
 

1 
 

                           
令和元年 8月 9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 
逸見 和矢 電話：052-872-5801 

   （名古屋市政記者クラブと同時発表） 
 
 

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、総合生命理学部の科目

を公開します。 

この度、受講者の募集を開始いたしますのでご案内しますとともに、是非、ご取材いただきますよう、

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       令和元年 10月 14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 
    【5限】16：20～17：50 

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 15科目 

   （教養教育 4科目、経済学部 4科目、人文社会学部 5科目、芸術工学部 1科目、 

  総合生命理学部 1科目） 

            定員あり  
    ※詳細は別添チラシ・申込要項をご参照ください。 
    ※本学ウェブサイトにも案内を掲載しています。 

             https://www.nagoya-cu.ac.jp/science/contribution/event/cat06.html 

４ 受  講  料       無料 

A4サイズ：2ページ、別添あり 

https://www.nagoya-cu.ac.jp/science/contribution/event/cat06.html
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５ 参加申込方法    （１）メールの場合 

以下の内容を記入のうえ、メールにてお申込みください。 

件名：「高校生授業公開参加希望」としてください。 

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。 

送信先：kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp 

（２）FAXの場合 

別紙申込票に必要事項をご記入の上、052-872-1531までご送付ください。 

（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       令和元年 9月 2日（月）～9月 25日（水） 
・申込期間内であっても定員に達しましたら受付を終了します。 

・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。 

・1週間以内に受講可否についてのメール・FAX返信がない場合は、メールア

ドレス等ご確認の上、再度ご送信ください。 

７ 問い合わせ先        名古屋市立大学 事務局 教務企画室 担当 丹羽 
            TEL:052－872－5066 

 
 

 

mailto:kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp


名古屋市立大学

高校生向け
授業公開のお知らせ

【お問い合わせ先】 名古屋市立大学事務局教務企画室 〒467‐8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１

Tel：052‐872‐5804（土・日・祝日を除く9:00～17:00） FAX：052‐872‐1531
Email：kyoumu_box@sec.nagoya‐cu.ac.jp

教養教育 ………４科目

令和元年度

10月14日（月・祝）

体育の日

経済学部 ………４科目

人文社会学部 ……５科目

芸術工学部 ……１科目

総合生命理学部 …１科目

公開学部

全学部の1年生を
対象とした科目です

各学部の専門的な
内容を学ぶ科目です。

対 象 ：高校生

参 加 費：無料

募集人数：各科目５～１０人程度

（科目によって異なります）

場 所 ：滝子キャンパスまたは

北千種キャンパス

【日時】

令和元年１０月１４日（月・祝）
1限 9：00～10：30 2限 10：40～12：10

3限 13：00～14：30 4限 14：40～16：10

5限 16：20～17：50

※科目によって時間が異なります。

募集期間：９月２日（月）～９月２５日（水）

※メールまたはFAXにてお申込みください

応募方法・科目の詳細は、申込要項または本学ＨＰをご覧ください。

https://www.nagoya-cu.ac.jp
【トップページ＞研究・産学官連携・社会貢献＞社会貢献＞イベント・公開講座】



11  日日  時時  

令令和和元元年年 1100 月月 1144 日日（（月月・・祝祝：：体体育育のの日日））

【1 限】09：00～10：30 【2 限】10：40～12：10 
【3 限】13：00～14：30 【4 限】14：40～16：10 【5 限】16：20～17：50 

22  公公開開科科目目  

＜滝子キャンパス＞ 

【教養教育】 

１ 

EM: Reading for Inspiration ／ Haynes 1 限・2 号館 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室 定員：10 名 

インスピレーション（感動、創造的刺激）を得られる英文の読み物を通して、知的好奇心を満たしながら、多様な英語表現に親しみ、総合的な

英語力を高めます。 

２ 

CS: Presentation ／ Backwell 他 1 限または 2 限 ※教室は別途連絡します。 定員：10 名 

英語によるコミュニケーションの場（会話、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーションなど）において、自分を表現するスキルの向

