
番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4501-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料
研究 4501-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料
研究 4501-i1-3 文学部・人文学研究科中期計画K11

研究 4501-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4501-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4501-i2-3 海外連携機関一覧

研究 4501-i2-4 ファカルティ・ディベロップメント開催一覧

研究 4501-i2-5 文学部・人文学研究科中期計画K13
研究 4501-i2-6 文学部・人文学研究科中期計画K12
研究 4501-i3-1 研究活動状況に関する資料（人文科学系）
研究 4501-iA-1 地域連携活動一覧
研究 4501-iA-2 高校訪問、出張講義等実施実績一覧
研究 4501-iB-1 CHTシンポジウム・講演会一覧
研究 4501-iB-2 JACRC、TCSシンポジウム・講演会一覧
研究 4501-iB-3 海外における調査・フィールドワーク件数
研究 4501-iC-1 社会還元活動実施状況
研究 4501-iC-2 文学部・人文学研究科中期計画K14
研究 4501-iD-1 国際／国内研究集会開催状況
研究 4501-iD-2 研究会実施件数

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⽂学部・⼈⽂学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4502-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（教育発達科学研究科）（2019年5
月）

研究 4502-i1-2
当該現況分析単位に関する本務教員の年齢構成が確認できる資料（教育発
達科学研究科）（2019年）

研究 4502-i1-3 研究科課題・工程表(IR推進室）(2019年度）
研究 4502-i1-4 授業研究国際センターと世界授業研究学会に関する資料

研究 4502-i1-5
授業研究国際センター – International Center for Lesson StudiesWeb サ
イト

研究 4502-i1-6 田中ビネー知能検査Vモンゴル版開発の経緯

研究 4502-i1-7 日本学術振興会特別研究員採択状況（教育発達科学研究科）（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4502-i1-8 外国人客員教員リスト（第2期～第3期）（教育発達科学研究科）
個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4502-i1-9 外国人研究員招聘計画についての申し合わせ（教育発達科学研究科）

研究 4502-i1-10 外国人研究者の受入れに関する申し合わせ（教育発達科学研究科）
研究 4502-i1-11 高大接続研究センター紀要

研究 4502-i1-12
名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属 高大接続研究センターWebサイ
ト

研究 4502-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4502-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4502-i2-3 FD社会科学におけるオープンサイエンスの取組
研究 4502-i2-4 名古屋大学大学院教育発達科学研究科特別研究期間に関する内規
研究 4502-i3-1 教育学部・教育発達科学研究科の研究活動状況に関する資料

研究 4502-i4-1 受託・共同研究（教育発達科学研究科）（2019年度）
個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4502-iA-1 愛知県教育センターとの連携事業報告書
研究 4502-iA-2 愛知県総合教育センターとの連携事業
研究 4502-iB-1 教育発達科学研究科における国際会議国際研修会等の実施状況

研究 4502-iB-2
教育発達科学研究科　公開による国際研究集会・セミナーの開催（2019年
度）

研究 4502-iD-1 学会の役員の数（2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（教育学部・教育発達科学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4503-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（法学部・法学研究科　2016-2019
年度）

研究 4503-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（法学部・法学研究科　2019年度）

研究 4503-i1-3
科学研究費補助金採択状況［アジア・法整備支援研究、IT技術応用研究］
（法学部・法学研究科　2016-2019年度）

研究 4503-i1-4
共同研究（共同研究、大型科学研究費補助金）一覧（法学部・法学研究科　
2016-2019年度）

研究 4503-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4503-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4503-i3-1 研究活動状況に関する資料（法学部・法学研究科　2016-2019年度）

研究 4503-i3-2
教員の研究業績一覧　論文・著書等（法学部・法学研究科　2016-2019年
度）

研究 4503-i3-3 教員の研究業績一覧　学会等発表（法学部・法学研究科　2016-2019年度）

研究 4503-i4-1 外部資金獲得状況一覧（法学部・法学研究科　2016-2019年度）
研究 4503-iA-1 公開講座ポスター（法学部・法学研究科　2018-2019年度）

