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Data Tools Hands-On 

フォローアップビジット 
体験型講義「リーダーシップ、
チーム・ビルディング、マネジメ
ント、エンプロイアビリディ」 

産学官プロジェクトワーク 
Data Tools Hands-On 

研究のビジュアルデザイン 
Academic Writing/Presentation 

研究インターンシップ I＆II 

グローバルチャレンジ II 

初年次海外研修、 リトリート・イン・
アジア、 NCアンビションキャンプ 
体験型講義「リーダーシップ、チー
ム・ビルディング、マネジメント、エン
プロイアビリディ」、 
Career and Life Development, 
Future Leaders of Japan 

トップ・リーダー・トーク 
社会人メンター 
NCアンビションキャンプ 
プロフェッショナル・ディベ
ロップメント 
English Proficiency 

登龍門プロジェクト 
プロフェッショナル・ディベ
ロップメント 

法移植論、特別研究I&II 
特別講義・演習 
オンデマンド型演習 

比較法共同研究入門 
比較政治共同研究入門 
特別研究I&II 
オンデマンド型演習 

共同研究実習I～III 
オンデマンド型演習 

共同研究実習I～III 
オンデマンド型演習 
Academic Writing 

グローバルリーダー3 
グローバルリーダー4 
海外実地研修1 
海外実地研修2 

保健学セミナー 
開発協力論 
教育と保健 
社会医学 
循環資源学特論 Ⅰ、他 

ウェルビーイング演習I&II 
英語強化プログラム 
海外実地研修演習1&2 
体験型講義「リーダーシップ, 
チーム・ビルディング」 

多文化共生特論3 
グローバルリーダー3&4 
ｱｼﾞｱのﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ概論 
教育開発・協力論Ⅰ 
国際開発特論Ⅰ、他 

多文化共生特論4 
多文化共生特論5 
グローバルリーダー1 
グローバルリーダー2 

リーダー養成セミナー 

グローバルリーダー研修 
体験型講義「リーダーシップ、
マネジメント、エンプロイアビリ
ディ」 
Career and Life Development 
Future Leaders of Japan 

グローバルリーダー研修 
リーダー養成セミナー 
体験型講義「リーダーシップ、
マネジメント、エンプロイアビリ

ディ」, Career and Life 

Development, Future Leaders of 
Japan 

ChubuSat実践プログラム 
インターンシップ(企業, 海外) 
学生主催企画 (ワークショップ, 
グループワーク, 交流イベント) 

宇宙理工学専門講義群 
宇宙理工学専門講習群 
宇宙研究開発概論 
宇宙理工学ビデオコース
ワーク 

環境コミュニケーション 
環境学フィールドセミナー 
課題設定型ワークショップ 
[資源・環境・経済成長] 

気候変動政策論 
温暖化概論 
地域資源管理学基礎講義 

河川・流域圏管理学特論 
土水環境保全学特論 
開発経済学、他 

水・廃棄物政策論 
環境イノベーション 
生命技術国際協力特論Ⅰ 
NGO論、開発法学 
途上国開発論Ⅰ、他 

臨床環境学研修(ORT) 
環境学フィールドセミナー 
持続可能な地域づくり実践
セミナー、他 

臨床環境学研修(ORT) 

システムプログラム特論 
メカトロニクス特論 
人体形態学、社会医学 
農業経済B 
マーケティングB 
ファイナンスB 、他 

ヤングメンター 
コースワーク 
日本文化体験 
 

プロジェクト・マネジメントⅠ 
比較法共同研究入門 
比較政治共同研究 入門 

グローバルリーダー1 
グローバルリーダー2 
リサーチスキルズB-1 
(Fundamentals of 
Academic Writing) 
開発援助論、他 

宇宙理工学基礎 
宇宙理工学ビデオコース
ワーク 
English Training (British 
Council) 
Academic 
Writing/Presentation 

水・廃棄物政策論 
すまいと環境 
持続可能性と環境学 
日本の開発経験 
生命農学本論Ⅰ 
生命農学基礎講義 
循環資源学基礎講義、他 

グローバルチャレンジ I 初年次海外研修 
リトリート・イン・アジア 
トップ・リーダー・トーク 

比較法共同研究入門 
比較政治共同研究 入門 

リサーチスキルズA-2 (Logical 
Thinking Skills in Research Writing 
II) 、人間形成学研究Ⅰ、生命倫理
学、生命技術国際協力特論I、他 

リーダー養成セミナー 持続可能な開発入門 
文化とアイデンティティ論 
アジア文化交流論、他 

B3制度・技術 
の革新 

C1ビジョニン
グ・ 
管理 

C2実践のための
基礎 

統
率
力 

 
 

A2普遍的知識の 
獲得 

思
考
力 

 
 

B1先端知識 
の獲得 

A1根源的価値・

原則の理解と共有 

総合科学特論 
最先端理工学特論、他 

体験型講義「リーダーシップ, チー
ム・ビルディング、マネジメント、エ
ンプロイアビリディ」 
Career and Life Development 
Future Leaders of Japan 

農学国際協力論 
バイオベンチャー論 
グローバル探究プログラム 
農林行政論 
大学教員論、他 

海外中長期滞在研究 

院生企画セミナー、企業・研
究所研修、海外中長期滞在
研究、English Proficiency 
研究のビジュアルデザイン、
Relationships & Communication 
Academic Writing/Presentation 

自然科学連携講義1～3 
分子物性学特別講義 
生命理学本論 1＆2 
生物機能工学特論 I～IV  
有機材料設計特論1～3 
コア無機化学、他 

科学史（生物学史） 、他 

実世界データ解析学特論 
実世界データ循環システ
ム特論 I&II 

グローバルチャレンジ I 法移植論、特別研究I&II 
特別講義・演習  

多文化共生特論1 
多文化共生特論2 
多民族社会論、他 

リーダー養成セミナー 臨床環境学研修(ORT) 
環境学フィールドセミナー 
持続可能な地域づくり実
践セミナー、他 

B2伝統知の理解 

農学部特別講義食文化論、
他 

展
開
力 

 
 

国際法政演習 I＆II 

共通科目 「持続可能な未来の地球社会のための価値と原則の理解」 (各プログラム2コマずつ ) 
 
 

「ものづくりの普遍的価値
と実世界データ」 

「変化する世界が融和 
できる価値と原則」 

「よりよい生活のための
社会設計」 

「多文化共生社会と 
アジアにおけるウェル 
ビーイングの実現」 

「宇宙・地球・人類 - 大航海フ
ロンティアの普遍的スピリット-」 

「自然とグローバル社会
の保護」 

「地球の持続性と文明」 

C3現場実践力 

ヤングメンター 
自専攻専門科目 

日本文化体験 
自専攻専門科目 

リトリート・イン・アジア 
自専攻専門科目 

名古屋大学リーディング大学院プログラムの統合カリキュラム 

青色: 各LP独自で起こしている科目 
緑色: 全6LP学生が共通でとると良い科目
(大学院共通科目を含む) 
黒色: 既存の開講科目 

*プログラム参加学生がより多くの科目を選択できるよう名古屋大学大学院５研究科連携ESDプログラムの協力を得て提供されています。  
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