
平成29年度大学との協働事業調査票

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
平成28年度発足の近隣７市町によるオープンデータ検討会の
アドバイザーとして毎回参加いただいている

名古屋大学大学院 情報学研究科

2 企画政策課
７市町オープンデータ利活用ハッカ
ソン

平成28年度発足の近隣７市町によるオープンデータ検討会で公表された
オープンデータ等を利用したオープンデータ利活用ハッカソン
※例：事前告知Webページ→
https://www.code4.nagoya/event/2017/11/opendata/

椙山女学園大学 文化情報学部

3 企画政策課 総合計画推進部会

本市の将来都市像である「いつまでも暮らしやすい　みどり
の住環境都市」の実現を目指して、庁内検討組織による総合
計画推進体制を構築することにより、総合計画の円滑かつ効
率的な推進を図っている。

①愛知学院大学
②愛知学院大学

①地域連携センター（経
営学部）
②地域連携センター

4 秘書広報課
子ども向けホームページ「にっしん
市キッズページ」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考案・制作してい
ただく。

名古屋学芸大学
メディア造形学部
映像メディア学科

5 秘書広報課
にっしんテレビ平成30年1月1日号
「岩崎城の戦い」への出演

同テレビの番組で「岩崎城の戦い」の再現シーン撮影時に、
丹羽氏重とその家臣役として、出演・演技していただく。

愛知学院大学

6 秘書広報課
広報にっしん平成29年12月号「日進
市の財政状況をお知らせします」の
紙面作成

広報にっしん平成29年12月号「日進市の財政状況をお知らせ
します」で、２ページ紙面を作成していただく。

椙山女学園大学 現代マネジメント学部

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
シピの考案と、食物や栄養に関する記事を寄稿していただ
き、広報番組への出演して、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

8 秘書広報課
椙山オープンカレッジ２０１７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する。

椙山女学園大学
学務部
教務課

9 秘書広報課 第３７回椙山フォーラム
生活主体としての私たち自身が、自らを知り、力強く生きて
いく方法として、古くて新しい「家政学」を学ぶ機会として
フォーラムを開催する。

椙山女学園大学
企画広報部
企画課

10 秘書広報課

地域創造研究所設立15周年記念　シンポジウム
アクティブ・ラーニングの視点を問う
－小・中・高・大学で『主体的・対話的で深い学
び』を育むために－

小・中・高・大学で実施されているアクティブ・ラーニング
について、『主体的・対話的で深い学び』を育むためにはど
のような視点が必要か、専門家を交えてシンポジウムを開催
する。

愛知東邦大学 学術情報課

11 秘書広報課
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
子どもケア学科　５ゼミナール主催
みどりのこども会

ＥＳＤをテーマにした幼児と保護者向けのイベント「みどり
のこども会」を５つのゼミナールが協働し、人形劇や歌・ダ
ンスを企画・実践する。

名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部

12 秘書広報課

名古屋学芸大学　こども大学
「白くまくんのお話絵本と親子で楽
しむクラシック音楽の会－そしてペ
ンギンちゃんのミニ地球教室－」

学生によるユニバーサル・デザイン絵本の読み聞かせとク
ラッシック音楽のコラボレーションおよび地球教室（地球温
暖化のお話）を通して環境問題を発信する。

名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部

13 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

14 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

15 財政課 探求！地方公会計
統一的な地方公会計による財務書類をわかりやすく公開する
ため、広報紙紙面及び広報番組を作成した。

椙山女学園大学 現代マネジメント学部

16 市民協働課

子どもとすごそうプロジェクト
「ペットボトルロケットを飛ばそ
う！」
「みんなで料理！幸せ春ランチ！」

小学生とその父親（男性保護者）を対象に、工作や調理実習
を実施

愛知淑徳大学
コミュニティ・コラボ
レーション・センター

17 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

18
市民協働課
健康課

日進市と石巻市の食材を使用した食
品開発

日進市の新たな食材の発掘と被災地である石巻市の食材との
コラボメニューを提案し、日進市と石巻市の活性化をめざ
し、日進市のイベントでメニューの啓発、販売を行った。

名古屋学芸大学 管理栄養学部

19 市民協働課 にっしんおやこでロースクール2017

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

20 市民協働課
みんなでわくわく里山ウォークラ
リー

現代において里山が減少していることを知り、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

21 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、放課後子ども教室等へ
配布。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

22 市民協働課 高校生向けデートＤＶ防止啓発講座
デートDV防止に関する学生作成のパネル4枚を愛知県立日進
高校に掲示。学生が作成したパワーポイントの資料を使っ
て、大学教授が高校生を対象に講座を実施。

