
中経連 「企業・人材プール」大学ニーズリスト（様式３）

NO
新規
継続
分類

2022年
度

該当No

前年の
講義提
供有無

希望する講師の業種・属性等 テーマ 講義等の目的・狙い 内容 講義形式 受講予定学生数 その他

2022－1 新規 ― ―
製造業、情報通信業等の
機械、電気、情報系技術者

大学院生を対象としたキャリア形
成講座

今後のキャリアや、職業観についての意識を高める。
工学系大学院生の企業からのニーズ、社会で必要とされる大学院の
専門性について

対面、オンライン、
どちらの可能性も
考え、検討。

未定（大学院生、
大学院進学希望
者）

2022-2 新規 ― ―
金融機関で活躍するエンジ
ニア

①金融機関とIT人材
②採用面接の評価ポイントとは?

学生にエンジニアのキャリアパスについて意識させ, 大学院
進学や大手企業への就職に興味を持たせる．

①金融機関で活躍するエンジニアについて，具体的な内容を交えて
紹介頂きたい．
②採用面接のポイントについて，面接担当者の視点から紹介頂きた
い．

オンライン授業，対
面授業の順に希望

20名程度

2022-3 新規 ― ― 人事部長あるいは課長
人事から見た「有意義な大学生活
の送り方」

大学１年生にキャリア意識をもった大学生活を送る契機を与
える

１．　就職活動における心構え
２．　大学までの学びと働くことの違いについて
３．　選考で評価されるポイントとは？
４．　大学生に薦める大学時代の過ごし方について

対面授業 270名 講義は後期金曜２限「経営学概論」を想定。

2022-4 新規 ― ― 人事部長あるいは課長
人事から見た「有意義な大学生活
の送り方」

大学２～３年生にキャリア意識をもった大学生活を送る契機
を与える

１．　就職活動における心構え
２．　大学までの学びと働くことの違いについて
３．　選考で評価されるポイントとは？
４．　大学生に薦める大学時代の過ごし方について

対面授業 15名 講義は後期金曜３・４限「プロジェクト研究（坂田）」（ゼミに相当する科目）を想定。

2022-5 継続 2021－12 有 各職種の実務経験者
1・2・3年生対象
「〇〇職について学んでみよう」

営業職・販売職・製造職・総合職など、様々な職種があるが、
学生はイメージで良い点、悪い点だけで見ているので、仕事
研究をしっかり出来るようにプロにお話をいただく。

各職の現職者または経験者をお招きし、現場ではどのように仕事をし
ているのかを、学生がイメージできるように具体的なお話を講話いた
だく。

オンデマンド
(録画配信方式)

200名

一度に多数の職種の担当者をお招きするのではなく、1講座に1職種の方をお招きして講話いただく。
営業職と言えば、学生はノルマに追われるだけがイメージされやすいが、現実はどうなのか？営業の
楽しさや面白味も知ってほしい。
事務職と言えば、楽なイメージを抱いている学生も多いが、昨今の事務職は高いPCスキルが必要な事
や、接客や営業能力も必要なことを知ってほしい。
企画職と言えば、華やかなイメージがあるが、単なる発想や思い描くことと、企画・創造は異なる厳しい
世界だと知ってほしい。
製造業・販売業というと、日頃イメージしやすい職種ではあるが、正社員となるとどのようなキャリアビ
ジョンが存在していて、例えば販売職であれば、将来店長等のマネジメント職に向かうことのなり、製造
業であれば、将来は工場長にまで上りつめたりすることも知ってほしい。
それぞれの職種で生き残っていくには、現職の人間は、どんなキャリアビジョンを持ち、どう自己成長を
積み重ねているのかを知り、将来ビジョンまで考えて仕事を選ぶということを意識できるように学生がな
ることができれば良いと考える。

2022-6 継続 2021－16 有
中小企業にお勤めの方（業
種は問いません）

中小企業の魅力（「中小企業論」
における１講義として）

中小企業の魅力を実際に勤務されている方からお話頂き、
学生の抱く中小企業イメージを変えたい。

講師がなぜ勤め先を中小企業としたのか、勤めてから中小企業のイ
メージがどのように変化したか、これから社会にでる学生たちに中小
企業だからこその魅力をお伝え頂きたい。