上に焦点をあてます。さまざまな場面で英語で自己表現するのに必要・有益な語彙、表現、ストラテジーを実践を通して習得するとともに、その

時点で持ちうる英語力を駆使して自信をもって堂々とコミュニケーションを図ろうという意識・姿勢を育みます。 

※1 限と 2 限どちらも開講します。希望の時限をお知らせください。担当教員・教室はこちらで振り分けて連絡いたしますのでご了承ください。 

３ 

CS: Grammar and Usage ／ 日木 満 2 限・2 号館 207 教室 定員：10 名 

英語の文法と語法に焦点を当て、特に日本人が理解しにくい部分や誤りやすい部分（テンス・アスペクト、助動詞、冠詞、前置詞、など）につ

いて、実際の使われ方や誤用例などの考察を通して、なぜそうなのかを考えながら、英語の仕組みや単語の使い方について理解を深めます。単な

る文法用語の知識ではなく、意図することを意図した語や文で表現できる実用的な能力の向上をめざします。 

４ 

心理学入門 ／ 久保田 健市 ４限・2 号館 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】 

５ 

実験経済学 II ／ 濱口 泰代 2 限・３号館 302 教室 定員：10 名 

ミクロ経済学およびゲーム理論の基礎を，経済実験に参加することによって学びます。大学生と一緒にペアやグループになって意思決定をしま

す。経済学の合理的思考方法を学びつつ、実際の人間の行動バイアスについて学ぶことができます。 

６ 
経済史Ⅰ ／ 山口 明日香 3 限・3 号館 201 教室 定員：10 名 

徳川時代から現在までの日本経済の歴史をマクロ的に考察する授業です。10/14 の授業では、徳川時代を取り上げる予定です。 

７ 
管理会計 ／ 奥田 真也 3 限・3 号館 101 教室 定員：10 名 

企業内部で作成され、利用される会計情報である管理会計について説明します。 

８ 
国際経済学Ⅱ ／ 川端 康 4 限・３号館 201 教室 定員：10 名 

本講義では、新しい貿易理論、戦略的貿易政策、国際要素移動、地域貿易協定について扱います。 

【人文社会学部】 

９ 
言語表現１ ／ 椎名 渉子 ２限・１号館 202 教室 定員：10 名 

絵本作りにあたって、絵本の特徴を学びます。絵本のもつ表現方法とその効果についてさまざまな角度から見ていきます。簡単なグループワー

クがあります。

10 
保育内容演習（健康）／野中 壽子 ３限・１号館 410 教室 定員： 5 名 

乳幼児期は、身体の発育・発達が最も著しく、また、生きていくために必要な様々な動きや生活習慣の大半を身につけていく時期です。この授

業では乳幼児期の動作発達及び発達に影響を与える環境について考えます。 

11 

現代思想 ／ 別所 良美 ３限・1 号館 203 教室 定員： 5 名 

近代思想とは何かを理解するために、デカルトやロックからカントやヘーゲルの理性観と人間観を概観し、近代理性に含まれる《支配する理性》

への批判的格闘として現代思想の営みがあったことを示します。さらに近代理性批判としての現代思想の重要な側面がエコロジー思想であり、自

然と人間を支配するのではなく、水平的で peer-to-peer で、協働的な関係を、共生関係を可能にする新しい理性を探求するものであることを示

します。新しい理性は、単なる思想ではなく、モノのインターネット(IoT)に象徴される新しい（第三次）産業革命の諸兆候の存在の中に見出され

ます。第三次産業革命の議論を通して持続可能な未来を展望し、さらに持続可能な社会の基盤としてベーシック・インカムについても考察します。 

12 

現代都市問題 ／ 林 浩一郎 ４限・1 号館 203 教室 定員：10 名 

本講義は、都市開発やまちづくりを社会学的に考察します。特に、「都市問題」の発生と「都市政策」による解決方法を関連づけていきます。問

題解決のために講じられた「都市政策」が、新たな「都市問題」を生み出していきます。都市問題／都市政策のこの連鎖的なメカニズムを捉える

ことで、都市問題を発見・分析する視座を獲得します。 

13 
Academic Writing ／ Backwell 4 限・1 号館 205 教室 定員： 5 名 

This course helps students write more accurately and fluently in English. Students learn skills to become better writers and 

communicators. It is a class for students who want to learn actively. 

