
令和３年１２月８日開催 

 

 

令和３年度 第３回名古屋教育記者会懇談会 

 

日時：１２月８日（水）１０:３０～１２:００（予定） 

 内 容 担 当 

１ 冒 頭 

 

・本日のテーマ紹介 

・担当副総長の紹介（木村 彰吾 副総長） 

 

 

２  ・東海国立大学機構（東山）プラットフォームについて（資料1-1） 

・名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設について

（資料1-2） 

 

・GO NExT の進捗状況について（資料2） 

 

・信用格付の新規取得について（資料3） 

・名古屋大学オンラインセミナー「MEBINAR」について（資料4） 

・中部経済同友会×名古屋大学プロジェクトについて（資料5） 

・統合報告書の完成について（資料6 ※冊子配布） 

木村副総長 

３ その他 ・東海国立大学機構におけるジョイント・ディグリープログラムの展

開について（資料7） 

・12 月の行事予定（資料8）  

 

粕谷名古屋大

学教授・植松

岐阜大学教授 
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【資料１】

東海国立大学機構（東山）プラットフォームについて

名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設

について
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東海国立大学機構（東山）プラットフォーム

プラットフォーム

東山キャンパス

東山キャンパスマップ

鉄道路線図

至本山

至八事

附属学校

附属図書館

豊田講堂
博物館

工学部

全学教育棟 理学部
農学部

附属
研究所

工学部

工学部

文系地区

凡例

N

地域連携グローバル人材育成拠点施設

完成予定 2024年3月末

完成予定 2023年9月末

名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設
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【資料１-１】

東海国立大学機構（東山）プラットフォームについて
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東海国立大学機構（東山）プラットフォーム

えんがわ

■コンセプト

立体的につながるワンルーム空間

※現時点の計画であり、今後変更の可能性あり

■計画概要
・延べ面積 約7,000㎡
・主な構造 鉄筋コンクリート造
・階数 地上1階、地下1階
・完成予定 2024年3月末

機構におけるICTを活用した先端的な教育手法や教材開発などの
教育改革を推進する「アカデミック・セントラル」等の拠点として整備
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■配置計画

サンクンガーデン

A’

A

□A−A’断面図

屋上広場

ｻﾝｸﾝ
ｶﾞｰﾃﾞﾝ

既存並木既存並木

▽地上1階FL

▽地下1階FL
交流広場 とまり木

ﾌﾞｰｽ

ﾛﾌﾄ

設備室 設備室

ﾋﾟｯﾄ ﾋﾟｯﾄ

既存並木

既存並木

※現時点の計画であり、今後変更の可能性があり
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【資料１-２】

名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設

について
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名古屋⼤学（東⼭）地域連携グローバル⼈材育成拠点施設

ＰＦＩ事業概要

事 業 者 株式会社なごや東⼭アカデミックサービス
事業期間 2020年2⽉〜2038年3⽉
建 設 期 間 2020年 9⽉〜 2023年9⽉
維持管理期間 2023年10⽉〜2038年3⽉

東からの⿃瞰イメージ

北部厚⽣会館
ｵｰｸﾏ⼯作機械⼯学館 福利厚⽣棟

教育研究棟

交流広場

8



配置計画

建築計画

北（⾚﨑記念研究館）側から⾒た外観

ＩＢ電⼦情報館東から⾒た外観

キャンパス景観との調和

外装材は，周辺のNICや減災館等で
も使⽤されている材料を採⽤し周辺
建物群との⼀体的な景観を形成する。

教育研究棟の建物位置を北側に寄せ
つつ，建物の南北⽅向の奥⾏きを縮
めることで、ＩＢ電⼦情報館との隣
棟間隔を広げる。

構 造 ︓鉄⾻造

階 数 ︓地上９階

延べ⾯積︓17,053.14㎡

建築概要

教育研究棟

福利厚⽣棟交流広場

−⼤学の戦略に基づく機能強化・組織改⾰に対応した先端的な教育拠点施設及び産学連携拠点の形成−
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全体ゾーニング・フロア構成