研究 4503-iA-2
研究成果の社会的還元に関わる活動状況（①地方自治体等への参画、②企
業経営への貢献）（法学部・法学研究科　2018-2019年度）

個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4503-iB-1 国際共同研究（法学部・法学研究科　2016-2019年度）
研究 4503-iD-1 会議、シンポジウム等一覧（法学部・法学研究科　2018-2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（法学部・法学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4504-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（経済学部・経済学研究科，2016
～2019年度）

研究 4504-i1-2
本務教員の年齢構成が確認できる資料（経済学部・経済学研究科，2019年
度）

研究 4504-i2-1
構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料
（経済学部・経済学研究科）

研究 4504-i2-2
研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料（経済学部・経済
学研究科）

研究 4504-i3-1
研究活動状況に関する資料（社会科学系）（経済学部・経済学研究科，
2016～2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（経済学部・経済学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4505-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料
研究 4505-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料

研究 4505-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4505-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4505-i2-3 博士（課程博士）の学位授与数
研究 4505-i3-1 研究活動状況に関する資料
研究 4505-ii1-1 受賞件数

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（情報学部・情報学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4506-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料(理学研究科）

研究 4506-i1-2
当該現況分析単位に関する本務教員の年齢構成が確認できる資料(理学研究
科）

研究 4506-i1-3 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)
研究 4506-i1-4 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
研究 4506-i1-5 名古屋大学加速器駆動中性子源 (NUANS)
研究 4506-i1-6 素粒子宇宙起源研究所KMI

研究 4506-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4506-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4506-i2-3 博士（課程博士のみ）の学位授与数（理学研究科, 2016-2019）
研究 4506-i2-4 重フレーバー素粒子物理学国際研究ユニット(理学研究科）
研究 4506-i2-5 局所ドメインを素子とする神経回路機能の再構築(理学研究科）
研究 4506-i2-6 ニューロサイエンス研究センター成果(理学研究科）
研究 4506-i2-7 最先端情報分子・植物最適行動統御ユニット(理学研究科）
研究 4506-i2-8 反応インフォグラフィー (R-ing)ユニット（理学研究科）
研究 4506-i3-1 研究活動状況に関する資料（理学系）
研究 4506-i3-2 産業財産権の保有件数（理学研究科，関連センター）
研究 4506-i3-3 年度毎ライセンス契約（理学研究科，関連センター，2019年度）
研究 4506-i3-4 研究業績説明書補助資料（理学研究科，2016-2019）
研究 4506-i3-5 研究活動状況に関する資料（理学系）
研究 4506-i4-1 外部資金データ（理学研究科，関連センター，2019年度）
研究 4506-i4-2 寄付金データ（理学研究科，関連センター，2019年度）
研究 4506-iA-1 理学研究科ニューロサイエンス研究センター産学協同研究部門
研究 4506-iA-2 理学研究科ニューロサイエンス研究センター成果
研究 4506-iA-3 材料・化学領域　無機機能材料研究部門電子セラミックスグループ
研究 4506-iB-1 国際賞受賞(理学研究科）
研究 4506-iB-2 国際賞審査員（理学研究科）

研究 4506-iB-3 海外との人材交流（理学研究科）
個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4506-iB-4 理学研究科若手研究者等の海外派遣プログラム派遣者数（2016-2019）

研究 4506-iB-5 特別研究期間取得者（理学研究科，H28-H31)
個人情報が含まれるため一部
非公表

研究 4506-iC-1 研究成果のフリーデータ(理学研究科）
研究 4506-iC-2 理フィロソフィア
研究 4506-iC-3 一般向け著書(理学研究科）
研究 4506-iC-4 マスコミ取材(理学研究科）
研究 4506-iD-1 国内学会・シンポジウム主催(理学研究科）
研究 4506-iD-2 国際学会・シンポジウム主催(理学研究科）
研究 4506-iD-3 各種学会の理事・役員・委員(理学研究科）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（理学部・理学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4507-i1-1 【医学科・保健学科】教員・研究員等の人数が確認できる資料
研究 4507-i1-2 【医学科・保健学科】本務教員の年齢構成が確認できる資料
研究 4507-i1-3 2019年度の新規設置機器
研究 4507-i1-4 共通機器部門の組織とスタッフ

