
2021年（令和3年）度地域連携活動紹介

活動名 活動内容 連携機関 実施場所 実施回数・期間等 担当教職員 備考

1 2021年度足立区大学リレー講義
主に介護予防に関心のある方を対象に、「介護予防の現場で使える！身
体的フレイル対策」というテーマで具体的な実践例も含め講演を行った

足立区シティプロモーション課 オンライン
1回
（2021年12月18日）

潮見泰藏

2 上野原市地域リハビリテーション活動支援事業
上野原市より左記事業による支援要請があった場合、リハビリテーション
専門職として支援を行う

上野原市
適宜支援要請場所に出向く
（個人宅や集団活動場所など）

１回
（2022年1月7日）

西條富美代

3
上野原市はつらつ元気あっぷ教室（通所型サー
ビスC事業）

上野原市が実施している通所型サービスC事業において、新規利用者の
プログラム作成と利用者へのアドバイス等を実施する

上野原市
上野原市総合福祉センターふ
じみ

12回
（2021年4月～2022年3月
 各月最終月曜日）

渡辺長
西條富美代

4
大阪市地方独立行政法人天王寺動物園評価委
員会

2021年4月から地方独立行政法人となった天王寺動物園の中間目標や評
価の枠組みについての検討

大阪市 天王寺動物園
1回
（2021年10月27日）

佐渡友陽一

5 環境生物学野外実習
荒川の自然の成り立ちについてご講演いただき、この後、荒川河川敷に
て植物と鳥類について解説していただいた

足立区荒川ビジターセンター 7号館および荒川河川敷
1回
（2021年6月26日）

森長真一

6
神戸市王子動物園の再整備に関する有識者会
議

神戸市王子動物園の再整備に関する助言 神戸市
王子動物園（１回）、オンライン
（１回）

2回
（2021年7月7日、
 2022年1月21日）

佐渡友陽一

7 障害児者乗馬療法 NPO法人EPOにて実施している乗馬療法への支援 NPO法人EPO
静岡県富士宮市　NPO法人
EPO

全5回
（第2土曜日：
 2021年4月10日、7月10日、
 8月14日、11月6日、
 2022年1月22日）

石井孝弘

8 体験活動 「体験！1日大学生」
中学生を対象とした体験活動。今年度は「Zoom de体験！1日大学生」と
題し、オンラインでの授業体験や大学生との交流体験を実施

足立区教育委員会 オンライン
1回
（2022年1月8日）

松本ディオゴけんじ
橋本慎治
小黒正幸
淺沼太郎

9 大学遠足@うまセンター
生活科授業支援として実施。小学生をうまセンターに迎え入れ、自然体験
等を実践

上野原小学校
上野原市東京西キャンパスう
まセンター

1回
(2021年9月28日)

花園誠

10 大学遠足@うまセンター
生活科授業支援として実施。小学生をうまセンターに迎え入れ、自然体験
等を実践

鳥沢小学校
上野原市東京西キャンパスう
まセンター

1回
(2021年10月8日)

花園誠

11 大学遠足@うまセンター
生活科授業支援として実施。小学生をうまセンターに迎え入れ、自然体験
等を実践

秋山小学校
上野原市東京西キャンパスう
まセンター

1回
(2021年11月9日)

花園誠

12 豊橋総合動植物公園経営等改革推進委員会 豊橋総合動植物公園の経営改革に関する検討 豊橋市
豊橋総合動植物公園（１回）、
オンライン（２回）

3回
（2021年11月5日、
 2022年1月31日、3月16日）

佐渡友陽一

13
日本の動物園と世界の生物多様性保全シンポジ
ウム

ボルネオ保全トラスト・ジャパン関係の３演者（石田戢BCTJ理事長、福守
朗平川動物公園長、坂東元旭川動物園長）による講演とパネルディスカッ
ション。講演部分はOPEN AIR LABのYouTubeチャンネルにて公開

ボルネオ保全トラスト・ジャパン オンライン
1回
（2021年11月19日）

藪田慎司
佐渡友陽一

この他、オンライン打合せあり

14 のびのびプレイデイ

2歳から就学前の5歳の子どもたちとその家族を対象に14種類のあそびの
動画を28本制作しし、その配信によって対象の子どもたちに家で楽しめる
あそびを提供した。また、さらに教員は専門的見地からその遊びと発達に
ついて、家庭での一工夫などのメッセージも発信した

