
番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4501-i1-1 文学部のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4501-i2-1 文学部のカリキュラムポリシー（2019年度）

教育 4501-i2-2 文学部の組織と学位プログラム、コースの教育目標（WEBサイトより）

教育 4501-i3-1
文学部・人文学研究科のコースツリー（文学部・人文学研究科案内2020よ
り）

教育 4501-i3-2 文学部ガイダンス資料「名大文学部でどう学ぶか」（2019年度版）
教育 4501-i3-3 文学部G30_「アジアの中の日本文化」プログラム募集要項AY2020
教育 4501-i3-4 文学部G30 国際プログラム学生受入状況（2016-2019年度）
教育 4501-i3-5 文学部の分野・専門別学生数 (2019年5月1日現在)

教育 4501-i3-6
文学部・人文学研究科_資格取得（教員免許・学芸員資格）（2019年度学生
便覧より）

教育 4501-i3-7 人文学研究科_特別研究期間内規ほか（2019年度）
教育 4501-i3-8 専門基礎科目・基礎基盤科目シラバス（2019年度）
教育 4501-i3-9 文学部_共通科目一覧（2019年度）
教育 4501-i3-10 文学部・人文学研究科_全学教育開放科目（2019年度）

教育 4501-i3-11 マルチリンガルスキルズ大学院共通科目規程，授業案内（2019年度）

教育 4501-i3-12 名古屋大学ESDプログラム2019年度開講科目
教育 4501-i4-1 名古屋大学 学年歴および文学部・人文学研究科学年歴（2019年度）
教育 4501-i4-2 文学部 シラバス（2019年度）
教育 4501-i4-3 文学部 シラバス（2020年度）
教育 4501-i4-4 名古屋大学 全学教育科目 シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4501-i4-5 名古屋大学 全学教育科目 シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4501-i4-6 名古屋大学 G30 共通科目 シラバス（2020年度）
教育 4501-i4-7 名古屋大学 文学部・人文学研究科学生便覧（2019年度）
教育 4501-i4-8 文学部_協定等に基づく留学期間別日本人留学生数

教育 4501-i4-9 文学部 インターンシップの実施状況が確認できる資料（2018年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4501-i4-10 文学部_授業科目一覧（文学部規定_別表）（2019年度学生便覧より）

教育 4501-i4-11 文学部_専門分野の実習科目（2019年度シラバス抜粋）
教育 4501-i4-12 文学部_短期交換留学制度による学生の派遣実績一覧
教育 4501-i4-13 文学部・人文学研究科_交流協定校（2019年現在）
教育 4501-i4-14 文学部・人文学研究科_海外留学を促進する活動の実績（2019年度）
教育 4501-i4-15 文学部・人文学研究科_就職活動セミナー開催実績一覧

教育 4501-i4-16 文学部_情報リテラシーおよびICTの修得活用を取り入れた科目(2019年度)

教育 4501-i4-17 文学部・人文学研究科_研究倫理の遵守に関する指導の状況（2019年度）

教育 4501-i4-18 人文学研究科_各種委員会委員（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4501-i4-19 文学部・人文学研究科_FD開催実績
教育 4501-i4-20 名古屋大学大学院人文学研究科教育研究推進室年報2018
教育 4501-i4-21 文学部・人文学研究科_教員選考内規
教育 4501-i4-22 文学部教員の年齢別、男女別構成 (平成30年度、5/1現在)
教育 4501-i4-23 文学部_卒業に関する手続きについて（2019年度）（WEBサイト）

教育 4501-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（文学部、2019年度）※指定様式

教育 4501-i5-2
学習相談の実施状況が確認できる資料（文学部・人文学研究科、2019年
度）※指定様式

教育 4501-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（文学部、2019年度）※指定様式

教育 4501-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学生支援の状況が確認できる資
料（文学部・人文学研究科、2019年度）※指定様式

個人情報が含まれるため非公
表

教育 4501-i5-5 文学部_専攻分属ガイダンス実施状況(2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4501-i5-6 文学部・人文学研究科_留学生に対する学修支援の状況(2019年度)
教育 4501-i5-7 文学部_授業科目履修登録者数一覧
教育 4501-i5-8 文学部・人文学研究科_教育実施経費採択運用状況(2018,2019年度)
教育 4501-i5-9 文学部・人文学研究科_TA、RA採用実績（2019年度）
教育 4501-i5-10 人文学研究科_TA実施要項（2019年度）
教育 4501-i5-11 文学部・人文学研究科_オフィスアワーおよびメールアドレス一覧
教育 4501-i5-12 文学部_成績確認（WEBサイト・2019年度学生便覧より）
教育 4501-i5-13 文学部・人文学研究科_平面図（2019年度学生便覧より）

教育 4501-i6-1 文学部・人文学研究科　成績評価基準（学生便覧2019年度版、抜粋）

教育 4501-i6-2 文学部の成績評価の分布表（2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4501-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料

教育 4501-i6-4 文学部_進級要件（2019年度学生便覧より）
教育 4501-i6-5 文学部_進級要件の履修指導（「名大文学部でどう学ぶか」付録）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⽂学部）



教育 4501-i6-6 文学部　３年次への進級率（2016-2019年度）
教育 4501-i7-1 文学部規程（別表を除く）（2019年度学生便覧より）
教育 4501-i7-2 文学部_卒業・進級要件（2019年度学生便覧・WEBサイトより）
教育 4501-i7-3 名古屋大学通則（2019年度文学部・人文学研究科学生便覧より）

教育 4501-i7-4 名古屋大学学位規程（2019年度文学部・人文学研究科学生便覧より）

教育 4501-i7-5 文学部_卒業論文審査の実施状況（R元.12.18_文・人文研教授会資料1，2）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4501-i7-6 文学部_卒業論文口述試験実施状況（R2.1.22_文・人文研教授会資料1）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4501-i8-1 文学部のアドミッションポリシー
教育 4501-i8-2 入学定員充足率（文学部,2016年度～2019年度）
教育 4501-i8-3 文学部_3年次編入受入状況（2016-2019年度）
教育 4501-i8-4 文学部_科目等履修生、聴講生出願手続きについて
教育 4501-i8-5 文学部 科目等履修生、研究生受入状況（2017-2019年度）

教育 4501-i8-6 文学部・人文学研究科_研究生の受け入れ案内（人文学研究科WEBサイト）

教育 4501-i8-7 月刊名大文学部（概要、 新号）
教育 4501-i8-8 名古屋大学文学部 大学院人文学研究科案内2020
教育 4501-iA-1 文学部・人文学研究科_英語による授業開講数（2016-2019年度）
教育 4501-iB-1 文学部_愛知学長懇話会単位互換制度開放科目一覧（2019年度）
教育 4501-iB-2 文学部・人文学研究科_社会還元活動（2017-2019年度）
教育 4501-iB-3 文学部・人文学研究科_地域社会との連携を取り入れた教育活動
教育 4501-iC-1 人文学研究科_教員個人評価実施状況（2019年度）

教育 4501-iC-2
文学部・人文学研究科_教育環境の満足度に関するアンケート実施状況
（2017，2018年度）

学内資料のため非公表

教育 4501-iD-1
リカレント教育の推進に寄与するプログラム（短期プログラムや履修証明
プログラムなど）が公開されている刊行物、ウェブサイト等の該当箇所

教育 4501-iD-2
文学部・人文学研究科_高校訪問･出張講義等実施実績一覧（2016-2019年
度）

教育 4501-iD-3 文学部・人文学研究科_高大連携_学びの杜2019
教育 4501-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率_文学部
教育 4501-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率_文学部
教育 4501-ii1-3 文学部_教員免許取得状況（取得件数）
教育 4501-iiA-1 文学部・人文学研究科_卒業・修了時の教育成果調査 学内資料のため非公表



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4502-i1-1 人文学研究科 博士前期課程のディプロマポリシー
教育 4502-i1-2 人文学研究科 博士後期課程のディプロマポリシー
教育 4502-i2-1 人文学研究科 博士前期課程のカリキュラムポリシー
教育 4502-i2-2 人文学研究科 博士後期課程のカリキュラムポリシー

教育 4502-i2-3
人文学研究科 組織と学位プログラム、コースの教育目標（人文学研究科
WEBより）

教育 4502-i3-1 人文学研究科のコースツリー（文学部・人文学研究科案内2020より）

教育 4502-i3-2 人文学研究科_前期課程指導要綱
教育 4502-i3-3 人文学研究科_後期課程指導要綱
教育 4502-i3-4 人文学研究科_前期課程英語高度専門職業人学位プログラム指導要綱

教育 4502-i3-5
人文学研究科_前期課程の修了要件および研究指導について（2019年度学生
便覧より抜粋）

教育 4502-i3-6
人文学研究科_後期課程の修了要件および研究指導について（2019年度学生
便覧より抜粋）

教育 4502-i3-7 人文学研究科設置時リーフレット（2016年度発行）

教育 4502-i3-8 人文学研究科_G30_「アジアの中の日本文化」プログラム募集要項AY2020

教育 4502-i3-9 人文学研究科_G30_言語学・文化研究プログラム募集要項AY2020
教育 4502-i3-10 人文学研究科G30 国際プログラム学生受入状況

教育 4502-i3-11
人文学研究科_英語高度専門職業人学位プログラム「英語能力基準」 およ
び到達／資格取得状況（件数）

教育 4502-i3-12 人文学研究科の分野・専門別学生数 (2019年5月1日現在)
教育 4502-i3-13 人文学研究科_大学院授業科目履修登録者数一覧

教育 4502-i3-14
文学部・人文学研究科_資格取得（教員免許・学芸員資格）（2019年度学生
便覧より）

教育 4502-i3-15 人文学研究科_特別研究期間内規ほか（2019年度）

教育 4502-i3-16 人文学研究科プロジェクト経費内規および採択の実績（2018，2019年度）

教育 4502-i3-17 人文学研究科_博士前期課程共通科目一覧（2019年度）
教育 4502-i3-18 文学部・人文学研究科_全学教育開放科目（2019年度）

教育 4502-i3-19 マルチリンガルスキルズ大学院共通科目規程，授業案内（2019年度）

教育 4502-i3-20 名古屋大学ESDプログラム2019年度開講科目
教育 4502-i4-1 名古屋大学 学年歴および文学部・人文学研究科学年歴（2019年度）
教育 4502-i4-2 人文学研究科 シラバス（2019年度）
教育 4502-i4-3 人文学研究科 シラバス（2020年度）
教育 4502-i4-4 名古屋大学大学院共通科目シラバス（2019年度）
教育 4502-i4-5 名古屋大学大学院共通科目シラバス（2020年度）
教育 4502-i4-6 名古屋大学 文学部・人文学研究科学生便覧（2019年度）
教育 4502-i4-7 人文学研究科_協定等に基づく留学期間別日本人留学生数

教育 4502-i4-8 人文学研究科 インターンシップの実施状況が確認できる資料（2019年度）

教育 4502-i4-9 人文学研究科_大学院生の業績（2017-2018年度）

教育 4502-i4-10
人文学研究科_授業科目一覧（人文学研究科規定_別表）（2019年度学生便
覧より）

教育 4502-i4-11 人文学研究科_専門分野の実験・調査・実習科目（2019年度シラバス抜粋）

教育 4502-i4-12 人文学研究科_インターン実習を取り入れた科目（2019年度シラバス抜粋）

教育 4502-i4-13 人文学研究科_大学院生支援事業実施状況（2019年度）
教育 4502-i4-14 人文学研究科_短期交換留学制度による学生の派遣実績一覧
教育 4502-i4-15 文学部・人文学研究科_交流協定校（2019年現在）
教育 4502-i4-16 文学部・人文学研究科_海外留学を促進する活動の実績（2019年度）
教育 4502-i4-17 人文学研究科_Co-Tutell PhDプログラムに関する資料
教育 4502-i4-18 文学部・人文学研究科_就職活動セミナー開催実績一覧

教育 4502-i4-19 人文学研究科_情報リテラシーおよびICTの修得活用を取り入れた科目

教育 4502-i4-20 文学部・人文学研究科_研究倫理の遵守に関する指導の状況（2019年度）

教育 4502-i4-21 文学部・人文学研究科_在学生向け情報提示（新旧部局別）（2019年度）

教育 4502-i4-22 文学部・人文学研究科_FD開催実績

教育 4502-i4-23 人文学研究科_各種委員会委員（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4502-i4-24 名古屋大学大学院人文学研究科教育研究推進室年報2018
教育 4502-i4-25 文学部・人文学研究科_教員選考内規
教育 4502-i4-26 人文学研究科教員の年齢別、男女別構成 (平成30年度、5/1現在)
教育 4502-i4-27 人文学研究科_留学生に対する学修支援の状況(2019年度)
教育 4502-i4-28 文学部・人文学研究科_TA、RA採用実績（2019年度）
教育 4502-i4-29 人文学研究科_TA実施要項（2019年度）
教育 4502-i4-30 人文学研究科_RA募集要項（2019年度）
教育 4502-i4-31 人文学研究科博士研究員募集要領および取扱要項

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⼈⽂学研究科）



教育 4502-i4-32 人文学研究科博士候補研究員募集要領および取扱要項
教育 4502-i4-33 人文学研究科_各種研究員等受入状況（2019年度）

教育 4502-i5-1
履修指導の実施状況が確認できる資料（文学部・人文学研究科、2019年
度）※指定様式

教育 4502-i5-2
学習相談の実施状況が確認できる資料（文学部・人文学研究科、2019年
度）※指定様式

教育 4502-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（人文学研究科、2019年度）※指定様式

教育 4502-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学生支援の状況が確認できる資
料（文学部・人文学研究科、2019年度）※指定様式

