
平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

1 企画政策課
７市町オープンデータ
検討会

近隣７市町で組織したオープンデータ推進検
討会のアドバイザーとして参加していただく

名古屋大学大学院
情報学研究科（現在の名
称）

2 企画政策課
７市町オープンデータ
検討会共通ロゴのデザ
イン提供

上記検討会にて決定した共通化データを公開
するにあたり、共通ロゴのデザインを作成・
提供

名古屋大学大学院
情報学研究科（現在の名
称）

3 企画政策課
日進市地域合同総合防
災訓練における防災啓
発アプリの紹介

防災啓発アプリの作成及び日進市地域合同総
合防災訓練における実証実験の実施

名古屋大学大学院
情報学研究科（現在の名
称）

4 企画政策課

日進市のオープンデー
タを活用したスマート
フォン向けアプリの提
案

オープンデータを活用したアプリの研究・試
作品開発

椙山女学園大学 文化情報学科

5 秘書広報課
子ども向けホームペー
ジ「キッズページ」の
作成

子ども向けのホームページ作成に向けて、デ
ザイン、レイアウト、文章・タイトルの作成
などを学生に協力依頼する。

名古屋学芸大学
メディア造形学部メディ
ア造形学科

6 秘書広報課
広報市民スタッフの募
集

市内の話題を取材する「広報市民スタッフ」
について、学生への周知・募集の協力を依頼
する。

・名古屋学芸大学
・愛知学院大学
・名古屋商科大学
・愛知淑徳大学
・椙山女学園大学
・中部大学

7 秘書広報課
広報紙定例コーナー
「健康は食にあり」の
レシピ考案および寄稿

広報にっしんの定例コーナー「健康は食にあ
り」のためにレシピの考案と、食物や栄養に
関する記事の寄稿を依頼する。

名古屋学芸大学
管理栄養学部管理栄養学
科

8 秘書広報課
椙山オープンカレッジ
２０１６年度講座

資格取得、キャリアアップ支援の講座など、
広く一般向けの生涯学習講座を開設した。

椙山女学園大学 学務部教務課

9 秘書広報課
椙山女学園創立１１１
周年記念　第３５回椙
山フォーラム

「ヒト・ひと・人」をテーマに、霊長類学と
臨床哲学の対話を通じて人間性の起源とゆく
えを探るために、講演会を開催した。

椙山女学園大学 企画広報部企画課

10 秘書広報課

２０２０年パラリン
ピックを活力あるもの
に－車椅子バスケット
ボールを中心に－

障害者スポーツはどうあるべきか、車椅子バ
スケットボールを中心に、専門家および選手
を交えてシンポジウムを行った。

愛知東邦大学 学術情報課

11 人事課
日進市職員候補者採用
試験

試験会場として使用 愛知学院大学 事務局庶務課

12 危機管理課 地域合同総合防災訓練
東日本大震災の被災地における復興支援活動
について発表を行ったもの

名古屋学芸大学
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平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

13 財政課
公共施設の利用実態に
関する調査研究

市民の公共施設に関わる活動の実態の把握の
ためのアンケート実施（2,000人無作為抽出）

名古屋大学大学院 工学研究科

14 市民協働課

パパ応援講座
「ペットボトルロケッ
トを飛ばそう！」
「パパと作ろうバレン
タインランチ」

小学生とその父親を対象に、工作や調理実習
を実施

愛知淑徳大学 CCC

15 市民協働課
にっしんわいわいフェ
スタ

ＥＳＤ普及・啓発及び市民活動団体の活動発
表・交流を目的に開催。市民団体によるブー
ス出展、映画上映及び音楽祭等のステージ企
画を実施。
歌謡曲から男女平等について学ぶ講座を実施

・椙山女学園大学
・愛知淑徳大学

・ジェンダー・女性学研
究所

16 市民協働課

公募提案型協働事業
『楽しく学ぼう！「日
進ジェンダーかる
た」』

小中学生を対象に、男女平等（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ）につ
いて親しみやすく学んでもらうためにかるた
を作成。