令和元年度 体育の日 高校生向け授業公開 申込要項 



【総合生命理学部】 

14 

生命情報学 I ／ 熊澤 慶伯 ３限・2 号館 203 教室 定員： 5 名 

ゲノム DNA の塩基配列を解読する技術の飛躍的な進歩により、様々な生物の遺伝情報を網羅的に把握することが可能となりました。このこと

は、遺伝子及びその発現産物の構造、機能、進化に関する新たな知見を、コンピュータを用いたデータ解析により生み出す生命情報学の発展につ

ながりました。本講義は、ゲノム及び遺伝子の構造、機能、進化に関する基礎的事項と、コンピュータを用いたデータ解析における基本的な概念

及び技法について理解させることを目的とします。Brown 原著「ゲノム 第４版」（メディカル・サイエンス・インターナショナル、2018 年）

に準拠した講義を行います。 

 

＜北千種キャンパス＞ 

【芸術工学部】 

15 
構成発想法 ／ 作間 敏宏 ５限・管理棟 A２05 教室 定員： 5 名 

※演習のため高校生は見学参加になります。 

かたちとその構成における着想の技術を、ブレインストーミングをとおして開発する演習の 3 回目です。1 次元=線をトピックとして展開します。 

※各講義のシラバス（授業目標・計画・概要等）は、「名古屋市立大学シラバス公開システム」 

でご覧いただけます。 

URL: http://www.nagoya-cu.ac.jp/education/guide/syllabus/index.html 

  

３３  申申込込方方法法 

メールの場合 

（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

目名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  
  

FAX の場合 

裏面申込用紙に必要事項を記入の上、052-872-1531 までご送信ください。 

 

◆申し込み期間：９月２日（月）～ ９月２５日（水） 

※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。 

※一週間以内に受講可否のメール・FAX 連絡がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。 

※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」が

受信できるように設定しておいてください。 

 

４４  アアククセセスス・・おお問問いい合合わわせせ先先  

 

【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：052-872-5804（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）  

Email：kyoumu_box@sec.nagoya-cu.ac.jp  

＜滝子キャンパス＞ 教養教育／経済学部／人文社会学部／ 

総合生命理学部 

  〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１  

（桜通線「桜山」駅下車 5 番出口から徒歩 12 分） 
 

＜北千種キャンパス＞ 芸術工学部 

 〒4678603 名古屋市瑞穂区田辺通 31    

（市バス「萱場(かやば)」または「清明山」下車） 
 

※詳しいアクセス方法・キャンパスマップ等については、 

本学 HP（https://www.nagoya-cu.ac.jp/access/） 

をご覧ください。 



名古屋市立大学 教務企画室 担当者行 FAX:052-872-1531 

令和元年 10 月 14 日（体育の日）高校生向け授業公開 申込票 

 

１ 申込者情報 
記入日：令和元年   月   日 

申込者 

氏名 

ふりがな  

 

所属 

高校名 
高等学校 

学年 
年 

Mail      ＠ 

TEL （    ） FAX （    ） 

２ 申込科目 

時 限 科目 No. 科 目 名 受講可否 

 限目   可 ・ 不可 

 限目   可 ・ 不可 

 限目   可 ・ 不可 

 限目   可 ・ 不可 

 限目   可 ・ 不可 

 

・太枠内に必要事項をご記入ください。 

・結果は「受講可否」欄に丸をつけて FAX にて返送いたします。 

各自宅等で受信可能な FAX 番号をご記入ください。 

・1 週間以内に結果連絡がない場合は、お手数ですが再度ご送付いただくか、 

 下記担当までご連絡ください。 

名市大 受付印 

 

【送付先・お問合せ先】名古屋市立大学 教務企画室 

TEL：052-872-5804 FAX：052-872-1531（FAX 番号にお気を付けください） 
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