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●中尾投手頑張れ！！

●第５回メイケイカップ

●犬山の学校給食を考えよう＆朝食クッキング

●第18回あつまれいぬやまっこ！

●国際交流ふれあいフェスタ

●図書館連携

●女子サッカー教室

●犬山武将隊祭

●こまキッズフェスタ2016

●第35回犬山国際友好シティマラソン

●秋桜健康福祉まつり

ン

●扶桑町を知ろう！

●犬山市職員研修

●犬山市長と語ろう！●犬山市長と語ろう！

●「安心・快適」に暮らそう!!●「安心・快適」に暮らそう!!

●ワールドパビリオン●ワールドパビリオン

●オープンカレッジ2016●オープンカレッジ2016

●平成２８年度後期 小牧市大学連携講座年度後期 小牧市大学連携講座

●扶桑町を知ろう！

●犬山市職員研修

●犬山市長と語ろう！

●「安心・快適」に暮らそう!!

●ワールドパビリオン

●オープンカレッジ2016

●平成２８年度後期 小牧市大学連携講座
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！地域 ！地域

地域の未来を応援！

●扶桑町を知ろうう●●●●●扶扶桑桑 をを知知ろろうう●扶 を知●●扶扶桑桑町町をを知知ろろうう！

●犬山市職員研修●●●●犬山市職員研修犬 員● 市職員 修●犬山市職員研修
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地域地域とともにとともに学ぼうぼう！地域とともに学ぼう！

地域と一緒に
　盛りあがろう！！ 
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地域とともに学ぼう！

コラボコラボコラボコラボコラボ
丹羽郡扶桑町×名経大

犬山市×名経大

　「扶桑町の現状と課題」と題して、まずは犬山市から見て扶桑町がどこ　「扶桑町の現状と課題」と題して、まずは犬山市から見て扶桑町がどこ
にあるか、どんな町なのかについて確認してもらいました。次に「役場」にあるか、どんな町なのかについて確認してもらいました。次に「役場」
とはどういう仕事を行っており、職員がどのような思いで仕事をしているとはどういう仕事を行っており、職員がどのような思いで仕事をしている
かについて話をさせてもらいました。隣接していながら犬山「市」とは異かについて話をさせてもらいました。隣接していながら犬山「市」とは異
なる扶桑「町」の実態を知ってもらえるよい機会になったと思いますし、なる扶桑「町」の実態を知ってもらえるよい機会になったと思いますし、
学生の皆さんの率直なイメージを聞かせてもらいとても有意義な時間でし学生の皆さんの率直なイメージを聞かせてもらいとても有意義な時間でし
た。ありがとうございました。た。ありがとうございました。

　「扶桑町の現状と課題」と題して、まずは犬山市から見て扶桑町がどこ
にあるか、どんな町なのかについて確認してもらいました。次に「役場」
とはどういう仕事を行っており、職員がどのような思いで仕事をしている
かについて話をさせてもらいました。隣接していながら犬山「市」とは異
なる扶桑「町」の実態を知ってもらえるよい機会になったと思いますし、
学生の皆さんの率直なイメージを聞かせてもらいとても有意義な時間でし
た。ありがとうございました。

　グループワークの中で留学生が積極的に発言する姿が印象的でした。　　グループワークの中で留学生が積極的に発言する姿が印象的でした。　
今後犬山市と大学が連携していく中で、留学生の発想や意見を取り入れて今後犬山市と大学が連携していく中で、留学生の発想や意見を取り入れて
いくことで、観光のみならず、地域での多文化共生をめざしたまちづくりいくことで、観光のみならず、地域での多文化共生をめざしたまちづくり
に貢献できる取り組みが展開されるのではないしょうか。に貢献できる取り組みが展開されるのではないしょうか。

　グループワークの中で留学生が積極的に発言する姿が印象的でした。　
今後犬山市と大学が連携していく中で、留学生の発想や意見を取り入れて
いくことで、観光のみならず、地域での多文化共生をめざしたまちづくり
に貢献できる取り組みが展開されるのではないしょうか。

『犬山のテーマパークを使った観光戦略』
『わん丸君と企業の連携による観光戦略』
『明治村の観光戦略』
『地層を使った観光戦略』
『留学生と友達になるために』

　学生にとって市役所は遠い存在のようです。まずは身近な存在であるこ
と、パートナーとしてお互い尊重し合える存在であることをわかってもらえ
なければ協働は難しい。職員も『協働』について正しい理解をしなければ
ならないと思います。