愛知淑徳大学
ジェンダー・女性学研究
所

17 市民協働課
公募提案型協働事業
『女子大生によるデー
トＤＶ講座』

女子大学生が講師となり、中学生を対象に
デートＤＶの基礎知識等についてグループ
ワークを実施。

椙山女学園大学

18 市民協働課 クールジャパンツアー
名外大とＮＩＡ、日進市の協働により、留学
生、日進の若者にとって有益なツアーを行
う。

名古屋外国語大学

19 市民協働課 留学生保育園交流訪問 留学生が保育園へ訪れ交流する
・名古屋外国語大学
・名古屋商科大学

20 市民協働課 坐禅体験教室 大学内の施設を活用し、坐禅体験を行う 愛知学院大学 教養部

21 市民協働課 コラボメッセ出展
愛知淑徳大学が主催し、学生団体・ＮＰＯ・
企業（CSR）・行政等30団体程度が出展し、活
動紹介、交流を行う。

愛知淑徳大学 CCC

22 市民協働課
笑顔記念日プロジェク
ト2016

にっしんわいわいフェスティバル（平成２８
年１２月３日）にて、学生が来場者の写真を
ブースで撮影し、プレゼントした。写真撮影
を通じ、幅広い世代と学生が交流を行い、健
康な笑顔を写真として残すことで、健やか
にっしん宣言の推進に寄与した。

名古屋学芸大学
管理栄養学科映像メディ
ア学科

23 健康課
若年成人に対する食育
推進のため「ヘルピー
健康だより」の作成

若年成人の食生活に焦点をあてた「ヘルピー
健康だより」を、同世代である学生が作成
し、若年成人の健康増進に寄与した。管理栄
養学部の学生が内容を作成し、デザイン学科
の学生により、若年成人に興味をもってもら
えるような健康だよりをデザインした。

名古屋学芸大学
管理栄養学部メディア造
形学部
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平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

24 市民協働課
夏の夜、おやこで楽し
む虫探しツアー

親子を対象に、虫捕りイベントを実施。大学
生と子どもが交流しながら虫捕りを行い、自
然の面白さや里山に関する興味や問題意識を
学ぶ機会を提供した。また、危険な虫や植物
についての知識を学んでもらう機会にもなっ
た。

愛知学院大学 総合政策学部

25 市民協働課
日進市観光推進用MAP
の作成

日進市の観光ＰＲのマップを作成し、イオン
モール長久手等で配布を行った。子育て世代
が親子で出かけることができるスポットを、
大学生ならではの視点で選定し掲載。市内の
豊かな自然や歴史資産などを紹介し、活気あ
る日進市のイメージ推進に寄与した。

名古屋商科大学

26 生活安全課
魅力いっぱい！くるり
旅

日進市の巡回バス「くるりんばす」の利用促
進を図るため、バス路線周辺の魅力を紹介す
る手書き風マップ（全７コース）を作成し
た。作成にあたり、市内でアンケートの実施
も行った。完成したマップはにっしんわいわ
いフェスティバル内ブースで配布し、くるり
んばすのＰＲにつなげた。

愛知淑徳大学 CCC

27 市民協働課
楽しく学ぼう！「日進
ジェンダーかるた」

男女平等推進に関するオリジナルかるたを作
成し、にっしんわいわいフェスティバル内
ブースで来場者が体験を行った。未就学児か
ら高齢者まで幅広い世代に、男女平等に関す
る知識や興味を持ってもらうきっかけとなっ
た。

愛知淑徳大学
ジェンダー・女性学研究
所

28 市民協働課
グループトークアプリ
を活用した離乳食レシ
ピカードの制作

子育てに関するＮＰＯ等と協力し、スマート
フォンアプリを利用し、離乳食レシピの動画
を共有するウェブ・サービスを構築する実験
を行った。子育て世代の多い日進市におい
て、サービスのニーズを測る機会となった。

