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１ 名古屋大学参与の委嘱について（資料１） 

 

２ 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について（資料２） 

 

３ 英語プレイスメント・テストの実施について（資料３） 

 

 ４ 医学部附属病院新外来診療棟の完成について（資料４） 

 

５ 今後の本学の行事予定（資料５） 

 

 ６ その他 

        次回開催日について



資料１

平成21年5月1日

担当 氏名 職名等 備考

広報 金　田　　 　新 日本放送協会専務理事

産学連携・国際 中　村　利　雄 日本商工会議所専務理事

国際（特にイギリス） 山　田　　　 直 フリーランス・コンサルタント

法務 林　　　 光　佑 弁護士，丸の内綜合法律事務所

国際 伊　藤　勝　基 名古屋大学名誉教授 新規（平成21年4月1日～）

広報 出　村　祥　雄 元電通上席常務執行役員 新規（平成21年4月1日～）

産学連携・全学同窓会 片　岡　大　造 元日新製鋼グループ役員 新規（平成21年5月1日～）

名古屋大学参与の委嘱について

※学外の有識者で、大学の運営に関し特に優れた能力を有する者を参与に委嘱し、総長の求めに応じ、本学
の運営に関して助言を行う。



資料２ 

国立大学法人名古屋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（概要） 
 
本評価結果は、第１期中期目標期間中の平成 16～19 年度の業務実績に基づき、業務運営などを中

心に国立大学法人評価委員会が評価し、平成 21 年３月 26 日付けで公表されたものである。「１ 全

体評価」と「２ 項目別評価」で構成されている。 
中期目標期間の業務実績の状況は、「その他業務運営に関する重要目標」の項目で中期目標の達成状

況が非常に優れているほか、それ以外の項目で中期目標の達成状況が良好である。業務実績のうち、

主な特記事項は以下のとおりである。 
 

1 全体評価 
 
・ 総長の諮問機関としてノーベル賞受賞者を含む国際諮問委員会（International Advisory Board）
を設置し、高等研究院を充実するなど、教育研究活動の活性化を組織的に推進している。 

 
・ 先輩学生が後輩学生を支える「ピア・サポート」制度の導入や大学院博士後期課程在学生・修了

生に対する「ノンリサーチ・キャリアパス支援事業」の実施による学生支援の充実に取り組んでい

る。 
 
・ 高等研究院において国際諮問委員会の提言を得て厳選した教員に研究専念環境を提供するととも

に、総長裁量経費等により萌芽研究、融合型研究が進められ、数多くの学術賞を受賞している。 
 
・ 専門委員会等の統廃合による全学委員会の削減、文系６部局の事務部の統合等、管理運営組織の

スリム化・効率化に取り組んでいる。 
 
・ 大型プロジェクトへの対応を支援するプロジェクト戦略会議の設置や産学官連携コーディネータ

ーの活用等を通じて、受託研究、共同研究、寄附金等の外部資金が着実に増加してきている。 
 
・ 「平成19 年度省エネルギー優秀事例全国大会」で経済産業大臣賞を、「2008 愛知環境賞」の優

秀賞をそれぞれ受賞するなど、省エネルギー対策や環境に配慮した取組を積極的に実施している。 
 
 

２ 項目別評価 
中期目標 評価結果 

大項目 中項目 中項目 大項目

（１）教育の成果に関する目標 ○ 

（２）教育内容等に関する目標 ○ 

（３）教育の実施体制等に関する目標 ○ 
（Ⅰ）教育に関する目標 

（４）学生への支援に関する目標 ◎ 

○ 

（Ⅱ）研究に関する目標 （１）研究の水準、成果、実施体制等に関する目標 ○ ○ 

(1) 社会との連携に関する目標 ○ 

(2) 国際交流に関する目標 ○ 
（１）社会との連携に

    関する目標 
(3) 学術情報基盤に関する目標 ○ 

○ 

（２）附属病院に関する目標 － 

Ⅰ 教育研究等の 

   質の向上の状況 

（Ⅲ）その他の目標 

（３）附属学校に関する目標 － 

  

中期目標(大項目) 評価結果 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標 ○ 

（２）財務内容の改善に関する目標 ○ 

（３）自己点検・評価及び当該状況にかかる情報の提供に関する目標 ○ 

Ⅱ 業務運営・財務内容 

   等の状況 

（４）その他業務運営に関する重要目標 ◎ 

※ 評価結果の記号は、以下の評価を表す。 

   ◎：目標の達成状況が非常に優れている ○：目標の達成状況が良好である △：目標の達成状況がおおむね良好である 

   ▲：目標の達成状況がやや遅れている ×：目標の達成のためには重大な改善事項がある 

  評価結果(原案)には、附属病院、附属学校に関する評価が記載されていない。 

  Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況は、中項目ごとの評価が記載されていない。 



資料３ 

 

