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2012年度を振り返って
大ナゴヤ大学・学長  加藤 慎康

2012年度は、「SOCIAL TOWER PROJECT」のように、「久屋大通地区の活性化・にぎ
わい創出」や「テレビ塔や都市公園の活用・あり方の検討」をテーマにプロジェクト
として取り組むことができたほか、名古屋駅地区、柳橋エリア、「まちづくり協議会」
連携で接点が生まれた名古屋港、知多半島での姉妹キャンパス活動など、これまで
以上に生涯学習を切り口とした「地域資源に着目した」活動が進んだ１年でした。
様々なプロジェクトの担い手となり、行政・市民・学識者・様々な地域の人々や業界
のトップランナーの方 と々取り組むことができました。また、「レイブル100人会議」
のようなニート就労支援分野へのアプローチ、ボランティアスタッフ主導による企画
運営・イベント出展などのチャレンジ機会の創出も進みました。
大ナゴヤ大学として初めて「スタッフの雇用」・「事務所の開設」ができたことで、学長
交代や新体制移行へとつながる次世代人材の発掘、マニュアル化や見える化の
促進と改善が進んだほか、ミーティングなどボランティアスタッフが気軽に集うこと
で、様々な副次的効果が生まれました。
そして、これまでをしっかりと振り返り、新しいこれからをつくるという意味で「リ
ニューアル」をみんなで決意し、新しい2013年度を迎えることとなりました。

まとめ

これからに向けて
大ナゴヤ大学・新学長  加藤 幹泰

大ナゴヤ大学・新コンセプト

ナゴヤを
面白がる人を増やす

「街」は、「ヒト」でできています。「ヒト」は、「モノ」や「コト」を作り出します。
ナゴヤという「街」に存在する「ヒト」「モノ」「コト」、全てが「街」であると、私たちは考えます。

大ナゴヤ大学は、そんな「街」にフォーカスした授業やイベントを企画し
ナゴヤを面白がる人を増やすことを、ミッションとしています。

私たちの「街」には、さまざまな「面白い！」が、たくさん潜んでいます。
その中で、どんなガイドブックやウェブサイトにも載っていないような
自分だけのナゴヤを見つけてもらえれば、と思っています。
いつもの景色が少し違って見えたり、人に教えたくなったりするかもしれません。
そうやって、「ナゴヤを面白がる人」の輪が広がればいいな。
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2013年4月から、新しく学長を務めさせていただきます、加藤幹泰です。学長交代と
ともに大ナゴヤ大学はリニューアルし、コンセプトも一新、「ナゴヤを面白がる人を増
やす」としました。これまでの街と人 を々つなげるプラットフォームから、さらに「人の
顔が見える企画」「人と人をつないでいく企画」など、「人」にフォーカスをあてた活動
も意識していきます。
僕は最近、意識的に「ナゴヤは好きですか？」と、出合った人に質問しています。どれ
ほどの人が「好き！」と気持ちのよい返事をしてくれるでしょうか。大ナゴヤ大学では、
「街」は「ヒト」でできていると考えます。授業や企画を通してありのままのナゴヤを
面白がれる人を増やし、ナゴヤが好きだと言える人の輪を広げ、街がその人たちに
よって自然と魅力的になっていってくれたらと願い、活動しています。
また、「面白がる」視点を持った人は大ナゴヤ大学と一緒に「“面白い”をつくる人」に
なってもらいたいと思っています。その人が伝える「モノ・コト」は、また新しい笑顔を
つくっていくでしょう。「ナゴヤっていいね」「ナゴヤがもっと好きになった」と言っても
らえるようなきっかけを、これからもつくっていきます。
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街の魅力をテーマに「授業」を開催
大ナゴヤ大学には校舎はありません。
「街じゅうがキャンパス」で、「誰でも先生、誰でも生徒」をコンセプトにした
「授業」を企画し開催しています。
街なかにある色々な「面白い！」をテーマに
独自の目線を通した「授業」に組み立て、楽しみながら学ぶ、
ユニークな取り組みを行うNPO法人です。