個人情報が含まれるため非公
表

教育 4502-i5-5 文学部・人文学研究科_教育実施経費採択運用状況
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4502-i5-6 人文学研究科_オープンキャンパスにおけるポスター発表件数
教育 4502-i5-7 『名古屋大学人文学フォーラム』論文数および投稿要領ほか
教育 4502-i5-8 文学部・人文学研究科_平面図（2019年度学生便覧より）

教育 4502-i6-1 文学部・人文学研究科　成績評価基準（学生便覧2019年度版、抜粋）

教育 4502-i6-2 人文学研究科の成績評価の分布表（2017-2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4502-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料

教育 4502-i7-1 人文学研究科規程（別表を除く）（2019年度学生便覧より）
教育 4502-i7-2 人文学研究科　博士学位の申請について（学生便覧より）
教育 4502-i7-3 人文学研究科　学位（課程博士）申請要領（学生便覧より）
教育 4502-i7-4 人文学研究科　学位（論文博士）申請要領（学生便覧より）

教育 4502-i7-5 名古屋大学学位規程（2019年度文学部・人文学研究科学生便覧より）

教育 4502-i7-6 人文学研究科修士学位論文審査内規（学生便覧より）
教育 4502-i7-7 人文学研究科　学位（課程博士）審査内規（学生便覧より）
教育 4502-i7-8 人文学研究科　学位（論文博士）審査内規（学生便覧より）
教育 4502-i8-1 人文学研究科 博士前期課程のアドミッションポリシー
教育 4502-i8-2 人文学研究科 博士後期課程のアドミッションポリシー
教育 4502-i8-3 入学定員充足率（人文学研究科,2016年度～2019年度）
教育 4502-i8-4 人文学研究科_社会人学生受入状況（2017-2019年度）

教育 4502-i8-5 人文学研究科 博士後期課程10月入学者用学生選抜記録（2017-2019年度）

教育 4502-i8-6 人文学研究科_留学生受入状況
教育 4502-i8-7 人文学研究科 研究生受け入れについて（人文学研究科WEBサイト）
教育 4502-i8-8 名古屋大学文学部 大学院人文学研究科案内2020
教育 4502-i8-9 大学院説明会開催実績一覧 (平成30年度)
教育 4502-iA-1 文学部・人文学研究科_英語による授業開講数（2016-2019年度）
教育 4502-iB-1 文学部・人文学研究科_社会還元活動（2017-2019年度）
教育 4502-iB-2 人文学研究科_南山大学との単位互換制度
教育 4502-iB-3 文学部・人文学研究科_地域社会との連携を取り入れた教育活動
教育 4502-iC-1 人文学研究科_教員個人評価実施状況（2019年度）

教育 4502-iC-2
文学部・人文学研究科_教育環境の満足度に関するアンケート実施状況
（2017，2018年度）

学内資料のため非公表

教育 4502-iD-1
リカレント教育の推進に寄与するプログラム（短期プログラムや履修証明
プログラムなど）が公開されている刊行物、ウェブサイト等の該当箇所

教育 4502-iD-2
人文学研究科 科目等履修生、特別研究学生、研究生受入状況（2017-2019
年度）

教育 4502-iD-3
文学部・人文学研究科_高校訪問･出張講義等実施実績一覧（2016-2019年
度）

教育 4502-iD-4 文学部・人文学研究科_高大連携_学びの杜2019
教育 4502-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率 _人文学研究科
教育 4502-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 _人文学研究科
教育 4502-ii1-3 人文学研究科_学術振興会特別研究員応募説明会（2019年度）
教育 4502-ii1-4 人文学研究科_学術振興会特別研究員採用実績(2017-2019年度)
教育 4502-ii1-5 文学部・人文学研究科_教員免許取得状況（取得件数）
教育 4502-iiA-1 文学部・人文学研究科_卒業・修了時の教育成果調査 学内資料のため非公表

教育 4502-k1-1
改）4502-i3-2 人文学研究科博士前期課程指導要綱（20170419教授会承
認）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-2
改）4502-i3-3 人文学研究科博士後期課程指導要綱（20170419教授会承
認）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-3
改）4502-i3-4 人文学研究科博士前期課程英語高度専門職業人学位プログ
ラム指導要綱（20170407教授会承認）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-4
改）4502-i3-5 人文学研究科博士前期課程における修了要件および研究指
導について（2019年度学生便覧より）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-5
改）4502-i3-6 人文学研究科博士後期課程における修了要件および研究指
導について（2019年度学生便覧より）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-6 改）4502-i7-5 名古屋大学学位規程（2019年度学生便覧より） 学内資料のため非公表

教育 4502-k1-7
改）4502-i7-6 名古屋大学大学院人文学研究科学位（修士）審査内規
（2019年度学生便覧より）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-8
改）4502-i7-7 名古屋大学大学院人文学研究科学位（課程博士）審査内規
（2019年度学生便覧より）

学内資料のため非公表

教育 4502-k1-9
改）4502-i7-8 名古屋大学大学院人文学研究科学位（論文博士）審査内規
（2019年度学生便覧より）

学内資料のため非公表



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4503-i1-1 教育学部のディプロマ・ポリシー（2019年）
教育 4503-i2-1 教育学部のカリキュラム・ポリシー（2019年）
教育 4503-i3-1 教育学部授業科目のナンバリング（2019年度）

教育 4503-i3-2
教育学部のカリキュラム（単位と履修要件）【抜粋】（学生便覧2019年
度）2-3頁

教育 4503-i3-3 教育学部カリキュラム・マップ（2019年度）

教育 4503-i3-4
教育発達科学研究科・教育学部自己点検・自己評価報告書（学部）（別添
資料4503-i3-3）

教育 4503-i4-1 名古屋大学の学年暦（2019年度）
教育 4503-i4-2 教育学部の行事予定表（2019年度）
教育 4503-i4-3 教育学部シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4503-i4-4 教育学部シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4503-i4-5 全学教育科目シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4503-i4-6 全学教育科目シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4503-i4-7
「協定等に基づく留学期間別日本人留学生数」（教育学部）（2016～2018
年度）

教育 4503-i4-8 インターンシップの実施状況が確認できる資料（教育学部）（2017年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4503-i4-9 海外教育調査研究資料（インドネシア）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4503-i4-10 ニューヨーク市立大学サービスラーニングプログラム概要
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4503-i5-1 履修指導の実施状況（教育学部　2019年度）
教育 4503-i5-2 学習相談の実施状況（教育学部　2019年度）

教育 4503-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（教育学部　2019
年度）

教育 4503-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（教育学部　
2019年度）

教育 4503-i5-5 教育学部　利用施設の使用について［学生便覧　2019年度］53頁
教育 4503-i5-6 教育学部の教職セミナー（2019年度）
教育 4503-i6-1 名古屋大学教育学部規程【抜粋】第11条（成績評価）
教育 4503-i6-2 名古屋大学　成績基準とGPAについて

教育 4503-i6-3 成績評価の分布表（教育学部専門科目2019年度春学期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4503-i6-4 成績評価の分布表（教育学部専門科目2019年度秋学期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4503-i6-5 成績評価の分布表（全学教育科目2019年度春学期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4503-i6-6 成績評価の分布表（全学教育科目2019年度秋学期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4503-i6-7 教育学部　成績評価の問い合わせ［学生便覧（2019年度）］14頁

教育 4503-i6-8
教育学部　成績評価についての問い合わせ（名大ポータルサイトの学生へ
の掲示）

教育 4503-i6-9 教育学部　GPA［学修案内（2019年度）］12頁
教育 4503-i7-1 名古屋大学通則【抜粋」第6章31条（卒業）
教育 4503-i7-2 名古屋大学教育学部規程【抜粋】第15条（卒業資格）

教育 4503-i7-3 教育学部　卒業論文提出資格及び要領［学生便覧（2019年度）］13頁

教育 4503-i8-1 教育学部のアドミッション・ポリシー（2019年）
教育 4503-i8-2 教育学部の入学定員充足率（2016年度～2019年度）
教育 4503-i8-3 （教育学部）センター入試の科目選択の拡大（2020年度入試要項）

教育 4503-i8-4 教育学部の留学生数の推移（2016～2018年）［学生便覧　2019年］21頁

教育 4503-iA-1 オレゴン大学教育インターンシッププログラム概要
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4503-iB-1 高大接続研究センター紀要
教育 4503-iB-2 教育学部における教職セミナー開催（2018年度）
教育 4503-iC-1 第3期における教育発達科学研究科・教育学部におけるFDの実施状況
教育 4503-iC-2 教育学部授業アンケート（2019春学期）
教育 4503-iC-3 教育学部授業アンケート（2019秋学期）
教育 4503-iD-1 名古屋大学教育学部Webサイト（聴講生・研究生案内）
教育 4503-iD-2 創設70周年記念シンポジウム資料
教育 4503-iD-3 教育学部編入学生の受入
教育 4503-iD-4 聴講生・研究生・科目等履修生の受入状況
教育 4503-iD-5 教育学部　国際セミナー研究集会など（2019年度）
教育 4503-ii1-1 標準修業年限内卒業率（教育学部2016～2019年度）

教育 4503-ii1-2 教育学部「標準修業年限×1.5年度内卒業（修了）率」（2016～2019年度）

教育 4503-ii1-3 教育学部平成25～令和1年度受賞状況
教育 4503-iiA-1 卒業時のアンケート（2018年度） 学内資料であるため非公表
教育 4503-iiB-1 卒業生（卒後3年前後）アンケート（学部）（2019年実施）
教育 4503-iiC-1 卒業生（3年前後）上長アンケート（学部）（2019年実施）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（教育学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4504-i1-1 教育発達科学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年）
教育 4504-i2-1 教育発達科学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年）
教育 4504-i3-1 教育発達科学研究科の授業科目のナンバリング（2019年度）

教育 4504-i3-2
名古屋大学教育発達科学研究科・教育学部の自己点検・自己評価報告書
（研究科）（2019年5月）抜粋

教育 4504-i3-3
教育発達科学研究科の博士後期課程における研究指導及び単位等の認定並
びに論文の提出に関する内規（平成29年4月1日 終改正）

教育 4504-i3-4
教育発達科学研究科のカリキュラムの体系性（心理発達科学専攻）【抜
粋】（2019年度学修案内）

教育 4504-i3-5 「研究方法基礎論」の調査結果（2017年度、2019年度）
教育 4504-i4-1 名古屋大学学年暦（2019年度）
教育 4504-i4-2 教育発達科学研究科の行事予定表（2019年度）
教育 4504-i4-3 教育発達科学研究科シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4504-i4-4 教育発達科学研究科シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4504-i4-5 名古屋大学大学院共通科目シラバス（2020年度）
教育 4504-i4-6 G30プログラム大学院シラバス（2020年度春学期）
教育 4504-i4-7 G30プログラム大学院全科目（2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4504-i4-8
教育発達科学研究科「協定等に基づく留学期間別日本人留学生数」（2016
～2018年度）

教育 4504-i4-9
教育発達科学研究科のインターンシップの実施状況が確認できる資料
（2017年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-i4-10 博士後期課程指導の進捗状況の把握（教育科学専攻会議資料）（2019年）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-i5-1 履修指導の実施状況（教育発達科学研究科　2019年度）
教育 4504-i5-2 学習相談の実施状況（教育発達科学研究科　2019年度）

教育 4504-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（教育発達科学研
究科　2019年度）

教育 4504-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（教育発達科学
研究科　2019年度）

教育 4504-i5-5 学位論文作成・指導計画プログラム（添付資料4504-i5-6）

教育 4504-i5-6
博士学位予備審査についての申し合わせ（教育発達科学研究科）（平成16
年4月）

教育 4504-i5-7
オープンサイエンスと研究データ共有の仕組み（教育発達科学研究科・研
修）

教育 4504-i5-8 大学院生の学会発表数年度別推移
教育 4504-i5-9 英文論文指導IIシラバス

教育 4504-i5-10 教育発達科学研究科の国際学会等派遣事業募集掲示文書（2018年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-i5-11 大学院生海外調査・教育支援プログラム（2018年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-i6-1 名古屋大学大学院教育発達科学研究科規程【抜粋】成績評価
教育 4504-i6-2 成績評価基準（教育発達科学研究科　2019年度）

教育 4504-i6-3 成績評価の分布表（教育発達科学研究科2019年度春学期及び秋学期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4504-i6-4
教育発達科学研究科　成績評価に関する問い合わせ［学生便覧（2019年
度）］19頁

教育 4504-i6-5 大学院成績への問い合わせ（教育発達科学研究科　2019年度）
教育 4504-i7-1 名古屋大学大学院通則【抜粋】博士課程の修了要件
教育 4504-i7-2 名古屋大学大学院教育発達科学研究科規程【抜粋】修了の要件

教育 4504-i7-3
名古屋大学大学院教育発達科学研究科規程【抜粋】論文の提出単位等の認
定

教育 4504-i7-4
博士後期課程における研究指導及び単位等の認定並びに論文の提出に関す
る内規（教育発達科学研究科）（平成26年9月 終改正）

教育 4504-i7-5 名古屋大学学位規程第10条～第11条（試験および学力審査）

教育 4504-i7-6
教育発達科学研究科学位（課程博士）審査内規（平成28年4月1日 終改
正）

教育 4504-i7-7
博士学位予備審査についての申し合わせ（教育発達科学研究科）（平成16
年4月）

教育 4504-i8-1 教育発達科学研究科のアドミッション・ポリシー（2019年）
教育 4504-i8-2 教育発達科学研究科の入学定員充足率（2016年度～2019年度）
教育 4504-iC-1 第3期における教育発達科学研究科・教育学部におけるFDの実施状況

教育 4504-iC-2 教育発達科学研究科授業アンケート（2019春学期）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-iC-3 教育発達科学研究科授業アンケート（2019秋学期）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4504-iD-1 名古屋大学教育発達科学研究科Webサイト
教育 4504-iD-2 創設７０周年記念シンポジウムMCとACを科学する（2019年）
教育 4504-iD-3 研究科における公開の国際セミナー研究集会など（2019年度）