⾷堂の内観

全体ゾーニング・フロア構成

２階平⾯図

２階ホール ２階学⽣⽀援スペース

２階ホールのコンセプト
２階学⽣⽀援スペースのコンセプト

教育研究棟２階には，多くの学⽣が
利⽤する講義室・ホールや学⽣⽀援
スペースを配置。
教育研究棟の３階以上の基準階は，
研究実験室を配置。

福利厚⽣棟は，教育研究棟
と分離した２階建ての独⽴
棟とし，２階で⾷堂と接続
する計画。

講義室やホールのロビー
空間を広く確保し，⼤⼈
数での利⽤時にスムーズ
な移動と休憩ができる空
間を計画。

通り抜け空間に⾯して
ホール，学⽣⽀援スペー
ス，講義室前ロビーや⾷
堂等へ向かう動線を配置
することで，⾒通しが良
くシンプルでわかりやす
い平⾯計画とした。

ステージ背⾯をガラス張り
とし、交流広場で憩う⼈々
の様⼦や緑を借景として
ホールに取り込む

屋内外に⾯してガラス張
りを多⽤することで様々
な⾓度から学⽣の⽬に触
れやすい計画とし，学⽣
の知的好奇⼼を⾼める

学⽣⽀援スペース

ホール

学⽣⽀援スペース

ホール
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福利厚⽣棟

教育研究棟

北部厚⽣会館

ｵｰｸﾏ
⼯作機械
⼯学館

⼯学部2号館 IB電⼦情報館 配置図

⼯ 程 2020（R２)年度 2021（R3)年度 2022(R４)年度 2023
年度

設 計

Ⅰ
期

解体

新築⼯事
教育研究棟
福利厚⽣棟

引 越 し

Ⅱ
期

解体

外構
交流広場

⼯学部７号館解体

教育研究棟 新築
福利厚⽣棟 新築

解体

設計

完了：９⽉末
⼯学部７号館Ａ棟⻄

⼯程表建設⼯程表

PFI(Private-Finance-Initiative）とは、公共事業
を実施するための⼿法。
⺠間の資⾦と経営能⼒・技術⼒（ノウハウ）を活⽤
し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管
理・運営を⾏う公共事業の⼿法です。

交流広場
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【資料２】

GO NExTの進捗状況について
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【資料３】

信用格付の新規取得について
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信用格付の新規取得
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信用格付の新規取得について

格付機関 格付の名称 格付 方向性
格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 発行体格付 AA+ 安定的
日本格付研究所（ＪＣＲ） 発行体格付 AAA 安定的

※本格付に関する格付理由等の詳細につきましては、各社からの発表をご参照ください。
R & Iホームページ：https://www.r-i.co.jp/rating/index.html
J C Rホームページ：https://www.jcr.co.jp/

※いずれも現時点の格付において日本国と同格の格付になります。

国際的な競争力向上と地域創生への貢献を両輪とした発展を目指し、経営改革に取り組んでいます。

経営状況に対する客観的な評価を得ることでステークホルダーの皆様に対して経営の透明性を高め、
多様な資金調達の手段を確保することを目的に令和3年12月1日に取得しました。

格付機関、格付の名称及び格付
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【資料４】

名古屋大学オンラインセミナー「MEBINAR」について

20



21



名古屋大学が誇る研究知見を、世の中へ発信するウェビナー事業。
名大の強みを見える化し、名大のポテンシャルに見合った正しいレビュテーションの獲得および、

外部組織とのビジネスマッチングの機会拡大を狙ったウェビナーを企画。

NU’s
Knowledge

NU’s
Knowledge

＜今まで＞ ＜これから＞
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生活者目線で関心のあるテーマに名大の知見を組み合わせ発信
MEBINARは「世間へ名大の魅力を伝えること」を最終的な目標にすえ、生活者目線で魅力的に思える企画構成に。