「授業」は「きっかけ」づくり
「授業」は、学ぶだけではなく、
考えたり話し合ったり、街や人と交流する場になっています。
そこから生まれる新たなコミュニティーや活動など、
広がりある出来ごとの「きっかけ」にもなっています。

「関わり」はいろいろ
「授業」はもちろん、
ナゴヤの魅力をおしゃべりする会「DNU DRINKS」への参加、
ゼミ、サークルなどの「キャンパスライフ」を楽しむこと、
ボランティアスタッフとしてのお手伝いや、サポーターなど…。
関わるスタイルはさまざまです。
また、関わる人々は、年齢・職業など関係なく
フラットな立場で集っています。

大ナゴヤ大学は、
街をキャンパスにした、みんなの大学です。

学生登録数

3082人

ボランティアスタッフ

2013年 3月末

2013年 3月末　

138人
大学生～社会人と
幅広い層が関わっています。

メディア掲載

財務

ベルギービールをテーマに「授業」－大ナゴヤ大学、アサヒビールとコラボ
2012年4月25日 〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞
月刊KELLY 6月号 「知多半島特集」で大ナゴヤ大学 知多半島キャンパスの活動紹介
2012年6月 〈雑誌〉月刊 KELLY
Think ナナちゃんの授業紹介
2012年6月6日 〈新聞〉朝日新聞
ナナちゃん人形活用法は　市民の声街頭調査
2012年7月3日 〈新聞〉中日新聞
「ナナちゃんのこれからを考えよう」－名駅の活性化視野にアンケート実施
2012年7月3日 〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞
ナナちゃんと共に歩みたい
2012年7月5日 〈新聞〉毎日新聞
ナナちゃんの足元で「Think ナナちゃん」－主演映画などアイデア発表も
2012年7月24日 〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞
フリー紙「SOCIAL TOWER PAPER」創刊－名古屋テレビ塔周辺の魅力発信目指す
2012年10月6日 〈ウェブ新聞〉サカエ経済新聞　
大ナゴヤ大学、名古屋テレビ塔から北エリアでマーケットと音楽のイベント
2012年10月19日 〈ウェブ新聞〉サカエ経済新聞
SOCIAL TOWER MARKET の紹介
2012年10月17日 〈ラジオ〉ZIP-FM「MORNING CHARGE」
「MOTION＆EMOTION」に電話出演し、SOCIAL TOWER MARKET の紹介
2012年10月21日 〈ラジオ〉ZIP-FM「MOTION＆EMOTION」
SOCIAL TOWER MARKET の紹介
2012年10月21日 〈ラジオ〉FM 愛知「Countdown DRAGOON」
テレビ塔でタワーマーケット
2012年10月21日 〈新聞〉中日新聞
テレビ塔下を社交場に
2012年10月29日 〈新聞〉毎日新聞
「働く」テーマに 100人会議－大ナゴヤ大学、勤労感謝の日に開催へ
2012年11月13日 〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞　
「働く意味を考える100人会議 23日に～名古屋参加者募集」
2012年11月17日 〈新聞〉中日新聞
名古屋で「働く」テーマに 100人会議－つながり・価値の多様化などで意見交換
2012年11月27日 〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞
「就労、自立考え若者ら意見交換」
2012年12月2日 〈新聞〉中日新聞
大ナゴヤ大学、新年会企画で「未来カレンダー」制作－会場は寺院
2013年1月7日〈ウェブ新聞〉名駅経済新聞
専門家を見つけ町の魅力を学ぶ
2013年3月24日 〈新聞〉中日新聞
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Think ナナちゃん
2012年7月3日 〈新聞〉中日新聞

2012年度の収入額は23,565千円、支出額は21,545千円であり、
当期収支差額は 2,020千円でした。収入面では、名古屋市から
緊急雇用創出事業「久屋大通地区における都市観光魅力の創
出事業」を受託し、事業収入の額が、22,973千円（前年度：4,490
千円）と大幅に増加しました。しかしながら、タイアップ企画、授業
協賛等による事業収入は、3,248千円と前年並にとどまりました。