　犬山市は観光にばかり力をいれているのかと思っていたけど、地域　犬山市は観光にばかり力をいれているのかと思っていたけど、地域
住人の声を聞き、私達のような学生の意見も親身に聞き入れて下さっ住人の声を聞き、私達のような学生の意見も親身に聞き入れて下さっ
てとても良い印象を受けました。犬山市の長所・短所を知る機会とてとても良い印象を受けました。犬山市の長所・短所を知る機会と
なり、これからはイベントに参加したいと思いました。なり、これからはイベントに参加したいと思いました。

　犬山市は観光にばかり力をいれているのかと思っていたけど、地域
住人の声を聞き、私達のような学生の意見も親身に聞き入れて下さっ
てとても良い印象を受けました。犬山市の長所・短所を知る機会と
なり、これからはイベントに参加したいと思いました。

　日本人と留学生では視点が違う中で現状を述べた。若い視点、高　日本人と留学生では視点が違う中で現状を述べた。若い視点、高
齢者視点、立場が変わればいろいろ問題があるはず。私の国『中国』齢者視点、立場が変わればいろいろ問題があるはず。私の国『中国』
では家族と一緒に住む場合が多いので、高齢者が若者に力を借りるでは家族と一緒に住む場合が多いので、高齢者が若者に力を借りる
ことができる。そして中国も高齢化社会問題はあるが、高齢者の生ことができる。そして中国も高齢化社会問題はあるが、高齢者の生
活がよくできる仕組みがある。日本のように寂しいという問題はあま活がよくできる仕組みがある。日本のように寂しいという問題はあま
りない。時間は短いけど、違う視野から違う意見交換したことはとてりない。時間は短いけど、違う視野から違う意見交換したことはとて
もいいと思う。もいいと思う。

　日本人と留学生では視点が違う中で現状を述べた。若い視点、高
齢者視点、立場が変わればいろいろ問題があるはず。私の国『中国』
では家族と一緒に住む場合が多いので、高齢者が若者に力を借りる
ことができる。そして中国も高齢化社会問題はあるが、高齢者の生
活がよくできる仕組みがある。日本のように寂しいという問題はあま
りない。時間は短いけど、違う視野から違う意見交換したことはとて
もいいと思う。

　本学が進めるアクティブラーニング「体験型プロジェク
ト」のうち「観光戦略を考える」、「外国人の友達をつく
ろう」のプロジェクトメンバーが一年間の学びの成果を
提案をしました。犬山市長からは「これからの様々な観
光資源を活用した広域的な展開は重要である。地層とい
うこれまで見過ごされてきた分野を取り上げた提案は面
白く、いかに付加価値を満足に繋げていくかと考えてい
くかが重要です。これからも積極的に考え行動していた
だきたい」との講評をいただきました。

　私がこの学習会の中ではっとしたのは「行政は常に思考を働かせ、　私がこの学習会の中ではっとしたのは「行政は常に思考を働かせ、
人々に幸せな生活を送ってもらえるように取り組まねばならない」と人々に幸せな生活を送ってもらえるように取り組まねばならない」と
いう内容でした。これがまちを活性化させ輝かせることにつながるのいう内容でした。これがまちを活性化させ輝かせることにつながるの
ですが、時としてクレームとなって返ってくることもあるそうです。こですが、時としてクレームとなって返ってくることもあるそうです。こ
うした実態を知ることができたのはとても有意義でした。またこれかうした実態を知ることができたのはとても有意義でした。またこれか
らの行政に特に求められることは、人と人がいっそう繫がり、その上らの行政に特に求められることは、人と人がいっそう繫がり、その上
で意見を聞く機会が増えることであると学ぶことができました。で意見を聞く機会が増えることであると学ぶことができました。

　私がこの学習会の中ではっとしたのは「行政は常に思考を働かせ、
人々に幸せな生活を送ってもらえるように取り組まねばならない」と
いう内容でした。これがまちを活性化させ輝かせることにつながるの
ですが、時としてクレームとなって返ってくることもあるそうです。こ
うした実態を知ることができたのはとても有意義でした。またこれか
らの行政に特に求められることは、人と人がいっそう繫がり、その上
で意見を聞く機会が増えることであると学ぶことができました。

