
平成30年度大学との協働事業

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推進会議
近隣７市町で組織したオープンデータ推進会議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

2
企画政策課
市民協働課

平成３０年度提案型大学連携協働事業（ピー
ス FULL NISSIN～一枚で繋ぐ私たちの夢）

日進市の既存のイベントへ参加している市民等の写真を撮影し、日進市シンボ
ルマークのモザイクアートを作成した。

名古屋商科大学 経営学部

3 秘書広報課
広報紙定例コーナー「健康は食にあり」のレ
シピ考案および広報紙への寄稿、広報番組へ
の出演

広報にっしんの定例コーナー「健康は食にあり」のため、レシピ考案と、食物
や栄養に関する記事を寄稿していただき、広報番組へ出演して、作り方などを
教示していただく。

名古屋学芸大学
管理栄養学部
管理栄養学科

4 秘書広報課
にっしんテレビ平成31年1月1日号「笑う門に
は福来るin日進」への出演

同番組に出演していただき、日進市をテーマにしたコントをしていただいた。 名城大学

5 秘書広報課 第３９回椙山フォーラム
「あいちトリエンナーレ2019」に先立ち「アートの持つ力：普遍性・共同性」
をテーマに講演会を実施した。

椙山女学園 椙山人間学研究センター

6 秘書広報課
地域創造研究所　シンポジウム
「地域を活かすブランディング－掘り起こそ
う、地域の宝。育もう、地域の文化。－」

地域社会に根ざした独自の文化にもとづき、地域活性化に努めている活動をシ
ンポジウム形式で報告、議論した。

愛知東邦大学 地域創造研究所

7 秘書広報課 椙山オープンカレッジ２０１８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 社会連携センター

8 人事課 日進市職員採用試験 試験会場として使用 愛知学院大学 大学事務局総務課

9 人事課 ハラスメント研修 管理職向けハラスメント研修における講師登壇 愛知学院大学 -

10 財政課 大学授業での公共施設複合化提案
学生により本市庁舎敷地での公共施設複合化案を授業課題として作成し市職員
へのﾌﾟﾚｾﾞﾝと一部を図書館ｴﾝﾄﾗﾝｽで展示した。本事業は公共施設複合化基準策
定に向けた検討過程としている。

愛知工業大学 工学部建築学科

11 市民協働課 子どもとすごそうプロジェクト
男性の家事・育児参加促進のため、男性保護者と子の中間年齢層の大学生のア
イデアを活用し、講座を開催するもの

愛知淑徳大学
コミュニティ・コラボレー
ションセンター

12 市民協働課 にっしんおやこでロースクール2018

市内の親子を対象に「こども裁判所」を開設。与えられた事件の解決策を大
人、子どもそれぞれのグループで検討し、模擬法廷において判決を下す体験を
行った。社会のルールとしての法の存在やその重要性を正しく、わかりやすく
伝え、リーガル・マインドを育む場となった。

愛知学院大学 法務支援センター

13 市民協働課 にっしんESD大学「おこしもの料理教室」
市内の親子を対象に郷土料理である「おこしもの」を学生が指導役となること
で学生と市民の交流の場を設け、その中で郷土文化に親しむことができた。

