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名古屋大学における新型コロナウイルス感染症拡大への対応

 クライシス・マネジメント

・ 名古屋大学では、総長をトップとするコロナ対策検討会議を設置

・ 4月以降は「活動指針」を策定し、教育・研究活動や入構制限などについてHP上で公開
・ 状況に応じて随時見直し

 教育

・ 可能な限り学生の学びの意欲に応えるとともに、教育研究活動を維持するため、学生・教職員の
健康・安全面を最優先に感染症の拡大防止を図り、4月以降の各種ガイダンスや授業を実施

- 授業開始は当初予定より1週間遅らせて4/17～
- 授業開始当初は、ICTを使った遠隔授業のみ → 5/25～ 実験・実習における対面授業を開始

 国際交流

・ 学生に対し、海外渡航自粛 及び 日本への（再）入国自粛 を呼びかけ
・ 春学期中の海外渡航・海外からの受入を伴うプログラムは、中止
・ 4月に来日・再渡日できなかった学生に対しては、特別措置にて対応

- 入学金・授業料支払を猶予
- 学生の状況に応じて、以下のいずれかの対応を認める

① 学生の意向があり、カリキュラム上可能であれば、入学時期を４月→10月に変更（新入生のみ）
② 例外的に、4月からの休学を認める
③ 遠隔授業を受講、併せて教員から個別に教育上の配慮を受ける

クライシス・マネジメント/非常事態宣言時の対応01
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（１） NUCTを活用したオンデマンド型の授業を原則

 データダイエット型教材として音声付PPT の利用を推奨

 学生からのフィードバックを得るために、NUCT の小テスト、課題、フォーラムやチャットなど各種ツールの活
用を推奨

（２） 例外として同時双方向型の授業を実施

 （学生のインターネット環境に問題がなければ）Zoom などを用いた同時双方向型の授業も必要に応じて実施

 出席できなかった学生のための代替措置 例）収録 →オンデマンド教材として後から繰り返し視聴可能に

＜これまでの遠隔授業の実績＞

感染拡大時の教育・研究活動の工夫

今後の課題 遠隔授業の効果的な活用とベストミックスの探求

ルンド大学（スウェーデン）との合同審査の様子

 JDP：学位論文合同審査  東海国立大学機構：岐阜大学と
名古屋大学を結んだライブ中継

遠隔講義システムを活用した英語による講義
（Studium Generale）の様子

 ASCI（アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム）

：サテライトキャンパスを通じた指導

モンゴルサテライトキャンパスにて、日本からの遠隔始動を受ける様子

02

名古屋大学における遠隔授業の実施方法
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● G30プログラム（英語による学位プログラム）

● ジョイント・ディグリープログラム

● アジアサテライトキャンパス事業

名古屋大学における特徴的な国際教育プログラム

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03
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• G30プログラム（英語による学位プログラム）により、国際通用性の高い教育プログラムを導入

・ 英語による学位プログラムを設置

 学部6プログラム

 大学院11プログラム

・ 秋入学を導入

・ オンライン出願、オンライン決済等のシステムを導入

・ 充実した日本語教育の提供

・ G30以外の日本人学生等に一部授業を開放

 G30 for Everyone

 Studium Generale

・ 名古屋大学基金による奨学金制度設置

・ 戦略的なリクルート活動を展開

G30プログラムの取組

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

国際通用性のある質の高い教育プログラムの実践に向けた取組
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・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
マレーシア国民
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

西オーストラリ
ア大学

生命農学研究科 農学 博士 2019. 4

〇設置状況（2020.6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）
東海機構 計10専攻 ※全国で計１０大学 ２１専攻１学科

（2020.10に2専攻開設予定）

全国の約半数を東海機構で実施

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）＞

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

ジョイント・ディグリープログラムの推進
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・学内6研究科がアジアサテライトキャンパス事業を9か国で展開し、「アジア諸国の国家中枢人材養成
プログラム」を展開

・コアとなる指導教員等の派遣

・現地大学教員を本学特任教員等で採用

・TV会議システム等を活用した遠隔指導

・日本で短期スクーリング（数週間程

度）

・基金でスクーリング中の経済支援

アジアの行政官などを対象に現地キャ
ンパスで博士課程開設
→ 10年で大臣級50名輩出を目指す

アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム
（博士課程、2014年開始）

列1 列2
教育発達

科学
法学 医学系 生命農学 国際開発 環境学

ベトナム

カンボジア

モンゴル

ラオス

ウズベキスタン

フィリピン

ミャンマー

アフガニスタン

カザフスタン

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

アジアサテライトキャンパス事業の展開
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英語で学位取得できる学部プログラム：日本では 2%