支出面では、緊急雇用創出事業により6名を新規雇用したため、
人件費（管理費、事業費の中にも含まれる）が大幅に増加しまし
た。既存の有給職員 1 名の給与手当は、引き続き維持すること
ができました。
2013年度は、新たな緊急雇用創出事業の受託のほか、授業の有
料化、個人サポーター制度の充実を図り、安定した財務基盤の
形成に取り組んで参ります。

収入
23,565,204円 

支出
21,544,835円 

事業収入
【事業受託】
83.7%

事業収入
【企業協賛等】
83.7%

寄付 2.1%
サポーター0.4%

事業費
【企画運営費】
57.6%

管理費
【人件費】
34.0%

管理費
【交通費、会議費、賃料ほか】
8.4%

SOCIAL TOWER PROJECT
2012年10月29日 〈新聞〉毎日新聞

30代
37%

40代
22%

50代
9%

60代以上
6%

10代以下
2%

20代以下
24%



ピックアップ授業

授業一覧 ※◉＝企業協賛・コラボレーション ◆＝市民とのコラボレーション ◎＝企画・運営サポート ◇＝行政等とのコラボレーション

2012年 4月14日（土）
4月21日（土）
4月21日（土）
4月28日（土）
4月28日（土）
4月29日（日）
5月12日（土）
5月20日（日）
5月20日（日）
5月21日（月）
6月9日（土）
6月10日（日）
6月16日（土）
7月14日（土）
7月14日（土）
7月14日（土）
7月21日（土）
7月28日（土）
8月3日（金）
8月18日（土）
8月25日（土）

みんなで覗いてみようカーテンの向こう側 ～子宮頸がん検診バーチャル体験授業～
うつわと日本酒の関係を学ぼう！～日本酒の好みが「わかる！」「かわる？」4つの“うつわ”～
「〇（マル）長さんとカンパーイ！」 第6回ゲスト：日本ベルギービール･プロフェッショナル協会代表理事・三輪 一記さん ◉
めったにできない！常滑体感～お茶と急須と男と女～
めったにできない！常滑体感～酒ととっくり 男と女～
『探検！発見！クラフトマン』
楽器を使わない「演奏」って？ ～身近なモノを使って音楽を楽しもう！～
明日は金環日食・・。そうだ、お面を作ろう！～金環日食を「MY日食お面」で楽しもう～
「地球の生物部」お久しぶりの部活動！ ～「生物庭」の今後を、お手入れしながら考えよう～ ◉
今日は金環日食！～そうだ、学校・仕事の前にみんなで日食を観測しよう～
6月9日は「ロックの日」！ ～ロックを愛して31年のサラリーマンによる、ロック入門～
ストリートダンスを楽しむ！！ ～基本編～
からだの声を聞いてみよう
【女子限定】バックパッカー入門～ワタシらしく楽しむ海外一人旅～
市場の教科書を持って、さぁ「市場へ行こう」！ 「名古屋綜合市場」体験ツアー ◉
夏だ！祭りだ！盆踊りだ！ 新曲「みなとヤレコノ」の踊りを覚えて『みなと祭』デビューしよう！ ◆
第1回「Think ナナちゃん」 ◉
「〇（マル）長さんとカンパーイ！」 第7回ゲスト：INAXライブミュージアム館長・辻 孝二郎さん ◉
大ナゴヤ大学はたらく課 『ハタラクデアイ』
「つけものコラムニスト」に学ぶJapaneseソウルフード「漬け物」 ～漬け物≠つける？醗酵＆醸造文化が根付く知多半島 vol.１～ ◉ 
日間賀島サマーキャンプ2012 ～知多半島を突き抜けろ！今年も会いに行こう、日間賀島～