～扶桑町の現状と課題～～扶桑町の現状と課題～

～「協働のまちづくりとは」～

～体験型プロジェクトでの成果を提案～

平成28年12月7日（水）名古屋経済大学

平成29年1月11日（水平成29年1月11日（水）
　　　　　名古屋経済大学　　　　　名古屋経済大学

平成29年1月11日（水）
　　　　　名古屋経済大学

平成29年1月17日（火）
　犬山国際観光センターフロイデ

政策調整課●今枝利暢さん 経済学部 4 年●伊藤 慎祐

地域地域とととともにとともに学学ぼぼぼうぼう！！

～扶桑町の現状と課題～～扶桑町の現状と課題～

扶桑町扶桑町を知ろう知ろう！扶桑町を知ろう！

犬山市職員研修

犬山市長と語ろう！

　犬山市の職員研修が学生・教職員を交え本学で開催されました。　　犬山市の職員研修が学生・教職員を交え本学で開催されました。　
愛知淑徳大学小島祥美氏を講師にお迎えし、愛知淑徳大学小島祥美氏を講師にお迎えし、第1部では愛知淑徳大学コ部では愛知淑徳大学コ
ミュニティコラボセンターの活動事例紹介、ミュニティコラボセンターの活動事例紹介、第2部では「犬山市の抱える部では「犬山市の抱える
課題について」参加者によるグループワークを行いました。課題について」参加者によるグループワークを行いました。

　犬山市の職員研修が学生・教職員を交え本学で開催されました。　
愛知淑徳大学小島祥美氏を講師にお迎えし、第1部では愛知淑徳大学コ
ミュニティコラボセンターの活動事例紹介、第2部では「犬山市の抱える
課題について」参加者によるグループワークを行いました。

コラボコラボコラボコラボコラボ

犬山市×名経大
コラボコラボコラボコラボコラボ

学生はこう感じました

講師感想

研修を終えて（市職員）

経済学部 2 年●王 鰧飛（オウ トウヒ）

経済学部 2 年●土屋明里  経済学部 2 年●土屋明里  経済学部 2 年●土屋明里  

愛知淑徳大学 文学部教育学科愛知淑徳大学 文学部教育学科●小島祥美准教授小島祥美准教授愛知淑徳大学 文学部教育学科●小島祥美准教授
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地域とともに学ぼう！

犬山市×名経大

　留学生が、慣れない土地でも安心して快適に暮らせるよう、火災などの緊急時の　留学生が、慣れない土地でも安心して快適に暮らせるよう、火災などの緊急時の
対応と、日常生活で避けて通れないごみの搬出について学びました。犬山市消防本対応と、日常生活で避けて通れないごみの搬出について学びました。犬山市消防本
部と環境課のみなさんには、実践を交えながらわかりやすくご指導いただきました。部と環境課のみなさんには、実践を交えながらわかりやすくご指導いただきました。

講師は犬山市・消防本部と環境課職員のみなさん！講師は犬山市・消防本部と環境課職員のみなさん！

　留学生が、慣れない土地でも安心して快適に暮らせるよう、火災などの緊急時の対　留学生が、慣れない土地でも安心して快適に暮らせるよう、火災などの緊急時の対
応と、日常生活で避けては通れないごみの搬出について学びました。犬山市消防本応と、日常生活で避けては通れないごみの搬出について学びました。犬山市消防本
部と環境課のみなさんには、実践を交えながらわかりやすくご指導いただきました。部と環境課のみなさんには、実践を交えながらわかりやすくご指導いただきました。

　留学生が、慣れない土地でも安心して快適に暮らせるよう、火災などの緊急時の対
応と、日常生活で避けては通れないごみの搬出について学びました。犬山市消防本
部と環境課のみなさんには、実践を交えながらわかりやすくご指導いただきました。

とても役に立った
やっとごみを分別できました！

　日本のごみの分別は非常に細かく、練習の時には　日本のごみの分別は非常に細かく、練習の時には
いくつか間違えてしまいました。　確かにとても複雑いくつか間違えてしまいました。　確かにとても複雑
ですが、このような方法は資源の循環利用や環境保ですが、このような方法は資源の循環利用や環境保
護のためにとてもよいと思いました。 護のためにとてもよいと思いました。 
また、一人ひとりがみんなごみ分別に協力することでまた、一人ひとりがみんなごみ分別に協力することで
非常に効率的で直接的に効果がある方法だと感じま非常に効率的で直接的に効果がある方法だと感じま
した。　今回は本当に学ぶ事が多く、とても面白かっした。　今回は本当に学ぶ事が多く、とても面白かっ
たです。また次の機会にも参加したいです。たです。また次の機会にも参加したいです。

　日本のごみの分別は非常に細かく、練習の時には
いくつも間違えてしまいました。確かにとても複雑で
すが、このような方法は資源の循環利用や環境保護
のためにとてもよいと思いました。 
　また、一人ひとりがみんなごみ分別に協力すること
で非常に効率がよく直接効果がある方法だと感じま
した。今回は本当に学ぶ事が多く、とても面白かっ
たです。また次の機会にも参加したいです。

