2018年度 活動報告書

大ナゴヤ大学を一緒につくり続けましょう！
学生｜授業に参加する

街じゅうをキャンパスに、
さまざまなテーマで授業を開催しています。

ボラスタ｜授業やイベントを手伝う

会場設営や授業の受付、
レポート、学生さんとのコミュニケーションなど。

授業コーディネーター｜授業をつくる

ナゴヤの「面白い！」
を発掘し、
「 授業」
としてコーディネート。

サポーター｜寄付でサポートする

活動を継続するため、事務局・講座の運営等に充てさせていただきます。

ゼミ・課・部｜キャンパスライフを楽しむ

学生のみなさんの自発的なコミュニティであるゼミ・課・部活動も。

法人会員・授業協賛｜コラボする

コラボ授業や商品開発等。
ナゴヤを面白がるヒトモノコトづくり。
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今日も、学びを楽しみにまちへ 。
2 019年 9月に、大ナゴヤ大学は10周年をむかえます。
誰でも生徒、誰でも先生 。
キャンパスはまちの全ての場所。
まちで「 面白い」を見つけるのを楽しもう。
まちを今より身近に感じて、大 切にしよう。
学び合いの場づくりを続けてきました。
まちの姿も 、人それぞれの暮らしも変化するなか 、
大ナゴヤ大学に関わる人は日々増えています。
時 代は移り変わっても、まちで学び、楽しみ、変わる。
原点の想いを大 切にこれからも。
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絞りのまち「有松」。

市場の人の活気、

素敵な街並は、時が経つのを忘れて、ずっと眺めていたくなる。

店員さんが話してくれたおすすめの料理方法やふとした会話。

瓦、建物、有松絞り、山車、蔵、お店。
見えている街並みは、一人ひとり違うのかもしれない。
楽しみ方は、人それぞれ。
あなたの視点で、有松を楽しんで。

CLASS

CLASS

01

早朝から身体（胃袋）も心もうれしくなる場所は市場しかない。
スパイスからつくるカレーも、
市場で買い物をすることも少し勇気が必要。
「授業」という場を通して、次のステップに進むことができる。
よし、次は子どもと一緒に市場の食材でごはんをつくろう。
2019.1.19 sat

2018.6.24 sun
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みんなで散歩ノートをつくろう！−古い街並みが残る有松で−
授業コーディネーター｜大野嵩明
教室｜有松のまち（名古屋市緑区有松）

朝の市場の活きをそのまま！スパイスからつくる
カレーの奥深さを知るランチタイムをご一緒に！〜柳橋中央市場〜

授業コーディネーター｜橋爪 萌
教室｜柳橋中央市場（名古屋市中村区名駅）とsharebase.InC（中区錦）
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普段は観光で訪れるまちも、
そのまちに住む人になりきって散歩すれば、
ひとたび違う魅力と出会う。
ここは南知多町。海の幸にも山の幸にも恵まれたまち。
みんなも一緒に地元気分で旅しませんか？
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「バスケットはお好きですか？」
半信半疑でいいから、名古屋城南・ドルフィンズアリーナでバスケを観戦してみてほしい。
そう、あの頃漫画でみたスラムダンクの世界が広がっている。
最後にあなたはきっとこう言ってしまうだろう。
「大好きです。今度は嘘じゃないっす」
2018.12.1 sat ー 2019.1.19 sat

2019.3.2 sat
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私の暮らしをつくろう！〜南知多を舞台に未来の生活を考えるツアー
授業コーディネーター｜山田卓哉
教室｜愛知県知多郡南知多町の情報発信＆交流拠点「カドミナ」

ドルフィンズアリーナを満員に！
名古屋ダイヤモンドドルフィンズのファンは世界一！となるアイディアを考えよう！
授業コーディネーター｜岡本ナオト
教室｜名古屋市東区の名城大学のカフェテリア「MU GARDEN TERRACE」、
中区の「ドルフィンズアリーナ」、名城大学の社会連携ゾーン「shake」、
西区の「喫茶、食堂、民宿。なごのや」で4回シリーズ授業
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名古屋は和菓子のまちだって、最近思う。
まちを歩けばいたるところに小さな和菓子屋さん、
老舗の和菓子屋さん、新しい和菓子屋さん、たくさんある。
あなただけのお気に入りの和菓子屋さんを見つけに
まちを歩いてみてはいかが？