9月8日（土）
9月22日（土）
9月22日（土）
9月30日（日）
10月6日（土）
10月13日（土）
10月14日（日）
10月20日（土）
10月20日（土）
10月21日（日）
11月3日（土）
11月10日（土）
11月23日（金）
12月8日（土）
12月22日（土）～23（日）
12月22日（土） 
12月27日（木）
1月12日（土）
1月22日（火）
1月26日（土）
3月1日（金）

2013年

【開校 3周年記念＆Think テレビ塔授業】 テレビ塔周辺の魅力を「ナリキリ目線」de 再発見！
「〇（マル）長さんとカンパーイ！」 第8回ゲスト：名古屋港水族館長・祖一 誠さん ◉
み（ん）なとまちガーデンプロジェクト ～土と触れ合う都市生活の提案～ 第2回 生物部も参加だよ！編 ◆
「招き猫になってお祭りに参加しちゃうニャ！」in 来る福招き猫まつり・瀬戸市
Think テレビ塔 自分だけのサカエ。みんなのまちサカエ。「誰かのお気に入りの場所」の歩き方。
【モノを語ってイイん会？Vol.1】理想の「眠り」を夢みよう！～まくら社長から教わるこれがホントの睡眠学習！？～ ◆
お祭りへの招待状！～猩々に追われて追いかけて～
彫刻家はしもとみお先生による「あおぞら木彫り教室」 ～テレビ塔で”歩いている猫”を彫ろう～
農業ってこんなに面白い！？ 農業のことを知ろう
彫刻家はしもとみお先生による「あおぞら木彫り教室」 ～テレビ塔で”リス”を彫ろう～
南信州「下栗の里」社会見学 2012 ～「下栗の里を体感するエコツアー」と「下栗ふれあい祭り」～ ◇
カップルで世界一周！ バックパッカー授業シリーズ第三弾
勤労感謝の日。これからの「働く」について考えよう。 「名古屋レイブル100人会議」開催！ ◎
お金を学ぶ！？ おこめのお金で街をモリモリ元気に！「円頓寺商店街 ×おむすび通貨」 ◆
「NAGOYAアカリナイト2012」関連イベント LED工作教室 LEDを使ってクリスマスランプを作ろう！001～004 ◉ 
【モノを語ってイイん会？Vol.2】型屋の仕事に触れよう！～知られざるものづくりの現場見学＆彫付体験～
おとなの社会見学 ～中部経済圏唯一の鉄鋼一貫製鉄所 新日鐵住金株式会社～ ◉
大ナゴヤ大学 大新年会 ～みんなでつくる新たな年～
名鉄グループさんde 40年を迎えるナナちゃんについて考えよう！ 【第2回 Think ナナちゃん】 ◉
いいトイレの世界 ～めくるめくトイレワールドへようこそ～
困難を乗り越える力を学ぼう ～1人の女子大生が立ち上げた世界を変えたプロジェクト ◆   

45コマ

574人

第1回「Think ナナちゃん」
第2 回「Think ナナちゃん」 名鉄百貨店×名古屋鉄道×大ナゴヤ大学

2013年に設置40年を迎える、名古屋のシンボル「ナナちゃん」
を中心とした名駅の街の今後について考える授業を、名鉄
グループと協働開催。ナナちゃんの下で「結婚式」「ファッ
ションショー」「ナナちゃんストリートで屋台」「ナナちゃんを
パラパラマンガで動かす」「腹黒い黒ナナちゃん登場」など
と、ユニークで自由なアイデアが飛び交い合いました。

「〇（マル）長さんとカンパーイ！」
第8回ゲスト： 名古屋港水族館長・祖一 誠さん

大ナゴヤ圏で活躍している社長・館長・店長など…、さまざま
な「○長さん」を囲んで、ビール片手にお話を聞くというアサヒ
ビールコラボ企画。サークルや調査のためダイビング三昧だっ
た大学時代、迷いシャチの捕獲大作戦に挑んだお話など、
館長の人生経験を聞きました。また、マイワシのトルネード
ショーや巨大水槽の裏側見学など、特別見学ツアーも実施。