教育 4504-ii1-1
教育発達科学研究科「標準修業年限内卒業（修了）率」（2016～2019年
度）

教育 4504-ii1-2
教育発達科学研究科「標準修業年限×1.5年度内卒業（修了）率」（2016～
2019年度）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（教育発達科学研究科）



教育 4504-ii1-3
教育発達科学研究科　大学院生の国際学会での研究発表件数の推移（2019
年）

教育 4504-iiA-1 修了時のアンケート（2018年度） 学内資料であるため非公表
教育 4504-iiB-1 修了生（3年）アンケート（2019年実施）
教育 4504-iiC-1 修了生（修了後3年）上長アンケート（大学院）（2019年実施）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4505-i1-1 ディプロマ・ポリシー（法学部　2019年度）
教育 4505-i2-1 カリキュラム・ポリシー（法学部　2019年度）
教育 4505-i3-1 コースナンバリング(法学部　2019年度）
教育 4505-i3-2 コースナンバリング(国際社会科学プログラム（G30）　2019年度）

教育 4505-i3-3
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（法学部　2019年1月）

教育 4505-i3-4 法学部卒業論文賞受賞者一覧（法学部　2016-2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4505-i3-5
Equip MIRAIプロジェクトの法科大学院進学特別プログラム履修者数、卒業
後の進路（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-i4-1 学年暦（法学部、国際社会科学プログラム　2019年度）
教育 4505-i4-2 シラバス（法学部、国際社会科学プログラム　2019年度）
教育 4505-i4-3 シラバス（法学部、国際社会科学プログラム　2020年度）
教育 4505-i4-4 シラバス（全学教育科目　2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4505-i4-5 シラバス（全学教育科目　2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4505-i4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（法学部　2016-2018年度）

教育 4505-i4-7
「大学等にけるインターンシップに関する調査」の調査表（法学部　2017
年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4505-i4-8 合同ゼミ、実務家等との意見交換の事例（法学部　2018-2019年度）
教育 4505-i4-9 インターンシップの応募、派遣数（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-i4-10
「キャンパス・アジア」プログラム概要と派遣・受入学生数（法学部　
2011-2019年度）

教育 4505-i4-11
「キャンパス・アセアン」プログラム概要と派遣・受入学生数（法学部　
2012-2019年度）

教育 4505-i4-12 授業アンケートの実施状況（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-i5-1 履修指導の実施状況（法学部　2019年度）
教育 4505-i5-2 学習相談の実施状況（法学部　2019年度）

教育 4505-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（法学部　2019年
度）

教育 4505-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（法学部　2019
年度）

教育 4505-i5-5 就職関係行事（セミナー、説明会等）開催一覧（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-i6-1 成績評価基準　名古屋大学法学部規程（法学部　2019年度）
教育 4505-i6-2 成績評価基準［学生便覧（2019年度）69頁］（法学部　2019年度）

教育 4505-i6-3 成績評価の分布表（法学部　2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4505-i6-4
成績評価への疑義申立［学生便覧（2019年度）69頁］（法学部　2019年
度）

教育 4505-i7-1 卒業の要件を定めた規定　名古屋大学法学部規程（法学部　2019年度）

教育 4505-i7-2 卒業要件［学生便覧（2019年度）24頁］（法学部　2019年度）
教育 4505-i7-3 課程の修了に関する規定　名古屋大学通則（法学部　2019年度）
教育 4505-i8-1 アドミッション・ポリシー（法学部　2019年度）
教育 4505-i8-2 入学定員充足率（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-i8-3 入学選抜方法と入学状況（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-i8-4 各入学試験における選抜方法、科目および配点（法学部　2019年度）

教育 4505-iC-1 ファカルティ・ディベロップメントの取組み（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-iC-2 外部評価・第三者評価の実施状況（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-iE-1 リカレント教育プログラムの公表（法学部　2019年度）

教育 4505-iE-2
３年次編入学者数、科目等履修生数、研究生・聴講生数（法学部　2016-
2019年度）

教育 4505-iE-3 公開講座ポスター（法学部　2018-2019年度）
教育 4505-ii1-1 標準修業年限内卒業率（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-ii1-3 国際プログラム履修者の主な進路（法学部　2016-2019年度）
教育 4505-ii2-1 卒業生就職先一覧（法学部　2015-2019年）

教育 4505-ii2-2
国家公務員・地方公務員就職者数および法科大学院進学者数（法学部　
2016-2019年度）

教育 4505-ii2-3 国際社会科学プログラム（G30）卒業生の進路（法学部　2016-2019年度）

教育 4505-iiA-1 卒業生（卒業時）からの意見聴取［教育成果調査］（法学部　2018年度） 学内資料のため非公表

教育 4505-iiA-2
業生（卒業時）からの意見聴取［学習経験に関する調査］（法学部　2018
年度）

学内資料のため非公表

教育 4505-iiB-1 卒業生の声『法と政治を学ぶ2020』（法学部　2019年度）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（法学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4506-i1-1 ディプロマ・ポリシー（法学研究科総合法政専攻　2019年度）
教育 4506-i1-2 ディプロマ・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
教育 4506-i2-1 カリキュラム・ポリシー（法学研究科総合法政専攻　2019年度）

教育 4506-i2-2 カリキュラム・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i3-1 コースナンバリング(法学研究科総合法政専攻　2019年度）
教育 4506-i3-2 コースナンバリング(法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度)
教育 4506-i3-3 授業科目の展開（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i3-4
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（法学研究科総合法政専攻　2019年1月）

教育 4506-i3-5
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年1月）

教育 4506-i3-6
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制［学生便覧
（2019年度)３-11頁］(法学研究科総合法政専攻　2019年度)

教育 4506-i3-7
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制［学生便覧
（2019年度) 26頁］(法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度)

教育 4506-i3-8
リーディング大学院プログラム修了認定について（概要）(法学研究科総合
法政専攻　2019年度)

教育 4506-i4-1 学年暦（法学研究科総合法政専攻 2019年度）
教育 4506-i4-2 学年暦（法学研究科実務法曹養成専攻 2019年度）
教育 4506-i4-3 シラバス（法学研究科総合法政専攻　2019年度）
教育 4506-i4-4 シラバス（法学研究科総合法政専攻　2020年度）
教育 4506-i4-5 シラバス（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
教育 4506-i4-6 シラバス（法学研究科実務法曹養成専攻　2020年度）

教育 4506-i4-7
ＣＡＰ制に関する規定［学生便覧（2019年度）18-19頁］（法学研究科実務
法曹養成専攻　2020年度）

教育 4506-i4-8
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（法学研究科　　2016-2018年
度）

教育 4506-i4-9
「大学等にけるインターンシップに関する調査」の調査表（法学研究科　
2017年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4506-i4-10
エクスターンシップ派遣一覧（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年
度）

教育 4506-i4-11
大学院生が参加可能な講演会・セミナー等主な行事一覧（法学研究科総合
法政専攻　2016-2019年度）

教育 4506-i4-12
論文執筆プログラム資料（修士論文・課程博士論文）（法学研究科総合法
政専攻　2019年度）

教育 4506-i4-13
アカデミック・ライティング・チームに関する資料（法学研究科総合法政
専攻　2018年度）

教育 4506-i4-14
国際法政コース留学生指導のためのガイドライン（法学研究科総合法政専
攻　2019年度）

学内資料のため非公表

教育 4506-i4-15
新しい教育ツールの利用と双方向・多方向の授業（法学研究科実務法曹養
成専攻　2019年度）

教育 4506-i5-1
履修指導の実施状況（法学研究科　総合法政専攻・実務法曹養成専攻　
2019年度）

教育 4506-i5-2
学習相談の実施状況（法学研究科　総合法政専攻・実務法曹養成専攻　
2019年度）

教育 4506-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（法学研究科　総
合法政専攻・実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（法学研究科　
総合法政専攻・実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i5-5
大学院学生による学会発表数・論文発表数（法学研究科総合法政専攻　
2016-2019年度）

教育 4506-i5-6
キャリア支援講座、企業説明会・就職説明会開催一覧（法学研究科実務法
曹養成専攻　2016-2019年度）

教育 4506-i6-1
成績評価基準　名古屋大学大学院法学研究科規程（法学研究科　2019年
度）

教育 4506-i6-2
成績評価基準［学生便覧（2019年度）２頁］（法学研究科総合法政専攻　
2019年度）

教育 4506-i6-3
成績評価基準［学生便覧（2019年度）42-43頁］（法学研究科実務法曹養成
専攻　2019年度）

教育 4506-i6-4 成績評価の分布表（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4506-i6-5
成績確認制度［学生便覧（2019年度）２頁］（法学研究科総合法政専攻　
2019年度）

教育 4506-i6-6
成績確認制度［学生便覧（2019年度）43頁］（法学研究科実務法曹養成専
攻　2019年度）

教育 4506-i6-7
授業・指導アンケート実施状況（法学研究科総合法政専攻　2016-2019年
度）

教育 4506-i6-8
授業評価アンケート実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年
度）

教育 4506-i7-1
修了の要件を定めた規定　名古屋大学大学院法学研究科規程（法学研究科
総合法政専攻　2019年度）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（法学研究科）



教育 4506-i7-2
修了の要件を定めた規定［学生便覧（2019年度）３-11頁］（法学研究科総
合法政専攻　2019年度）

教育 4506-i7-3
修了の要件を定めた規定　名古屋大学大学院法学研究科規程（法学研究科
実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i7-4
修了の要件を定めた規定［学生便覧（2019年度）18-19頁］（法学研究科実
務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i7-5
課程の修了に関する規定　名古屋大学大学院通則（法学研究科総合法政専
攻　2019年度）

教育 4506-i7-6
課程の修了に関する規定　名古屋大学大学院通則（法学研究科実務法曹養
成専攻　2019年度）

教育 4506-i7-7
学位論文の審査に係る手続き及び評価の基準（法学研究科総合法政専攻　
2019年度）

教育 4506-i7-8
学位審査体制　名古屋大学学位規程（法学研究科総合法政専攻　2019年
度）

教育 4506-i7-9 コース別の審査体制一覧（法学研究科総合法政専攻　2019年度）
教育 4506-i8-1 アドミッション・ポリシー（法学研究科総合法政専攻　2019年度）

教育 4506-i8-2 アドミッション・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4506-i8-3 入学定員充足率（法学研究科総合法政専攻　2016-2019年度）
教育 4506-i8-4 入学定員充足率（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年度）
教育 4506-i8-5 大学院入学選抜実施一覧 （法学研究科総合法政専攻　2019年度）

教育 4506-i8-6
入学試験実施状況、入学者内訳（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019
年度）

教育 4506-i8-7 入学選抜方法（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
教育 4506-iA-1 国別留学生数一覧（法学研究科総合法政専攻　2019年度）

教育 4506-iC-1
ファカルティ・ディベロップメントの取組み（法学研究科総合法政専攻・
実務法法曹養成専攻　2016-2019年度）

教育 4506-iC-2
外部評価、第三者評価の実施状況（法学研究科総合法政専攻　2016-2019年
度）

教育 4506-iC-3
外部評価、第三者評価の実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-
2019年度）

教育 4506-iE-1 リカレント教育プログラムの公表（法学研究科総合法政専攻　2019年度）

教育 4506-iE-2
リカレント教育プログラムの公表（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年
度）

教育 4506-iE-3 公開講座ポスター（法学研究科　2018年度、2019年度）

教育 4506-iE-4
若手弁護士による学修支援一覧（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019
年度）

教育 4506-ii1-1 標準修業年限内修了率（法学研究科総合法政専攻　2016-2019年度）

教育 4506-ii1-2 標準修業年限内修了率（法学研究科実務法曹養成専攻 2016-2019年度）

教育 4506-ii1-3
「標準修業年限×1.5」年内修了率（法学研究科総合法政専攻　2016-2019
年度）

教育 4506-ii1-4
「標準修業年限×1.5」年内修了率（法学研究科実務法曹養成専攻 2016-
2019年度）

教育 4506-ii1-5
法学研究科を修了した留学生の主な活動状況（法学研究科総合法政専攻　
2019年度）

教育 4506-ii1-6 司法試験受験状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2015-2018年度修了生）

教育 4506-ii2-1
博士課程（前期課程、後期課程）修了者の進路状況（法学研究科総合法政
専攻　2016-2019年度）

教育 4506-ii2-2
大学等研究機関への就職者一覧（法学研究科総合法政専攻　2016-2019年
度）

教育 4506-ii2-3
専門職大学院課程修了者の進路状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2015-
2019年度）

教育 4506-iiA-1
修了生（修了時）からの意見聴取［教育成果調査］（法学研究科　2018年
度）

学内資料のため非公表

教育 4506-iiA-2
卒業生（卒業時）からの意見聴取［学習経験に関する調査］（法学研究科　
2018年度）

学内資料のため非公表

教育 4506-iiB-1 修了生の声『法と政治を学ぶ2020』（法学研究科　2019年度）
教育 4506-iiB-2 修了生の声『NAGOYA LAW 2019』（法学研究科　2019年度）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4507-i1-1 ディプロマ・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i2-1 カリキュラム・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i3-1 コースナンバリング(法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度)
教育 4507-i3-2 授業科目の展開（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i3-3
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年1月）

教育 4507-i3-4
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制［学生便覧
（2019年度) 26頁］(法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度)

教育 4507-i4-1 学年暦（法学研究科実務法曹養成専攻 2019年度）
教育 4507-i4-2 シラバス（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
教育 4507-i4-3 シラバス（法学研究科実務法曹養成専攻　2020年度）