2018.10.28 sun
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和菓子さんぽ〜和菓子ライターせせなおこさんと行く名古屋大須編〜
授業コーディネーター｜山田卓哉
教室｜大須商店街（名古屋市中区大須）にある和菓子店
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名古屋には「問屋」という昔ながらの商業が根強く生きている。
明道町の駄菓子・玩具問屋街、長者町の繊維問屋街、
そして伏見にも。
氷の上にはシロップだけ。
シンプルな中にこそこだわりと想いが詰まっているのだと思う。
次の夏も、そのまた次の夏も、季節を味わおう。
2018.9.16 sun

「ひんやり」老舗氷問屋がつくる「あったかい」人がつながり合う場所
〜古民家が100年を超えるために。
授業コーディネーター｜橋爪 萌
教室｜氷卸店の澤田商店（名古屋市中区栄）
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電柱の魅力ってなんだろう。

焼成すると白くなる、極めて細かい瀬 戸の土。

そんなことを考える機会は一生に一度もないかもしれない。

民藝活動家たちが愛した

日本に3 0 0 0万本以上、何種類もある電柱のことを知ると、

味わい深い青、緑、赤、白色は鉱物の色。

今日も見たあの電柱のことも少し気になって、

器を楽しむよう様に、

まちを歩くのが少し楽しくなってくる。

アクセサリーとして、小さな歴史を身に着ける喜び。

2019.3.24 sun
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まちと電柱とわたし−電柱男と電柱を散策しよう−
授業コーディネーター｜谷合俊明
教室｜まちなかの電柱下と大ナゴヤ大学の事務所（名古屋市中区大須）

2018.7.8 sun

民藝・柳宗悦が愛した瀬戸本業窯の釉薬で、アクセサリーをつくろう！
授業コーディネーター｜斎藤貴子
教室｜瀬戸本業窯（愛知県瀬戸市東町）ミーティングルーム
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覚王山にある揚輝荘。

人生の終わりを、真剣に考えたことはありますかー

建物の中にはさまざまな国を模した部屋、

いまこの一瞬が積み重なって、

モダンテイストな部屋がたくさん。

あなたの人生が形づくられてゆく。

すけたみ

松坂屋初代当主・伊藤祐民が築いた国際交流の片鱗を味わい、
当時の想いを感じてみてほしい。

2019.2.9 sat
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名古屋は輝く「国際都市」だった？〜戦前名古屋と松坂屋初代当主から探る〜
授業コーディネーター｜進藤雄太朗
教室｜揚輝荘（名古屋市千種区法王町）
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CLASS
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そして誰しもいつかは最期が訪れる。
限られた時間を、あなたは誰と、どのように使いますか？

2018.7.7 sat

死ぬということ、生きるということ。住職と考える”人生の終わり”とは？
授業コーディネーター｜生駒郁代、井上麻衣
教室｜走井山 善西寺（三重県桑名市西矢田町）
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地球の生物部

キャンパスライフ
テーマに沿った自主的な活動がいくつもあります。
2018年度は新たに、大ナゴヤ大学の Webメディアを運営するチームもスタート。
一人ひとりの興味関心を深める場となっています。

「地球の生物部」は街の一角にある植栽スペースで、毎月
第1木曜日・朝8時から1時間ほど、花植えや、草取り、水や
りをしたりと植物のお世話をしています。私たちが活動し
ている庭は名古屋市からお借りしている公共空間です。
行政が管理する場所ですが、自分たちで楽しく手入れを
したいという人たちが集い活動することで、街で身近に自

それぞれのホームページやSNSで情報を発信しています。ぜひご覧ください。

然を感じるほか、自分のまちにも関心をもってもらうきっ
かけの場をつくっています。
●生物庭の場所：地下鉄矢場町駅 4 番出口を南へ。
若宮大通久屋 交差点付近

食ゼミ

そうぞう室

大ナゴヤ大学の通常講座「マルシェ・ジャポンでカービン

そうぞう室は、
「 ナゴヤの視野を5 広げる」をコンセプト
に、モノを作る創造力と、考えや思いを巡らす想像力を育
てていくことを目的とした研究室。2018年度は、和菓子と
コーヒーを合わせて楽しむ会や、昼間っからビールを楽し
む会、高級和牛をフライパンで適当に焼いて食べる会な
どを開催しました。食べること、飲むことが大好きなメン
バーばかりで飲食イベントが多めになりましたが、キャッ
チコピーとともにコピーライティングを学ぶ会や、落語を
楽しむ会など、クリエイティヴなイベントもしっかり開催し
ております。今後 も少しだけ視野が広がるような楽しい
会を企画します。

