A4 サイズ：2 ページ、別添資料あり

平成 30 年 8 月 2 日
名古屋教育医療記者会 各位
名古屋市立大学事務局教務企画室長
吉田 初 電話：052-872-5801
（名古屋市政記者クラブと同時発表）

平成 30 年度 第２弾！

大学生と一緒に 大学の授業を体験してみませんか？
高校生対象 名古屋市立大学授業公開（体育の日）のお知らせ
名古屋市立大学は、教育研究への理解と関心を深めていただくため、さまざまな取り組みを進めており
ます。その一環として、高校生を対象とした「名古屋市立大学授業公開」を実施します。
これは、体育の日（祝日）におこなう授業科目の一部を高校生に開放するものです。大学の通常の授業
を学生とともに受講することによって、大学で学ぶことについて具体的に考えるきっかけにしていただき
たいと考えています。今年度は教養教育、経済学部、人文社会学部、芸術工学部の科目を公開します。
この度、受講者の募集を開始しましたのでご案内しますとともに、取材につきましてもご検討いただき
ますよう、よろしくお願い申し上げます（取材される場合には事前にご一報いただきますようあわせてお
願い申し上げます）。

記
１ 日

時：平成 30 年 10 月 8 日（月・祝：体育の日）
【1 限】 9：00～10：30
【2 限】10：40～12：10
【3 限】13：00～14：30
【4 限】14：40～16：10

２ 場

所：名古屋市立大学 滝子（山の畑）キャンパス 及び 北千種キャンパス

３ 授業公開科目：全 13 科目
（教養教育 1 科目、経済学部 4 科目、人文社会学部 7 科目、芸術工学部 1 科目）
定員あり
※詳細は別添チラシをご参照ください。
※本学ウェブサイトにも案内を掲載しています。
http://www.nagoya-cu.ac.jp/science/contribution/event/h30/012183.html
４ 受

講

料 : 無料
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５ 参加申込方法 ：以下の内容を記入のうえ、メールにてお申込みください。
（１） 件名：「高校生授業公開参加希望」としてください。
（２） 記入事項：参加者の氏名、学校名、学年、連絡先（電話番号とメールア
ドレス）
、参加希望科目を明記してください。
（３） 送信先：kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp
（注意）１限 1 科目＋3 限 1 科目のように、複数科目の申し込みも可能ですが、
キャンパスを移動する場合は移動時間にご留意ください。
６ 参加申込期間：平成 30 年 8 月 6 日（月）～9 月 21 日（金）
・申込期間内であっても定員に達しましたら受付を終了致します。
・休業日（土・日・祝日）にお申込いただいた場合、本学からの連絡は休業日
後となります。
・連絡先に携帯電話のメールアドレスを指定される場合は、あらかじめ次のド
メイン「sec.nagoya-cu.ac.jp（メールアドレスの＠以下の部分）
」が受信で
きるように設定を変更しておいて下さい。
７ 問い合わせ先：名古屋市立大学事務局教務企画室 丹羽
TEL:：052－872－5066

以上
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高校生対象

大学の授業を体験してみませんか？
名古屋市立大学

授業公開のご案内

大学の授業ってどんな雰囲気なの？
そんな興味を持っている高校生のみなさん、ぜひご参加ください！

１ 日時

平成 30 年 10 月 8 日（月・祝：体育の日）
【１限】 ９：００～１０：３０ 【２限】１０：４０～１２：１０
【３限】１３：００～１４：３０ 【４限】１４：４０～１６：１０

２ 授業公開科目
【教養教育】１科目・・・滝子キャンパス＜２号館＞
心理学入門（担当：久保田 健市）

４限・2-401 教室

定員：１０名

心理学入門は、人間の「こころ」のはたらき（認知・情動・行動など）についての理解や見識を深めることを
目的とします。特に、「こころ」と身体（主に、中枢神経系）、そして、「こころ」と環境・社会的文脈の関
係について理解を深め、受講生の人間観・社会観を深めていくことをねらいとしています。

【経済学部】４科目・・・滝子キャンパス＜３号館＞
実験経済学Ⅰ（担当：濱口 泰代）

2 限・3-101 教室

定員：１０名

ミクロ経済学およびゲーム理論に関する様々なトピックについて経済実験を体験することによって学びます。
管理会計（担当：奥田 真也）

３限・3-302 教室

定員：１０名

企業内においてどのように会計情報が作成/管理されているかについて講義します。
都市経済学Ⅰ（担当：山田

恵里）

３限・3-101 教室

定員：１０名

本講義では，都市や地域がどのように成⻑し反対にどのように衰退するか，都市や地域が形成される仕組みに
ついて解説します。社会で生じている問題に対してどのように経済学の観点から分析するかを知る機会に役立
ててください。
環境経済学Ⅰ（担当：内田