①中京大学
②名古屋学芸大学
③愛知学院大学

14 市民協働課 にっしん市民まつりステージ出演業務
連携大学がもつ資源を活用し、魅力ある市民まつりを実施するため、チアリー
ディングステージ等を開催した。

①椙山女学園大学
②名古屋外国語大学・
名古屋学芸大学
③中部大学
④愛知東邦大学
⑤愛知学院大学

15 市民協働課 ＃日進来るりんばす
くるりんばすに乗車して回れるインスタ映えスポットマップの作成と、くるり
んばすの車内案内放送を考案した。

名古屋外国語大学 現代国際学部国際教養学科

16 市民協働課 えいごであそぼう！おはなしの森
市内保育園児に外国語の面白さ、学ぶことのワクワク感を伝えるため読み聞か
せや歌あそびを行った。

名古屋外国語大学 現代国際学部国際教養学科

17 市民協働課
✌（ピース）FULL NISSIN～一枚で繋ぐ私た
ちの夢

市内イベント写真を撮影し、撮影写真を日進市シンボルマークのモザイクアー
トを作成した。

名古屋商科大学

18 市民協働課 女子小学生対象女子サッカー普及交流事業 女子サッカー部員が小学生女子に技術を指導し交流した。 愛知東邦大学

19 市民協働課
生活介護施設からの贈答品（デコレーション
スイーツ）の創出

施設で製造する製品を贈答品として販売できるようにデザインとプロデュース
を行った。

名古屋学芸大学
メディア造形学部デザイン
学科

20 市民協働課
コオーディネーショントレーニング教室　遊
んで伸ばそう運動神経！！

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

21 市民協働課 学生による少年野球教室
普段交わることのない小学生と大学生が野球を通じて関わり、大学生は技術伝
達の難しさを学び、小学生は大学生からいつもとは違う考え方や方法を学ぶ機
会となった。

愛知東邦大学 経営学部

22 市民協働課 坐禅体験教室
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

23 市民協働課 カブトムシ　ナイト　ハンティング
現代におい人と里山の関係が薄くなっていることを知り、地域の子どもたちに
自然や緑の魅力を知ってもらうイベントを企画・実施。

愛知学院大学 総合政策学部

24
市民協働課
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

-

25
市民協働課

こども大学ESD「お話絵本と親子で楽しむク
ラシック音楽の会ーそしてミニ地球教室とも
のづくり教室ー」

わいわいフェスティバル、クリスマスイベントで音楽とESDに関する創作絵本
の読み聞かせ等イベントを行った

名古屋学芸大学



平成30年度大学との協働事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

26 市民協働課 にっしんわいわいフェスティバル
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。

愛知学院大学
名古屋学芸大学
中部大学
中京大学
金城学院大学
中部大学第一高等学校
椙山女学園大学

27 市民協働課 水泳教室とプール無料開放日 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

28 市民協働課 野球・サッカー・書道体験教室 大学グラウンド等での各種教室の実施。チラシ設置での事業協力。 愛知学院大学 学生課

29 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

30 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

31 市民協働課 日進市文化・産業体験会
名外大とＮＩＡ、日進市の協働により、日進市でモーニングと食品サンプルづ
くり体験会を開催。

名古屋外国語大学

32 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
①名古屋外国語大学
②名古屋商科大学

33 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
コミュニティ・コラボレー
ション・センター

34 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

35 生活安全課 日進市地域公共交通会議
市内の住民の生活に必要なバス等の増進を図り、地域の実情に即した輸送サー
ビスを実現するための会議。

名城大学 理工学部

36 生活安全課 ＃日進くるりんばす
くるりんばすで訪れることができる、市内のインスタ映えスポットマップを作
成する、バス利用促進事業。

名古屋外国語大学 現代国際学部

37 環境課
にっしんCOOL　CHOICE ウォームシェアキャ
ンペーン　あったかだんらん鍋フェア

にぎわい交流館であったかだんらん鍋フェアを開催。日替わりでランチを提供
する「ワンディ・シェフ」団体の一つが名古屋学芸大学の団体で、オリジナル
鍋を提供しレシピを配布した。

名古屋学芸大学 管理栄養学部

38 環境課
日進市地球温暖化対策実行計画策定委員会と
地球温暖化対策地域協議会

日進市地球温暖化対策実行計画策定委員会で計画の中間見直しをした（3
回）。また、地球温暖化意地域協議会では計画の進捗状況を審議した（2
回）。

①中部大学
②愛知学院大学

①中部高等学術研究所
②総合政策学部

39 地域福祉課 金婚・ダイヤモンド婚・プラチナ婚を祝う会
結婚５０年の金婚・結婚６０年のダイヤモンド婚・結婚７０年のプラチナ婚を
迎えられた夫婦の長寿の祝う式典において、呈茶を行う。