　６年生の「総合学習―ワールドパビリオン―」において、犬山市国際交流員ジャクリーン・シュピーザさんとともに本学
留学生３名（中国・台湾・ベトナム）が自らの国・出身地を紹介する活動を行いました。参加した留学生は「出身地を紹
介するために自ら調べたことで、より深く自国を知ることができました」、「次に機会があれば、もっと小学生達が聞きたい
ことをきちんと伝えたり、落ち着いてわかりやすい説明ができるように準備をして頑張りたい」と感想を述べていました。

講師は犬山市・消防本部と環境課職員のみなさん！

平成28年11月2日(水)
名古屋経済大学

平成28年11月2日(水)
 犬山市立東小学校

コラボコラボコラボコラボコラボ

犬山市立東小学校×
犬山市観光交流課×名経大

コラボコラボコラボコラボコラボ

「安心「安心・快適」快適」に暮らそう暮らそう「安心・快適」に暮らそう

ワールドパビリオン

！！

 法学部研究生●蔡 意 (サイ イショウ ) 経営学部 2年●グェン タン トウン 
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地域とともに学ぼう！

犬山市民総合大学×名経大

小牧市教育委員会　
×名経大管理栄養学科

　昨年まで独自で開催してきた「名経大オー
プンカレッジ」を、本年度は犬山市民総合
大学「敬道館」と連携し実施しました。受
講された皆さまからは、「有意義な講座で来
年も楽しみにしています。」「大学祭と合わせ
た日程での開催は良かった。」などの感想を
いただきました。

中国現代文学の代表的作家である閻連科の小説などを題材に、
翻訳の難しさと醍醐味をお伝えしました。

モンゴルの歴史的背景、現在の国際的な役割などについて取り上げ
ました。受講された皆さまからは日本との関わりを中心に多くの質問
が寄せられました。

大隅良典さんのノーベル賞受賞で一躍話題となった『オートファ
ジー』や、アルツハイマー病予防について「食品学」「食育」の
視点から解説しました。

ハロウィンの「かぼちゃ」にはなぜ顔を描くのか？など絵本の世界
を解りやすく解説しました。講義の前後には、珍しい絵本を実際に
手にとって見ていただきました。

　小牧市の生涯学習拠点「こまなびサロン」の大学連携講座が名古屋
経済大学で開催されました。講師は管理栄養学科・上延麻耶准教授、
学生もアシスタントとして活躍。いつまでも若々しくハツラツとした生活
を送るための栄養について、毎回のテーマに添った講義と調理実習を実
施。市民の方と一緒に学びました。

第1回 9/17(土)
『翻訳よもやま話』

「おいしく健康・たのしく調理」実践！
おいしくエイジングケア

「この頃、物忘れが多い、そんなあなたは必見！」「この頃、物忘れが多い、そんなあなたは必見！」

「加齢にともなうカラダの変化」「加齢にともなうカラダの変化」

「アルコールの豆知識 知ればお酒は百薬の長」「アルコールの豆知識 知ればお酒は百薬の長」

認知機能の低下をと予防する食事を作りました。認知機能の低下をと予防する食事を作りました。

「この頃、物忘れが多い、そんなあなたは必見！」

「加齢にともなうカラダの変化」

「アルコールの豆知識 知ればお酒は百薬の長」

第2回 10/8(土)
『モンゴルの法と社会』

第3回 10/9(日)
『食生活改善からアルツハイマー病を考える』

第4回 11/19(土)
『子どもが創造する絵本』

平成28年9月17日(土)、10月8日(土)、９日(日)、11月19日(土)
犬山市国際観光センターフロイデ・名古屋経済大学

平成28年10月1日(土)、11月5日(土)、12月3日(土)

コラボコラボコラボコラボコラボ

コラボコラボコラボコラボコラボ

オープンカレッジ2016

平成２８年度後期
小牧市大学連携講座

経営学部准教授 中村 真咲経営学部教授 谷川 毅

人間生活科学部准教授 太田 和徳 短期大学部准教授 飯田 幸恵

低栄養の予防や食べる機能に合わせた食事について学びました。低栄養の予防や食べる機能に合わせた食事について学びました。低栄養の予防や食べる機能に合わせた食事について学びました。

認知機能の低下予防に効果的な食材を使った献立を試作しました。認知機能の低下予防に効果的な食材を使った献立を試作しました。認知機能の低下予防に効果的な食材を使った献立を試作しました。

カラダにうれしいお酒の楽しみ方や飲酒と栄養について学びました。カラダにうれしいお酒の楽しみ方や飲酒と栄養について学びました。カラダにうれしいお酒の楽しみ方や飲酒と栄養について学びました。