教育 4507-i4-4
ＣＡＰ制に関する規定［学生便覧（2019年度）18-19頁］（法学研究科実務
法曹養成専攻　2020年度）

教育 4507-i4-5
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（法学研究科実務法曹養成専攻　
2016-2018年度）

教育 4507-i4-6
エクスターンシップ派遣一覧（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年
度）

教育 4507-i4-7
新しい教育ツールの利用と双方向・多方向の授業（法学研究科実務法曹養
成専攻　2019年度）

教育 4507-i5-1 履修指導の実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
教育 4507-i5-2 学習相談の実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（法学研究科実務
法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（法学研究科実
務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i5-5
キャリア支援講座、企業説明会・就職説明会開催一覧（法学研究科実務法
曹養成専攻　2016-2019年度）

教育 4507-i6-1
成績評価基準　名古屋大学大学院法学研究科規程（法学研究科実務法曹養
成専攻　2019年度）

教育 4507-i6-2
成績評価基準［学生便覧（2019年度）42-43頁］（法学研究科実務法曹養成
専攻　2019年度）

教育 4507-i6-3 成績評価の分布表（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4507-i6-4
成績確認制度［学生便覧（2019年度）43頁］（法学研究科実務法曹養成専
攻　2019年度）

教育 4507-i6-5
授業評価アンケート実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年
度）

教育 4507-i7-1
修了の要件を定めた規定　名古屋大学大学院法学研究科規程（法学研究科
実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i7-2
修了の要件を定めた規定［学生便覧（2019年度）18-19頁］（法学研究科実
務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i7-3
課程の修了に関する規定　名古屋大学大学院通則（法学研究科実務法曹養
成専攻　2019年度）

教育 4507-i8-1 アドミッション・ポリシー（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-i8-2 入学定員充足率（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年度）

教育 4507-i8-3
入学試験実施状況、入学者内訳（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019
年度）

教育 4507-i8-4 入学選抜方法（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年度）

教育 4507-iC-1
ファカルティ・ディベロップメントの取組（法学研究科実務法曹養成専攻　
2016-2019年度）

教育 4507-iC-2
外部評価、第三者評価の実施状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-
2019年度）

教育 4507-iE-1
リカレント教育プログラムの公表（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年
度）

教育 4507-iE-2
若手弁護士による学修支援一覧（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019
年度）

教育 4507-ii1-1 標準修業年限内修了率（法学研究科実務法曹養成専攻　2016-2019年度）

教育 4507-ii1-3 司法試験受験状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2015-2018年度修了生）

教育 4507-ii2-1
専門職大学院課程修了者の進路状況（法学研究科実務法曹養成専攻　2015-
2019年度）

教育 4507-iiB-1
修了生の声『法と政治を学ぶ2020』（法学研究科実務法曹養成専攻　2019
年度）

教育 4507-iiB-2
修了生の声『NAGOYA LAW 2019』（法学研究科実務法曹養成専攻　2019年
度）

教育 4507-k3-1 実務法曹養成専攻 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4507-ii1-2を修正

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（法学研究科実務法曹養成専攻）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4508-i1-1 公表された学位授与方針（経済学部，2019年度）
教育 4508-i2-1 公表された教育課程方針（経済学部，2019年度）
教育 4508-i3-1 体系性が確認できる資料（経済学部，2019年度）

教育 4508-i3-2
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（経済学部，2018年度）

教育 4508-i4-1 １年間の授業を行う期間が確認できる資料（経済学部，2019年度）

教育 4508-i4-2
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2019年度）

教育 4508-i4-3
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2019年度）

教育 4508-i4-4
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2019年度）

教育 4508-i4-5
シラバスの全件，項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2019年度）

CSVファイルのため非公表

教育 4508-i4-6
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2020年度）

教育 4508-i4-7
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2020年度）

教育 4508-i4-8
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2020年度）

教育 4508-i4-9
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
部，2020年度）

CSVファイルのため非公表

教育 4508-i4-10
G30に係るシラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
（経済学部，2019年度）

教育 4508-i4-11
G30に係るシラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
（経済学部，2019年度）

教育 4508-i4-12
G30に係るシラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
（経済学部，2019年度）

教育 4508-i4-13 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（経済学部，2016～2018年度）

教育 4508-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（経済学部，2019年度）
教育 4508-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（経済学部，2019年度）

教育 4508-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（経済学部，2019年度）

教育 4508-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資
料（経済学部，2019年度）

教育 4508-i6-1 成績評価基準（経済学部規定，平成27年４月 終改正）

教育 4508-i6-2 成績評価の分布表（経済学部）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4508-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料（経済学部，2019年度）

教育 4508-i7-1 卒業又は修了の要件を定めた規定（経済学部，2019年度）

教育 4508-i7-2
卒業又は修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方
を含めて卒業（修了）判定の手順が確認できる資料（経済学部，2019年
度）

教育 4508-i8-1 学生受入方針が確認できる資料（経済学部，2019年度）
教育 4508-i8-2 入学定員充足率（経済学部，2016～2019年度）

教育 4508-iE-1
リカレント教育の推進に寄与するプログラムが公開されている刊行物，
ウェブサイト等の該当箇所（経済学部，2019年度）

教育 4508-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率（経済学部，2016～2019年度）

教育 4508-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（経済学部，2016～2019年度）

教育 4508-iiA-1
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2016年度（経
済学部）

学内資料のため非公表

教育 4508-iiA-2
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2017年度（経
済学部）

学内資料のため非公表

教育 4508-iiA-3
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2018年度（経
済学部）

学内資料のため非公表

教育 4508-iiA-4
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2019年度（経
済学部）

学内資料のため非公表

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（経済学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4509-i1-1 公表された学位授与方針（経済学研究科，2019年度）
教育 4509-i2-1 公表された教育課程方針（経済学研究科，2019年度）
教育 4509-i3-1 体系性が確認できる資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i3-2
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（経済研究科，2018年度）

教育 4509-i3-3
研究指導，学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制が確認でき
る資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i4-1 １年間の授業を行う期間が確認できる資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i4-2
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2019年度）

教育 4509-i4-3
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2019年度）

教育 4509-i4-4
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2019年度）

教育 4509-i4-5
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2020年度）

教育 4509-i4-6
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2020年度）

教育 4509-i4-7
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2020年度）

教育 4509-i4-8
シラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料（経済学
研究科，2020年度）

教育 4509-i4-9
G30に係るシラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料
（経済学研究科2019年度）

教育 4509-i4-10
G30に係るシラバスの全件，全項目が確認できる資料，学生便覧等関係資料
（経済学研究科2019年度）

教育 4509-i4-11
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（経済学研究科，2016～2018年
度）

教育 4509-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（経済学研究科，2019年度）
教育 4509-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資
料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i6-1 成績評価基準（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i6-2 成績評価の分布表（経済学研究科，2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4509-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i7-1 卒業又は修了の要件を定めた規定（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i7-2
卒業又は修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方
を含めて卒業（修了）判定の手順が確認できる資料（経済学研究科，2019
年度）

教育 4509-i7-3 学位論文の審査に係る手続き及び評価の基準（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i7-4
修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方が確認で
きる資料（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-i7-5
学位論文の審査体制，審査員の選考方法が確認できる資料（経済学研究
科，2019年度）

教育 4509-i8-1 学生受入方針が確認できる資料（経済学研究科，2019年度）
教育 4509-i8-2 入学定員充足率（経済学研究科，2016～2019年度）

教育 4509-iE-1
リカレント教育の推進に寄与するプログラムが公開されている刊行物，
ウェブサイト等の該当箇所（経済学研究科，2019年度）

教育 4509-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率（経済学研究科，2016～2019年度）

教育 4509-iiA-1
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2016年度（経
済学研究科）

学内資料のため非公表

教育 4509-iiA-2
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2017年度（経
済学研究科）

学内資料のため非公表

教育 4509-iiA-3
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2018年度（経
済学研究科）

学内資料のため非公表

教育 4509-iiA-4
学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料・2019年度（経
済学研究科）

学内資料のため非公表

教育 4509-k2-1 経済学研究科「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4509-ii1-2を修正

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（経済学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4510-i1-1 ディプロマポリシー（情報学部、2019年度）
教育 4510-i2-1 カリキュラムポリシー（情報学部、2019年度）
教育 4510-i3-1 学部履修モデル（情報学部、2019年度)
教育 4510-i3-2 FD（2017～2019年度）
教育 4510-i4-1 学年歴（2019年度)
教育 4510-i4-2 全学教育科目シラバスデータ（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4510-i4-3 全学教育科目シラバスデータ（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4510-i4-4 シラバスデータ（情報学部、2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4510-i4-5 シラバスデータ（情報学部、2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4510-i4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数(情報学部、2016～2018年度)

教育 4510-i5-1 履修指導の実施状況（情報学部、2019年度)
教育 4510-i5-2 学習相談の実施状況（情報学部、2019年度)

教育 4510-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（情報学部、2019
年度)

教育 4510-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（情報学部、
2019年度)

教育 4510-i6-1 情報学部規程（平成29年12月20日 終改正）成績評価

教育 4510-i6-2 成績評価の分布表（情報学部・2019年度前期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4510-i6-3 成績評価の分布表（情報学部・2019年度後期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4510-i6-4 成績評価照会手続き（情報学部・2019年度）
教育 4510-i7-1 情報学部規程（平成29年12月20日 終改正）
教育 4510-i7-2 情報学部教授会内規規程（平成29年10月1日 終改正）
教育 4510-i8-1 アドミッションポリシー(情報学部、2019年度)
教育 4510-i8-2 入学定員充足率（情報学部、2016～2019年度)

教育 4510-iA-1 国際学術交流協定名簿（情報学部・情報学研究科）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4510-iE-1 情報学部・情報学研究科主催のイベント（2017～2019年度）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（情報学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4511-i1-1 ディプロマポリシーMC（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i1-2 ディプロマポリシーDC（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i2-1 カリキュラムポリシーMC（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i2-2 カリキュラムポリシーDC（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i3-1 授業科目（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i3-2 FD（情報学研究科、2017～2019年度）

教育 4511-i3-3
情報学研究科博士課程後期課程における研究指導に関する内規（平成29年4
月1日）

教育 4511-i3-4 情報学研究科学生の指導教員に関する申合せ（平成31年1月16日施行）

教育 4511-i4-1 名古屋大学学年歴（2019年度）
教育 4511-i4-2 シラバスデータ（情報学研究科、2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4511-i4-3 シラバスデータ（情報学研究科、2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4511-i4-4
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（情報学研究科、2016～2018年
度）

教育 4511-i4-5
インターンシップの実施状況が確認できる資料（情報学研究科、2017年
度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4511-i4-6 情報学部・情報学研究科主催のイベント（2017～2019年度）
教育 4511-i5-1 履修指導の実施状況（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i5-2 学習相談の実施状況（情報学研究科、2019年度）

教育 4511-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（情報学研究科、
2019年度）

教育 4511-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（情報学研究
科、2019年度）

教育 4511-i6-1 情報学研究科規程（平成31年1月16日 終改正）成績評価

教育 4511-i6-2 成績分布表（情報学研究科、2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4511-i6-3 成績評価照会手続き（情報学研究科、2019年度）
教育 4511-i7-1 情報学研究科規程（平成31年1月16日 終改正）
教育 4511-i7-2 情報学研究科教授会内規（令和元年6月19日 終改正）

教育 4511-i7-3
情報学研究科教授会に置く専攻長会議及び名古屋大学情報学部教授会に置
く学科長会議細則（平成30年9月19日 終改正）

教育 4511-i7-4 情報学研究科学位（課程博士）審査内規（平成29年4月3日施行）

教育 4511-i7-5 情報学研究科学位（修士）の審査等に関する内規（平成29年4月3日施行）

教育 4511-i7-6 情報学研究科教授会内規（令和元年6月19日 終改正）

教育 4511-i7-7
情報学研究科教授会に置く専攻長会議及び名古屋大学情報学部教授会に置
く学科長会議細則（平成30年9月19日 終改正）

教育 4511-i7-8 情報学研究科学位（課程博士）審査内規（平成29年4月3日施行）

教育 4511-i7-9 情報学研究科学位（修士）の審査等に関する内規（平成29年4月3日施行）

教育 4511-i8-1 アドミッションポリシーMC(情報学研究科、2019年度)
教育 4511-i8-2 アドミッションポリシーDC(情報学研究科、2019年度)
教育 4511-i8-3 入学定員充足率（情報学研究科、2016～2019年度)

教育 4511-iA-1 国際学術交流協定名簿（情報学部・情報学研究科）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4511-iC-1 ファカルティ・ディベロップメント実施状況（2016～2019年度）
教育 4511-iE-1 enPIT website
教育 4511-ii1-1 標準修業年限内修了率
教育 4511-ii1-2 「標準修了年限×1.5」年内修了率
教育 4511-iiA-1 修了時アンケート

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（情報学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4512-i1-1
理学部の教育を支える３つの方針 （抜粋）卒業認定・学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシ－）（2019年度）

