナに負けるな 

 心の健康講座 

■日時：2021 年 12 月 17 日（金） 

■場所：生涯学習センター 

■講師：須田 誠教授 

 

 

第２回 残したい記憶を絵日記のように描く

記憶画講座 

■日時：2022 年 2 月 18 日（金） 

        3 月 4 日（金） 全 2 回 

■場所：東京未来大学 B122 教室  

■講師：髙橋 文子準教授 

 

※新型コロナウイルス感染症に係るまん延防

止等重点措置発出に伴う自粛のため、3 月 16 日

(水)の 1 回開催に変更 

 

 

第３回 ハッピーエイジングの心理学 

■日時：2022 年 3 月 18 日（金） 

■場所：生涯学習センター  

■講師：島内 晶準教授 
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    足立区東和地域学習センター連携講座（2021 年度） 

「東京未来大学出張講座 子育てに活かす心理学」 

 

開催日 テーマ 講師 

3 月 11 日(金) 傾聴で子どもの話を聴ける親になろう 井梅由美子准教授 

3 月～5 月 

※ 

 

リフレーミングで子どもの短所を長所に 川原 正人講師 

アドラー心理学で自分の人生を楽しむ 藤後 悦子教授 

アンガーマネジメントで子育てしよう 日向野智子准教授 

   第 2 回目以降は、新型コロナウイルス感染症にかかるまん延防止等重点措置発出のため、日程調整中 

 

 

 

 

 

 

    講師・各種委員としての教員派遣 

【2021 年度実績】 

 次頁参照 

 



№ 内容 派遣者 依頼元 派遣日時・期間 備考

1
講座開催に伴う講師の派遣について（生涯学習セ
ンター）

川口めぐみ講師 足立区生涯学習センター １１月
「イヤイヤ期にも効果的！怒らないですむ声掛けのコ
ツ」

2
令和3年度「子ども学講座～子ども同士のトラブ
ル！そのとき大人は？～」講師依頼

藤後　悦子教授 足立区生涯学習公社 10月27日

3 令和3年度「本太保育園園内研修」の講師 佐々木由美子教授 足立区立本太保育園
10/14、
11/1、12/6

4
令和3年度ジュニア育成地域推進事業「コンプライ
アンス講演会」講師

藤後　悦子教授 足立区体育協会 10月23日 ジュニアスポーツにおける指導者のあり方について

5
大学連携事業における「アートボランティア講
座」の講師派遣依頼について

髙橋　文子准教授 足立区教育委員会青少年課
10/27．
11/4、11/１３

アートボランティア講座

6 「あだち放課後子ども教室」安全管理員募集動画 藤後　悦子教授 足立区生涯学習振興公社 10月18日 出演、撮影

7 足立区いじめ等調査員とSCとの意見交換会 大橋　惠教授 こども支援センターげんき 11月5日
スクールカウンセラーとの意見交換を通して、その活
動状況やいじめ問題解決に向けた取り組みの現状を把
握する

8 小中連携教育事業研究授業講師派遣 執行　智子准教授 足立区古千谷小学校 11月15日 「Let’s　Try！」

9
令和3年度ジュニア育成地域推進事業「コンプライ
アンス講演会」出席

小谷　博子准教授 足立区体育協会 10月23日 ジュニアスポーツにおける指導者のあり方について

10 足立区いじめ等調査委員会学校訪問 大橋　惠教授 足立区いじめ等調査委員会 12/７、１４

11 足立区地域自立支援協議会こども部会 小谷　博子准教授 足立区障がい学習センター 11月30日

12
令和3年度第2回足立区地域保健福祉推進協議会
「子ども支援専門部会」派遣依頼

小谷　博子准教授 足立区地域保健福祉推進協議会 12月21日

13 令和3年度あだち放課後子ども教室安全管理員研修 藤後　悦子教授 放課後子ども教室地域担当課長 12月23日
「子どもとの接し方～子どもに「届く」接し方、話の
こつ