研究 4507-i2-1
【医学科・保健学科】構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の
状況が確認できる資料

研究 4507-i2-2
【医学科・保健学科】研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる
資料

研究 4507-i2-3 Premium Lectureについて
研究 4507-i2-4 臨床研究セミナーの案内
研究 4507-i2-5 モニタリング担当者認定制度内規
研究 4507-i2-6 先端医療開発部パンフレット

研究 4507-i2-7 名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部研究支援業務に関する内規

研究 4507-i2-8 先端医療開発部業務受託料金表
研究 4507-i2-9 メディカルイノベーション推進室パンフレット
研究 4507-i2-10 メディカルイノベーション推進室 外部資金獲得支援実績について
研究 4507-i3-1 【医学科・保健学科】研究活動状況に関する資料 別添資料4506-i3-1を修正
研究 4507-i4-1 機器利用料金表
研究 4507-iB-1 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻
研究 4507-iB-2 名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻
研究 4507-iB-3 名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻
研究 4507-iB-4 JDP国際共著論文

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（医学部・医学系研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4508-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（工学部・工学研究科）（2016-
2019年度）

研究 4508-i1-2
当該現況分析単位に関する本務教員の年齢構成が確認できる資料（工学
部・工学研究科）（2019.5.1時点）

研究 4508-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4508-i2-2 研究活動を検証する組織，検証の方法が確認できる資料

研究 4508-i2-3
博士（課程博士のみ）の学位授与数（工学部・工学研究科）（2016-2019年
度）

研究 4508-i2-4
若手育成プログラムによる教員受入数（工学部・工学研究科）（2016-2019
年度）

研究 4508-i2-5 卓越研究員数（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-i2-6 テクノ・フェア名大実施一覧（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-i2-7 女性教員数（工学部・工学研究科）（2016-2020年度）

研究 4508-i3-1 研究活動状況に関する資料（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-i3-2
 教員の発表論文数，国際会議発表件数（工学部・工学研究科）（2016-
2019年度）

研究 4508-i3-3 学会等の受賞数（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-i4-1
大規模プロジェクト（3000万円以上受託研究）（工学部・工学研究科）
（2016-2019年度）

研究 4508-iB-1 外国人研究者の受入について（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-iB-2 海外渡航実績（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-iB-3
工学部・工学研究科関連海外学術交流協定（工学部・工学研究科）（2016-
2019年度）

研究 4508-iC-1
教員の発表論文数，国際会議発表件数（工学部・工学研究科）（2016-2019
年度）

研究 4508-iC-2 学会等の受賞数（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-iC-3 テクノ・フェア名大実施一覧（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-iD-1 設立ベンチャー企業一覧（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）
研究 4508-iE-1 学会理事，会長等（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究 4508-iE-2
国際会議，国内学会の大会長等一覧（工学部・工学研究科）（2016-2019年
度）

研究 4508-ii1-1
教員の発表論文数，国際会議発表件数（工学部・工学研究科）（2016-2019
年度）

研究 4508-ii1-2 学会等の受賞数（工学部・工学研究科）（2016-2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（⼯学部・⼯学系研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4509-i1-1
農学部・生命農学研究科の教員・研究員等の人数が確認できる資料（2016
〜2019年度）

研究 4509-i1-2
農学部・生命農学研究科の本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年
度）

研究 4509-i1-3
農学部・生命農学研究科において外部資金および競争的資金により実施し
た国際協力関係事業（2016〜2018年度）

研究 4509-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4509-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料 学内資料のため非公表

研究 4509-i3-1
農学部・生命農学研究科の研究活動状況に関する資料（農学系）（2016〜
2019年度）

研究 4509-iC-1
農学部・生命農学研究科_2018都市の木質化展覧会・シンポジウム・講演会
（2018年度）

研究 4509-iC-2
農学部・生命農学研究科_さくらサイエンスプラン活動レポート（一般公募
コース）第223号(2019年度)

