
2020年（令和2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 あだちウエルネスカレッジ
地域学習支援事業の一環として、健康・体力作りに取り組んでいる区
民、スポーツ活動実践者。講義内容に興味のある方、50名にテーマ「あ
だちウエルネスカレッジ-安定した体幹を学ぼう-」を講演した

足立区生涯学習振興公社
生涯学習センター5階
研修室1　(学びピア21)

1回
（2021年2月20日）

宮下智

2 足立区安全教育研修会
足立区内の小中学校教員を対象に、理科授業における安全教育の在
り方を、実験を通して学ぶ研修会

足立区教育委員会 7号館2F理科実験室
1回
（2020年10月30日）

小池守

学校教育学科4年生3名がアシスタ
ントとして参加

3 インドネシア理学療法士協会とのコラボ企画
日本とインドネシア両国の理学療法士を繋ぎ高齢者ケアに関する研修
会を実施した

インドネシア理学療法士協会 オンライン
2回
（2021年1月15日・22日）

渡辺長

4
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
（2020年4月～2021年3月ま
で各月最終月曜日）

西條富美代

5 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
（個人宅や集団活動場所な
ど）

１回
（2020年4月14日）

西條富美代

6 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 上野原市役所
1回
（2020年11月25日）

佐渡友陽一

7
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る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
3回
（2020年6月22日、8月31
日、2021年1月28日）

佐渡友陽一

この他、事務局とのオンライン打合
せを実施

8 オンライン学校 地域の小学生を対象としたZoom活用の学習支援活動 元気っこクラブ オンライン
59回
(2020年8月～12月)

花園誠

9 気持ち活き活きお話交流会 精神障害のある人が利用する事業所とのオンライン交流会 障害者通所施設 オンライン
4回
（2020年11月6日・27日、12
月4日・25日）

三木良子

10 クリスマスイルミネーション@上野原駅前
クリスマスシーズンに合わせ、南口バス昇降広場を電飾、賑わいを演
出

一般社団法人まちづくりプラット
フォーム鄙の会

上野原駅南口
2020年12月5日～2021年2
月28日

花園誠

12月5日設営、2月28日撤去

11 「高校生のための哲学研修」に関する指導
哲学エッセイライティング、「哲学的対話」によるディスカッション、プレゼ
ンテーション等、哲学研修に関する指導

高校生のための哲学サマーキャ
ンプ

オンライン
1回
（2020年8月17日・18日）

榊原健太郎

12 「高校生のための哲学研修」に関する指導
哲学エッセイライティング、「哲学的対話」によるディスカッション、プレゼ
ンテーション等、哲学研修に関する指導

国際哲学オリンピック日本代表
合宿

オンライン
1回
（2021年2月13日・14日）

榊原健太郎

13
「子育てコミュニケーター」資格認定講座（「青年
期の発達」、「ゲーム・メディア・ネットと子ども」）

日本子育て学会が認定する「子育てコミュニケーター」資格取得のため
の講座にて講師を担当

日本子育て学会
帝京科学大学千住キャンパ
スよりZoom開催

1回
（2021年3月21日）

小湊真衣

14 こどもの貧困研究会
「子どもの貧困」という問題に対し、食糧支援やホームスタート計画を実
施しているNPOの団体参加者、各大学の研究者などが集まり、どのよう
なアプローチが可能であるか検討

日本子育て学会 Zoom
12回
（毎月第4土曜日）

小湊真衣

15 コロナ感染防御呼びかけ駅頭啓発活動
上野原市内より首都圏に通う通勤・通学者に対して「家族クラスター」に
対する注意喚起と、啓発のチラシ、マスク、アルコール綿配布。帰宅者
に対しては設置した消毒スプレーによる手指消毒の呼びかけ

一般社団法人まちづくりプラット
フォーム鄙の会

上野原駅前・四方津駅前

11回
(4月9日・10日・13日・15
日、5月1日・8日・12日・14
日・18日・20日・26日)