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。

約350名

学生が中小企業に抱くイメージは「規模が小さい、低賃金、低い生産性」といったマイナス要素が多い
のが実態です。講義では中小企業だからこその魅力や、中小企業があってこそモノづくり大国となった
経緯を伝えているものの、実際の体験談があった方がその魅力が伝わるのではと考えています。、
将来、学生がどのような企業に勤めても、その取引先に中小企業の存在があることを理解し、その中
小企業を視野に入れた企業人としての姿勢を示して欲しいとも考えます。そのきっかけを、講師のお話
からつかんでもらいたい次第です。

2022-7 継続 2021－22 有

メーカー様中心にアジア・
欧米など複数の国の異な
る担当業務を担う多様な方
を複数名希望したい（同一
業務や国では内容が偏る
ため）

海外赴任経験者の体験談
①学生にグローバルな視点を身に付けさせること、②グロー
バルな働き方に興味を持たせること、③大学の授業の意味
づけや学びへの意欲向上を図ることなど

講師自身のこれまでのキャリアと考えてきたこと、現地生活や失敗経
験を含めた異文化経験をお話しいただく

原則、対面授業だ
が、現地駐在中の
方との交流も可能
であれば、オンライ
ンを組み合わせた
ハイブリット授業も
可能

約130名

VUCA時代で活躍するために、世界で生き抜く力と楽しく生きる力を養成して、社会へ輩出しなければ
ならないと考えている。
その一方で、留学することが目的となりがちな学生が一定数存在しており、Z世代は情報は多く・多方
面から収集できるが、情報の精査や優先順位付けは十分ではない。この原因は自分で情報を組み合
わせて考える力が必要であり、そのためにも多様な経験を生の声で学生に提供したい。
また、大学入学後の学びへの意欲の停滞は非常にもったいなく、キャリア形成の機会提供に留まら
ず、低年次から学びの目的設定や意欲向上につながるきっかけ提供の機会としても活用したい。

2022-8 継続 2021－25 有 不問
社会人から大学生へ向けてのア
ドバイス

学生にキャリア形成を意識して大学生活を送る必要性を理
解させる

社会人として大学生に知っておいてもらいたいこと、在学中に是非取
り組んでもらいたいことなど、社会人としてできるアドバイスならどんな
テーマでも構いませんのでお話頂ければと思います。

対面形式が困難な
状況ならばオンライ
ンでも構いません

120名程度
１セメスター（15回）の講義の中の1回分（90分）について講演をお願いしたく存じます。春学期と秋学期
がございますので、2社の企業さまにお願いできればと存じます。

2022-9 継続 2021－26 有
製造業、情報通信業などの
機械、電気、情報系職種

キャリア形成講座 今後のキャリアや、職業観についての意識を高める。

企業に必要とされる人材とはどういった人材か、活躍できるフィールド
はどういったところにあるのかなど、将来働くということがイメージでき
る講座が望ましいです。
また、企業で働いていて感じていること（良いこと、悪いこと、学生との
違いなど）や、ご自身の大学生活を振り返り、社会人として働くにあた
り役に立っている経験や、やっておけばよかったこと等、実体験を踏ま
えてお話しいただきたいです。

対面、オンライン、
どちらの可能性も
考え、検討。

未定（全学年、自
由参加を予定）

2022-10 継続 2021－29 有

金融・保険業，不動産業，
商社，製造業，インフラ，IT
等
可能であれば女性

社会と業界を知り，将来のビジョ
ンを描く

様々な業界の外部講師から，各業界の社会的役割，仕事内
容とやりがい，仕事で必要とされる知識や能力，学生時代に
しておくべきこと等を聞くことで，自分の将来ビジョンにつなげ
る．

・当該業界や企業が社会において果たす役割
・仕事内容とやりがい
・仕事で必要とされる知識や能力

未定（状況が許せ
ば，対面授業）

約50名
正課として，1つの科目の枠内で1企業につき1回ないし2回(1回＝90分)実施していただくことを希望す
る．
3年生対象の授業を中心に考えているが、1年生、2年生対象についてもお願いする場合がある。