研究 4509-iD-1
農学部・生命農学研究科_名古屋大-理研科技ハブ アフリカ稲作プロジェク
ト（2018年度）

研究 4509-iE-1
農学部・生命農学研究科_鳥類バイオサイエンス研究センターNBRP連携図
（2019年度）

研究 4509-iE-2
農学部・生命農学研究科_農学国際教育協力研究センター改組について
（2017年度）

研究 4509-iE-3
農学部・生命農学研究科_生物機能開発利用研究センター改組について
（2018年度）

研究 4509-iE-4 農学部・生命農学研究科_稲武・設楽フィールド利用状況（2017年度）

研究 4509-iE-5
農学部・生命農学研究科_名古屋大学と愛知県森林・林業技術センターとの
研究交流会（2017年度）

研究 4509-iF-1 農学部・生命農学研究科_共催イベント一覧（2016〜2018年度）
研究 4509-iF-2 農学部・生命農学研究科_協賛イベント一覧（2016〜2018年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（農学部・⽣命農学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4510-i1-1 国際開発研究科の教職員数（2019年度）
研究 4510-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度）
研究 4510-i1-3 共同研究の実施状況が確認できる資料（2018年度）

研究 4510-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4510-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4510-i3-1 研究活動状況に関する資料
研究 4510-i3-2 国際開発学会学会賞受賞のニュース（2010年度）

研究 4510-i4-1
科研費申請率・採択率、国家的予算を受けたプロジェクト、民間外部資金
獲得状況（2016年度～2019年度）

研究 4510-i4-2 Globalization and Development Volume Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの書評（2016年度）

研究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

研究 4511-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（多元数理科学研究科2016〜2019
年度）

研究 4511-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（多元数理科学研究科2019年度）

研究 4511-i2-1
構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料
（多元数理科学研究科2019年度）

研究 4511-i2-2 年次報告書（多元数理科学研究科2016〜2017年度）

研究 4511-i2-3
研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料（多元数理科学研
究科2019年度）

研究 4511-i3-1 研究活動状況に関する資料（多元数理科学研究科2016〜2019年度）

研究 4511-iB-1
名古屋国際数学コンファレンス実施状況（多元数理科学研究科2016〜2019
年度）

個人情報が含まれるため非公
表

研究 4511-iB-2 国際会議実施状況（多元数理科学研究科2016〜2019年度）
研究 4511-iC-1 談話会実施状況（多元数理科学研究科2016〜2019年度）

研究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

研究 4512-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料
研究 4512-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料

研究 4512-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4512-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4512-i3-1 研究活動状況に関する資料

研究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

研究 4513-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料(2019年5月1日現在）

研究 4513-i1-2
当該現況分析単位に関する本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年5
月1日現在）

研究 4513-i2-1
構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料
（2019年度）

研究 4513-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料（2019年度）

研究 4513-i2-3
共同研究等連携機関との実績状況資料（創薬科学研究科、2016～2019年
度）

研究 4513-i3-1
研究活動状況に関する資料（保健系）（創薬科学研究科、2016～2019年
度）

研究 4513-i3-2 受賞状況一覧（創薬科学研究科、2016～2019年度）
研究 4513-iC-1 研究成果の発信実績（一例）（創薬科学研究科、2016～2019年度）
研究 4513-iC-2 名古屋大学大学院創薬科学研究科HP（創薬科学研究科、2019年度）

研究 4513-iD-1
学術コミュニティへの貢献状況（一例）（創薬科学研究科、2016～2019年
度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（創薬科学研究科）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4514-i1-1 教員・研究員等の人数が確認できる資料(2016-2019年度）
研究 4514-i1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料(2016-2019年度）
研究 4514-i1-3 共同研究実施状況
研究 4514-i1-4 環境医学研究所組織図
研究 4514-i1-5 ラクオリア創薬産学協同研究センタープレスリリース（2018.2.21）