教育 4512-i2-1
理学部の教育を支える３つの方針 （抜粋）教育課程の編成・実施の方針
（カリキュラム・ポリシー）（2019年度）

教育 4512-i3-1 理学部コースツリー(2019年度）
教育 4512-i3-2 理学部授業科目のコースナンバリング（2019年度）

教育 4512-i3-3
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
(理学部，2019年度）

教育 4512-i4-1 2019年度学年暦（理学部）
教育 4512-i4-2 理学部シラバスlessons01数理学科2019秋学期 CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-3 理学部シラバスlessons02物理学科2019秋学期 CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-4 理学部シラバスlessons03化学科2019秋学期 CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-5 理学部シラバスlessons04生命理学科2019秋学期 CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-6 理学部シラバスlessons05地球惑星科学科2019秋学期 CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-7 2019年度の全学教育科目データ CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-8 2020年度の全学教育科目データ CSVファイルのため非公表
教育 4512-i4-9 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数
教育 4512-i4-10 インターンシップの実施状況が確認できる資料
教育 4512-i4-11 地球惑星科学科での学び方
教育 4512-i4-12 公開臨海実習・研修会等の開催実績（理学部，H28-2019)
教育 4512-i4-13 Nagoya University EMI Project
教育 4512-i4-14 Studium Generale G30 for Everyone
教育 4512-i4-15 理学研究科装置開発室
教育 4512-i4-16 理学研究科中長期ビジョン（全体像）抜粋
教育 4512-i4-17 留学生G30担当教員
教育 4512-i4-18 インターンシップ参加の推奨
教育 4512-i4-19 インターンシップガイダンス
教育 4512-i4-20 名大の授業_理学部／理学研究科

教育 4512-i4-21
先端マリンバイオロジーに関するグローバル教育共同利用拠点（理学研究
科附属臨海実験所）

教育 4512-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料
教育 4512-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料

教育 4512-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（理学部数理学科）

教育 4512-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資
料（理学部）

教育 4512-i5-5 理学同窓会
教育 4512-i6-1 名古屋大学理学部規程(抜粋）

教育 4512-i6-2 成績評価の分布表
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4512-i6-3 理学部学生便覧抜粋_成績評価に対する問合せ
教育 4512-i7-1 名古屋大学通則抜粋（令和2年2月4日通則第1号）
教育 4512-i7-2 名古屋大学理学部規程(抜粋2）

教育 4512-i7-3
名古屋大学大学院理学研究科教授会等の運営に関する申し合わせ事項（抜
粋）(20191001改正)

教育 4512-i8-1
理学部の教育を支える３つの方針 （抜粋）_ 入学者受入れ・選抜の方針
（アドミッション・ポリシ－）

教育 4512-i8-6 入学定員充足率（理学部、2016～2019年度)
教育 4512-i8-2 2019 名大 MIRAI GSC
教育 4512-i8-3 数学アゴラ
教育 4512-i8-4 理学部地球惑星科学科主催のサイエンスカフェ
教育 4512-i8-5 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）高大連携
教育 4512-iA-1 G30:学生数及び特長（理学部，2019年度）
教育 4512-iA-2 NUPACEの概要
教育 4512-iA-3 NUPACE2019-2020_Appendix 2-NUPACE Data
教育 4512-iB-1 坂田・早川レクチャー
教育 4512-iB-2 施設公開：2008ノーベル賞展示室_プリンキピア特別講演会
教育 4512-iB-3 理学懇話会
教育 4512-iD-1 理学部・聴講生入学案内／理学部・科目等履修生入学案内
教育 4512-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率
教育 4512-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
教育 4512-iiA-1 2018年度 学部卒業時「名古屋大学での学習経験に関する調査」 学内資料のため非公表

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（理学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4513-i1-1 理学研究科のデュプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4513-i2-1 理学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4513-i3-1 理学研究科のコースツリー（2019年度）
教育 4513-i3-2 理学研究科授業科目のコースナンバリング（2019年度）

教育 4513-i3-3
理学研究科自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認
できる資料抜粋（2019年度，2015年度）

教育 4513-i3-4 名古屋大学大学院通則（令和2年2月4日通則第2号）
教育 4513-i3-5 名古屋大学大学院理学研究科規程（令和2年3月25日規程第108号）
教育 4513-i3-6 理学研究科素粒子宇宙物理学選考物理ミニマ（2019年度）
教育 4513-i3-7 フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム
教育 4513-i3-8 グリーン自然科学国際教育研究プログラム
教育 4513-i3-9 ジョイント・ディグリー・プログラム（理学研究科）
教育 4513-i3-10 博士課程教育リーディングプログラム_IGER_グリーン(2019年度）

教育 4513-i3-11 トランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院プログラム(理学研究科）

教育 4513-i4-1 学年暦（理学研究科，2019年度）
教育 4513-i4-2 理学研究科素粒子宇宙物理学（素粒子）シラバス（2019秋学期） CSVファイルのため非公表
教育 4513-i4-3 理学研究科素粒子宇宙物理学（ISEE）シラバス（2019秋学期） CSVファイルのため非公表
教育 4513-i4-4 理学研究科物質理学専攻（物理）シラバス（2019秋学期） CSVファイルのため非公表
教育 4513-i4-5 理学研究科物質理学専攻（化学）シラバス（2019秋学期） CSVファイルのため非公表
教育 4513-i4-6 理学研究科生命理学専攻シラバス（2019秋学期） CSVファイルのため非公表
教育 4513-i4-7 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数(理学研究科）
教育 4513-i4-8 インターンシップの実施状況が確認できる資料
教育 4513-i4-9 名古屋大学博士課程教育リーディングプログラム

教育 4513-i4-10
博士課程教育リーディングプログラム_グリーン自然科学国際教育研究プロ
グラム(理学研究科）

個人情報が含まれるため非公
表

教育 4513-i4-11 アクティブラーニングフィールドワーク_公開臨海実習(理学研究科）

教育 4513-i4-12 G30学生数及び特長（理学部，2019年度）
教育 4513-i4-13 理学研究科G30大学院入試実施状況（2017-2020）

教育 4513-i4-14
理学研究科素粒子宇宙物理学連携_素粒子宇宙起源研究所KMIスクール
（2019年度）

教育 4513-i4-15 ChubuSat質量実践プログラムとインターンシップ

教育 4513-i4-16 グリーン自然科学国際教育研究プログラム_スキルセミナー（2019年度）

教育 4513-i5-1 履修指導の実施状況（理学研究科）
教育 4513-i5-2 学習相談の実施状況（理学研究科）

教育 4513-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（理学部・理学研究科）

教育 4513-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（理学部・理学
研究科）

教育 4513-i5-5 グリーン自然科学国際教育研究プログラム_英語授業
教育 4513-i5-6 グリーン自然科学国際教育研究プログラム_留学支援
教育 4513-i5-7 理学図書室フロアマップ
教育 4513-i5-8 実世界データ循環学リーダー人材養成プログラムeポートフォリオ

教育 4513-i5-9
フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム_リーダーシッププログラム
（2018年度抜粋）

教育 4513-i6-1 成績評価基準

教育 4513-i6-2 成績評価の分布表
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4513-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料

教育 4513-i6-4 グリーン自然科学国際教育研究プログラム
個人情報が含まれるため非公
開

教育 4513-i6-5 理学研究科顕彰に関する内規
教育 4513-i6-6 Nakamura・Usui Prize実施要項
教育 4513-i7-1 名古屋大学大学院通則（抜粋）(令和2年2月4日通則第2号)
教育 4513-i7-2 名古屋大学大学院理学研究科規程(令和2年3月25日規程第108号）

教育 4513-i7-3
名古屋大学大学院理学研究科教授会等の運営に関する申し合わせ事項
(20191001改正)

教育 4513-i7-4 名古屋大学学位規程（平成31年3月19日規程第116号）
教育 4513-i7-5 名古屋大学大学院理学研究科学位審査内規(平成28年4月1日施行）

教育 4513-i7-6
名古屋大学大学院理学研究科学位審査内規施行細則（平成29年4月2日施
行）

教育 4513-i8-1 理学研究科の教育を支える３つの方針 （抜粋）
教育 4513-i8-2 入学定員充足率（理学研究科、2016～2019年度)

教育 4513-iA-1 G30国際プログラム群入学試験実施状況一覧（理学研究科，2019年秋入学）

教育 4513-iA-2
頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム（理学研究科，
2019年度）

教育 4513-iA-3 リヨン高等師範学校協定書（理学研究科）
教育 4513-iA-4 博士課程教育リーディングプログラム（理学研究科）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（理学研究科）



教育 4513-iA-5
トランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院プログラム概要(理学研究
科）

教育 4513-iA-6 若手研究者等の海外派遣プログラム（理学研究科，2016-2019）

教育 4513-iA-7
英国エディンバラ大学とのジョイント・ディグリー・プログラムの実施
（理学研究科）

教育 4513-iA-8 化学系プログラム学生募集要項（理学研究科，2019年度）
教育 4513-iD-1 理学部聴講生入学案内及び理学部科目等履修生入学案内
教育 4513-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率
教育 4513-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

教育 4513-ii2-1 特別研究員奨励費応募データ（理学研究科，関連センター，2019年度）
個人情報が含まれるため非公
開

教育 4513-iiA-1 学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料 学内資料のため非公表



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4514-i1-1 【医学科・保健学科】医学部の３つの方針（学部）
教育 4514-i2-1 【医学科・保健学科】医学部の３つの方針（学部）
教育 4514-i3-1 【医学科・保健学科】医学部規程別表
教育 4514-i3-2 【医学科】2019年度_時間割
教育 4514-i3-3 【保健学科】2019年度_教育課程表（看護）
教育 4514-i3-4 【保健学科】2019年度_教育課程表（検査）
教育 4514-i3-5 【保健学科】2019年度_教育課程表（放射）
教育 4514-i3-6 【保健学科】2019年度_教育課程表（理学）
教育 4514-i3-7 【保健学科】2019年度_教育課程表（作業）
教育 4514-i3-8 【医学科】2017年度_授業アンケート様式
教育 4514-i3-9 【保健学科】2016-2019年度_授業アンケート公開用（学部）
教育 4514-i3-10 名古屋大学医学部／医学系研究科の自己点検・評価報告書
教育 4514-i3-11 【医学科】名古屋大学医学部学生研究会

教育 4514-i3-12 【保健学科】看護学専攻_実習要項等
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i3-13 【保健学科】放射線技術科学専攻_臨床実習指導書
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i3-14 【保健学科】検査技術科学専攻_臨地実習の手引き
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i3-15 【保健学科】理学療法学専攻_実習関係資料
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i3-16 【保健学科】作業療法学専攻_臨床実習の手引き
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i4-1 【医学科・保健学科】2019年度_名古屋大学学年暦
教育 4514-i4-2 【医学科】授業予定表
教育 4514-i4-3 【保健学科】授業予定表
教育 4514-i4-4 【医学科】2019年度_シラバス（全体）
教育 4514-i4-5 【医学科】2019年度_シラバス（差替分・人体器官の構造）
教育 4514-i4-6 【保健学科】学部シラバス（看護） CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-7 【保健学科】学部シラバス（検査） CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-8 【保健学科】学部シラバス（放射） CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-9 【保健学科】学部シラバス（理学） CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-10 【保健学科】学部シラバス（作業） CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-11 全学教育科目_2019シラバス CSVファイルのため非公表
教育 4514-i4-12 【医学科・保健学科】協定等に基づく留学期間別日本人留学生数

教育 4514-i4-13 【医学科・保健学科】インターンシップの実施状況が確認できる資料

教育 4514-i4-14 【医学科】地域医療セミナーの実施状況
教育 4514-i4-15 【医学科】地域医療教育学講座によるIPE関連の業績

教育 4514-i4-16 【保健学科】看護学専攻_実習要項等
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i4-17 【保健学科】放射線技術科学専攻_臨床実習指導書
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i4-18 【保健学科】検査技術科学専攻_臨地実習の手引き
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i4-19 【保健学科】理学療法学専攻_実習関係資料
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i4-20 【保健学科】作業療法学専攻_臨床実習の手引き
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i5-1 【医学科・保健学科】履修指導の実施状況が確認できる資料
教育 4514-i5-2 【医学科・保健学科】学習相談の実施状況

教育 4514-i5-3
【医学科・保健学科】社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う
取組が確認できる資料

教育 4514-i5-4
【医学科・保健学科】履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援
の状況が確認できる資料

教育 4514-i5-5 【医学科】保健管理室鶴舞分室について
教育 4514-i5-6 【保健学科】大幸学生相談室ポスター

教育 4514-i5-7 【保健学科】学生懇談会資料
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4514-i6-1 【医学科・保健学科】医学部規程

教育 4514-i6-2 【医学科・保健学科】成績評価の分布表（学部）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-i6-3 【医学科・保健学科】成績評価に関する申立て
教育 4514-i6-4 【医学科】医学教育分野別評価受審に向けた臨床実習の改革
教育 4514-i6-5 【保健学科】教育課程と指定規則との対比表
教育 4514-i7-1 【医学科・保健学科】医学部規程
教育 4514-i7-2 【医学科・保健学科】医学部規程別表
教育 4514-i7-3 【医学科・保健学科】名古屋大学通則
教育 4514-i7-4 【医学科】医師国家試験合格率
教育 4514-i8-1 【医学科・保健学科】医学科の３つの方針（学部）
教育 4514-i8-2 【医学科・保健学科】入学定員充足率
教育 4514-i8-3 【医学科】入試制度別の出身県分布
教育 4514-iA-1 【医学科】海外への派遣留学生数

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（医学部）



教育 4514-iA-2 【医学科】海外からの受入留学生数
教育 4514-iB-1 【医学科】プライマリケア実習先一覧
教育 4514-iC-1 【医学科】医学教育改革ワークショップ概要
教育 4514-iC-2 【保健学科】大学院FDテーマと開催案内

教育 4514-iC-3 【保健学科】学生相談総合センターFD開催通知
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4514-iD-1 【医学科】第３年次学士編入学学生募集要項
教育 4514-iD-2 【保健学科】科目等履修生入学案内