愛知学院大学 文学部

40 地域福祉課 社会参加促進事業 障害者の休日等に地域の交流や活動の場を提供する活動に対しての補助。 愛知淑徳大学
コミュニティコラボレー
ションセンター

41 地域福祉課 栄養改善・口腔機能向上事業
要支援者および事業対象者に対して、保健・医療の専門職により栄養改善およ
び口腔機能改善プログラムを提供するもの。

名古屋学芸大学 管理栄養学部

42 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

-

43 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

44 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6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

45 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

46 健康課 ヘルピーストレッチ音声解説CD作成 ヘルピーストレッチの音声解説CDの作成に係る監修 愛知東邦大学
人間学部
人間健康学科

47 健康課
食生活改善推進員事業「世代別に取り組む生
活習慣病予防のためのスキルアップ事業」
（開催の場の提供）

大学生を対象としたボランティアの開催する健康づくり教室（講義・調理実
習）を開催

名古屋学芸大学 管理栄養学部管理栄養学科

48 健康課 ヘルピー健康だより作成 健康情報を発信するリーフレット「ヘルピー健康だより」の作成 名古屋学芸大学

①管理栄養学部管理栄養学
科
②メディア造形学部デザイ
ン学科

49 健康課 3歳児健診 3歳児健診時に視能訓練士による視力検査の実施 愛知淑徳大学
（愛知淑徳大学クリニッ
ク）



平成30年度大学との協働事業

番号 担当部局 事業名 事業概要 大学 学部・学科

50 健康課 こころの健康講座 こころの健康に関する市民向け講座の実施 藤田保健衛生大学 医学部

51 健康課 生活習慣病予防講座 生活習慣病予防に関する市民向け講座の実施 名古屋大学 医学部

52 福祉会館 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

①愛知学院大学
②愛知淑徳大学
③椙山女学園大学
④名古屋学芸大学
⑤名古屋外国語大学

①地域連携センター
②コミュニティ・コラボ
レーションセンター
③総務部総務課
④サービスラーニングセン
ター
⑤学生課

53 子育て支援課 子ども条例普及啓発事業
愛知学院大学に委託し、サマースクール参加者に対して、「ぼくの「ケンリ」
わたしの「ケンリ」－日進市未来をつくる子ども条例を知ろう！」と題して、
条例をわかりやすく理解する学習企画を法学部生が主体となって実施。

愛知学院大学 法学部

54 子育て支援課 子ども会議運営事業業務委託
中部大学第一高等学校にて子ども会議を開催し、高校生から率直かつ自由な意
見を聞き、第２期日進市子ども・子育て支援事業計画策定に反映させるもの。

学校法人　中部大学
中部大学第一高等学校

55 教育総務課
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点
検及び評価

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき実施する「教育に関する事
務の管理及び執行の状況の点検及び評価」にあたり、同法及び本市要綱により
選任した学識経験者2名から、教育委員会事務局が行った自己評価について外
部評価を受ける。

愛知淑徳大学 文学部教育学科

56 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

57 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

58 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
名古屋女子大学
大阪教育大学

59 学校給食センター 管理栄養士養成課程学生の臨地実習
学校給食施設における管理栄養士として具備すべき知識及び技能を修得するた
め、管理栄養士養成課程の学生を受け入れる