2012年9月22日（土）  @名古屋港水族館

6月9日は「ロックの日」！
～ロックを愛して31年のサラリーマンによる、ロック入門～

先生はロック大好き31年のサラリーマン。“ロックに卒業なん
てない”̶ 教室はお寺で、お仏壇を背景にロックな授業を
開催。CDの所持枚数4000枚、ずらっと並んだ100枚もの
バンドTシャツ、ライブチケット半券コレクションからその時
の思い出などを聞き魅力を学ぶほか、生徒が持参したお気
に入りのCDの情報交換も行ないました。

大ナゴヤ大学知多半島キャンパスでの授業。東海市が誇る
ダイニチ食品の漬け物 30種類とご飯が用意され、授業そっ
ちのけ…、かと思いきや、しっかりと漬け物の歴史を学べる内
容になりました。「古来より、日本人は漬け物を食べることで
定常的に菌を取り入れ、健康的な生活を送ってきた」と知り、
日本食のすばらしさを改めて実感できました。

市場の教科書を持って、さぁ「市場へ行こう」！
「名古屋綜合市場」体験ツアー

名駅にある柳橋中央市場内の名古屋綜合市場とのコラボ
授業。2011年度から続く授業を通じて、大ナゴヤ大学
目線で得た知識で作ったフリーペーパー「市場へ行こう」を
教科書に、常連になった「生徒」が「先生」になり市場ツアー
を実施。それぞれのお気に入りの人や商品を見てまわる独
自のガイドツアーで、市場の魅力を伝えました。

2012年8月18日（土）  @ダイニチ食品株式会社

2012年7月14日（土）　@名古屋綜合市場

年間授業総数

のべ授業参加者数

2012年6月9日（土）  @照瑞山 本覚寺 

「つけものコラムニスト」に学ぶ Japaneseソウルフード「漬け物」
～漬け物≠つける？ 醗酵＆醸造文化が根付く知多半島 vol.１～

開校 3 周年記念＆Think テレビ塔授業
テレビ塔周辺の魅力を「ナリキリ目線」de 再発見！

名古屋テレビ塔を中心にした栄エリアを教室にチームに
分かれて街歩き授業を実施しました。チームごとに「外国人」
「芸能人のお忍びデート」「ネコ」などに“なりきって”街に
出発。普段であれば行かないお店や道を探索することで、
いつもとは違うナゴヤを楽しみました。街のいいところや、課
題を発見し共有しました。

2012年9月8日（土）  @名古屋テレビ塔 タワースクエア2013年1月22日（火）   @名鉄バスターミナルビル
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2012年7月21日（土）   @ナナちゃん人形 下



SOCIAL TOWER PROJECT

SOCIAL TOWER MARKET 2012  10月20日（土）・21日（日）

SOCIAL TOWER PROJECT リーダー  青木 奈美

http://socialtower.jp/

2011年、アナログ放送の電波塔としての役目を終えた名古屋テレビ塔に新たな役目
を持たせようと「SOCIAL TOWER PROJECT」が始動。翌年は、「PAPER」の発行と
2日間にわたる「MARKET」の開催を実施。人が集まり、コミュニケーションが生まれ
ることで名古屋テレビ塔が「新しいカタチの社交場」となるよう取り組んでいます。

「SOCIAL TOWER MARKET」には 2日間で約10万人が来場。「北欧インテリア雑
貨」「木彫りの動物小物」「出張写真館」など、思わず足を止めてしまうなユニークな
お店44店舗が会場を彩りました。出店者選びのこだわりは、「愛すべき価値のある
もの・新旧問わずモノ自体にストーリーがあるもの・深い想いがあるもの」を扱って
いる人々。自分が愛情を注いでいるものであれば、その魅力を一生懸命人に伝え
ようとする、そこからコミュニケーションが生まれ、「社交場」としての名古屋テレビ
塔につながると期待しました。来場者、出店者、ボランティアスタッフからは「ぜひ
来年も！」という声もいただき励みになりました。