名古屋経済大学

第1回 10/1（土）

第2回 11/5（土）

第3回 12/3（土）
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地域と一緒に盛り上がろう！

　「エビカニクス」を踊ったり、ミニゲームを子どもたちと一緒にイベントを楽し
みました。「エビカニクス」は子どもだけでなく、スタッフの方々もみんなで体を
動かし元気よく踊ることができました。ミニゲームは、ボールを落とさないよう
にケンケンしたり、ジャンプしたり。小さな子どもからお母さん方まで楽しくゲー
ムに参加していただけて良かったです。普段小学生の子どもたちやその保護者
の方と直接かかわることが少ないので、いろいろな方と触れ合うことができ、と
ても貴重な経験になりました。また昔の遊びで竹馬や駒が体験できるコーナー
では遊び方を教えていただき、地域の方とも交流ができて良かったです。とて
も楽しくてまた行事に参加したいと思いました。ありがとうございました。

　今回初めて参加させて頂き、他国の方々やたくさんの文化と触れ　今回初めて参加させて頂き、他国の方々やたくさんの文化と触れ
合うことが出来ました。私はお正月コーナーを担当しましたが、外合うことが出来ました。私はお正月コーナーを担当しましたが、外
国の方は「難しいなあ」と言いながらも、かるた取りをしたりコマ国の方は「難しいなあ」と言いながらも、かるた取りをしたりコマ
回しに挑戦をしたりして和やかな雰囲気の中で、日本の文化に触れ回しに挑戦をしたりして和やかな雰囲気の中で、日本の文化に触れ
て頂けたように感じます。またコマやけん玉で遊ぶ子どもたちの笑て頂けたように感じます。またコマやけん玉で遊ぶ子どもたちの笑
顔を見ながら、私達も一緒に楽しむことが出来、国際交流の大切顔を見ながら、私達も一緒に楽しむことが出来、国際交流の大切
さを実感しました。この経験を、将来保育の現場に出た時にも是さを実感しました。この経験を、将来保育の現場に出た時にも是
非活かしていきたいと思います。非活かしていきたいと思います。

　今回初めて参加させて頂き、他国の方々やたくさんの文化と触れ
合うことが出来ました。私はお正月コーナーを担当しましたが、外
国の方は「難しいなあ」と言いながらも、かるた取りをしたりコマ
回しに挑戦をしたりして和やかな雰囲気の中で、日本の文化に触れ
て頂けたように感じます。またコマやけん玉で遊ぶ子どもたちの笑
顔を見ながら、私達も一緒に楽しむことが出来、国際交流の大切
さを実感しました。この経験を、将来保育の現場に出た時にも是
非活かしていきたいと思います。

　元なでしこジャパンの川上直子さんを招き、女子小
学生約 60 名を対象としたサッカー教室が開催されま
した。本学女子サッカー部学生が川上さんのアシスタ
ントを務め、子どもたちとの交流を深めました。

　内藤丈草（1662～1704 年）は犬山で武士の子として生まれ、27歳で出家し仏門に入ったのち、松尾芭蕉に入門した
と伝えられています。才能を開花させ蕉門の十哲（芭蕉門下の10人のすぐれた俳人）となりました。同じく犬山の生ま
れであった郷土史家市橋鐸 (いちはし たく)氏（1893 ～1983 年）は幼い頃から内藤丈草の話を聞き育ち、『丈草研究者』
として数多くの著作を残しました。本学図書館には蔵書のうち犬山に関するものが寄贈されており、市橋氏の蔵書を中
心に展示しました。犬山市立図書館には内藤丈草に関する著書や清貧な生活から生まれた洒脱でユーモアに溢れた丈草
の俳句が展示されました。

『郷土の俳人 内藤丈草を知る』～合同企画展開催～

～羽黒中央公園活性化事業～

平成28年11月13日(日)
犬山市民文化会館

平成29年1月22日(日)
小牧市勤労センター

平成29年2月11日(土)
羽黒中央公園多目的スポーツ広場

平成29年2月1日(水)～３月20日(月)
犬山市立図書館・名古屋経済大学図書館犬山市×名経大

あつまれあつまれ いぬやまっこ！いぬやまっこ！あつまれ いぬやまっこ！

国際交流ふれあいフェスタ

図書館連携

女子サッカー教室

小牧市国際交流協会×名経大
コラボコラボコラボコラボコラボ

コラボコラボコラボコラボコラボ

短期大学部保育科1年●原 日香瑠

教育保育学科３年●渡邉 詩乃

第18回第18回第18回
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　私はブースに来る子達を満足させてあげられるかが不安でし
た。なぜならブースを行うにあたって内容や準備するものにつ
いてあまり詳細にまとまっていなかったからです。しかしみん
なで協力し合い、臨機応変に動くことで当日ブースに来てくれ
た子達を満足させてあげることができました。ブースの成功は
教育保育学科の仲間たちがいたからこそできたことだと思いま
す。だからこの経験は大切にしていきたいと思いました。