名古屋学芸大学 管理栄養学部

60 生涯学習課 子ども大学にっしん
『マット運動』や『とび箱運動』を通じた体操教室
講座名：プロが指導する「楽しい体操教室！」

愛知東邦大学 人間健康学部人間健康学科

61 生涯学習課 子ども大学にっしん
「旬」についての講義と調理実習
講座名：夏野菜たっぷりピザ＆ポリポリたまごサラダを作ろう！

愛知学院大学 心身科学部　健康栄養学科

62 生涯学習課 子ども大学にっしん
様々な発光生物の紹介とウミホタルを使った発光実験
講座名：光る生き物の科学～見てみよう、探してみよう～

中部大学
応用生物学部　環境生物科
学科

63 生涯学習課 子ども大学にっしん
裁判所の法廷を再現した教室を使って刑事裁判を体験
講座名：昔話やアニメから考える刑事裁判～裁判官や検察官、弁護士になり
きってみよう！～

名城大学 法学部

64 生涯学習課 子ども大学にっしん
科学実験と電子回路の製作
講座名：おもしろ科学の実験と電子回路の製作

愛知工業大学

65 生涯学習課 子ども大学にっしん
機材を使ったトリック映画の製作
講座名：映像の魔法を使って、トリック映画を作ろう！

椙山女学園大学
文化情報学部 メディア情報
学科

66 生涯学習課 子ども大学にっしん
「水や空気」「音や光・電気」などを利用した実験
講座名：ようこそ「科楽」の世界へＰａｒｔ3

愛知淑徳大学 大学院教育学研究科

67 生涯学習課 子ども大学にっしん
「クイズで学ぶ！正しいおやつの選び方」、「クリスマスについて」の講義と
調理実習
講座名：健康おやつ～「シュトレン風スコーン」をつくろう！～

愛知学院大学 心身科学部　健康栄養学科

68 生涯学習課 子ども大学にっしん
ゲームや歌などを通したり、読書、工作、アルファベットを使用したりして英
語に触れる
講座名：ENGLISH is FUN！英語と仲良くなろう！

名古屋外国語大学 外国語学部　英語教育学科

69 生涯学習課 子ども大学にっしん
映像スタジオで動画を作り、ストーリーやキャラクターをつくって、ヴァー
チャルなスタジオで撮影をして上映する
講座名：ヴァーチャルこどもスタジオ

愛知淑徳大学
創造表現学部　創造表現学
科

70 生涯学習課 大学連携講座
中国古来の「医食同源」に基づく薬膳のレシピなどを紹介し、
体質の変化に合わせて、薬膳食を通じて、病気の予防・健康づくりを学ぶ
講座名：楽しい薬膳～基礎編～

愛知淑徳大学 健康医療科学部

71 生涯学習課 大学連携講座
第１回は食と暮らしの話、第２回は地震に負けない住宅の話、第３回はカラー
ユニバーサルデザインについて講義
講座名：生活を科学する

椙山女学園大学
生活科学部　生活環境デザ
イン学科

72 生涯学習課 大学連携講座
写真の見方や撮り方を学ぶ
講座名：写真を見ること、撮ること、読むこと

名古屋学芸大学
メディア造形学部　映像メ
ディア学科

73 生涯学習課 大学連携講座

中央アジアのうち、ウズベキスタンを対象に、その地域（国）について、歴
史、政治、経済から社会、生活、文化、宗教、音楽、スポーツなど多様な領域
から学ぶ
講座名：中央アジアを知る-21世紀のシルクロードの姿

中部大学
全学共通教育部　全学総合
教育科
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74 生涯学習課 大学連携講座
心理学を知見を手がかりにに認知症の状態や対処法について学ぶ
講座名：認知症の心理学Ⅴ

椙山女学園大学 人間関係学部　心理学科

75 生涯学習課 大学連携講座
身近なことを題材に、ものづくりや実験を行いながら、日常生活で感じる疑問
を解決し、科学や数学の楽しさを体感
講座名：理科と数学の楽しいものづくり Part2

愛知東邦大学 教育学部

76 生涯学習課 大学連携講座
愛知県産のジネンジョやアシタバがもつ栄養学的な”チカラ”、健康増進へ
の”チカラ”を明らかにし、食事としてどう提供すればよいか学ぶ
講座名：愛知の農産物がもつ”チカラ”：スーパーフードになれるか？