研究 4514-i2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4514-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料
研究 4514-i2-3 博士の学位授与数(2016-2019年度）
研究 4514-i2-4 着任した若手教員(2016-2019年度）
研究 4514-i2-5 大学院生（主科）の受入れ状況(2016-2019年度）
研究 4514-i3-1 研究活動状況に関する資料(2016-2019年度）
研究 4514-i3-2 原著論文の数と質の推移(2005-2019年度）
研究 4514-i4-1 研究費獲得額の推移(産学協同センターを除く)(2004-2019年度）
研究 4514-i4-2 若手大型研究費獲得実績例（採択時40歳以下）(2016-2019年度)
研究 4514-iA-1 AMED大型案件例(2016-2019年度)
研究 4514-iB-1 国際共同グラント(2016-2019年度）
研究 4514-iC-1 プレスリリース,新聞掲載,テレビ報道など一覧(2016-2019年度）
研究 4514-iC-3 環境医学研究所概要2019
研究 4514-iD-1 第1回環研シンポジウム(2019.2.8)
研究 4514-ii1-1 主な受賞など一覧(2016-2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（環境医学研究所）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4515-i1-1
未来材料・システム研究所の教員・研究員等の人数が確認できる資料
（2016～2019年度）

研究 4515-i1-2
未来材料・システム研究所の共同利用・共同研究の実施状況が確認できる
資料（2016～2019年度）

研究 4515-i1-3
未来材料・システム研究所の本務教員の年齢構成が確認できる資料（2016
～2019年度）

研究 4515-i1-4
未来材料・システム研究所のエネルギーのための材料とシステム研究拠点
に関する資料（2019年度）

研究 4515-i1-5
未来材料・システム研究所の微細加工プラットフォームに関する資料
（2019年度）

研究 4515-i1-6
未来材料・システム研究所の微細構造解析プラットフォームに関する資料
（2019年度）

研究 4515-i1-7
未来材料・システム研究所の学際・国際的高度人材育成ライフイノベー
ションマテリアル創製共同研究プロジェクトに関する資料（2019年度）

研究 4515-i1-8 未来材料・システム研究所の組織図（2019年度）

研究 4515-i1-9
未来材料・システム研究所のエネルギー変換エレクトロニクス実験施設に
関する資料（2019年度）

研究 4515-i2-1
名古屋大学における構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状
況が確認できる資料（2019年度）

研究 4515-i2-2
名古屋大学における研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資
料（2019年度）

研究 4515-i2-3 未来材料・システム研究所のGaNコンソーシアムに関する資料（2019年度）

研究 4515-i2-4 未来材料・システム研究所のGaNプロジェクトに関する資料（2019年度）

研究 4515-i2-5 未来材料・システム研究所の学術誌Nature掲載に関する資料（2019年度）

研究 4515-i2-6
未来材料・システム研究所の新聞・報道などに関する資料（2016～2019年
度）

研究 4515-i3-1
未来材料・システム研究所の研究活動状況に関する資料（2016～2019年
度）

研究 4515-iB-1 未来材料・システム研究所のICMaSS2019に関する資料（2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（未来材料・システム研究所）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4516-i1-1
宇宙地球環境研究所の教員・研究員等の人数が確認できる資料
（2016～2019年度）

研究 4516-i1-2
宇宙地球環境研究所の共同利用・共同研究の実施状況が確認できる資料
（2016～2019年度）

研究 4516-i1-3
宇宙地球環境研究所の本務教員の年齢構成が確認できる資料
（2019年度）

研究 4516-i2-1
名古屋大学における構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状
況が確認できる資料（2019年度）

研究 4516-i2-2
名古屋大学における研究活動を検証する組織，検証の方法が確認できる資
料（2019年度）

研究 4516-i2-3 宇宙地球環境研究所の融合研究プロジェクトに関する資料（2019年度）

研究 4516-i2-4 宇宙地球環境研究所の国際外部評価報告書（2018年度）

研究 4516-i2-5
宇宙地球環境研究所の招へい外国人客員教員（特任教授・特任准教授）に
関する資料（2016～2019年度）

研究 4516-i2-6
宇宙地球環境研究所の理学・工学・環境学研究科での博士後期課程学生指
導、学位取得に関する資料（2016～2019年度）

研究 4516-i3-1
宇宙地球環境研究所の研究活動状況に関する資料（理学系）
（2016～2019年度）

研究 4516-i3-2
宇宙地球環境研究所の学会での研究発表に関する資料
（2016～2019年度）

研究 4516-i3-3 宇宙地球環境研究所の招待講演に関する資料（2016～2019年度）

研究 4516-iD-1
宇宙地球環境研究所から博士課程教育リーデイングプログラムへの参加状
況に関する資料（2016～2019年度）

研究 4516-ii1-1 宇宙地球環境研究所の主な受賞に関する資料（2016～2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（宇宙地球環境研究所）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4517-i1-1
低温プラズマ科学研究センターの教員・研究員等の人数が確認できる資料
（2019年度）