14
令和3年度「子ども学講座～ネットいじめに直面す
る子どもへの支援～」の講師委嘱について（依
頼）

須田　誠　教授 公益財団法人足立区生涯学習振興公社 3月8日
「子ども学講座～ネットいじめに直面する子どもへの
支援～」講座講師

15
足立区民生・児童委員協議会　子育て支援研究部
会開催に伴う講師の派遣について

藤後　悦子教授 足立区福祉部長 1月11日 子育て支援について

16
令和3年度ジュニア育成地域推進事業「コンプライ
アンス講演会」講師

藤後　悦子教授 足立区体育協会 1月29日 ジュニアスポーツにおける指導者のあり方について

17 あだちサポーターフォロー講座講師 藤後　悦子教授 足立区生涯学習振興公社 2月28日
サポーターフォロー講座～子どもの理解の仕方や接し
方～

№ 内容 派遣者 依頼元 派遣日時・期間 備考

1 児童臨床研究センター研究協力員の委嘱について 金　瑛珠准教授 大妻女子大学家政学部
R３/4/１～R４/
３/31

主に所員と共同で臨床研究に関わることを行う

2
令和3年度第1回自閉症・情緒障がい指導法研修会
講師

太田　英樹准教授 習志野市教育委員会 5月21日
習志野市立屋敷小学校自閉症・情緒障がい特別支援学
級事例による提案

3 「パワーアップセミナー２」講師依頼 藤後　悦子教授 新潟県保育士会 7/29、30 保護者からの多様な意見への対応、苦情解決に向けて

4
令和3年度新宿区「専門家による巡回相談」におけ
る講師の派遣について

川原　正人講師 新宿区教育委員会 ー
愛日小学校、落合第一小学校、津久戸小学校　巡回指
導

5 教職員研修の講師派遣依頼(白合丘めぐみ幼稚園） 佐々木由美子教授 白合丘恵保育園 年間6回 保育場面のビデオ検討及び保育内容に関する講義

6 令和3年度さいたま市巡回保育相談員の派遣依頼 金　瑛珠准教授 さいたま市　保育課 年間20回程度
対象児童に対し、どのような関わりや遊びの経験が必
要なのか、今後の子どもたちのニーズに応える保育に
ついて・・・・

7
令和3年新宿区第1回障害児及び個別配慮児巡回保
育相談

金　瑛珠准教授 新宿区子ども家庭部
5/13、6/14・
24

8 新宿区社会教育委員の会議　第2回小員会の開催 藤後　悦子教授 新宿区社会教育委員の会議 5月7日 オンラインによる開催

9
令和3年度教員免許更新講習における講師派遣につ
いて

佐々木由美子教授 全埼玉私立幼稚園連合会 7月

10
荒川区就学前教育と小学校教育との一層の円滑な
接続を図るための教育課程研究・開発委員会

長谷川かほる特任
教授

荒川区教育委員会 含む）6月16日（水）会議出席　同意書提出

11
杉並区学童クラブ運営業務等受託者候補者選定委
員委嘱

野澤　義隆講師
杉並区子ども家庭部学童クラブ整備担
当

6/24～3/31

12 令和3年度ゲートキーパー研修における講師 須田　誠教授 戸田市福祉保健センター 7月16日
「児童・生徒のいのちを守る」～自殺ハイリスクの相
談対応ポイント～