SOCIAL TOWER PAPER
「SOCIAL TOWER PAPER」では、名古屋テレビ塔のある街・栄エリアを中心に、仕事
をしたり遊んでいる人たちに、それぞれの好きな場所や人を案内してもらいました。
登場人物の生活スタイルが見えたり、会話が聞こえてくるような内容です。マーケット
開催に向けて発行した「FIRST ISSUE」は配布した1万2千部がすぐになくなり、増刷
を望む声をたくさんいただきました。「SECOND ISSUE」は7000部発行。配布場所に
はカフェやショップなど、感度の高い人集まるような場所を選び、注目を集めました。

プロジェクト紹介 キャンパスライフ紹介

食ゼミ http://dnu-syokuzemi.jugem.jp/

大ナゴヤ大学通常講座「野菜を知る、触れる、アートする。マルシェ・ジャポンで
カービング体験」に参加した生徒さんから、もっと「食」について勉強・探求したい
という声があがり、2010年3月に食ゼミが結成されました。
現在ゼミ生の登録はおよそ80名、ふぁーむ隊（農業）・キッチン隊（調理）・ケンガク
隊（社会見学）に分かれ、各自興味のある分野において活動しています。ケンガク
隊で学んだ調味料や、ふぁーむ隊が育てた野菜をキッチン隊が調理に使ったりと、
グループ活動のコラボも生まれました。ゼミも4年目を迎え、外部とのつながりも
一層広がりさらなる盛り上がりをみせています。

はたらく課 http://dnu.jp/hatarakuka/

合い言葉は、「そんな“はたらく”との出会い」。はたらく課は、様々な「はたらき方」
「生き方」に出会えるきっかけをつくるために活動しています。2012年度は、トーク
イベント『ハタラクデアイ』を開催。ゲストスピーカー3名のお話を聞きながら、参
加者同士で“はたらく”について意見を共有しました。
また、2年前から始めた、“はたらく”に関するインタビューも継続し、新しい取り組
みとしては、少人数で気軽に話せる、イベントサロンを開きました。今後は開催
回数を増やし、より多くの人が語り合える機会を提供していきたいです。

大ナゴヤ・カフェ
えんづくり部

http://dnu-en.jugem.jp/

ボランティアスタッフを中心としたメンバーでカフェをオープンしています。今年
度は 3回開催。7月のカフェでは柳橋中央市場で仕入れた野菜を使った料理や、
コーヒー店とコラボしたコーヒーフレーバーのかき氷が大好評でした。12月には、
2年ぶりに録年会（忘年会）を開催。持ち寄りパーティーで、仲間と団らんのひとと
きを過ごし、会場で上映した一年の授業を振り返るスライドショーにじんわり涙
する人も。3月は学長・事務局長の新旧交代式を行い、40人近くの人がお祝いに
訪れ、卒業する2人には愛情たっぷりのスペシャルケーキを贈り、あたたかい思い
に包まれた式になりました。
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2013年も10月19日・20日に「SOCIAL TOWER MARKET」を開催します！9月末にはPAPERの「THIRD ISSUE」の発行も。
今年度は市の委託事業でなく、市や地域団体と連携した自主運営で取り組みます。また、プロジェクトに深みと広がりを
もたせるため、新企画となるまち歩きやガイド本の制作も予定しています。

えんづくり部メンバー
みんなが集まれるゆるやかな出合いの場があるといいね！」という想いで活動しています。学生・会社員・主婦など、メンバー
はさまざま。気の赴くまま続けて3年が経ちました。今後もゆるりと“開店”します！

はたらく課メンバー 大野 嵩明
「はたらく」をテーマにした活動は、働きながら活動するメンバーにも大きな影響を与え、活動そのものが、そんな“はたらく”
との出会いになっていました。今後も、素敵な出会いを増やしていきたいです。

食ゼミキッチン隊リーダー  川口 紀子
高校の家庭科教師であり料理の幅を広げたいというきっかけで食ゼミ登録。持ち前の明るいキャラとチャレンジ精神で
キッチン隊を盛り上げる。担当したメニューは中華や和食にイタリアンと多彩。みなさんに料理の楽しさお伝えします！