椙山女学園大学 文化情報学部

29 市民協働課

小学生を対象にした
「薬と安全に安心して
つきあうための実験授
業」

香久山小学校６年生児童を対象に、「薬と安
全に安心してつきあうための実験授業」を開
催。薬学部教授の指導のもと、学生が補助し
ながら講座・科学実験を行い、薬の使用方法
についての正しい知識を分かりやすく解説し
た。

名城大学 薬学部

30 市民協働課
遊びの科学～身体（か
らだ）のコオーディ
ネーション～

小学生の親子を対象に、運動神経を発達させ
る遊びとして、コオーディネーショントレー
ニングの実践を行った。保護者向けの講話と
親子向けの実技に分けて行い、子どもの体力
向上の方策とその実践について、参加者が理
解を深めるきっかけとなった。

名城大学 総合学術研究科

31 健康課
「ヘルピーストレッ
チ」のプログラムとマ
ニュアル作成

にっしん体操と組み合わせて、気軽に誰もが
実施できる独自のストレッチを作成し、さら
に効果的な運動を普及に寄与した。DVD映像、
リーフレットによる視覚的なマニュアルを作
成し、誰もが取り組みやすいストレッチと
なった。

愛知東邦大学 人間学部

32 市民協働課
少年サッカー大会にお
ける地域貢献イベント
の実践

日進市内のグラウンドで行われたサッカー大
会において、観戦者を対象としたスポーツイ
ベントを実施。大学と地域の交流の場を提供
し、スポーツの楽しさを伝える場となった。

愛知東邦大学
経営学部スポーツマネジ
メントコース
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平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

33 市民協働課

小学生・大学生・高齢
者を対象にした「地域
異世代交流クイズ大
会」

福祉会館で行われた地域イベントにおいて、
クイズ大会を実施。子どもと高齢者混合のグ
ループ対抗で行い、学生も含めた異世代交流
の場を提供した。また、地域の市民活動団体
と学生が交流する場にもなった。