英語プレイスメント・テスト（TOEFL-ITP 試験）の実施について 

 
 平成２１年度から，全学教育科目の「英語」において，新しいカリキュラムが導入されました。 
 国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成のためには，英語力の飛躍的な改善が喫緊の課題です。 
 英語教育の品質保証を行うために，平成 21 年度入学者から，入学当初の１年生の学力底上げを目

指し，さらに，現状の習熟度に対応した履修コース制度を採り，効果的な英語教育，自立的学習体系

を構築することとしました。 
 そのため，英語を履修するにあたって，コース分けのための「英語プレイスメント・テスト

（TOEFL-ITP 試験）を入学式前の４月３日（金）に，全入学生（2,218 名）を対象に午前と午後に

分け，全学教育棟本館で実施しました。 
 また，４月１１日（土）には，コンピュータ端末を使い，与えられたテーマにそった小論文を書く

試験（Criterion）を全学教育棟本館の CALL 教室やサブラボにおいて実施しました。 
 
 この新英語カリキュラムの特徴としては，次のとおりです。 
 ①入学時に行う TOEFL-ITP，Criterion（Writing）試験に基づき，Ａ，Ｂ，Ｃの３つのコースに 
  分けて習熟度別に授業を行います。 
 ②習熟度が低い者には英語力の底上げを，また習熟度が高い者には，より高いレベルへの誘導を図 
  るとともに全体的に学習量を増加することによる積み上げ方式により，英語教育を充実します。 
 ③論理的文書作成技法であるパラグラフ・リーディングとパラグラフ・ライティングを導入するこ 
  とにより，学術論文の読解力と論文執筆能力を育みます。 
 ④通常の対面授業に加えて，e ラーニングによる補完授業を併用するブレンディッド学習法を導入 
  します。 
 ⑤e ラーニングでの学習履歴により，教育効果や学習効果の分析とフィードバックを行います。 
 習熟度別コースによる１年次前期における学習形態は，各コースとも，通常の対面授業では，週に

２時間の「英語（基礎）」（１単位）を学びますが，コースＡの者は，よりレベルの高いＡコース向け

の「英語（基礎）」を行い，コースＣの者は，Ｂコースと同レベルの「英語（基礎）」に加え，さらに

「英語（サバイバル）」（１単位）を課すことにより，週４時間の対面授業となります。これらの授業

には，予習・復習併せて２時間の学習を必要とします。 

 主に課外学習で行う「ぎゅっと e」の e ラーニング学習では，各コースとも週 2.5 時間ほどライテ

ィング，リーディング及びリスニングを行い，コースＣの者は，さらに初級の文法及びリーディング

を併せて週 3.5 時間の学習となります。 

 さらに，習熟度が高い者には，通常の授業よりも高いレベルの授業である「特別英語セミナー」を

学ぶことも可能としています。 

 













資料５

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

1日（金） 役員会

18日（月） 役員会

19日（火） 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

7日（木） 教授会（医学部・医学系研究科）

13日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）
運営委員会（留学生センター）

10日（金） センター会議（高等教育研究センター）

20日（水）

教授会（文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、医学系研究科）
研究科委員会(医学系研究科、情報科学研究科）
学科会議（医学部保健学科）
代議員会（人間情報科学研究科）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）

27日（水）
教授会（経済学部・経済学研究科、情報文化学部、農学部・生命農学研究科、国際開発
研究科、太陽地球環境研究所、総合保健体育科学センター）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

22日（金）
教授会（理学部・理学研究科）
研究科委員会（理学研究科）

29日（金） 教授会（環境医学研究所）

名古屋大学　平成21年5月予定表
           （教育記者会用）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

3月24日(火)～
7月25日（土）

第12回名古屋大学博物館特別
展「大陸アフリカ～名大研究の
軌跡」

場所：博物館展示室
時間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
参加料：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月1（金）
高等教育研究センター
第78回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～
講演題目：「イギリス高等教育における研究と教育の接続」
講演者：ジェーン・クリートン氏（ポーツマス大学プリンシパ
ルレクチャラー）