13 講師派遣（日本幼年教育会） 磯　友輝子教授 日本幼年教育会 8/2～13 「心を分かち合うコミュニケーション」

14 講師派遣（立正大学） 野澤　義隆講師 立正大学社会福祉学部
8/18、19、９/
６、７

「保育者支援・子育て支援」についての研修

15 令和3年度学習意欲向上の取組事業に係る講師
磯　友輝子教授
仲嶺　真特任講師

墨田教育委員会事務局 6月4日 墨田区立言問小学校

16 園内研修会（秦野市南幼稚園） 佐々木由美子教授 秦野市立南幼稚園 6月18日

17 令和3年度ひきこもり支援者研修会講師 野中　俊介講師 相模原市精神保健福祉センター
7/5、15、
8/12

１.ひきこもりの理解をテーマとした研修、２受容共
感と許容の違い、3ワークの解説と質疑

18 令和3年度家庭教育支援者養成講座の講師依頼 井梅由美子准教授 群馬県生涯学習センター 9月17日 社会の変化に対応した家庭教育支援の推進

19 特別支援教育研修会講師 藤本　昌樹教授 豊島区立千早小学校 7月17日

20 講師派遣について（流山市教育研究会） 磯　友輝子教授 流山市教育研究会 6月25日 生徒指導に関する講話

21 令和3年度第1回評議員会の開催について 小谷博子准教授 社会福祉法人友興会 6月21日

22 令和3年度おだわら未来学舎に係る講師派遣 小林　祐一准教授 小田原市教育委員会 7月2日 「個別最適化」＆「協働的な学び」について考える

2021年度　教員派遣状況（2022年2月1日現在）

【足立区各種講座等講師・参加等依頼等】

【足立区各種講座等講師・参加等依頼等】



23
応用(領域横断)研究部会テーマ別シンポジウムシン
ポジストについて

藤後　悦子教授 日本体育・スポーツ・健康学会 9月7日
共生社会と生涯スポーツは共存できるのか：スポーツ
のパラダイムチェンジが共存への鍵

24
2021年度　社会福祉士・精神保健福祉士国家試
験受験対策講座DVDへの講師派遣

須田　誠教授
一般社団法人日本ソーシャルワーク教
育学校連盟

6月25日 心理学理論と心理的支援

25

令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
(国庫補助授業)による「児童館の経営及び活動内容
等の状況に関する調査研究」にかかる職員派遣依
頼

野澤　義隆講師 一般財団法人児童健全育成推進財団
R３/7/１～R４/
３/31

「児童館を中心とした社会的ニーズへの対応及び必要
なネットワーク構築に関する調査研究」

26
「家庭教育ワークシートの作成」事業に係る講師
派遣依頼

藤後　悦子教授
新宿区教育委員会教育支援課地域連
携・家庭教育推進係

9/3ー11/9　4
回程度

幼児・小学生(低学年及び高学年)・中学生の各保護者
向けの家庭教育をテーマとした小冊子についての改定
内容検討等

27 校内研修におけるご指導について 須田　誠教授 戸田市立美谷本小学校 8月20日
「通常学級における居心地のよい学級の雰囲気づくり
について」

28
台東区緊急保育室運営事業者審査委員会開催に係
る委員推薦

小谷博子准教授 台東区教育委員会児童保育課 8月23日

29 講師派遣について（戸田市立戸田中学校） 須田　誠教授 戸田市立戸田中学校 8月23日 子どもの自殺防止について

30 教育相談初級研修(目黒区教育委員会主催研修)講師 野中　俊介講師 目黒区教育委員会事務局教育支援課 10月5日 「不登校の未然防止と早期解決に向けて」

31 「0123講座（子育て談話室）」講師について 佐々木由美子教授 武蔵野市立0123はらっぱ 11月10日 「遊び方がわからない」相談及びフリートーク

32 令和3年度家庭教育学級の講師について 小林　祐一准教授 小田原市文化部生涯学習課 10月14日
「親子（の関係性）を超えて人として向き合うための
ワークショップ