地域と一緒に盛り上がろう！

NPO×名経大

犬山市×名経大

　犬山で活動する NPO 団体（犬山武者隊「凛」、犬山甲冑制作同好会）が主催す
る武将隊祭に本学から学生・教職員18名が参加しました。山田犬山市長を大将に
鎧兜姿で行軍し、秋の犬山城下町の一日を楽しみました。

　地域住民と触れ合いを通じて健康づくりや食育活動の進め方を学ぶこと
を目的に参加しました。朝食づくり体験コーナーでは作り方のアドバイスや
食生活チェックの手伝いを行いました。食育クイズコーナーでは幼児から
高齢者の方まで多くの方々に参加いただけました。

　私はブースに来る子達を満足させてあげられるかが不安でし　私はブースに来る子達を満足させてあげられるかが不安でし
た。なぜならブースを行うにあたって内容や準備するものにつた。なぜならブースを行うにあたって内容や準備するものにつ
いてあまり詳細にまとまっていなかったからです。しかしみんいてあまり詳細にまとまっていなかったからです。しかしみん
なで協力し合い、臨機応変に動くことで当日ブースに来てくれなで協力し合い、臨機応変に動くことで当日ブースに来てくれ
た子達を満足させてあげることができました。ブースの成功はた子達を満足させてあげることができました。ブースの成功は
教育保育学科の仲間たちがいたからこそできたことだと思いま教育保育学科の仲間たちがいたからこそできたことだと思いま
す。だからこの経験は大切にしていきたいと思いました。す。だからこの経験は大切にしていきたいと思いました。

　私はブースに来る子達を満足させてあげられるかが不安でし
た。なぜならブースを行うにあたって内容や準備するものにつ
いてあまり詳細にまとまっていなかったからです。しかしみん
なで協力し合い、臨機応変に動くことで当日ブースに来てくれ
た子達を満足させてあげることができました。ブースの成功は
教育保育学科の仲間たちがいたからこそできたことだと思いま
す。だからこの経験は大切にしていきたいと思いました。

　私は高校で駅伝部に所属していていつも走る側だった為、　私は高校で駅伝部に所属していていつも走る側だった為、
設営や運営には沢山の人や時間をかけている事が今回のボラ設営や運営には沢山の人や時間をかけている事が今回のボラ
ンティア経験で知ることができました。前日の事前準備では雪ンティア経験で知ることができました。前日の事前準備では雪
風が強い中、大量のコーンを運んだり参加賞の準備をしたりと、風が強い中、大量のコーンを運んだり参加賞の準備をしたりと、
とても大変な作業でした。大会当日は家族で参加される方もとても大変な作業でした。大会当日は家族で参加される方も
いて、赤ちゃんからお年寄りの方まで幅広い年代で楽しんでもいて、赤ちゃんからお年寄りの方まで幅広い年代で楽しんでも
らえたのが嬉しかったし、「ありがとう」と参加賞を受け取っらえたのが嬉しかったし、「ありがとう」と参加賞を受け取っ
てもらえた時にはやりがいを感じることができました。　てもらえた時にはやりがいを感じることができました。　

　私は高校で駅伝部に所属していていつも走る側だった為、
設営や運営には沢山の人や時間をかけている事が今回のボラ
ンティア経験で知ることができました。前日の事前準備では雪
風が強い中、大量のコーンを運んだり参加賞の準備をしたりと、
とても大変な作業でした。大会当日は家族で参加される方も
いて、赤ちゃんからお年寄りの方まで幅広い年代で楽しんでも
らえたのが嬉しかったし、「ありがとう」と参加賞を受け取っ
てもらえた時にはやりがいを感じることができました。　