研究 4517-i1-2
低温プラズマ科学研究センターの共同利用・共同研究の実施状況が確認で
きる資料（2019年度）

研究 4517-i1-3
低温プラズマ科学研究センターの本務教員の年齢構成が確認できる資料
（2019年度）

研究 4517-i1-4 低温プラズマ科学研究センターの組織図（2019年度）
研究 4517-i1-5 低温プラズマ科学研究センターの委員会名簿（2019年度）
研究 4517-i1-6 低温プラズマ科学研究センターのセンター職員名簿（2019年度）

研究 4517-i2-1
低温プラズマ科学研究センターの構成員への法令遵守や研究者倫理等に関
する施策の状況が確認できる資料（2019年度）

研究 4517-i2-2
低温プラズマ科学研究センターの研究活動を検証する組織，検証の方法が
確認できる資料（2019年度）

研究 4517-i2-3
低温プラズマ科学研究センターの将来ビジョン戦略委員会・開催リスト
（2019年度）

研究 4517-i3-1
低温プラズマ科学研究センターの研究活動状況に関する資料（総合融合
系）（2019年度）

研究 4517-i3-2
低温プラズマ科学研究センターの研究活動状況に関する資料（補足・包括
版）（2019年度）

研究 4517-iB-1
低温プラズマ科学研究センターの関連する国際会議での、組織委員長、実
行委員長などの就任リスト（2019年度）

研究 4517-iC-1 低温プラズマ科学研究センターのHPのURLと扉絵（2019年度）

研究 4517-iC-2
低温プラズマ科学研究センターのISPlasmaの開催リスト・センター教員の
委員リスト（2019年度）

研究 4517-iC-3 低温プラズマ科学研究センターの金三会の開催リスト（2019年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（低温プラズマ科学研究センター）



番号 資料・データ名 頁 備考

研究 4518-i1-1
教員・研究員等の人数が確認できる資料（情報基盤センター・2016～2019
年度）

研究 4518-i1-2
共同利用・共同研究の実施状況が確認できる書類（情報基盤センター・
2016～2018年度）

研究 4518-i1-3 本務教員の年齢構成が確認できる資料（情報基盤センター・2019年5月）

研究 4518-i1-4
情報基盤センター競争的資金当の実施状況（情報基盤センター・2016～
2019年度）

研究 4518-i1-5
情報基盤センター社会貢献に関する情報（情報基盤センター・2016～2019
年度）

研究 4518-i1-6
情報基盤センターの共同利用・共同研究の実施状況が確認できる資料
（2019年度版）

研究 4518-i2-1 構成員への法令順守や研究者倫理等に関する施策の状況が確認できる資料

研究 4518-i2-2 研究活動を検証する組織、検証の方法が確認できる資料

研究 4518-i2-3
名古屋⼤学情報基盤センターと國家理論科學研究中⼼數學組との共同研究
契約の締結について（情報基盤センター・2016年度）

研究 4518-i2-4
名古屋⼤学情報基盤センターと国⽴中央⼤学理学院との共同研究契約の締
結について（情報基盤センター・2016年度）

研究 4518-i2-5 研究活動の内訳（情報基盤センター・2016～2019年度）
研究 4518-i2-6 情報連携統括本部活動報告書（情報基盤センター・2018年度）

研究 4518-i3-1
情報基盤センターの研究活動状況に関する資料（情報基盤センター・2016
～2019年度）

研究 4518-iB-1 国際会議ATAT（情報基盤センター・2019年度）
研究 4518-iB-2 国際ワークショップDPMAT2017（情報基盤センター・2017年度）

研究 4518-iD-1
人がつながる移動イノベーション拠点パンフレット（情報基盤センター・
2018年度）

研究 4518-ii2-1 平成28年度採択課題（情報基盤センター・2016年度）

研究に関する現況調査表 別添資料⼀覧（情報基盤センター）