愛知東邦大学
経営学部地域ビジネス学
科

34 市民協働課
にっしんわいわいフェ
スティバルテーマ曲作
成業務

にっしんわいわいフェスティバルテーマ曲作
成業務

椙山女学園大学 教育学部

35 市民協働課
にぎわい交流館ワン
ディシェフ

土曜日にランチの提供を行う 名古屋学芸大学 管理栄養学部

36 市民協働課
にっしんわいわいフェ
スティバル

協働によるまちづくりをテーマとした市民が
主役のイベント。学生が市民と一緒に実行委
員として企画運営をし、また、企画において
専門的な協力をした

・名古屋学芸大学
・愛知学院大学
・愛知淑徳大学

・管理栄養学部。メディ
ア造形学部（映像メディ
ア学科・ファッション造
形学科）
・ボランティアセンター
・ＣＣＣ

37 市民協働課
地方自治論講師派遣事
業

地方自治論の講義を学生を対象に実施。 愛知学院大学 総合政策学部

38 市民協働課 夏休み水泳教室
大学のプールで水泳教室の実施。チラシ設置
での事業協力。

愛知学院大学 スポーツセンター事務室

39 市民協働課
トレーニング・ジム土
日一般開放事業

スポーツセンターのトレーニング・ジムを土
日一般開放する。チラシ設置での事業協力。

愛知学院大学 スポーツセンター事務室

40 市民協働課
日進市連携大学体験研
修

連携大学がもつ資源について、体験を通して
知り、各部署における業務において、常に大
学との連携の可能性の掘り起こしを行う研修
の実施。

愛知学院大学 教養部

41 市民協働課
大学機関紙（Napre）
の設置事業

連携大学の発行する機関紙の設置。 名古屋学芸大学

42 市民協働課 防災講座 防災講座のチラシ配布。 名城大学

43 市民協働課 入学願書等設置事業
連携大学の入学願書やパンフレット等の設
置。

連携大学すべて

4 / 9 



平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

44 市民協働課
公募提案型協働事業、
市民自治活動推進事業

公募提案型協働事業・市民自治活動推進事業
の選定を行う

愛知学院大学 経営学部

45 生活安全課 にっしん平和のつどい
「にっしん平和のつどい２０１６」におい
て、愛知淑徳大学放送演劇A.I.S.が平和朗読
劇「今は春べと咲くやこの花」を上演した

愛知淑徳大学

46 地域福祉課
栄養改善事業・口腔機
能向上事業

要支援者および事業対象者が、保健・医療の
専門職により提供される栄養改善および口腔
機能改善プログラムに参加することにより、
生活行為の改善を図り、可能な限り地域で自
立した生活を送ることができるよう支援する
もの

名古屋学芸大学 管理栄養学部

47 保険年金課
特定健康診査啓発チラ
シ配布

心と人間（全６回）「信教の自由について
（第４回目）」受付にて特定健康診査の啓発
チラシを配布

愛知学院大学

48 健康課

ヘルピーーウォーキン
グマップ竹の山小学校
区コースデザイン作成
業務委託

ヘルピーーウォーキングマップ竹の山小学校
区コースデザインの作成

名古屋学芸大学
メディア造形学部デザイ
ン学科

49 健康課
ヘルピー健康だより
（リーフレット配布）

健康情報を発信するリーフレット「ヘルピー
健康だより」の大学生への個別配布

・名古屋外国語大学
・名古屋学芸大学
・愛知学院大学
・名古屋商科大学
・愛知淑徳大学
・椙山女学園大学

50 健康課
にっしん体操
幼稚園出前講習会

市内の幼稚園児及び幼稚園教諭に対し、にっ
しん体操の普及啓発を図る

愛知学院大学 心身科学部健康科学科

51 健康課
健康・福祉フェスティ
バル

健康について市民に周知するイベント 名古屋学芸大学
管理栄養学部管理栄養学
科

52 健康課 健康を科学する

市民対象に血液検査などを行い、結果を基に
健康について科学的に考え、健康の維持・増
進に役立てる機会とする全７回コース講座の
開催および当該データを用いた調査・研究

椙山女学園大学 看護学部看護学科

53 健康課
健やかな老い関連要因
検討のために追跡研究

調査・追跡研究
（代表）
北海道大学
※他、名古屋大学

大学院医学研究科

54 健康課
にっしん体操～フル
バージョン～ＤＶＤ制
作（撮影・編集）

スローテンポ及びもっとスローテンポの体操
を収録した「にっしん体操～フルバージョン
～」ＤＶＤの制作

名古屋学芸大学
メディア造形学部映像メ
ディア学科

55 健康課
にっしん体操～フル
バージョン～ＤＶＤ制
作（出演）

スローテンポ及びもっとスローテンポの体操
を収録した「にっしん体操～フルバージョン
～」ＤＶＤの制作

愛知学院大学 心身科学部健康科学科
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平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