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

G30プログラムの取組

2%

(出典) 日本学生支援機構
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「英語による授業」のみで卒業できる(学科等がある)学部 (37大学63学部) 
・北海道大学 工学部
・東北大学 理学部、工学部
・山形大学 人文学部
・筑波大学 社会・国際学群、生命環境学群
・東京大学 理学部、教養学部
・金沢大学 理工学域
・名古屋大学 文学部、法学部、経済学部、理学部、工学部、農学部
・京都大学 工学部
・国際教養大学 国際教養学部
・会津大学 コンピュータ理工学部
・県立広島大学 経営情報学部
・高知県立大学 文化学部
・東京国際大学 経済学部、国際関係学部
・明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部
・城西国際大学 国際人文学部
・東京基督教大学 神学部
・桜美林大学 グローバル・コミュニケーション学群
・慶應義塾大学 経済学部、総合政策学部、環境情報学部
・上智大学 国際教養学部、理工学部
・創価大学 経済学部、国際教養学部
・東洋大学 国際学部
・日本社会事業大学 社会福祉学部
・法政大学 経営学部、人間環境学部、グローバル教養学部
・武蔵大学 人文学部
・明治大学 国際日本学部
・明治学院大学 国際学部
・立教大学 文学部、経営学部、異文化コミュニケーション学部
・早稲田大学 政治経済学部、文化構想学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、 社会科学部、国際教養学部
・東海大学 教養学部
・仁愛大学 人間学部、人間生活学部
・山梨学院大学 国際リベラルアーツ学部
・南山大学 法学部
・四日市看護医療大学 看護学部
・関西学院大学 国際学部
・立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部、国際経営学部
・宮崎国際大学 国際教養学部 ・宮崎産業経営大学 法学部、経営学部

(出典)文部科学省 平成29年度大学における教育内容等の改革状況について

名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

G30プログラムの取組
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名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

G30プログラムの取組

テーマ コロナの前 コロナの後

リクルート
活動

• 学校訪問

• 国際教育フェアで宣伝

• 国際大学入学協会との連携を強化

• 高校生のためのオンラインセミナー実
施

• 日本の安全性を強調

入試 • オンラインによるAO入試
• さらに来日前に新入生とのオンライン

交流を強化

教育

• 対面講義

• 岐阜大学とオンライン英語

講義の実績

• 在宅オンライン学習にスムーズに移行

• 来日困難者の在外オンライン学習を実
施

• 外国人教員等による国際プログラムの
ノウハウを一般プログラムへも拡大

• 国際プログラム授業への日本人学生参
加の増加
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名古屋大学における特徴的な教育プログラム03

ポストコロナ期の教育

Old Model New Model

 Rote learning

 Traditional academic
skills

 Face to Face Lectures &
Seminars

 On-Campus Experience

4C
Critical Thinking  Communication
Collaboration Creativity

 Face to Face Lectures & Seminars 
mixed w/ Online Learning

 On-Campus Experience & Virtual 
Experience

 Greater Faculty Member Diversity
 Greater Student Diversity
 Customized to Needs of Students
 Greater Student Choice w/ On-

demand Platform
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コロナ禍における変化とは？

 「留学」、「キャンパス」の概念に変化

 「日本」、「日本の大学」の良さを再確認

 「対面」、「コミュニケーション」の重要性を再確認

 「オンライン」により多様なニーズへの対応可能性が向上

教育の質向上

ー対面とオンライン
のベストミックスー

ベストミック
スのための
環境整備

支援システム
（学費・学生

支援）

英語力

ポストコロナに向けての国際交流の方向性04

ポストコロナ期の教育・国際交流とは？
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日本と海外における On-campus と Off-campus の効果的な組み合わせ

〇 リアルな海外拠点での展開
■ 教育・研究の拡充

・ジョイント・ディグリープログラムの交流

相手大学での授業・研究の実施

・アジアサテライトキャンパスでの授業・研

究の実施

■ 社会連携の増加

・大学の研究成果の技術移転支援

・リカレント教育の機会提供

〇バーチャルな海外拠点での展開
■ 大学間ネットワークの活用

・コンテンツやノウハウの共有

●学生の選択肢（ハイブリッドモデル）

の拡大

・学部学生、大学院生

・日本人学生、外国人学生

・長期・短期 滞在型・訪問型

●グローバルな大学間交流の拡大

・地球規模の課題（SDGs）への取組

課題 教育の質保証《学位授与》

ポストコロナに向けての国際交流の方向性04

ポストコロナ期の教育・国際交流とは？
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