グ体験」に参加した生徒からの声で2010年3月に結成さ
れた食ゼミ。農業、調理、社会見学など、メンバー各自が
興味のある分野で活動しています。2018年には出汁料理
やお餅領地などの和食をはじめ、フィリピン料理、ベトナ
ム料理、メキシコ料理など、国際色豊かな料理に挑戦しま
した。2019年には食ゼミ結成以来、
「 大ナゴヤキッチン」
の開催が9 0回を越える予定です。10年目を迎え、メン
バーが協力して食ゼミを盛り上げています！

ホームページ：
dnu.jp/syokusemi/index.html

はたらく課

大ナゴヤノート .

コンセプトは、
「 そんな“はたらく”との出会い」。はたらく

大ナゴヤ大学のWebメディアが誕生しました。まちを見

課は、身近な人の“はたらく”を共有し、自分の“はたらく”

つめて、感じたことを素直に書きとめる。誰かの「いいな」

を見つけるきっかけづくりをしています。出会いから、新

に共感できるかもしれない。誰かの「いいな」が気づきを

たな気づきや活動につながっていくことが私たちの想い

くれるかもしれない。書き手である編集者たちの目線を

です。2018年度は、はたらくインタビュー、しごとバー＠名

大切にした記事を掲載しています。取材対象は、大ナゴヤ

古屋など、多様な“はたらく”に出会える場に加えて、求人

大学の授業と同じく、大ナゴヤ圏の魅力的なヒトモノコト

記事のサービスも開始しました。今後も、より多くの“はた
らく”との出会いを提供できるようにしていきます。

●生物庭手入れ：
第１木曜日 8 : 00〜9 : 00 頃（自由参加）

ホームページ：
http://sozoroom.dnu.jp/

まち を み つ め て か き と め て

です。
さらに、
記事と連動してまちへ出かけてみる「オープ
ホームページ：
https://hatarakuka.jp/
●定例ミーティング：毎月第１火曜日
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CAMPAS LIFE

CAMPAS LIFE

大ナゴヤ大学には、
「 食」
「 はたらく」
「 クリエイティブ」
「 自然」といった、

ンノート.」も企画。まちを見つめて、面白がる視点を伝え
ていきたいです。隔週水曜日更新。ぜひ読んでください。

ホームページ：
https://note.dai-nagoya.jp
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MEMORIAL
MESSAGE

他では受けられない魅力的な授業が盛りだくさん

素敵な出会いをありがとう！

ナゴヤでの生活が楽しくなりました！

大ナゴヤは私の原点です。感謝感謝

次の10年。大ナゴヤ大学が不要な街へ！

同じものに面白みを感じた、見知らぬ方々との豊かな集まり

おかげさまで出会う予定じゃない方々と出会えてます

さらに面白い学びの場づくりを

名古屋がますます好きになりました！

あったらいいな、をみんなで実現しよう！

大ナゴヤでできた人とのつながりは宝物！

興味深い企画と人との出会いに感謝

TOPICS

大 ナ ゴ ヤ 大 学 に さ ま ざ ま な カ タ チ で 関 わ り ︑応 援 し て く だ さ っ て い る 方 か ら メ ッ セ ー ジ を い た だ き ま し た

TOPICS
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周年を記念して皆様からの一言メッセージ特集

10

大ナゴヤでまちの魅力に気付きました！

「好き」を素直に言えるって健康的です

いつもの道がちょっと楽しくなりました

ステキな人たちに沢山出会えました！

まちやひとに楽しく関わる大きなきっかけをいただきました！

継続は力なり！いつか大ナゴヤ大学の市長が誕生してほしい！

交流の輪がすごく広がりました！

好きな場所と好きな人が増えました

大ナゴヤを通じてつながって生まれたイロイロ。みんな、スゴイ！

価値観を揺さぶられる体験がたくさんできました

やっぱ知多半島 LOVE！

同僚でもない、友人とも違う、仲間がいる

長善寺での新年会企画の立案が楽しかった

自分の街の楽しみ方が増えワクワク！

名古屋の魅力を再発見するきっかけがいっぱい！

みんなの大ナゴヤ大学の10周年、おめでとうございます

新しさと面白さ、楽しさに出会える場所！

自分らしく生きるきっかけをもらった！

16

大ナゴヤ大学は、絶えず変化する世の中を生きていくためのヒントでありたいです。
10年の歴史を振り返ると、大ナゴヤ大学はたくさんの人の生き方や考え方に
いくらかの影響を与える場であったと感じています。
ナゴヤの魅力は見つかりましたか？
新たな出会いはありましたか？
あなたの暮らしに変化はありましたか？