56 健康課
にっしん体操の歌　編
曲

作曲者により既存の「にっしん体操の歌」の
編曲を実施

名古屋学芸大学
メディア造形学部映像メ
ディア学科

57
岩崎台・香
久山福祉会
館

お兄さんお姉さんと
いっしょに遊ぼう

大学生と子どもたちが集団遊びやゲームなど
で楽しく交流をする、いっしょに遊ぼうを開
催

・愛知学院大学
・名古屋学芸大学
・名古屋商科大学
・愛知淑徳大学
・愛知県立大学

・地域連携センター
・ＳＬセンター
・学生支援部教務担当
・コミュニティ・コラボ
レーションセンター
・学生支援課

58
福祉会館６
館

子どもまつり
地域住民と参加者相互の交流・親睦を図るた
め、子どもまつりを開催

・愛知学院大学
・名古屋学芸大学
・名古屋外国語大学
・愛知淑徳大学
・椙山女学園 大学
・中京大学

・地域連携センター
・ＳＬセンター
・学生課
・ＣＣＣ
・学生課
・学生支援課

59
子育て支援
課

子ども条例普及啓発事
業

愛知学院大学による大学連携事業である「お
やこでロースクール」の実施に伴い、参加す
る親子に対して子ども条例の普及啓発を行っ
た。

愛知学院大学 法科大学院

60
子育て支援
課

子ども条例普及啓発事
業（その２）

愛知淑徳大学ＣＣＣに委託し、サマースクー
ル参加者に対して、子どもの人権啓発に係る
事業（教授による話、学生による読み聞か
せ、かるた作り）を実施した。

愛知淑徳大学
福祉貢献学部
ＣＣＣ

61 教育総務課
椙山オープンカレッジ
２０１６年度

広く一般に生涯学習の機会を提供し、社会に
貢献することを目的としている実施する。

椙山女学園大学

62 教育総務課
愛知学院大学　春季・
秋季公開講座

大学の持つ機能を広く社会に開放して、生涯
学習社会の要請に応えるために実施する。

愛知学院大学

63 教育総務課
名古屋学芸大学・名古
屋学芸大学短期大学部
公開講座（前期）

大学開放と生涯学習の推進を目的として、市
民各層を対象に広く学習の機会を提供し、各
分野の知識と技能の向上に寄与する。

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学
部

64 教育総務課
愛知県立大学スクール
ソーシャルワーク教員
研修

今日の学校教育において、子どもが抱えてい
る困難に対する教育実践および学級・学校経
営の力量を高めるために実施する。

愛知県立大学 人間発達学研究科

65 教育総務課

2016年度　名古屋学芸
大学・名古屋学芸大学
短期大学部公開講座
（後期）

大学開放と生涯学習の推進を目的として、市
民各層を対象に広く学習の機会を提供し、各
分野の知識と技能の向上に寄与する。

名古屋学芸大学

66 教育総務課 第３０回定期演奏会
吹奏楽を通じて、地域の方々に広く音楽を
知ってもらい、また音楽教育によって市の活
性化に貢献するために実施する。

名古屋商科大学
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平成28年度大学連携事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

67 学校教育課
児童生徒の指導助言専
門員臨床心理相談事業

教職員、保護者・児童生徒及び教育支援セン
ター指導員を対象に、臨床心理士相談を行
う。

椙山女学園大学
人間関係学部臨床心理相
談室

68 学校教育課
特別支援教育巡回指導
事業

市内小中学校を巡回し、児童生徒への教育的
支援の方法について、教職員へ指導助言を行
う。

椙山女学園大学
人間関係学部臨床心理相
談室

69 学校教育課 学生サポーター事業
各小中学校で学習支援等を必要としている児
童生徒に対し、将来教職を目指している大学
生の協力を得て教育的支援を行う。

・愛知学院大学
・愛知教育大学
・愛知淑徳大学
・椙山女学園大学
・名古屋外国語大学
・名古屋学芸大学
・中京大学
・東海学園大学
・名城大学

70 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：園芸について科学的に知ろう

中部大学
応用生物学部環境生物科
学科

71 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：遺伝子ってなに？自分の体質を知って健
康増進！

名古屋学芸大学
管理栄養学部管理栄養学
科

72 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：数の神秘（音楽と数学のあいだ）

椙山女学園大学 教育学部子ども発達学科

73 生涯学習課 子ども大学にっしん
小学生向けの知的好奇心を高める講座。講座
名：ラッピングサンド＆ベジスープを作ろ
う！フィッシュでキッシュ！

愛知学院大学 心身科学部健康栄養学科

74 生涯学習課 子ども大学にっしん
小学生向けの知的好奇心を高める講座。講座
名：①英語ｄｅ遊ぼう
②“ようかい”の話

名古屋学芸大学 外国語学部日本語学科

75 生涯学習課 子ども大学にっしん
小学生向けの知的好奇心を高める講座。講座
名：飛行機と発射基地をつくろう

愛知工業大学

76 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：認知症の心理学Ⅲ

椙山女学園大学 人間関係学部心理学科

77 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：鏡の中の日本と中国-新しい日中関係論-

名古屋商科大学 コミュニケーション学部
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番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