足立区教育委員会 オンライン
2021年12月22日～
2022年1月17日

幼児保育学科1年生
全学生および全教員

15 保護猫のオンライン譲渡会 一般の方を対象とした、保護猫の譲渡会をオンラインにて実施した 足立区保健所、NPO法人あだち動 オンライン
1回
（2021年8月28日

山本和弘

16 ミニジオツアー@猿橋
猿橋溶岩流、桂川渓谷、グリーンタフほか、日本最古級の水力発電取水
口(国の重要文化財)等のジオスポットのインタープリテーション

一般社団法人鄙の会 大月市猿橋
1回
(2021年5月8日)

花園誠

17 みんなのまち探検@旧桜井小学校
生活科授業支援として実施。小学生を旧桜井小学校に迎え入れ、公共施
設利用体験を実践

秋山小学校 上野原市秋山
1回
(2021年12月1日)

花園誠

18 身近な水環境の一斉調査 鶴川と道志川の水質調査 桂川・相模川流域協議会 道志川3ヵ所
1回
（2021年6月6日）

佐渡友陽一

19 山梨感覚統合学習会
山梨県内の発達障害児の保護者教員施設スタッフ対象に感覚統合理論
と療法の学習

オンライン
10回
（2021年5月～2022年3月
 第3水曜日）

石井孝弘

20 山梨県立吉田高等学校課題研究
PCR法によるメダカの稚魚の雌雄判別とVASA抗体による生殖細胞の観
察

山梨県立吉田高等学校 山梨県立吉田高等学校
3回
（2021年5月12日、
 7月26日、8月2日）

柴田安司

21 山梨県立吉田高等学校課題研究
酵母の力を知る、酵母の発酵力比較、発酵産物の分析、製パン、官能試
験

山梨県立吉田高等学校 山梨県立吉田高等学校
3回
（2021年5月13日、
 7月22日・26日）

上野良平

22 遊亀公園附属動物園の整備方針に関する検討 動物園整備方針に関する検討 甲府市
帝京科学大学東京西キャンパ
ス

1回
（2021年6月3日）

並木美砂子
佐渡友陽一

23 夢の体験教室
小学校高学年を対象とした体験活動。「Zoom de 夢の体験教室」と題し、
オンラインでの授業体験を実施

足立区教育委員会 オンライン
1回
（2021年12月5日）

学校教育学科教員お
よび学生

24 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の３つの動物園に関する指定管理者の業務評価 横浜市
ズーラシア（1回）、神奈川自治
会館（1回）、オンライン（3回）

5回
（2021年6月9日、7月28日、
 9月8日、11月24日、
 2022年3月30日）

佐渡友陽一

25 夜の昆虫観察会@旧桜井小学校
旧桜井小学校の屋上にライトトラップを設置。そこに集まってくる昆虫を観
察

真福寺 上野原市秋山
1回
(2021年8月21日)

花園誠

26 夜の昆虫観察会@旧桜井小学校
旧桜井小学校の屋上にライトトラップを設置。そこに集まってくる昆虫を観
察

真福寺 上野原市秋山
1回
(2021年9月7日)

花園誠

27 Global Caffe
日本理学療法士協会のプログラムとしてグローバルカフェというPTのキャ
リア形成に関するオンラインイベントを主催・担当した

日本理学療法士協会 オンライン
1回
（2022年3月3日）

渡辺長

28 Internatinal Conference on Health Science
インドネシアの大学が開催する国際会議にて「コロナ禍におけるヘルスケ
アのレジリエンスの構築」に関するワークショップが開催され、地域高齢者
に関する研究発表した

Unisa オンライン
1回
（2022年2月21日）

渡辺長

29 Multinational on line exchange
米国、韓国、台湾、日本の理学療法士協会の合同プログラムで各国の公
衆衛生について議論した

日本理学療法士協会 オンライン
1回
（2022年3月26日）

渡辺長

30
World Physiotherapy Asia Western Pacific
Region　Workshop

日本理学療法士協会が主催でAWPのワークショップを開催した。アジア各
国から数百名の参加者があった。テーマはテクノロジーとリハビリテーショ
ンについて

日本理学療法士協会 オンライン
1回
（2022年1月22日）

渡辺長