一般的な大学広報/ウェビナー MEBINAR

発信したい 研究シーズをピックアップする

関心の有無に係らず発信するため、
ごく一部の人にしか届かない。
or名大の研究力は伝わりづらい。

生活者目線で、世間が関心のあるキーワード

アカデミアの切り口が生きるよう企画を編集する

名大の研究力の高さが
多くの生活者や企業に対して
間接的に伝わる

名大の研究シーズと組み合わせる

特徴① 生活者ニーズを起点にした情報発信
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１つの企画テーマを、研究分野の異なる教員が解説する、部局横断型の教員アサインを実施。
↓

視聴者にとっては、さまざまな切り口から気になっている事象を学ぶことが可能

特徴② 総合大学としての良さを生かした、部局横断型の企画形式も可能。

工学 法学 情報学 文学 etc

部局横断型のウェビナー企画

視聴者

「多角的に学ぶことができた」
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特徴③ トークセッション中はリアルタイムで質問が可能。
MEBINARは、視聴者からの質問もリアルタイムで受け付け、登壇教員が時間の許す限り、視聴者の疑問を解消しながら進行
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名古屋大学オンラインセミナー “MEBINAR” 開講中

メビナー 検索

世界を変える分子研究の最前線
- 時間・植物・光を操り、描くわたしたちの未来-

世界を変える分子研究の最前線
-分子で解き明かす！生物が持つ時計と寄生の謎-

『スポーツ再発見』
- テクノロジーで進化する、スポーツのやり方・見方 -

『アカデミアと考えるこれからのデジタル化社会』
- 社会活動のICT化と注意点 -

『産学連携のTIPS』
- 企業出身URAが教える、大学の使い方！ -

ジェンダー論を身近に考える
- 「家族」像をアップデート -

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

11
月

魅力ある企画を更新中

※LIVE配信のみの企画もあります。
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【資料５】

中部経済同友会×名古屋大学プロジェクトについて
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中部経済同友会×名古屋大学プロジェクト
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SDGs達成に向けた連携

企
業
の
課
題

×

名
大
の
知
見

名
古
屋
大
学

中
部
経
済
同
友
会

勉強会 新たな連携の構築

2021年1月～2021年10月 2021年11月～
・研究者約2,000名の知見

・課題解決に繋がる研究の推進
➡SDGs達成に向けた知見が蓄積

・会員数約1,000名の課題

・会員企業へのSDGアンケート実施
➡会員の抱える課題が見えてきた。

中部経済同友会×名古屋大学プロジェクト

・3回の勉強会を通じて、名大の
知見と企業の課題を共有

・中部経済同友会と検討中
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各テーマで
強みを発揮
する研究知
見を紹介

プロジェクト進捗状況

勉強会 新たな連携構築

1/25 2～3月 9～10月
第一回 第二回 第三回

まちづくり

健康福祉

クリーンエ
ネルギー

各テーマで
企業側の課
題を共有し
つつ、研究
者も交えた
ディスカッ
ションも実

施

実装プロジェクトの始動グランドデザイン策定
11月～

主幹事1～3社を中心に
グランドデザイン策定

プロジェクトを立ち上げ、
3月末までの完成を目指す。

実装フェーズへの移行可否を
判断し、プロジェクトを始動。

国、自治体への働きかけ
同友会外部の必要プレイヤー

（国内外）も含む形で最適メン
バーによる組成を目指す。

運営費検討
外部組織化検討

進め方を中部経済同友会と検討中進捗 30



新たな連携構築イメージ
産業界から大学にアプローチする共同研究ではなく、ゼロから一緒に新規ビジネスを創出していく

本取り組みを「勉強会」で終わらせるのではなく、その後のビジネスの可能性を探る活動にしていきたい。

アカデミア 産業界

共同研究提案
アカデミア 産業界

勉強会
＋

グランドデザイン策定プ
ロジェクト

社会実装プロジェクト

シーズとニーズが既にマッチしている シーズとニーズの擦り合わせからスタート
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【資料６ ※冊子配布】

統合報告書の完成について
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【資料７】

東海国立大学機構におけるジョイント・ディグリープログラムの
展開について
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1