78 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：インドを学ぼう

中部大学 人文学部共通教育学科

79 生涯学習課 子ども大学にっしん
小学生向けの知的好奇心を高める講座。講座
名：ようこそ科楽の世界へ

愛知淑徳大学 大学院教育学研究科

80 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：お寺とお薬

中部大学
人文学部日本語日本文化
学科

81 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：オリンピックとパラリンピック　～始ま
りから東京２０２０への道～

名古屋外国語大学
現代国際学部　国際教養
学科

82 生涯学習課 大学連携講座
市民向けに開催している教養型講座。講座
名：健康づくりに必要なこと

愛知学院大学

心身科学部健康科学科
心身科学部健康栄養学科
心身科学部健康科学科
心身科学部心理学科

83 生涯学習課
みんなでワイワイ正月
かざり

3世代交流のための家庭教育推進事業 名古屋学芸大学
(サービスラーニングセ
ンター）

84 生涯学習課
家庭教育情報誌「かす
い」制作

家庭教育情報誌「かすい」（年１回発行）の
表紙制作

名古屋学芸大学
メディア造形学部デザイ
ン学科

85 生涯学習課
いきいきシルバース
クール

体操などの運動をしながら健康づくりを勉強
します。講座名：「長生きをして人生を楽し
むためのコツ」（29年度は大学が変わる）

愛知学院大学 心身科学部健康栄養学科

86 生涯学習課 にっしん市民教室
子育てについての悩みや不安を解消し、もっ
と育児が楽しくなるためのコツを教える。講
座名：子育てハッピー講座（託児付）

名古屋学芸大学 管理栄養学部

87 生涯学習課
生涯学習情報誌「ＰＬ
ＡＮ」制作

生涯学習情報誌「ＰＬＡＮ」（年３回発行）
の表紙制作

名古屋学芸大学
メディア造形学部デザイ
ン学科

88 生涯学習課
にっしん文化財ガイド
養成講座

旧市川家住宅に関する講義・見学により文化
財ガイドを養成する。

名古屋市立大学 大学院

89 生涯学習課
旧市川家住宅写真講座
運営委託

市民向けに開催している体験型講座。講座
名：サイアノタイプをつくろう

名古屋学芸大学
メディア造形学部
映像メディア学科
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90 図書館

愛知学院大学図書館情
報センター・日進市立
図書館共催　16ミリ映
画上映会と講演会

愛知学院大学図書館情報センター所蔵の１６
ミリフィルムを、日進市立図書館にて上映
し、関連の講演を行う

愛知学院大学 図書館情報センター

91 図書館
「めりーらいん」メ
ディカルパス（パンフ
レット）展示

メディカルパスの展示・配布による、医学関
係の情報提供

愛知医科大学
医学情報センター
（図書館）

92 図書館
椙山女学園大学図書館
との現物貸借に関する
協定

日進・椙山両図書館が所蔵する図書館資料を
互いに借用・返却する

椙山女学園大学 図書館

93 図書館

親子向けワークショッ
プ
とびだすプレゼント
カードづくり

夏休み、親子工作教室 名古屋学芸大学 メディア造形学部

94 図書館 市民への図書館開放 日進市民へ図書館を一般開放

・名古屋学芸大学
・名古屋外国語大学
・愛知学院大学
・愛知医科大学

図書館
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