椙山女学園大学 人間関係学部

23 市民協働課 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

24 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

25
市民協働課
健康課

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

26 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
法務支援センター

27 市民協働課 協働ファシリテーション研修
市民との協働によるまちづくりを推進するため、会議等にお
ける市民との合意形成をを図る能力の向上を目的とし研修を
実施。

愛知学院大学 総合政策学部

28 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を開催した。

①名古屋外国語大学
②椙山女学園大学
③中部大学
④中部大学第一高等学校

29 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

30 市民協働課 日進市伝統文化見学会
名外大とＮＩＡ、日進市の協働により、日進市の伝統文化見
学会を開催。

名古屋外国語大学
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31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 市民協働課 防災講座 防災講座のチラシ配布。 名城大学

39 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

40 市民協働課
学生ボランティア活動成果報告会審
査員

学生がボランティア活動の成果を発表し、それを審査、講評
する。

愛知学院大学

41
市民協働課
生活安全課

IoTスマートバス停研究事業
バス情報のオープンデータ化（GTFS化）とIoT技術を利用し
た新たなバスロケーションシステムの開発研究。

名城大学 理工学部

42 生活安全課 愛知学院大学無料法律相談

愛知学院大学で開催している無料法律相談を日進市民が利用
できるようになった。
市の広報及びＨＰで周知する他、窓口や電話で希望者に紹介
する。

愛知学院大学 法務支援センター

43 環境課
（仮称）ウォームシェア推進オリジ
ナル鍋レシピ選手権

集まったレシピに対する審査協力 名古屋学芸大学 管理栄養学部

44 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
婚を迎えられたご夫婦をお招きし、長寿のお祝いをいたします。愛知学院
大学作動部の皆様より呈茶を行っていただいています。

愛知学院大学 文学部

45 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

46
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

-

47 健康課
にっしん体操
保育園出前講習会

市内の保育園児及び保育士に対し、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

48 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

49 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

50 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

51 健康課 食生活改善推進員会交流会
ボランティア同士の親睦を深めると共に指導技術の向上や地
域での健康づくりの推進を目的として、講義及び調理実習を
交えた交流会を開催

椙山女学園大学
生活科学部
管理栄養学科

52 健康課
食生活改善推進員事業「減塩スキル
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

53 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

54 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）

55 健康課 運動普及推進員養成講座
運動普及推進員養成講座の一環として「生活習慣病予防と運
動について」の講義実施

藤田保健衛生大学 医学部

56 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

57 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

58 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

①名古屋商科大学
②愛知淑徳大学
③愛知県立大学
④愛知学院大学
⑤名古屋学芸大学
⑥名古屋外国語大学

①学生支援部教務担当
②コミュニティ・コラボレーション
センター
③学生支援課
④地域連携センター
⑤サービスラーニングセンター
⑥学生課

59 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名古屋外国語大学
②愛知淑徳大学
③名古屋学芸大学

①学生課
②コミュニティ・コラボレーション
センター
③サービスラーニングセンター

60 子育て支援課 子ども条例普及啓発事業
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（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
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61 教育総務課 椙山オープンカレッジ２０１７年度
学園の有する人材および施設・設備等の資源を活用し、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
とする。

椙山女学園大学

62 教育総務課
2017年度　名古屋学芸大学　公開講
座

大学開放と生涯学習の推進を目的として、市民を対象に広く
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

63 教育総務課 第5回チャリティーコンサート
震災復興にちなんだ曲を団体外の方と一緒に演奏し、震災復
興を願い、団体外の方との交流を大事にする。

愛知淑徳大学

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

SSWｒの受入に対応し、学校が当面する諸問題に対応するた
め、教職員の福祉的理解を促すための研修を運営・実施する
もの。

愛知県立大学 人間発達学研究科

65 教育総務課
２０１７年度　名古屋学芸大学　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37回椙山フォーラム
生活主体としての私たち自身が、自らを知り、力強く生活し
ていく方法としての「家政学」を学ぶ機会としてフォーラム
を開催する。