■ 東海国⽴⼤学機構におけるJDP
■ 名古屋⼤学におけるJDP
■ 岐⾩⼤学におけるJDP
■ 全国⼤学ジョイント・ディグリー・プログラム

協議会について
■ 岐⾩ジョイント・ディグリープログラム

シンポジウム2021 in Zoom Webinarの開催
（12/9)について

東海国⽴⼤学機構におけるジョイント・ディグリー
プログラムの展開について
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2

・我が国において開設されているジョイント・ディグリープログラム（JDP）の約半数を東海機構で実施
・その強みを⽣かして、東海機構として成果やノウハウを共有することにより、⼀層効果の⾼いJDPを展開

相⼿国 相⼿⼤学 研究科名 分野 課程 開設時期

岐⾩⼤学
インド インド⼯科⼤学

⾃然科学技術研
究科

応⽤⽣物
科学 修⼠

2019. 4連合農学研究科 農学 博⼠

⼯学研究科 ⼯学 博⼠

マレーシア マレーシア国⺠
⼤学 ⼯学研究科 ⼯学 博⼠ 2019. 4

名古屋⼤学

オーストラリア アデレード⼤学 医学系研究科 医学 博⼠ 2015.10

イギリス エディンバラ⼤学 理学研究科 理学 博⼠ 2016.10

スウェーデン ルンド⼤学 医学系研究科 医学 博⼠ 2017. 4

タイ カセサート⼤学 ⽣命農学研究科 農学 博⼠ 2018. 4

ドイツ フライブルク⼤学 医学系研究科 医学 博⼠ 2018.10

オーストラリア ⻄オーストラリア
⼤学 ⽣命農学研究科 農学 博⼠ 2019. 4

タイ
チュラロンコン
大学

工学研究科 工学 博士
2022.4
（予定）

〇設置状況（2021.4現在）
岐⾩⼤学 4専攻（博⼠課程3、修⼠課程1）
名古屋⼤学 6専攻（博⼠課程）2022年4⽉1専攻追加予定
東海機構 計10専攻 ※全国で計12⼤学 26専攻

全国の約4割を東海機構で実施

〇JDP設置によるアウトカム
①学⽣の国際経験の涵養
②国際⼈脈（ネットワーク形成）の構築
③メンター同⼠の共同研究の促進
④学位の質保証
⑤単⼀論⽂で両⼤学の学位取得

JDP︓外国の⼤学と共同で単⼀の学位記を授与

⼀つの⼤学では提供できない⾼度なプログラムを、他⼤学の教育
資源を活⽤することにより提供可能とし、「国境を越えた集合体と
して」連携する⼤学が共同で学位を授与するという、グローバルな
時代背景に適合した取組

東海機構は、県境を越え、国境を越
えて、学⽣に質や付加価値の⾼い学
修機会を与え、意欲ある優秀な⼈材
を世界、国、地域に提供

＜国内第1号となるジョイント・ディグリープログラム
（JDP）による博⼠学位を授与された吉原雅⼈⽒（右）＞

東海国⽴⼤学機構におけるJDP（その1）
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3

東海国⽴⼤学機構におけるJDP（その2）
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Joint Degreeプログラムの拡⼤

 2015.10に我が国初の国際連携専攻を開設,現在の専攻数は全国の約23％にあたる。（６専攻／26専攻）
(東海国⽴⼤学機構においては全国の約38％にあたる︓10専攻／26専攻)
2022年4⽉にはタイ・チュラロンコン⼤学と本学⼯学研究科の間で新たな専攻を設定予定

 Top⼤学と専攻レベルでの研究・教育の本格的連携強化、合同学位審査による博⼠学位の国際的質保証
 共同教育カリキュラム（専任教員雇⽤） ⇒ 1年間以上相⼿校で研究（相互に正・副指導教員を配置）
 国際共同研究、共著論⽂増加が期待できる