33 中学生取材の依頼 出口　保行教授 大阪教育大学付属平野中学校 9月10日 「どうして人は占いを信じるのか」

34
令和3年度　学習意欲向上の取組事業に係る講師派
遣

小林寛子准教授
仲嶺　真特任講師

墨田区教育委員会 9月10日 標記授業に係る実践校への助言、研修等

35
ホームスタート・おおたトラスティー会議への出
席について

野澤　義隆講師 ホームスタート・おおた 9月29日 Zoom会議

36 不登校・ひきこもり講演会講師 須田　誠教授 坂戸市保健所 11月21日 親と子　ひきこもるこころに寄り添う

37
三鷹教育・子育て研究所「学童研究会」研究員委
嘱

井梅由美子准教授 三鷹教育・子育て研究所 3月31日

38 葛飾区新任保育士看護師研修講師 磯　友輝子教授 葛飾区子育て支援部保育課 11月30日 保育園におけるチームワーク

39
講師派遣について（保育士等キャリアアップ研
修）

野澤　義隆講師 立正大学社会福祉学部 12/11～数回 保護者支援・子育て支援についての研修

40
ひきこもりCRAFT家族教室におけるスーパーバイ
ザーの派遣について

野中　俊介講師 相模原市健康福祉センター地域支援班 10月18日 Webeｘを介したリモート参加

41 授業科目「福祉心理学」における講師依頼 野中　俊介講師 岩手県立大学 12月17日 ひきこもりの家族支援のためのCRAFT

42
高崎市こころの健康づくり講演会「ひきこもり講
演会」の講師派遣について

須田　誠教授 高崎市福祉部障害福祉課 12月2日 ひきこもりの理解と対応について

43
学習意欲向上の取組み事業に係る講師派遣につい
て

小林　寛子准教授
仲嶺　真特任講師

墨田区教育委員会 11月9日 モチベーション研究所

44
R3事業目標・評価、政策評価等検討委員会に係る
委員の推薦依頼

郭　潔蓉 全国中小企業団体中央会 11月16日

45 講師派遣のお願い（NPOとちぎベリー会） 野中　俊介講師 NPO法人　KHJとちぎベリー会 11月28日 当事者本位の支援　どうしたら元気がでるか・・・

46 研修会講師派遣（葛飾区中川中学校） 太田　英樹准教授 葛飾区立中川中学校 12月22日 通常学級における特別支援の在り方について

47 講師派遣依頼（墨田区言問小学校） 磯　友輝子教授 墨田区立言問小学校 12月21日 「自ら学ぶ意欲を育てる」

48 川越市ひきこもり公開講座講師派遣 野中　俊介講師 川越市保健所 3月14日 ひきこもりから元気になるために家族ができること

49 令和3年度学習意欲向上の取組事業に係る講師
磯　友輝子教授
小林　寛子准教授
仲嶺　真特任講師

すみだ教育研究所 12月14日 墨田区立言問小学校への助言、研修

50
研修会における講師募集（埼玉県立がんセン
ター）

髙橋　一公教授 埼玉県立がんセンター 2/15、22 統計の基礎研修

51
江東区男女共同参画推進センター講座への講師派
遣

藤後　悦子教授 江東区男女共同参画推進センター 1月18日
こどもの虐待防止講座～こどものスポーツや習い事に
ひそむ教育虐待～

52
荒川区立第六瑞光小学校「学校関係者評価委員

会」講師派遣
長谷川かほる特任
教授

荒川区立第六瑞光小学校 2月18日
令和3年度学校パワーアップ事業成果報告及び学校評
価アンケート結果分析についてのご指導・ご好評

53 特殊詐欺被害防止イベントへの出演について 出口　保行教授 警視庁防犯抑止対策本部長 2月10日

54
児童館・学童保育クラブ運営委託事業者選定委員
会委員の委嘱

野澤　義隆講師
目黒区子育て支援部放課後子ども対策
課

必要な期間

55 第3回新宿区障害児等巡回保育相談の相談員依頼 金　瑛珠准教授 新宿区子ども家庭部 2/24、3/3

56 講師派遣について（流山市立新川小学校） 磯　友輝子教授 流山市立新川小学校 2月25日 自己肯定感の低い児童への関りに関する講話と演習

57 学習意欲向上の取組み事業に係る講師派遣について
埴田　健司准教授
小林　寛子准教授
仲嶺　真特任講師

すみだ教育研究所 2月10日 動画撮影