高等教育研究センター
中井俊樹准教授
052-789-5385

5月8日（金） 名誉教授称号授与式、懇談会
場所：豊田講堂第1会議室、シンポジオンホール
時間：10:00～16:00

総務部総務課総務掛
052-789-2024

5月9日（土）
中学生のための
ネイチャーウォッチング

場所：知多半島礫ヶ浦海岸
時間：8:50～16:00
講師：西川輝昭(博物館教授）、足立　守(博物館教授）
参加費：500円(保険料等）

博物館事務室
052-789-5767

5月9日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

5月11日（月）～
6月5日（金）

附属図書館2009年春季特別展
旗本高木家主従の近世と近代
- 高木家文書と小寺家文書 -

場所：中央図書館4階展示室
時間：9:30～17:00（土曜開催、日曜閉室）

附属図書館
情報管理課庶務掛
052-789-3667

5月13日（水） 野外観察園見学会
場所：博物館野外観察園
時間：13:00～15:00
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月16日（土）
教育学部創設60周年記念行事
学術講演会・公開シンポジウム

場所：豊田講堂
時間：13:00～
（学術講演：14:00～14:50、シンポジウム：15:00～17:00）
講演題目：「学校・子ども・家庭　－今求められる教育のあ
り方－」
講演者：志水宏吉（大阪大学大学院人間科学研究科教授）
内容：講演及び公開シンポジウム
シンポジスト：大谷　尚（教育発達科学研究科教授）、氏家
達夫　（教育発達科学研究科教授）、村上慎一（愛知県総
合教育センター教育相談研究室長）、堀田あけみ氏（作
家）
参加費：無料（予約不要）

文系総務課総務グループ教育担
当
052-789-2602

5月16日（土）
附属図書館2009年
春季特別展講演会

場所：中央図書館5階多目的室
時間：13:00～15:30
講演題目：「旗本社会から江戸時代を考える」
講演者：宮地正人（前国立歴史民俗博物館長）
解説者：斎藤夏来（附属図書館研究開発室特任准教授）

附属図書館
情報管理課庶務掛
052-789-3667

5月20日（水）
2009年度
第1回オープンセミナー

場所：生命農学研究科B-319号室（予定）
時間：15：30 ～17：00
講演題目：「寄生雑草ストライガに対する抵抗性ササゲ品
種の育成に向けた遺伝資源の探索（仮）」
講演者：村中　聡（国際熱帯農業研究所研究員）
入場料：無料

農学国際教育協力研究センター
槇原大悟准教授
052-789-4226、4225



5月22日(金) 第49回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演題目：「人はなぜ逃げ遅れるか～災害防衛論入門」
講演者：広瀬弘忠（東京女子大学教授）
参加料：無料

災害対策室
052-788-6038

5月22日（金）
第97回名古屋大学博物館
特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「アフリカ地質調査研究の重要性」
講演者：星野光雄（元本学教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月23日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

5月23日（土）
先端医療ヘルスケアセミナー
第2回

場所：シンポジオンホール
時間：13:30～15:30
テーマ：もっと見えたい、聞こえたい
講演者：三宅養三（本学名誉教授）、馬場駿吉（名古屋市
立大学名誉教授）
主催：医学部先端医療バイオロボティクス学寄附講座、先
端医療推進機構、先端医療ネットワーク懇話会
参加料：無料

特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局
052-719-1853

5月27（水）
高等教育研究センター
第79回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～
講演題目：「双方向型の授業づくり」（仮）
講演者：木野　茂氏（立命館大学教育開発推進機構教授）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

5月30日（土）
環境学研究科
大学院説明会2009

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：11：00～(総合説明会)、13:00～（専攻別説明会）
内容：総合説明会、専攻別説明会、パネル展示
対象：大学院進学予定者

環境学研究科
事務部大学院掛
052-789-4272

5月30日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

6月6日（土）
第98回名古屋大学博物館
特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「アフリカの樹木と木材」
講演者：木方洋二（本学名誉教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



6月8日（月） 第50回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演題目：「リスクに立ち向かう - 組織の危機管理入門 -」
講演者：林　春男（京都大学防災研究所巨大災害研究セン
ター教授）
参加料：無料

災害対策室
052-788-6038

6月12日（金）
第99回名古屋大学博物館
特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「仮面の棲む森へ：アフリカ熱帯雨林の仮面文
化」（仮題）
講演者：佐々木重洋（文学研究科准教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月13日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

6月20日（土）
第100回名古屋大学博物館
特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「人類起源論の現状」
講演者：渡邊　毅（椙山女学院大学教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月27日（土）、28
日（日）

第1回地球教室
場所：蒲郡市生命の海科学館
時間：共催：名古屋市科学館共催事業

博物館事務室
052-789-5767

6月29（月）
高等教育研究センター
第80回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～
講演題目：「大学経営における職員の役割」（仮）
講演者：篠田道夫氏（日本福祉大学理事）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693