椙山女学園大学

67 教育総務課 第３１回定期演奏会
音楽活動を通じて、地域の方々に広く音楽を知ってもらい、
また、音楽活動によって市や県の活性化に貢献する。

名古屋商科大学

68 学校教育課 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
心理学科

69 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
心理学科

70 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

71
学校給食セン
ター

廃食用油の処理等に係るアンケート
調査

愛知県における事業系の廃食用油の発生量と処理またはリサ
イクルの現状調査

名古屋大学大学院 環境学研究科

72
学校給食セン
ター

学校給食調理場における生野菜の取
り扱い等に関する調査

大学院生の研究テーマ｢生野菜提供に対する学校栄養士等の
意識や学校給食調理場の設備・衛生管理の課題」について、
現状の把握と今後の課題を明らかにするもの

高崎健康福祉大学大学
院

食品栄養学専攻博士後期
課程

73
学校給食セン
ター

リサーチプロジェクト
大学周辺地域で活動する団体等の問題解決に向けた取り組
み、実態や課題等の調査

愛知学院大学 総合政策学部

74
学校給食セン
ター

喫食率改善の研究
市内小学校における食育の推進と喫食状況改善のため、学校
給食ｾﾝﾀｰにおける残菜量の調査を行うもの
※学生はサポーターとして市内小学校で活動

名古屋学芸大学
管理栄養学部
管理栄養学科

75
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

76
学校給食セン
ター

卒業研究のためのアンケート調査
研究テーマ「学校給食における食べ残しの発生抑制及び有効
利用に関する取組の現状と効果的な取組方法の提案」を作成
するため、食べ残し量の有無を把握するため

滋賀県立大学
環境科学部
環境政策・計画学科

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：感染症と感染
予防を知る

椙山女学園大学
看護学部
看護学科

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：子どもと私を
もっと好きになる子育てのヒケツ

名古屋学芸大学
ヒューマンケア学部
子どもケア学科

79 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：東アジアの風
水思想－場所を選ぶ・国土を描く・環境を補う－

中部大学
国際関係学部
国際学科

80 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：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

81 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：スペイン風
オムレツ＆夏野菜スープを作ろう！／健康料理教室「カボ
チャのコロッケ＆大豆とリンゴのコロコロサラダ」をつくろ
う！

愛知学院大学
心身科学部
健康栄養学科

82 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：脳の体操！
錯覚遊びと不思議な世界でボール投げ体験

中部大学 ロボット理工学科

83 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：おもしろ科
学の実験と電子工作の体験

愛知工業大学

84 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：「ネイ
チャー・テクノロジー」を学ぼう

名古屋学芸大学

85 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：正多面体
パーツを使って立体物を制作する

椙山女学園大学
生活科学部
生活環境デザイン学科

86 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：日本列島の鋳
銅技術-銅鐸から金銅仏まで-

中部大学
現代教育学部
幼児教育学科

87 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Ⅳ

椙山女学園大学
人間関係学部
心理学科

88 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：日進市の観光
まちづくりを考える

名古屋商科大学 経営学部

89 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：理科と数学の
面白いものづくり

愛知東邦大学 教育学部

90 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：くだものの
甘さのヒミツ

名城大学 農学部
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91 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 part2

愛知淑徳大学
大学院
教育学研究科

92 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：Let's have
fun using English！

名古屋商科大学 コミュニケーション学部

93 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：ＹＯＵは何
しにアイハウス？

愛知淑徳大学 留学生別科

94 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：お気楽育児 愛知淑徳大学
心理学部
心理学科

95 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：超高齢社会を
健康長寿で生きるために

愛知学院大学

法学部
経済学部
教養部
経営学部

96 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：発達障害の時
代！？～発達障害から現代社会を読み解く～

名古屋外国語大学
現代国際学部
国際教養学科

97 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：南北朝・室町
時代の斯波氏と尾張国

中部大学
人文学部
歴史地理学科

98 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：くすりと薬剤
師

名城大学
薬学部
薬学科

99 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
デザイン学科

100 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
デザイン学科

101 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：「はじめよう！簡単ヨガでいきいき習慣」

名古屋学芸大学
管理栄養学部
管理栄養学科

102 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、自分に合った体作りを見つけ
る。講座名：「ぽっこりお腹をひっこめる、10ヶ月のチャレ
ンジ講座」～体質・性格・生活に合わせた体作り～

名古屋学芸大学
管理栄養学部
管理栄養学科

103 生涯学習課 にっしん市民教室
やきもの作りを通じて、先人の営みを解明する手がかりを学
ぶ。講座名：やきものが映す日本の歴史

愛知淑徳大学

104 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

105 生涯学習課 トラスポポスター スポーツ普及事業「トラスポ」のポスター作成 名古屋学芸大学
メディア造形学部
デザイン学科

106 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

107 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）

108 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

109 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

110 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

111 図書館 英語絵本読み聞かせ会
英語絵本の読み聞かせ、ペープサート、手遊び歌、折り紙作
りなど

名古屋外国語大学
准教授　新居明子、
学生10名