MESSAGE

あなたがいれば、カタチが変わる。
まちが変わる。
地域に目を向ける人が増えると、身近にあるものすべてに魅力があると誰もが気づく。
そして、
ここで暮らすあなた自身も、
まちの魅力だと知ってもらえたはずです。

｢やってみたを増やして、
まちを好きになってもらいたい｣と思い、
取り組みを重ねてきた昨年度。
初めて授業をコーディネートした人がいました。
「大ナゴヤノート.」などまちが必要とする場を自ら作った人がいました。
ほんの少し勇気を出して大ナゴヤ大学に参加し始めた人がいました。
そうして、たくさんの「やってみた」が生まれました。
この1年を写真で振り返ると、
授業の風景は、生徒さん、先生、授業コーディネーター、ボラスタさんの
生き生きとした姿ばかりです。
微力ながらみなさんの「やってみた」を増やすお手伝いができたことと、
その経験がまちを愛おしむ気持ちを広げていくことを実感しています。
小さな｢やってみた｣の積み重ねが、
まちを豊かにするように、
次の10年も、大ナゴヤ大学は誰かの背中を押し続けたいと思っています。

大ナゴヤ大学
17

山田卓哉
18

数字で見る2 018 年度の大ナゴヤ大学

※データは2019年3月末現在のものです

4994

学生登録数

（これまでの合計数）

人

2017年度:4552人
2016年度:4297人

10 代以下
60 代

9%

50 代
15%

1%

20 代以下

11%

財務

大ナゴヤ大学サポーター

〜誰かではなく、みんなで支えていく仕組み〜

大ナゴヤ大学の活動は、
「みんなでつくる」
・
「継続」
をテーマに掲げ、無料授業の運営を
「寄付」
で成り立つ仕組みを目指しています。
サポーターの皆さんからいただいた寄付金
は、事務所家賃・サーバー費・電話代、無料
授 業における講 師 謝 金などにあてさせて
いただきました。

2017年度

2018年度

月額・年額
サポーター

68名

43名

ワンタイム
サポーター

0名

1名

受取会費

401,754円

325,330円

30 代
40 代

29%

36%

活動報告
活動計算書（会計期間：2018年4月1日〜2019年3月31日）
2016年度

53

年間授業総数

コマ

のべ授業参加者数

825

教室

317

カ所

550

先生

69

授業コーディネーター

おもて

人

2017年度:442人
2016年度:547人

2017年度:283カ所
2016年度:262カ所

2017年度:473人
2016年度:422人

2017年度:64人
2016年度:57人

人

250

ボランティアスタッフ

人

2017年度:35コマ
2016年度:37コマ

人

2017年度:227人
2016年度:217人

2018年度

経常収益計の割合

634,378

501,754

325,330

46,453

118,480

102,172

90％

8,381,475

11,395,868

16,053,961

80％

99

21

27

70％

9,062,405

12,016,123

16,481,490

①事業費

5,239,950

7,989,426

9,431,021

②管理費

3,083,321

4,204,893

4,800,156

8,323,271

12,194,319

14,231,177

②受取寄付金
③事業収益
④その他収益

経常収益計
経常費用

2017年度

100％

①受取会費
経常収益

（単位：円）

経常費用計
当期経常増減額

739,134

▲ 178,196

2,250,313

法人税等

172,100

68,500

319,000

当期正味財産増加額

567,034

▲ 246,696

1,931,313

前期繰越正味財産額

2,987,665

3,554,699

3,308,003

次期繰越正味財産額

3,554,699

3,308,003

5,239,316

60.2%
82%

60％

74.6%

50％
40％
30％
20％

1.1%
5.9%
0.5%
24.6%

10％
0％

7.7%

0.6% 2
0.8%
3.3% 16.2%
1%
7.4%

%

5.5%

6.6%

2016 2017 2018
その他

寄付・募金

受託

協賛

法人サポーター

授業料

個人サポーター

2018年度の経常収益は16,481千円、経常費用は14,231千円でした。委託事業の増加もあり、経常収益は
前年度より大幅に増加。大ナゴヤ大学のホームページやサーバー改修などへの投資もおわり、
当期経常
増減額2,250千円となりました。

うら