教育 4514--iD-3 【医学科】入試別の卒業時成績解析
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4514-ii1-1 卒業（修了）率_医学部
教育 4514-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率_医学部
教育 4514-ii1-3 【医学科】2018学部卒業時アンケート（グラフ） 学内資料のため非公表
教育 4514-ii1-4 【医学科】2018学部卒業時アンケート（集計表） 学内資料のため非公表
教育 4514-ii2-1 【保健学科】卒業後の状況調査票
教育 4514-iiA-1 【医学科】2018年度_卒業時アンケート（集計表） 学内資料のため非公表
教育 4514-iiA-2 【医学科】2018年度_卒業時アンケート（グラフ） 学内資料のため非公表
教育 4514-iiA-3 【保健学科】2016-2019年度_授業アンケート公開用（学部）
教育 4514-iiA-4 【保健学科】2018年度_卒業時アンケート（集計表） 学内資料のため非公表
教育 4514-iiA-5 【保健学科】2018年度_卒業時アンケート（グラフ） 学内資料のため非公表
教育 4514-iiA-6 【保健学科】2017年度_卒業時アンケート 学内資料のため非公表



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4515-i1-1 【医学科・保健学科】医学系研究科の３つの方針（大学院）
教育 4515-i2-1 【医学科・保健学科】医学系研究科の３つの方針（大学院）
教育 4515-i3-1 【医学科】2019年度_シラバス（修士）
教育 4515-i3-2 【医学科】2019年度_シラバス（博士課程）
教育 4515-i3-3 【保健学科】2019年度_DC教育課程表
教育 4515-i3-4 【保健学科】2019年度_MC教育課程表
教育 4515-i3-5 名古屋大学医学部／医学系研究科の自己点検・評価報告書
教育 4515-i3-6 【保健学科】2016-2019年度_授業アンケート公開用（大学院）
教育 4515-i3-7 【医学科】修士の学位論文について
教育 4515-i3-8 【医学科】博士課程の履修手続きについて
教育 4515-i3-9 【保健学科】2019年度_学生便覧（大学院）

教育 4515-i3-10 【保健学科】指導教員一覧（博士前期課程）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4515-i3-11 【保健学科】指導教員一覧（博士後期課程）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4515-i4-1 【医学科・保健学科】2019年度_名古屋大学学年暦
教育 4515-i4-2 【医学科】2019年度_修士必修講義時間割
教育 4515-i4-3 【医学科】2019年度_基盤医科学実習コース一覧
教育 4515-i4-4 【医学科】2019年度_特徴あるプログラム予定表
教育 4515-i4-5 【医学科】2019年度_医学特論開講数集計
教育 4515-i4-6 【保健学科】授業予定表（大学院）
教育 4515-i4-7 【医学科】2019年度_シラバス（修士）
教育 4515-i4-8 【医学科】2019年度_シラバス（博士課程）
教育 4515-i4-9 【保健学科】2019年度_シラバス前期課程 CSVファイルのため非公表
教育 4515-i4-10 【保健学科】2019年度_シラバス後期課程 CSVファイルのため非公表
教育 4515-i4-11 【医学科・保健学科】協定等に基づく留学期間別日本人留学生数

教育 4515-i4-12 【医学科・保健学科】インターンシップの実施状況が確認できる資料
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4515-i4-13 Premium Lectureについて
教育 4515-i5-1 【医学科・保健学科】履修指導の実施状況が確認できる資料
教育 4515-i5-2 【医学科・保健学科】学習相談の実施状況が確認できる資料

教育 4515-i5-3
【医学科・保健学科】社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う
取組が確認できる資料

教育 4515-i5-4
【医学科・保健学科】履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援
の状況が確認できる資料

教育 4515-i5-5 2019年度博士課程新入生ガイダンス資料
教育 4515-i5-6 2019年度修士説明会カリキュラム
教育 4515-i5-7 HP大学院教育 _ 名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科

教育 4515-i5-8
名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科HP「学生生活」に係るペー
ジ

教育 4515-i5-9 名古屋大学 博士課程教育推進機構HP
教育 4515-i5-10 博士課程教育推進機構キャリア推進室HP
教育 4515-i6-1 【医学科・保健学科】医学系研究科規程

教育 4515-i6-2 【医学科】研究発表会結果（第55回）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4515-i6-3 【医学科】研究発表会結果（第56回）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4515-i6-4 【保健学科】2019年度_成績評価分布表DC
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4515-i6-5 【保健学科】2019年度_成績評価分布表MC
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4515-i6-6 【医学科・保健学科】成績評価に関する申立て
教育 4515-i7-1 【医学科・保健学科】医学系研究科規程
教育 4515-i7-2 【医学科・保健学科】医学系研究科規程別表
教育 4515-i7-3 【医学科・保健学科】名古屋大学学位規程
教育 4515-i7-4 【医学科】学位申請要領
教育 4515-i7-5 【医学科】研究発表会（学位予備審査）に関する申し合わせ
教育 4515-i7-6 【保健学科】学位（修士）審査内規
教育 4515-i7-7 【保健学科】学位（修士）審査内規細則
教育 4515-i7-8 【保健学科】学位（課程博士）審査内規
教育 4515-i7-9 【医学科】学位申請要領
教育 4515-i7-10 【医学科】修士学位論文等の提出について
教育 4515-i7-11 【保健学科】修士論文作成の手引き
教育 4515-i7-12 【保健学科】博士論文作成の手引き
教育 4515-i7-13 【医学科・保健学科】名古屋大学学位規程
教育 4515-i7-14 【医学科】学位申請要領
教育 4515-i7-15 【医学科】研究発表会（学位予備審査）に関する申し合わせ
教育 4515-i7-16 【保健学科】学位（修士）審査内規
教育 4515-i7-17 【保健学科】学位（課程博士）審査内規
教育 4515-i7-18 【医学科】研究発表会（学位予備審査）に関する申し合わせ
教育 4515-i7-19 【保健学科】学位（修士）審査内規
教育 4515-i7-20 【保健学科】学位（修士）審査内規細則
教育 4515-i7-21 【保健学科】学位（課程博士）審査内規

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（医学系研究科）



教育 4515-i7-22 【保健学科】学位（課程博士）申請に関する申合せ
教育 4515-i7-23 研究コンプライアンスプログラム
教育 4515-i8-1 【医学科・保健学科】医学系研究科の３つの方針（大学院）
教育 4515-i8-2 【医学科・保健学科】入学定員充足率
教育 4515-iA-2 ジョイント・ディグリー・プログラム
教育 4515-iA-3 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻
教育 4515-iA-4 名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻
教育 4515-iA-5 名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻
教育 4515-iD-1 【保健学科】大学院科目等履修生入学案内
教育 4515-iD-2 【保健学科】博士前期課程入学試験案内
教育 4515-iD-3 【保健学科】博士後期課程入学試験案内
教育 4515-ii1-1 【医学科・保健学科】標準修業年限内卒業
教育 4515-iiA-1 【保健学科】2016-2019年度_授業アンケート公開用（大学院） 学内資料のため非公表
教育 4515-iiA-2 【保健学科】2018年度_修了時アンケート（医学・保） 学内資料のため非公表
教育 4515-iiA-3 【保健学科】2018年度_大学院修了時アンケート（医学博士前期） 学内資料のため非公表
教育 4515-iiA-4 【保健学科】2018年度_大学院修了時アンケート（医学博士後期） 学内資料のため非公表
教育 4515-k1-1 医学系研究科「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4515-ii1-2を修正



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4516-i1-1 工学部卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）(2019年度)

教育 4516-i2-1
工学部教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）(2019年
度)

教育 4516-i3-1 工学部各学科教育目的・教育目標・カリキュラムツリー(2019年度)
教育 4516-i3-2 工学部開講科目のコースナンバリング(2019年度)
教育 4516-i3-3 平成28年度前期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-4 平成28年度後期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-5 平成29年度春学期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-6 平成29年度秋学期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-7 平成30年度春学期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-8 平成30年度秋学期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i3-9 令和元年度春学期工学部授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-1 2019年度学年暦(工学部周知用)
教育 4516-i4-2 全学教育科目シラバス(2019年度) CSVファイルのため非公表
教育 4516-i4-3 国際プログラム群全学教育科目シラバス(2019年度)
教育 4516-i4-4 工学部化学生命工学科シラバス（2019年度）
教育 4516-i4-5 工学部物理工学科シラバス（2019年度）
教育 4516-i4-6 工学部マテリアル工学科シラバス（2019年度）
教育 4516-i4-7 工学部電気電子情報工学科シラバス（2019年度）
教育 4516-i4-8 工学部機械・航空宇宙工学科シラバス（2019年度）
教育 4516-i4-9 工学部エネルギー理工学科シラバス（2019年度）

教育 4516-i4-10 工学部環境土木・建築学科環境土木工学プログラムシラバス（2019年度）

教育 4516-i4-11 工学部環境土木・建築学科建築学プログラムシラバス（2019年度）
教育 4516-i4-12 工学部化学生命工学科化学系プログラムシラバス（2019年度）
教育 4516-i4-13 工学部物理工学科物理系プログラムシラバス（2019年度）

教育 4516-i4-14 工学部電気電子情報工学科自動車工学プログラムシラバス（2019年度）

教育 4516-i4-15 工学部機械・航空宇宙工学科自動車工学プログラムシラバス（2019年度）

教育 4516-i4-16 全学教育科目シラバス(2020年度) CSVファイルのため非公表
教育 4516-i4-17 国際プログラム群全学教育科目シラバス(2020年度) 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-18 工学部化学生命工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-19 工学部物理工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-20 工学部マテリアル工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-21 工学部電気電子情報工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-22 工学部機械・航空宇宙工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-23 工学部エネルギー理工学科シラバス（2020年度） 学内資料のため非公表

教育 4516-i4-24 工学部環境土木・建築学科環境土木工学プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表

教育 4516-i4-25 工学部環境土木・建築学科建築学プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-26 工学部化学生命工学科化学系プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表
教育 4516-i4-27 工学部物理工学科物理系プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表

教育 4516-i4-28 工学部電気電子情報工学科自動車工学プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表

教育 4516-i4-29 工学部機械・航空宇宙工学科自動車工学プログラムシラバス（2020年度） 学内資料のため非公表

教育 4516-i4-30 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）

教育 4516-i4-31
大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップ実施状況等調査
票【工学部】（平成29年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4516-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料【工学部】(2019年度)
教育 4516-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料【工学部】(2019年度)

教育 4516-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
【工学部】(2019年度)

教育 4516-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学生支援の状況が確認できる資
料【工学部】(2019年度)

教育 4516-i6-1 名古屋大学工学部規程(令和元年7月 終改正)
教育 4516-i6-2 5段階の成績評価基準とGPA制度について

教育 4516-i6-3 工学部成績評価分布表【全学教育科目】(2019年度春学期
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4516-i6-4 工学部成績評価分布表【専門系科目】(2019年度春学期
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4516-i6-5 工学部成績評価分布表【全学教育科目】(2019年度秋学期)
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4516-i6-6 工学部成績評価分布表【専門系科目】(2019年度秋学期)
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4516-i6-7 工学部・工学研究科学生便覧（2019年度）［p.6 (6)］抜粋
教育 4516-i6-8 成績評価照会票
教育 4516-i7-1 名古屋大学工学部規程(令和元年7月 終改正)
教育 4516-i7-2 名古屋大学工学部規程別表第1～別表第6(令和元年7月 終改正)
教育 4516-i7-3 名古屋大学通則(平成31年2月 終改正)

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⼯学部）



教育 4516-i7-4 名古屋大学大学院工学研究科・工学部教授会内規(平成29年4月 終改正) 学内資料のため非公表

教育 4516-i8-1
工学部入学者受入れ・選抜の方針（アドミッション・ポリシー）(2019年
度)

教育 4516-i8-3 入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4516-iC-1 教授会でのFD関係講演会（平成28年度～令和元年度）
教育 4516-iD-1 「工学概論第1」年度別受講者数
教育 4516-iE-1 航空機開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座ホームページ

教育 4516-iE-2 航空機開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座年度別受講者数

教育 4516-iE-3 橋梁長寿命化推進室（N2U-BRIDGE）ホームページ
教育 4516-iE-4 橋梁長寿命化推進室（N2U-BRIDGE）研修年度別参加者数
教育 4516-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率（2016～2019年度）
教育 4516-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（2016～2019年度）

教育 4516-iiA-1
教育課程の成果に関する調査結果（学部卒業生）及び設問用紙（2016年
度）

学内資料のため非公表

教育 4516-iiA-2
教育課程の成果に関する調査結果（学部卒業生）及び設問用紙（2017年
度）

学内資料のため非公表

教育 4516-iiA-3
教育課程の成果に関する調査結果（学部卒業生）及び設問用紙（2018年
度）

学内資料のため非公表

教育 4516-iiD-1 理系女子学生コミュニティあかりんご隊ホームページ



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4517-i1-1
工学研究科卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）(2019年
度)

教育 4517-i2-1
工学研究科教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）(2019
年度)

教育 4517-i3-1 工学研究科開講科目のコースナンバリング(2019年度)
教育 4517-i3-2 工学研究科科目区分及び内容　［シラバス冊子p.3］
教育 4517-i3-3 平成28年度前期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表
教育 4517-i3-4 平成28年度後期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-5 平成29年度春学期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-6 平成29年度秋学期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-7 平成30年度春学期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-8 平成30年度秋学期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-9 令和元年度春学期大学院工学研究科講義授業アンケート結果について 学内資料のため非公表

教育 4517-i3-10 名古屋大学大学院工学研究科規程(令和元年7月 終改正)

教育 4517-i3-11
大学院学生の指導教員に関する申合せ(平成31年4月 終改正)[教育体制冊
子P83(2019年度)抜粋]