今年のテーマ「ロコモを予防しよう！！
～食と運動を見直そう～」

～マラソンボランティア体験～

平成28年10月23日(日)
犬山市：城下町

平成28年11月5日(土)
小牧市勤労センター

平成29年２月12日(日)平成29年２月12日(日)
犬山市：城下町犬山市：城下町

平成29年２月12日(日)
犬山市：城下町

平成28年11月6日（日）犬山市民健康館さら・さくら

コラボコラボコラボコラボコラボ

コラボコラボコラボコラボコラボ

犬山市×名経大コラボコラボコラボコラボコラボ

犬山武将隊祭

こまキッズフェスタ2016こまキッズフェスタ2016こまキッズフェスタ2016

第35回第35回犬山国際友好犬山国際友好シティマラソンシティマラソン第35回犬山国際友好シティマラソン

まつりまつりまつりまつりまつり

【ラグビー部マネージャー】短期大学部保育科１年●池田 智音

教育保育学科４年●川瀬 敦也

秋桜健康福祉秋桜健康福祉まつりまつり秋桜健康福祉まつり
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地域の未来を応援！

犬山市少年野球チーム
×名経大野球部

　小学 6 年生東諒太朗君、中島慎政君、保浦稜君をはじめとする犬山市の少年野球チー
ム「羽黒ファイターズ」の 19 名がヤクルトスワローズからドラフト指名をうけた中尾輝投
手の激励に来てくれました。野球教室や記念撮影などで交流を深め、中尾投手からはま
だ特訓中という貴重なサイン入りファイルが全員にプレゼントされました。

　小中学校の食育の充実と、家庭・地域が一体となった実践的な学校給食の活用について、本学学生が取組
んできた事例発表をしました。「犬山の学校給食を考えよう」、「朝食クッキング」をテーマとする発表に委員の
保護者、学校長、栄養教諭、看護教諭、薬剤師の方々からも良い評価をいただくことができました。

　犬山市内のスポーツ少年団 6 チームによる 4 年生大会
が開催され、選手約 90 名はじめ多くの保護者・指導者
のみなさんが本学に来られました。スポーツを通じた地
域の人たちの交流の拡がりを感じる一日でした。

・犬山茶飯・田楽風ハンバーグ
・三色ごまあえ・ゴロゴロカミカミ汁・牛乳

～少年野球チームが激励～

～スポーツフレンドシップ事業～～スポーツフレンドシップ事業～～スポーツフレンドシップ事業～

～学校食育推進委員会で成果発表～

犬山の学校給食を考えよう犬山の学校給食を考えよう犬山の学校給食を考えよう

平成28年11月13日（日）
　名古屋経済大学野球場

平成29年1月22日（日）
名古屋経済大学サッカー場

平成29年1月19日（木）
犬山市民健康館さら・さくら

平成29年1月25日（水）平成29年1月25日（水）
犬山市立犬山中学校犬山市立犬山中学校
平成29年1月25日（水）
犬山市立犬山中学校

平成28年12月17日（土）
犬山市楽田児童センター

第５第５回メイケイカップイケイカップ第５回メイケイカップ

犬山の学校給食を考えよう
　 朝食クッキング

　中尾投手のピッチングは全身を使って投げる剛　中尾投手のピッチングは全身を使って投げる剛
速球で音に驚きました。ストレートをぶれずに速球で音に驚きました。ストレートをぶれずに
まっすぐ投げる姿はかっこよかったです。真似しまっすぐ投げる姿はかっこよかったです。真似し
て投げてみたけど上手くいかなかった時、中尾投て投げてみたけど上手くいかなかった時、中尾投
手が良い所・悪い所をアドバイスしてくれたので手が良い所・悪い所をアドバイスしてくれたので
とても嬉しかったです。大学の広いグランドで直とても嬉しかったです。大学の広いグランドで直
接教えてもらいとても良い経験になりました。教接教えてもらいとても良い経験になりました。教
えてもらったことを忘れずに、ぼくも中尾投手のえてもらったことを忘れずに、ぼくも中尾投手の
ような力強い投球ができる投手になりたいです。ような力強い投球ができる投手になりたいです。

　中尾投手のピッチングは全身を使って投げる剛
速球で音に驚きました。ストレートをぶれずに
まっすぐ投げる姿はかっこよかったです。真似し
て投げてみたけど上手くいかなかった時、中尾投
手が良い所・悪い所をアドバイスしてくれたので
とても嬉しかったです。大学の広いグランドで直
接教えてもらいとても良い経験になりました。教
えてもらったことを忘れずに、ぼくも中尾投手の
ような力強い投球ができる投手になりたいです。

