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45：名古屋大学 

No. 
現況分析単位 

（学部・研究科等） 
頁数 誤 正 修正事由 

01 01_文学部 p.7 
文学部教員の年齢別、男女別構成 (平
成 30 年度、5/1 現在)（4501-i4-23） 

文学部教員の年齢別、男女別構成 (平成 30 年
度、5/1 現在)（4501-i4-22） 

資料番号付番に誤

り。 

02 02_人文学研究科 p.9 
人文学研究科_各種委員会委員（2019 
年度）（4502-i4-22） 

人文学研究科_各種委員会委員（2019 年度）

（4502-i4-23） 
資料番号付番に誤

り。 

03 02_人文学研究科 p.9 
文学部・人文学研究科_FD 開催実績

（別添資料 4502-i4-23） 
文学部・人文学研究科_FD 開催実績（別添資料 
4502-i4-22） 

資料番号付番に誤

り。 

04 03_教育学部 p.7 
・『インターンシップ実施報告書』

（2018 年版）【抜粋】（別添資料 
4503-i4-11） 

削除 資料未提出のため。 

05 11_情報学研究科 p.15 

・標準修業年限内卒業（修了）率（別

添資料 0101-ii1-1） 
・「標準修業年限×1.5」年内卒業（修

了）率（別添資料 0101-ii1-2） 

標準修業年限内卒業（修了）率（別添資料 4511-
ii1-1） 
 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（別

添資料 4511-ii1-2） 

資料番号付番に誤

り。 

06 12_理学部 p.7 

・ 学生受入方針が確認できる資料

（別添資料 4512-i8-1） 
・ 入学者選抜確定志願状況における

志願倍率（文部科学省公表） 

・ 学生受入方針が確認できる資料（別添資料 
4512-i8-1） 
・入学定員充足率（別添資料 4512-i8-6） 
・ 入学者選抜確定志願状況における志願倍率

（文部科学省公表） 

資料名の記載漏れ。 

07 13_理学研究科 p.10 
・学生受入方針が確認できる資料（別

添資料 4513-i8-1） 
・学生受入方針が確認できる資料（別添資料 
4513-i8-1） 

資料名の記載漏れ。 
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・ 入学者選抜確定志願状況における

志願倍率（文部科学省公表） 
・入学定員充足率（別添資料 4513-i8-2） 
・ 入学者選抜確定志願状況における志願倍率

（文部科学省公表） 

08 14_医学部 p.4 
協定等に基づく留学期間別日本人留

学生数 
（別添資料 4514-i4-11） 

協定等に基づく留学期間別日本人留学生数 
（別添資料 4514-i4-12） 

資料番号付番に誤

り。 

09 14_医学部 p.4 
インターンシップの実施状況が確認

できる資料 
（別添資料 4514-i4-12） 

インターンシップの実施状況が確認できる資料 
（別添資料 4514-i4-13） 

資料番号付番に誤

り。 

10 14_医学部 p.5 

・地域医療セミナーの実施状況 
（別添資料 4514-i4-13） 
・地域医療教育学講座による IPE 関

連の業績（別添資料 4514-i4-14） 

・地域医療セミナーの実施状況 
（別添資料 4514-i4-14） 
・地域医療教育学講座による IPE 関連の業績

（別添資料 4514-i4-15） 

資料番号付番に誤

り。 

11 14_医学部 p.5 
・保健学科における各種実習の実施

状況を確認できる資料 
（別添資料 4514-i4-15～19） 

・保健学科における各種実習の実施状況を確認

できる資料 
（別添資料 4514-i4-16～20） 

資料番号付番に誤

り。 

12 14_医学部 p.7 
…。これらにより臨床実習期間は、59 
週から 65 週まで増加した。[6.1] 

…。これらにより臨床実習期間は、59 週から 65 
週まで増加した。[6.1]  
・【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（別添資料 4514-i6-4） 

資料名の記載漏れ。 

13 15_医学系研究科 p.8 

・ 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（別

添資料 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 
（別添資料 4515-i5-7） 
・名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学

資料名の記載漏れ。 
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 科 HP「学生生活」に係るページ（別添資料 4515-
i5-8） 

14 16_工学部 p.6 
「毎年度の入学者選抜確定志願状

況」（別添資料 4516-i8-2） 
「毎年度の入学者選抜確定志願状況」（文部科学

省公表） 

記載の誤り。 
別添資料一覧も要

修正。 

15 17_工学研究科 p.7 
「毎年度の入学者選抜確定志願状

況」（別添資料 4517-i8-2） 
「毎年度の入学者選抜確定志願状況」（文部科学

省公表） 

記載の誤り。 
別添資料一覧も要

修正。 

16 18_農学部 p.12 
「標準修業年限×1.5」年内卒業率（農

学部, 2016～2019 年度） 
（別添資料 4518-ii1-１）（再掲） 

「標準修業年限×1.5」年内卒業率（農学部, 2016
～2019 年度） 
（別添資料 4518-ii1-2） 

資料番号付番に誤

り。 

17 19_生命農学研究科 p.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 

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（別添資料 4519-i3-
4） 

資料番号の記載漏

れ。 

18 
21_多元数理学科学研究

科 
p.10 

・ 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（別添資料 
4521-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（別添資料 4521-i7-5 ） 
・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 月最終改正）（別添資料

4521-i7-6 ） 

資料名の記載漏れ。 

19 
21_多元数理学科学研究

科 
p.13 

・・・ターでの講座を開催している．

[D.1] 

・・・ターでの講座を開催している．[D.1] 
・2019 年度数学アゴラ夏季集中コース（多元数

理科学研究科）(別添資料 4521-iD-2) 
・2019 年度名古屋大学数学公開講座（多元数理

科学研究科）（別添資料 4521-iD-3） 

資料名の記載漏れ。 
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20 
21_多元数理学科学研究

科 
p.15 

・卒業（修了）後、一定年限を経過

した卒業（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（別添資料 4521-iiB-1 ） 

（特になし） 
資料が未提出のた

め。 

21 
21_多元数理学科学研究

科 
p.15 

・就職先や進学先等の関係者への意

見聴取の概要及びその結果が確認で

きる資料 
 （別添資料 4521-iiC-1 ） 

（特になし） 
資料が未提出のた

め。 

22 23_創薬科学研究科 p.14 （別添資料 4523-i3-2） （別添資料 4523-i3-2）（再掲） 再掲表示漏れ 

 
 