学内資料のため非公表

教育 4517-i4-1 2019年度学年暦（工学研究科周知用）
教育 4517-i4-2 大学院共通科目シラバス(2019年度）
教育 4517-i4-3 工学研究科有機・高分子化学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-4 工学研究科応用物質化学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-5 工学研究科生命分子工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-6 工学研究科応用物理学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-7 工学研究科物質科学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-8 工学研究科材料デザイン工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-9 工学研究科物質プロセス工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-10 工学研究科化学システム工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-11 工学研究科電気工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-12 工学研究科電子工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-13 工学研究科情報・通信工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-14 工学研究科機械システム工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-15 工学研究科マイクロ・ナノ機械理工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-16 工学研究科航空宇宙工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-17 工学研究科エネルギー理工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-18 工学研究科総合エネルギー工学専攻シラバス（2019年度）
教育 4517-i4-19 工学研究科土木工学専攻シラバス（2019年度）

教育 4517-i4-20 工学研究科応用物質化学専攻化学系プログラムシラバス（2019年度）

教育 4517-i4-21 工学研究科電気工学専攻自動車工学プログラムシラバス（2019年度）

教育 4517-i4-22
工学研究科機械システム工学専攻自動車工学プログラムシラバス（2019年
度）

教育 4517-i4-23 工学研究科土木工学専攻環境土木工学プログラムシラバス（2019年度）

教育 4517-i4-24 大学院共通科目シラバス(2020年度）
教育 4517-i4-25 工学研究科有機・高分子化学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-26 工学研究科応用物質化学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-27 工学研究科生命分子工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-28 工学研究科応用物理学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-29 工学研究科物質科学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-30 工学研究科材料デザイン工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-31 工学研究科物質プロセス工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-32 工学研究科化学システム工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-33 工学研究科電気工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-34 工学研究科電子工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-35 工学研究科情報・通信工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-36 工学研究科機械システム工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-37 工学研究科マイクロ・ナノ機械理工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-38 工学研究科航空宇宙工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-39 工学研究科エネルギー理工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-40 工学研究科総合エネルギー工学専攻シラバス（2020年度）
教育 4517-i4-41 工学研究科土木工学専攻シラバス（2020年度）

教育 4517-i4-42 工学研究科応用物質化学専攻化学系プログラムシラバス（2020年度）

教育 4517-i4-43 工学研究科電気工学専攻自動車工学プログラムシラバス（2020年度）

教育 4517-i4-44
工学研究科機械システム工学専攻自動車工学プログラムシラバス（2020年
度）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⼯学研究科）



教育 4517-i4-45 工学研究科土木工学専攻環境土木工学プログラムシラバス（2020年度）

教育 4517-i4-46 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）

教育 4517-i4-47
大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップ実施状況等調査
票【工学研究科】（平成29年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4517-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料【工学研究科】（2019年度）
教育 4517-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料【工学研究科】（2019年度）

教育 4517-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
【工学研究科】（2019年度）

教育 4517-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学生支援の状況が確認できる資
料【工学研究科】（2019年度）

教育 4517-i6-1 名古屋大学大学院工学研究科規程(令和元年7月 終改正)
教育 4517-i6-2 平成23年度以降の成績評価基準について　［電子シラバス内掲載］

教育 4517-i6-3 工学研究科成績評価分布表(2019年度)
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4517-i6-4 工学部・工学研究科学生便覧（2019年度）［p.6 (6)］抜粋
教育 4517-i6-5 成績評価照会票
教育 4517-i7-1 名古屋大学大学院通則(平成31年2月 終改正)
教育 4517-i7-2 名古屋大学大学院工学研究科規程(令和元年7月 終改正)

教育 4517-i7-3 名古屋大学大学院工学研究科規程別表第3、別表第5(平成31年2月 終改正)

教育 4517-i7-4 名古屋大学大学院通則(平成31年2月 終改正)

教育 4517-i7-5 名古屋大学大学院工学研究科・工学部教授会内規(平成29年4月 終改正） 学内資料のため非公表

教育 4517-i7-6
名古屋大学大学院工学研究科博士課程の修了要件に関する申合せ［教育体
制冊子p.78抜粋］(平成16年4月制定)

学内資料のため非公表

教育 4517-i7-7 名古屋大学学位規程(平成31年3月 終改正)

教育 4517-i7-8 名古屋大学における学位論文審査の基準に関する内規(平成25年10月制定) 学内資料のため非公表

教育 4517-i7-9
名古屋大学大学院工学研究科博士学位審査委員会内規［教育体制冊子p.62
抜粋］(平成16年4月制定)

学内資料のため非公表

教育 4517-i7-10 名古屋大学大学院通則(平成31年2月 終改正)

教育 4517-i7-11 名古屋大学大学院工学研究科・工学部教授会内規(平成29年4月 終改正) 学内資料のため非公表

教育 4517-i7-12
名古屋大学大学院工学研究科博士課程の修了要件に関する申合せ［教育体
制冊子p.78抜粋］(平成16年4月制定)

学内資料のため非公表

教育 4517-i7-13 名古屋大学学位規程(平成31年3月 終改正)

教育 4517-i7-14
名古屋大学大学院工学研究科博士学位審査委員会内規［教育体制冊子p.62
抜粋］(平成16年4月制定)

教育 4517-i8-1
工学研究科入学者受入れ・選抜の方針（アドミッション・ポリシー）(2019
年度)

教育 4517-i8-3 入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4517-iB-1 「先進モビリティ学」年度別受講者数
教育 4517-iC-1 教授会でのFD関係講演会（平成28年度～令和元年度）

教育 4517-iD-1
卓越大学院プログラム「未来エレクトロニクス創成加速DII協働大学院プロ
グラム」ホームページ

教育 4517-iD-2 「先進モビリティ学」年度別受講者数
教育 4517-iE-1 航空機開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座ホームページ

教育 4517-iE-2 航空機開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座年度別受講者数

教育 4517-iE-3 橋梁長寿命化推進室（N2U-BRIDGE）ホームページ
教育 4517-iE-4 橋梁長寿命化推進室（N2U-BRIDGE）研修年度別参加者数
教育 4517-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率（2016～2019年度）
教育 4517-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（2016～2019年度）

教育 4517-iiA-1
教育課程の成果に関する調査結果（大学院修了生）及び設問用紙（2016年
度）

学内資料のため非公表

教育 4517-iiA-2
教育課程の成果に関する調査結果（大学院修了生）及び設問用紙（2017年
度）

学内資料のため非公表

教育 4517-iiA-3
教育課程の成果に関する調査結果（大学院修了生）及び設問用紙（2018年
度）

学内資料のため非公表

教育 4517-iiD-1 理系女子学生コミュニティあかりんご隊ホームページ



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4518-i1-1 農学部のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4518-i2-1 農学部のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4518-i3-1 農学部生物環境科学科のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4518-i3-2 農学部資源生物科学科のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4518-i3-3 農学部応用生命科学科のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4518-i3-4 農学部コースナンバリング（2019年）
教育 4518-i3-5 農学部におけるFDの実施状況（2018年度）

教育 4518-i3-6 農学部資源生物科学科海外実地研修（2019年）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-i3-7 農学部資源生物科学科海外受入研修（2019年）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-i3-8 農学部資源生物科学科国内実地研修（2019年）
教育 4518-i4-1 名古屋大学の学年暦（2019年度）
教育 4518-i4-2 名古屋大学全学教育科目シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4518-i4-3 名古屋大学全学教育科目シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表

教育 4518-i4-4 農学部シラバス（2019年度，平成29年度以降入学者(1〜3年次科目)）

教育 4518-i4-5 農学部シラバス（2019年度，平成28年度以前入学者(4年次科目)）
教育 4518-i4-6 農学部シラバス（2020年度）

教育 4518-i4-7 農学部・生命農学研究科学生便覧（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-i4-8 農学部・生命農学研究科学生便覧（2020年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-i4-9 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（農学部, 2016～2018年度）

教育 4518-i4-10 インターンシップの実施状況が確認できる資料（農学部, 2017年度）

教育 4518-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（農学部，2019年度）
教育 4518-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（農学部，2019年度）

教育 4518-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（農学部，2019年度）

教育 4518-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対学習相談の実施状況が確認できる資
料する学習支援の状況が確認できる資料（農学部，2019年度）

教育 4518-i6-1 学部の成績等に関する取扱い（農学部, 平成27年4月 終改正） 学内資料のため非公表

教育 4518-i6-2 成績評価の分布表（農学部，2015～2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4518-i6-3 農学部学生便覧（2019年度）【抜粋】
教育 4518-i6-4 農学部進級状況（2015～2019年度）
教育 4518-i7-1 農学部学生便覧（2019年度）【抜粋】
教育 4518-i7-2 名古屋大学学位規程（平成16年4月 終改正）
教育 4518-i7-3 名古屋大学農学部規定（平成29年4月 終改正）
教育 4518-i8-1 農学部のアドミッション・ポリシ－（2019年）
教育 4518-i8-2 入学定員充足率（農学部, 2016～2019年度）
教育 4518-i8-3 農学部の私費外国人留学生卒業年数（2019年度）

教育 4518-iA-1 農学部の外国語（英語）による授業一覧(2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-iB-1 名古屋大学と愛知県森林・林業技術センターの交流会（2019年度）
教育 4518-iC-1 授業アンケート（農学部, 2016～2019年度）

教育 4518-iD-1 非常勤講師による授業（農学部, 2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-iE-1 大学見学等社会連携実績一覧（農学部, 2017年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4518-ii1-1 4518-ii1_1_卒業（修了）率_農学部
教育 4518-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率_農学部
教育 4518-ii1-3 専門職の資格試験受験状況（教職）（農学部，2015～2019年度）
教育 4518-ii2-1 就職及び進学（農学部，2016～2019年度）
教育 4518-ii2-2 卒業生の進路状況（農学部，2016～2019年度）
教育 4518-iiA-1 2019年度農学部卒業時授業アンケート 学内資料のため非公表

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（農学部）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4519-i1-1 生命農学研究科博士前期課程のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4519-i1-2 生命農学研究科博士後期課程のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 4519-i2-1 生命農学研究科博士前期課程のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4519-i2-2 生命農学研究科博士後期課程のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4519-i3-1 生命農学研究科博士前期課程の授業科目コースリスト（2019年度）
教育 4519-i3-2 生命農学研究科博士後期課程の授業科目コースリスト（2019年度）
教育 4519-i3-3 生命農学研究科授業科目のコースナンバリング（2019年度）
教育 4519-i3-4 生命農学研究科FD（2018年度）

教育 4519-i3-5
生命農学研究科大学院学生の指導教員に関する申合せ（平成30年１月 終
改正）

学内資料のため非公表

教育 4519-i3-6
生命農学研究科他の大学院又は研究所等における研究指導の取扱い（平成
16年４月制定）

学内資料のため非公表

教育 4519-i3-7 グリーン自然科学国際教育研究プログラム資料
教育 4519-i3-8 PhDプロフェッショナル登龍門プログラム資料

教育 4519-i3-9 ウェルビーイングinアジア実現のための女性リーダー育成プログラム資料

教育 4519-i3-10 トランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院プログラム資料

教育 4519-i3-11
情報・生命医科学コンボリューションonグローカルアライアンス卓越大学
院資料

教育 4519-i3-12 生命農学研究科データサイエンス科目受講者数（2019年度）

教育 4519-i3-13 生命農学研究科アジアサテライトキャンパス入学者数（2016～2019年度）

教育 4519-i4-1 名古屋大学の学年歴（2019年度）
教育 4519-i4-2 生命農学研究科の年間行事予定表（2019年度）
教育 4519-i4-3 名古屋大学全学教育科目シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4519-i4-4 名古屋大学全学教育科目シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4519-i4-5 生命農学研究科シラバス（2019年度）
教育 4519-i4-6 生命農学研究科シラバス英語版（2019年度）
教育 4519-i4-7 生命農学研究科博士前期課程シラバス（2020年度）
教育 4519-i4-8 生命農学研究科博士前期課程シラバス英語版（2020年度）
教育 4519-i4-9 生命農学研究科博士後期課程シラバス（2020年度）
教育 4519-i4-10 生命農学研究科博士後期課程シラバス英語版（2020年度）

教育 4519-i4-11 農学部・生命農学研究科学生便覧（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4519-i4-12 農学部・生命農学研究科学生便覧（2020年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4519-i4-13
協定等に基づく留学生期間別日本人留学生数（生命農学研究科, 2016～
2018年度）

教育 4519-i4-14
インターンシップの実施状況が確認できる資料（生命農学研究科, 2017年
度）

教育 4519-i4-15 生命農学研究科インターンシップ実施報告（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4519-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（生命農学研究科，2019年度）

教育 4519-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（生命農学研究科，2019年度）

教育 4519-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（生命農学研究科，2019年度）

教育 4519-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資
料（生命農学研究科，2019年度）

教育 4519-i5-5 生命農学研究科大学院生の研究業績（2016～2019年度）

教育 4519-i6-1 生命農学研究科大学院生の成績等に関する取扱い（平成18年5月 終改正） 学内資料のため非公表

教育 4519-i6-2 名古屋大学大学院生命農学研究科規程（令和２年３月 終改正）

教育 4519-i6-3 名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程（令和元年12月）

教育 4519-i6-4 成績評価の分布表（生命農学研究科、2019年度前期及び後期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4519-i6-5 農学部・生命農学研究科学生便覧（2019年度）抜粋

教育 4519-i6-6 生命農学研究科シラバス（2019年度）抜粋
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4519-i7-1 名古屋大学学位規程（平成31年３月 終改正）