カセサート⼤学（タイ）
農学︓51-100位
設置︓2018.4

フライブルク⼤学（ドイツ）
⼤学︓175位
医学︓101-150位
設置︓2018.10

⻄オーストラリア⼤学
（オーストラリア）
⼤学︓92位
農学︓45位
設置︓2019.4

ルンド⼤学
（スウェーデン）
⼤学︓78位
医学︓51-100位
設置︓2017.4

名古屋⼤学
⼤学︓110位
医学︓151-200位，化学︓50位
物理︓51-100位，⽣命︓101-150位
農学︓51-100位

20192016

アデレード⼤学
（オーストラリア）
⼤学︓106位
医学︓51-100位
設置︓2015.10

エディンバラ⼤学
（イギリス）
⼤学︓20位
物理︓40位
化学︓51-100位
⽣命︓21位
設置︓2016.10

＜国内第1号となるジョイント
ディグリー・プログラム（JDP）
による博⼠学位を授与された

吉原雅⼈⽒（右）＞

戦略2

※いずれも「QS世界⼤学ランキング2021」における順位 4

名古屋⼤学におけるJDP
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5

岐⾩⼤学におけるJDP
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全国⼤学ジョイント・ディグリー・プログラム協議会の設置について

11⼤学 24プログラム（R2.10現在）

JDPの意義
◎ ⾼度で付加価値の⾼い学習機会
◎ 国際的に評価されるキャリア形成
◎ グローバル⼈材養成
◎ ⼤学のプレゼンス強化・向上
◎ 国際通⽤性・国際競争⼒向上
◎ ⾼等教育の国際展開
◎ 国際的・⼈的ネットワークの構築・・・

我が国の⾼等教育
の国際化推進

課題等 ● JDP設置に関わる負担
● 海外の異なる教育制度
● 維持経費（⼈件費、渡航費、滞在費等）
● ⾼い英語⼒。⼊学時期
● 情報の共有（成功事例等）
● JDPの社会的認知
● ⻑期的視野に⽴ったJDP教育効果評価

JDPに関する調査（R2）

構成員：JDP運営責任者（⼤学）
オブザーバー：JDP設置予定・検討担当者（⼤学）
幹事会：会⻑、副会⻑、幹事
事務局：当⾯、東海国⽴⼤学機構・岐⾩⼤学
活動：総会（年1回）、幹事会（随時）、広報誌発⾏
活動概要： 課題整理・共有

改善策検討→要望等取りまとめ
成功事例の共有
JDP検討⼤学への情報提供
関係プロジェクトとの連携・・・・・

連携
協⼒

ジョイント・ディグリー・プログラム（JDP）

課題
協議・解決

⽂部科学省

全国⼤学JDP協議会設置

【⽬的】全国の⼤学におけるジョイント・ディグリープログラムに係る運⽤に関する課題の改善、活⽤の⽅策の検討、今後の展望について
の検討、情報の共有、⽂部科学省に対する意⾒・要望等のとりまとめ・提⾔及びジョイント・ディグリープログラムの設置を検討・予定し
ている⼤学への助⾔等の⽀援を図る。

7

全国⼤学ジョイント・ディグリープログラム協議会について
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全国⼤学JDP協議会設置・第1回全国⼤学JDP協議会総会開催までの予定
令和3年6⽉〜 全国⼤学JDP協議会準備会議参加⼤学意向確認

各プロジェクトに関するニーズ調査の結果を踏まえた参画候補⼤学への協議会参加の意向確認、趣旨説明

令和3年10⽉〜 全国⼤学JDP協議会参加⼤学募集、協議会参加の意向確認、趣旨説明等

令和3年11⽉ 全国⼤学JDP協議会準備会議開催（Zoomを予定）

令和3年12⽉ 東海国⽴⼤学機構ジョイント・ディグリーシンポジウムを開催、全国⼤学JDP協議会設置の趣旨説明等を実施

令和4年2⽉ 全国⼤学JDP協議会準備会議開催（Zoom⼜はメールを予定）

令和4年3⽉ 全国⼤学JDP協議会総会準備会議開催（Zoom⼜はメールを予定）

令和4年4⽉ 全国⼤学JDP協議会設置

令和4年8〜9⽉ 全国⼤学JDP協議会幹事会開催

令和4年10〜12⽉ 第1回全国⼤学JDP協議会総会開催（以降、年1回総会を開催する）

8
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