中部大学
応用生物学部　食品栄養科
学科

77 生涯学習課 大学連携講座
人間の脳について学び、次にＡＩのことを理解したうえで、ＡＩと人間の知能
のどちらが優れているか考える
講座名：人間とＡＩ－ジャンケンしたらどっちが強い？

名古屋外国語大学
現代国際学部　現代英語学
科

78 生涯学習課 大学連携講座
資産運用の目的・金融資産の分類について学び、金融資産の紹介・運用につい
て学ぶ
講座名：資産運用と金融商品

名古屋商科大学 ビジネススクール

79 生涯学習課 大学連携講座
愛知県の寺社や民俗信仰に関する歴史や特色について学ぶ
講座名：尾張・三河の民俗信仰

愛知学院大学 文学部　宗教文化学科

80 生涯学習課 大学連携講座
『紅楼夢』誕生の背景から、きらびやかな名場面を原文も交えて味わいつつ、
伝統演劇やテレビドラマなどを紹介
講座名：『紅楼夢』を知っていますか

中部大学 国際関係学部　国際学科

81 生涯学習課 大学連携講座
“カーボンナノチューブ””青色ＬＥＤ”“青色レーザー”について学ぶ
講座名：世界を変える新材料

名城大学 理工学部

82 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 愛知淑徳大学

83 生涯学習課 家庭教育情報誌「かすい」製作 家庭教育情報誌「かすい」（年１回発行）の表紙製作 名古屋学芸大学
メディア造形学部　映像メ
ディア学科

84 生涯学習課 生涯学習情報誌「PLAN」製作 生涯学習情報誌「PLAN」（年３回発行）の表紙製作 名古屋学芸大学
メディア造形学部　映像メ
ディア学科

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する。
講座名：簡単体操でいきいき習慣

名古屋学芸大学
管理栄養学部・管理栄養学
科

86 生涯学習課 にっしん市民教室
自分の体質や心について知り、自分に合った体づくりを勉強します。
講座名：隠れ肥満からの脱却、10ヶ月のチャレンジ講座―携帯アプリを使って
体質に合わせた体づくり―

名古屋学芸大学
管理栄養学部・管理栄養学
科

87 生涯学習課 にっしん市民教室
考古学で明らかにされてきたことを歴史の流れに沿って説明する。　講座名：
考古学十話

愛知淑徳大学

88 生涯学習課 第１回記録回 愛知駅伝競走大会日進市代表選手選考会（第１回） 名古屋商科大学

89 生涯学習課 第２回記録回 愛知駅伝競走大会日進市代表選手選考会（第２回） 愛知学院大学

90 図書館
ワークショップ「とびだすプレゼントカード
づくり」

学生とともにポップアップのプレゼントカードをつくります。 名古屋学芸大学
メディア造形学部
映像メディア学科

91 図書館
開館10周年記念事業　「わくわく、プログラ
ミング」

図書館開館１０周年記念事業として、小学生低学年を対象にしたプログラミン
グ講座

愛知淑徳大学 人間情報学部

92 図書館
開館10周年記念事業　読書手帳のデザイン作
成

図書館開館１０周年記念事業として、オリジナルの読書手帳の作成にあたり、
表紙等のデザイン作成を依頼。

名古屋学芸大学
メディア造形学部
デザイン学科

93 図書館
「英語でクリスマスを楽しもう」
「英語で冬を楽しもう」

クリスマス、冬に関する英語絵本や手遊び歌などを通して、英語にふれてみま
せんか。

名古屋学芸大学 外国語学部 英米語学科

94 産業振興課 平成３０年度産官学連携講座の開催
市内の観光資源に関する産官学連携講座を行い、単位認定者には「観光ホスピ
タリティ認定書」を授与した。

愛知学院大学 文学部