真輔）

４限・3-201 教室

定員：１０名

本講義では、現在の社会が直面している環境問題の中でも特に地球温暖化問題の現状と本質を理解し、解決策
を提示するために必要な基礎力の醸成を目指します。経済問題の解決に向けて経済学がどのように活かされる
のかを体験する機会の場として、本講義を利用してください。

【人文社会学部】７科目・・・滝子キャンパス＜１号館＞
発達心理学２（担当：天谷 祐子）

2 限・1-202 教室

定員：5 名

発達心理学の研究結果に触れながら、(発達)心理学の研究法の紹介と、乳児の世界の認識の仕方の紹介を行い
ます。
社会調査論（担当：宮下 さおり）

2 限・1-203 教室

定員：10 名

社会調査の種類と基礎的な発想法について、具体例を交えて学んでいきます。
フランス語セミナー２（担当：寺田 元一）

２限・1-310 教室

定員： 5 名

２人の学生が、自分が関心のあるフランス語のサイトについて読解し、フランス語の表現、フランス文化につ
いて、発表します。その発表を受けて、フランス語やフランス文化について、みんなで議論します。
社会学概論（担当：飯島 伸彦）

3 限・1-201 教室

定員： 10 名

現代社会を社会学的に分析・考察していくということはどういうことなのかを、身近な日常生活などの具体的
な事例から、現代社会が直面している様々な社会問題、社会現象を通じて学びます。
言語表現１（担当：椎名 渉子）

３限・1-301 教室

定員：20 名

絵本に関わる研究史・絵本のなかのことばを観察する視点について概説します。また、そうした観察する視点
を踏まえて、実際に絵本を見ながら自分なりに分析してみる授業です。

公共圏の思想（担当：寺田

元一）

３限・1-205 教室

定員：10 名

１８世紀フランスで政治や文化の媒体として重要な役割を果たしたサロン、カフェ、劇場などの役割に注目し
ながら、そこで生まれ発信された情報、意見と、その時代の思想（とりわけ『百科全書』）の関連について、
講義します。
Lectures in English2（担当：バックウェル）

４限・1-201 教室

定員：8 名

２限・A305 教室

定員：10 名

My Culture discussion
Where does culture come from?
Ancestor Peom by Langston Hughes

【芸術工学部】１科目・・・北千種キャンパス＜芸術工学棟＞
ランドスケープ論（担当：大野

暁彦）

本講義は、様々な諸問題を抱える都市と自然の関係をどのように構築していくべきかという命題に対して、具
体的な計画・設計手法を学ぶ講義です。様々な都市問題に対して、具体的な事例を通して、ランドスケープア
ーキテクトよばれる専門家がどのように取り組んできたかを紹介します。
※各講義のシラバスは、
「名古屋市立大学シラバス公開システム」でもご覧いただけます。
URL: http://www.nagoya-cu.ac.jp/education/guide/syllabus/index.html

３ 授業公開の参加申し込みについて
授業公開への参加を希望される方は、以下の内容をご記入のうえ、
メールにてお申し込みください。（電話での申し込み受付は行っておりません。）
（１）件名：
「高校生授業公開参加希望」としてください。
（２）記入事項：参加者の氏名・学校名・学年・連絡先（電話番号とメールアドレス）
・参加希望科目
を明記してください。記入された内容は高校生授業公開に関する事項以外には使用しません。
（３）送信先：kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp
（４）申し込み期間：８月６日（月）～ ９月２１日（金）
※２限１科目＋３限１科目のように、複数科目の申し込みも可能ですが、キャンパスを移動する場合は
移動時間にご留意ください。
※上記期間以外の申し込みはできません。申し込み期間内であっても定員に達しましたら受
付を終了致します。なお、休業日（土・日・祝日）にお申し込みいただいた場合、本学か
らの連絡は休業日後となります。
※連絡先に携帯電話のメールアドレスを指定される場合は、あらかじめ次のドメイン
「sec.nagoya-cu.ac.jp（メールアドレスの＠以下の部分です。）
」が受信できるように設
定しておいてください。
４ お問い合わせ先
〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１ 名古屋市立大学 事務局教務企画室
Tel：052-872-5066（土・日・祝日を除く 9:00～17:00） Email：kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp
5 キャンパス所在地
芸術工学部の授業は、北千種キャンパスにて開講します。
●北千種キャンパス
〒464-0083

名古屋市千種区北千種 2-1-10

教養教育・経済学部・人文社会学部の授業は、
滝子キャンパスにて開講します。

●滝子キャンパス
〒467-8501

各

名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１

各キャンパスへのアクセスや、キャンパスマップは
名古屋市立大学ホームページにてご確認下さい。