花園誠

16
札幌市動物園条例に関する検討会への情報提
供および講演会

札幌市動物園条例の制定に向けた検討への参加および講演 札幌市
オンライン（1回）、
円山動物園（1回）

2回
（2020年5月18日、9月27
日）

佐渡友陽一

17 ジオパーク勉強会(講演会)
上野原の地形・地質の面白さ、産業・伝統・歴史的な魅力、自然の豊か
さなどの情報を共有し、上野原の日本ジオパーク認定の可能性を検討

一般社団法人まちづくりプラット
フォーム鄙の会

上野原市役所・オンライン
1回
(2020年9月25日)

花園誠

洞爺湖ジオパーク事務局とオンライ
ンで中継

18 スポーツ指導者スキルアップ講習会

高齢者の運動指導に関わる方やサポートしている方、今後指導を希望
する方などを対象とした運動指導の基礎知識および運動プログラムを
学ぶことにより、指導者としてのスキルアップを図り、高齢者の健康体
力づくりおよび運動機能向上に資することを目的として実施

足立区生涯学習振興公社 生涯学習センター4階講堂　　　
1回
（2021年2月23日）

村上憲治

19 千住さくらとの交流会 高齢者グループホームと連携して、居住者との交流を行う
高齢者グループホーム千住さく
ら

オンライン
6回
（2020年11月6日・13日・27
日、12月11日・18日・25日）

加藤洋子

20 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
（2021年2月27日）

東克己
芹田透
髙木悦子
榊原健太郎

21
第二回富士・東部地域リハビリテーション広域
支援センター

地域活動に関する方向性を決める会議にオブザーバーとして出席
健康科学大学・富士東部保健福
祉事務所

オンライン
1回
（2021年3月1日）

渡辺長

22 第39回東京都理学療法学術大会

大会テーマを「人生100年時代の理学療法」と題し、足立区を含む東京
都東北部東部地域をはじめとした東京都ならびに全国の理学療法士向
けの講演、演題発表、都民向け公開講座を企画開催した（オンラインに
て実施）

東京都理学療法士協会 オンライン
1回
（14日間：2021年1月10～
24日）

金子千香

23 地域プログラム「千住カレッジ」
地域包括支援センターの社会福祉士と連携して、地域住民との交流を
行う

地域包括支援センター千住西 オンライン
4回
（2020年10月30日、11月13
日・27日、12月11日）

宮本佳子

24 東京都理学療法士協会 足立区支部講習会
主に足立区在勤在住の理学療法士を対象に「中堅セラピストにも知っ
てほしい呼吸・循環動態のアセスメント」をテーマに綾瀬循環器病院リ
ハビリテーション科の先生を講師として講演を行った

東京都理学療法士協会 オンライン
1回
（2021年2月10日）

金子千香

25 東南アジアコミュニティにおける高齢者在宅ケア
日本の理学療法士協会会員に向けて東南アジアのケアやリハの在り
方に関する研修会を実施

日本理学療法士協会 オンライン
5回
（2021年11月14日、12月12
日、1月9日・15日・22日）

渡辺長

26 動物園研究会
動物園に関する研究会
（京都市動物園での開催を見送って、オンラインで開催）

京都市 オンライン（1回）
1回
（2021年2月26日）

佐渡友陽一

27 動物介在ICT教育@立川第八小学校
動物を紹介する動画を事前に配信、本番当日の2月6日は東京西キャ
ンパスと立川第八小学校をZoomでつなぎ、リアルタイムオンラインで動
物のお世話について解説

立川市立立川第八小学校 オンライン
1回
(2021年2月6日)

花園誠

11月25日、2月5日に会議

28 動物ふれあい教室
千住さくらぎ保育園に動物（モルモット、犬）を持ち込み、触れ合い方の
講座、ふれあい体験、ドッグショーを行った

アニマルシップ 千住桜木保育園
1回
（2021年3月18日）

林友子
木場有紀
松山寛

29 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13種類のあそび
の動画を24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。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