コラボコラボコラボコラボコラボ

羽黒ファイターズ 6 年●東諒太朗くん羽黒ファイターズ 6 年●東諒太朗くん羽黒ファイターズ 6 年●東諒太朗くん

中尾輝投手

中尾投手頑張れ！！

犬山サッカー協会×犬山市
×犬山商工会議所×名経大

犬山市×名経大管理栄養学科

コラボコラボコラボコラボコラボ

コラボコラボコラボコラボコラボ

朝食クッキング朝食クッキング朝食クッキング
平成29年1月14日（土）
犬山市西児童センター

本日の献立本日の献立本日の献立

会食前に献立説明中
自分たちで具材を選び
ロールおにぎり作り



地域連携センター    TEL0568-68-3282
●お問い合わせ先

FAX 0568-67-0724      MAIL  chiiki-c@nagoya-ku.ac.jp
〒484-8504 愛知県犬山市内久保61-1  TEL0568-67-0511（代表）

犬山市産官学連携協議会 犬山市・犬山商工会議所 7/29(金)・12/27(火)

地域連携推進懇談会 犬山市 6/23(木)・11/1(火)・12/20(火)・2/13(月)

犬山市食育推進担当者会議 犬山市 7/16(土)～2/28(火)

連
携
会
議

地域連携推進懇談会 小牧市 2/7(火)

犬山城下町きっず愛らんど 犬山市 5/15(日)・7/3(日)・11/20(日)

いぬやま環境フェア2016 犬山市 6/25(土)

犬山武将隊祭 犬山武将隊「凛」・犬山甲冑制作同好会 10/23(日)

フロイデ祭 犬山国際交流協会 12/11(日)

第35回犬山国際友好シティマラソン 犬山市 2/11(土)～2/12(日)

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

世界のTEA TIME 犬山国際交流協会 2/19(日)

犬山観光学生大使事業 犬山市観光協会 4/1(金)～3/31(金)

参議院議員通常選挙期日前投票実務体験 犬山市 6/27(月)～7/3(日)

朝食クッキング 犬山市 7/6(水)～1/14(土)

観光×留学生によるインバウンド観光推進事業成果発表会 犬山市 7/20(水)

犬山市「地方版総合戦略」学習会＆ワークショップ 犬山市 7/26(火)

楽田小学校「まちたんけん」 犬山市立楽田小学校 10/5(水)

学校給食を考えよう 犬山市 10/28(金)～2/17(金)

犬山市立東小学校の総合学習（ワールドパビリオン） 犬山市立東小学校 11/2(水)

留学生生活支援研修（「安心・快適」に暮らそう！！） 犬山市 11/2(水)

ベトナム・中国海外事業 ヘルプデスクサービス事業 犬山市 11/25(金)～12/9(金)

犬山市長と語ろう！ 犬山市 1/17(火)

学習チューター 小牧市 4/1(金)～3/31(金)

園児対象う蝕対策普及啓発活動事業(虫歯予防活動） 小牧市 8/23(火)

連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

扶桑町学習会（扶桑町を知ろう！） 丹羽郡扶桑町 12/7(水)

名古屋市消費生活フェア2016 名古屋市 11/5(土)

国際交流鵜飼 犬山市 7/15(金)

第20回楽田夏まつり 犬山市楽田地区コミュニティ協議会 8/6(土)

石上祭 犬山市石上祭保存会 8/7(日)

第１４回犬山市産業振興祭・名経祭 犬山市産業振興祭実行委員会 10/8(土)～10/9(日)

秋桜健康福祉まつり 犬山市 11/6(日)

第18回あつまれいぬやまっこ！うきうき大行進 あつまれいぬやまっこ実行委員会 11/13(日)

こまき産業フェスタ2016 小牧市 5/28(土)～5/29(日)

こまキッズフェスタ2016 小牧市こども連絡協議会 11/5(土)

イ
ベ
ン
ト
参
加

国際交流ふれあいフェスタ 小牧市国際交流協会 1/22(日)

名古屋経済大学オープンカレッジ2016 犬山市 9/17(土)・10/8(土)・10/9(日)・11/19(土)生
涯

学
習 平成28年度後期小牧市大学連携講座 小牧市 10/1(土)・11/5(土)・12/3(土)

丹羽郡町村会・議長会研修会 丹羽郡扶桑町・大口町 8/1(月)研
修 犬山市職員研修会 犬山市 1/11(水)

あいち観光まちづくりフォーラム 愛知県 3/15(水)

犬山市立図書館・名古屋経済大学図書館合同企画展示 犬山市 4/23(土)～5/12(木)・10/27(木)～11/9(水)・2/1(水)～3/20(月)そ
の
他 羽黒ファイターズ来学（中尾投手頑張れ！！） 犬山市少年野球チーム「羽黒ファイターズ」 11/13(日)

スポーツフレンドシップ事業（第5回メイケイカップ） 犬山市・犬山商工会議所 1/22(日)

地域連携に関する主な活動記録
事業名称 主な連携先 日付

平成28年4月1日～平成29年3月31日
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