教育 4519-i7-2
生命農学研究科課程博士の学位審査に関する内規（平成18年４月 終改
正）

学内資料のため非公表

教育 4519-i7-3 名古屋大学大学院生命農学研究科規程別表（令和２年３月 終改正）

教育 4519-i7-4 2019年９月修了の修士学位論文審査日程（2018年12月 終改正） 学内資料のため非公表

教育 4519-i7-5
2019年９月博士学位（第２条）授与予定者の学位審査日程（2019年５月
終改正）

教育 4519-i7-6
2019年９月博士学位（第２条）授与予定者の学位審査日程（2019年５月
終改正）

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⽣命農学研究科）



教育 4519-i7-7 生命農学研究科課程博士の学位審査に関する内規（平成30年４月施行） 学内資料のため非公表

教育 4519-i8-1 生命農学研究科博士前期課程のアドミッション・ポリシー（2019年度）

教育 4519-i8-2 生命農学研究科博士後期課程のアドミッション・ポリシー（2019年度）

教育 4519-i8-3 生命農学研究科博士前期課程の入学試験志願倍率（2016～2019年度）

教育 4519-i8-4 生命農学研究科博士後期課程の入学試験志願倍率（2016～2019年度）

教育 4519-i8-5 入学定員充足率（生命農学研究科, 2016～2019年度）
教育 4519-iB-1 愛知県農学系４機関による研究交流会（2019年度）
教育 4519-iB-2 名古屋大学と愛知県森林・林業技術センターの交流会（2019年度）

教育 4519-iC-1
生命農学研究科国際関連教育プログラム進捗状況報告会資料（2019年度）
抜粋

教育 4519-iC-2 生命農学研究科教務委員会議事録（2019年度、第１回）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4519-iD-1 生命農学研究科TA採用数および採用時間数（2016～2019年度）
教育 4519-iE-1 生命農学研究科博士後期課程社会人入試募集要項（2020年度）抜粋

教育 4519-iE-2
国家中枢人材養成プログラム特別選抜生命農学研究科博士後期課程募集要
項（2019年度）

教育 4519-iE-3 生命農学研究科地域貢献特別支援事業報告書（2018年度）
教育 4519-ii1-1 標準修業年限内卒業（修了）率_生命農学研究科

教育 4519-iiA-1
生命農学研究科修了直後の修了生への大学院における成果に関するアン
ケート（2018年度）

学内資料のため非公表

教育 4519-k1-1 生命農学研究科「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4519-ii1-2を修正



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4520-i1-1 公表された学位授与方針
教育 4520-i2-1 公表された教育課程方針
教育 4520-i3-1 体系性が確認できる資料

教育 4520-i3-2 自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料

教育 4520-i3-3
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制が確認でき
る資料

教育 4520-i4-1 １年間の授業を行う期間が確認できる資料

教育 4520-i4-2
シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料(2020年度
「大学院専門科目」)

教育 4520-i4-3
シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料(2020年度
「大学院専門科目」)

教育 4520-i4-4
シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料(2019年度
「大学院専門科目」)

教育 4520-i4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数
教育 4520-i4-6 インターンシップの実施状況が確認できる資料
教育 4520-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料
教育 4520-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料

教育 4520-i5-3 社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料

教育 4520-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資
料

教育 4520-i6-1 成績評価基準

教育 4520-i6-2 成績評価の分布表
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4520-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示され
ている資料

教育 4520-i7-1 卒業又は修了の要件を定めた規定

教育 4520-i7-2
卒業又は修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方
を含めて卒業（修了）判定の手順が確認できる資料

教育 4520-i7-3 学位論文の審査に係る手続き及び評価の基準

教育 4520-i7-4
修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方が確認で
きる資料

教育 4520-i7-5 学位論文の審査体制、審査員の選考方法が確認できる資料
教育 4520-i8-1 学生受入方針が確認できる資料
教育 4520-i8-2 入学定員充足率
教育 4520-ii1-1 標準修業年限内修了率　国際開発研究科(2016年度～2019年度）
教育 4520-iiA-1 学生からの意見聴取の概要及びその結果が確認できる資料

教育 4520-iiB-1
修了後、一定年限を経過した修了生についての意見聴取の概要及びその結
果が確認できる資料

教育 4520-k2-1 国際開発研究科「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4520-ii1-2を修正

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（国際開発研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4521-i1-1 多元数理科学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4521-i2-1 多元数理科学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4521-i3-1 レベルとは（多元数理科学研究科2019年度）
教育 4521-i3-2 大学院多元数理科学研究科での学び方（2019年度）
教育 4521-i3-3 大学院後期課程について（多元数理科学研究科2019年度）
教育 4521-i3-4 講義結果報告（多元数理科学研究科2016年度〜2019年度）
教育 4521-i3-5 大学院多元数理科学研究科での学び方（2019年度）
教育 4521-i3-6 大学院後期課程について（多元数理科学研究科2019年度）
教育 4521-i4-1 2019年度教務カレンダー（多元数理科学研究科）
教育 4521-i4-2 多元数理科学研究科シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4521-i4-3 多元数理科学研究科シラバス（2020年度） CSVファイルのため非公表
教育 4521-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016〜2018年度）

教育 4521-i4-5
インターンシップの実施状況が確認できる資料（多元数理科学研究科2017
年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4521-i5-1 履修相談の実施状況（多元数理科学研究科2016〜2019年度）
教育 4521-i5-2 学習相談の実施状況（多元数理科学研究科2019年度）

教育 4521-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（多元数理科学研
究科2019年度）

教育 4521-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（多元数理科学
研究科2019年度）

教育 4521-i6-1 大学院多元数理科学研究科成績評価評価基準（2019年度）

教育 4521-i6-2 成績評価の分布表（多元数理科学研究科2019年度）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4521-i6-3
成績評価に関する問い合わせ（多元数理科学研究科学生便覧2019年度抜
粋）

教育 4521-i7-1 名古屋大学大学院多元数理科学研究科規定別表1（平成28年2月 終改正）

教育 4521-i7-2 修士論文ガイドライン（多元数理科学研究科2019年度）
教育 4521-i7-3 学位審査について（多元数理科学研究科2019年度）
教育 4521-i7-4 学位審査について（多元数理科学研究科2019年度）

教育 4521-i7-5
名古屋大学大学院多元数理科学研究科学位（課程博士）審査内規（平成28
年4月 終改正）

教育 4521-i7-6
多元数理科学研究科学位委員会設置に関する申合わせ（平成19年3月 終改
正）

教育 4521-i8-1 多元数理科学研究科のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4521-i8-2 多元数理科学研究科入学定員充足率（2016〜2019年度）
教育 4521-iD-1 多元数理科学研究科昼夜開講コース募集要項（2020年度入学）
教育 4521-iD-2 2019年度数学アゴラ夏季集中コース（多元数理科学研究科）
教育 4521-iD-3 2019年度名古屋大学数学公開講座（多元数理科学研究科）
教育 4521-ii1-1 多元数理科学研究科標準修業年限修了率（2016〜2019年度）

教育 4521-ii1-2 多元数理科学研究科「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016〜2019年度）

教育 4521-iiA-1 名古屋大学の教育課程における成果に関する調査

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（多元数理科学研究科））



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4522-i1-1 修了認定・学位授与の方針（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i2-1 教育課程の編成・実施の方針（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i3-1 コースツリー（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i3-2 履修モデル（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i3-3 授業科目一覧（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i3-4 カリキュラム・マップ（環境学研究科，2020年度）

教育 4522-i3-5
授業評価アンケート集計結果（体系理解科目・Ⅰ類科目）（環境学研究
科，2019年度）

教育 4522-i3-6 学位審査内規（環境学研究科，平成29年10月 終改正）
教育 4522-i4-1 学年歴についての教授会資料（環境学研究科，2019年度）

教育 4522-i4-2 シラバスデータへのリンク及び全件データ（環境学研究科，2020年度）

教育 4522-i4-3 シラバス全件データ(大学院共通科目）（環境学研究科，2020年度）
教育 4522-i4-4 G30授業科目一覧（環境学研究科，2020年度）
教育 4522-i4-5 G30シラバス全件データ（環境学研究科，2019～2020年度）

教育 4522-i4-6
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（環境学研究科，2016～2018年
度）

教育 4522-i4-7 インターンシップの実施状況（環境学研究科，2017年度）
教育 4522-i5-1 履修指導の実施状況（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i5-2 学習相談の実施状況（環境学研究科，2019年度）

教育 4522-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（環境学研究科，
2019年度）

教育 4522-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（環境学研究
科，2019年度）

教育 4522-i6-1 成績評価区分の基準に関する申合せ（環境学研究科，2019年5月1日現在）

教育 4522-i6-2
成績評価の分布表（体系理解科目）（環境学研究科，2019年度前期及び後
期）

個人情報が含まれるため非公
表

教育 4522-i6-3 G30に係る成績評価の分布表（環境学研究科，2019年度後期）
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4522-i6-4 成績評価照会票（環境学研究科，2019年度）

教育 4522-i7-1
専攻・履修コース別修了要件（環境学研究科，学生便覧（2019年度）抜
粋）

教育 4522-i7-2 学位審査内規（環境学研究科，平成29年10月 終改正）
教育 4522-i7-3 学位審査に関する細則（環境学研究科，平成28年４月 終改正）
教育 4522-i8-1 入学者受入れ・選抜の方針（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-i8-2 入学定員充足率（環境学研究科，2016年～2019年度）
教育 4522-ii1-2 標準修業年限内卒業（修了）率 _環境学研究科
教育 4522-ii1-3 博士の学位授与数（課程博士のみ）（環境学研究科，2019年度）
教育 4522-iiA-1 教育成果調査結果（修了生対象）（環境学研究科，2019年度） 学内資料のため非公表
教育 4522-iiB-1 修了生の声（環境学と私）（環境学研究科，2019年度）

教育 4522-iiC-1
修了生の就職先の上司に対するアンケート調査結果（環境学研究科，2019
年度）

教育 4522-k2-1 環境学研究科「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率 別添資料4522-ii1-2を修正

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（環境学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4523-i1-1 創薬科学研究科　修了認定・学位授与の方針（ＤＰ）(2019年度)
教育 4523-i2-1 創薬科学研究科　教育課程の編成・実施の方針（ＣＰ）(2019年度）
教育 4523-i3-1 カリキュラムツリー(創薬科学研究科学生便覧,2019年度)【抜粋】
教育 4523-i3-2 入試説明会資料（創薬科学研究科,2019年度）
教育 4523-i3-3 授業アンケート結果(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i3-4 授業アンケート教員自己点検結果報告書(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i3-5 研究指導・指導体制(創薬科学研究科学生便覧,2019年度)【抜粋】
教育 4523-i3-6 創薬科学セミナー一覧(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i3-7 留学期間別日本人留学生数(創薬科学研究科,2016～2019年度)
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4523-i4-1 学年暦・時間割・講義日程一覧（創薬科学研究科，2019年度）
教育 4523-i4-2 前期課程・後期課程シラバス(創薬科学研究科,2019年度,2020年度)

教育 4523-i4-3
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数(創薬科学研究科,2016～2019年
度)

教育 4523-i4-4 「薬学倫理特論」,「基盤薬理学」シラバス(創薬科学研究科,2016年度)

教育 4523-i4-5
「薬学倫理特論」,「基盤薬理学」授業アンケート結果(創薬科学研究
科,2016年度)

教育 4523-i4-6 「基盤薬理・薬剤学」授業実施風景写真(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i4-7 指導教員一覧表(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4523-i4-8 中間報告会プログラム(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4523-i4-9 博士後期課程中間評価実施流れ図(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i4-10 キャリアパスセミナー一覧(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i4-11 教員ＦＤ開催通知、議事録(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4523-i5-1 履修指導実施状況(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i5-2 学習相談実施状況(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組(創薬科学研究
科,2019年度)

教育 4523-i5-4 ＦＤ委員会内規(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i6-1 創薬科学研究科　学生便覧(2019年度)【抜粋】

教育 4523-i6-2 成績評価の分布表(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため非公
表

教育 4523-i6-3 成績評価照会票（創薬科学研究科,2019年度）

教育 4523-i6-4
授業アンケート設問紙及び教員自己点検について（創薬科学研究科,2019年
度）

教育 4523-i7-1 創薬科学研究科規程(令和2年3月 終改正)
教育 4523-i7-2 創薬科学研究科学生便覧(2019年度)【抜粋】
教育 4523-i7-3 修士論文審査について(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-i7-4 博士学位審査日程表(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i7-5 創薬科学研究科 課程博士の学位審査に関する内規(2017年11月 終改正)

教育 4523-i7-6 修士学位論文審査委員について(創薬科学研究科,2019年度)

教育 4523-i7-7 博士学位論文審査委員について(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4523-i7-8 学位授与状況(創薬科学研究科,2016～2019年度)
教育 4523-i8-1 創薬科学研究科　入学者受入・選抜の方針（ＡＰ）(2019年度)
教育 4523-i8-2 入学定員充足率(創薬科学研究科,2016～2019年度)
教育 4523-i8-3 高等学校等への出前授業一覧(創薬科学研究科,2016～2019年度)

教育 4523-iC-1 第1回・第2回ＦＤ開催通知(創薬科学研究科,2019年度)
個人情報が含まれるため一部
非公表

教育 4523-ii1-1 標準修業年限内修了率(創薬科学研究科,2016～2019年度)

教育 4523-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率(創薬科学研究科,2016～2019年度)

教育 4523-ii1-3 大学院学生の受賞一覧(創薬科学研究科,2019年度)
教育 4523-ii1-4 修了生アンケート調査結果(創薬科学研究科,2017～2018年度)
教育 4523-ii2-1 就職状況(創薬科学研究科,2016～2018年度)
教育 4523-ii2-2 進路状況(創薬科学研究科,2016～2018年度)
教育 4523-ii2-3 修了生の上司へのアンケート調査結果(創薬科学研究科,2016年度)
教育 4523-iiB-1 修了生へのアンケート調査結果(創薬科学研究科,2016年度)
教育 4523-k2-1 k2 創薬科学研究科（論文博士）審査内規 学内資料のため非公表
教育 4523-k2-2 k2 論文博士審査内規の運営ついての申合せ 学内資料のため非公表
教育 4523-k2-3 k2 修士論文評価に関する申し合わせ 学内資料のため非公表

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（創薬科学研究科）