足立区教育委員会 オンライン
2020年12月23日～2021年
1月22日

幼児保育学科1年生
全学生および全教員



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

30 発達支援特別指導 発達支援センターエールに通う就学前児の特別指導 東京都日野市
1回
（2021年4月26日）

大関健一郎

31 富士山の大気汚染物質の計測 富士山太郎坊で大気汚染物質を計測する
NPO法人富士山測候所を活用
する会

富士山太郎坊 8月～3月 和田龍一

32 富士山麓森林の雨水の計測 富士山麓森林で雨水を採取し、雨水のpHを計測する 山梨県富士山科学研 富士山麓森林 4月～3月 和田龍一

33 富士山麓森林の大気汚染物質の計測 富士山麓森林で大気汚染物質を計測する 山梨県富士山科学研 富士山麓森林 4月～3月 和田龍一

34 富士スバルライン大気汚染物質計測 富士スバルライン沿道にて大気汚染物質を計測する 山梨県 富士スバルライン沿道 8月～10月 和田龍一

35 まちづくりプラットフォーム委員会会合
上野原地域の各団体代表者、OBが一同に会し、上野原の現状につい
て意見交換するとともに、町興しの企画を検討する。代表的な活動が
「桂川フェスティバル」

一般社団法人まちづくりプラット
フォーム鄙の会

上野原市役所・桂川テラス・
オンライン

10回
(毎月第4火曜日)

花園誠

36
未就学児を対象とした知能検査の実施と教育・
発達相談

保育所施設内にて、在園児および在園児以外の希望者を対象に田中
ビネー知能検査Ⅴを実施。精神年齢の算出および得意不得意領域の
アセスメントを行い、子どもの保護者および保育者に向けた発達相談・
教育相談を実施

大通どさんこ保育園
北海道札幌市中央区南1条
西５－３－４マウントビル４階

4回
（2021年3月12～15日）

小湊真衣

37 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 鶴川、道志川各3ヵ所
2回
（2020年6月7日・14日）

佐渡友陽一

38 ミニジオツアー@上野原
上野原の地形・地質の面白さ、産業・伝統・歴史的な魅力、自然の豊か
さなどのを紹介するミニツアー。八ッ沢、島田、金山、猿橋を探索

一般社団法人まちづくりプラット
フォーム鄙の会

上野原市内八ッ沢・島田・金
山地区、大月市内猿橋

4回 花園誠

39 みんなのまち探検@旧桜井小学校
生活科の授業支援。「みんなのまち探検」の単元を旧桜井小学校で実
施。校舎内を解説入りで案内

上野原市立秋山小学校
上野原市秋山地区の旧桜井
小学校

1回
(2020年12月2日)

花園誠

40 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
6回
（⒑月から3月まで第3水曜
日）

石井孝弘

41 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 オンライン
2回
（2020年7月2日・27日）

並木美砂子
佐渡友陽一

42 夢の体験教室
小学4年生～6年生を対象に、授業体験や大学生との交流を通じて学習
の面白さや大学への興味関心を深めるための活動。今年度は地学、声
楽、英語、スポーツなどの動画を制作し配信

足立区教育委員会 オンライン
2020年12月21日
～2021年1月31日

学校教育学科教員
（14名）および学生

43 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
横浜市役所（1回）、
オンライン（2回）

3回
（2020年9月9日、11月11
日、2021年3月24日）

佐渡友陽一

この他、事務局とのオンライン打合
せを実施

44 吉田高校（理数科）課題研究
研究テーマ：米のPCR品種判別
内容：標的となるDNAの領域を特異的に増幅することのできるPCRを
使って、食品の原料となっている生物種を判別する

山梨県立吉田高等学校 帝京科学大学及びオンライン
2回
（2021年7月27日、8月3日）

柴田安司

45 理科教育研修会
国分寺市理科研究会の依頼で、国分寺市立第6小学校と国分寺市立
第2小学校にて研究授業を参観後に、授業研究会の講師を務める

国分寺市教育委員会
国分寺第6小学校、国分寺第
2小学校

2回
（2020年10月3日、11月4
日）

小池守

46 令和２年度 授業力向上研修講座 令和２年度 授業力向上研修講座にて講師 岩手県教育委員会 岩手県立総合教育センター
2回
（2020年7月28日、2021年1
月19日）

山田知代