①学生のキャリア形成に資する経験・体験談
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2022-11 継続 2021－32 有
製造業、情報通信業等の
機械、電気、情報系技術者

初年次導入教育　キャリア形成講
座

1年次から今後のキャリアについての意識を高める

講師の方が企業で働いていて感じていること（良いこと、悪いこと、学
生との違いなど）や、ご自身の大学生活を振り返り、社会人として働く
にあたり役に立っている経験や、やっておけばよかったこと等、実体験
を踏まえてお話しいただきたいです。こういった体験ベースでのリアル
な話しにより、1年生がこれから過ごす大学の4年間を充実させ、キャ
リア意識を高めるとともに、キャリア形成への漠然とした不安も取り除
く、そんな講義を望んでいます。

対面、オンライン、どちらの可能性も考え、検討。約300名（1年次）
企業でのことはもちろん、プライベートや生活に関連したことも含めてお話を頂きたいと考えています。
就職という観点のみに留まらず、今後の人生を考えるキャリア形成講座の実施を希望します。

2022-12 継続 2021－33 有 不問 社会で活躍するために
社会で活躍するためには、どのように学生時代を過ごすか。
どのように目標設定したらよいかを理解し、実際にプランニン
グすることができる

講師自身や社内外で活躍する社会人を事例に、どのような学生時代
を過ごしていたのか。そして、その経験がどのように社会で活かされて
いるのかを学ぶ

どちらでも可
150名（２～３クラ
スにわかれる）

想定する科目：キャリア基礎Ⅰ（１年生／全学共通科目）

2022-13 継続 2021－34 無
業種は不問ですが、化学
系の学科を卒業した方を希
望します。

大学で学ぶ化学が社会でどのように活用されているのかを
理解する

左記のほか、講師自身のこれまでのキャリアと、学生へのメッセージ
等をお話しいただきたい

未定（状況が許せ
ば，対面授業）

100名

2022-14 継続 2021－35 無
製品の分析を担当している
方

大学で学ぶ化学が社会でどのように活用されているのかを
理解する

左記のほか、講師自身のこれまでのキャリアと、学生へのメッセージ
等をお話しいただきたい

未定（状況が許せ
ば，対面授業）

80名程度
授業の講師ではなく、企業の方の話を聞く講演会として企画しています。化学を専攻する学生へ、学生
のうちにしておいた方が良いことや社会にでてどのような場面で活躍するのかをお話し下さい。
学生の募集は3,4年生が中心となりますが、全学年に声をかけ集める予定です。

2022-15 継続 2021－36 有
ものづくり企業（できれば若
手，中堅社員）

企業のマーケティング戦略を考える講義であるが，受講者は
3年生がメインであるため就職活動、社会人として働くことに
ついての意識を持たせたい

ものづくり業界で働く私の経験談
・どのような学生時代を過ごしてきたのか。
・ものづくりおよび自社の魅力とは？
・社会人として働くということは？
・ものづくり企業に求められる人材

未定（状況が許せ
ば，対面授業）

40名程度（3年生
がメイン）

2年生向けに開講されている「分析化学」の授業の中で、今学んでいることがどのような場面で使われ
ているのかを伝えて頂き、学生の学習意欲を向上させたい。
授業の進行上、7月の講演を希望します。

2022-16 継続 2021－37 有
業種不問、35歳前後の男
女若手・中堅社員。

社会人に学ぶキャリアデザイン 適切な企業理解と職業観、勤労観、キャリア意識の醸成
講師自身のこれまでの「キャリア・就職・仕事」や「結婚・出産・育児」等
について考えてきたことやその経験談、これから社会に巣立つ学生へ
のアドバイス等を講義いただければと存じます。

対面授業及びオン
ライン授業

約25～150名
（キャリアデザイ
ン応用　対象：文
系学部2～3年
生)

業種不問、35歳前後の男女若手・中堅社員。

2022-17 継続 2021－38 有
業種不問、短期大学部は
女子のみであるため、女性
講師を希望。

社会人に学ぶキャリアデザイン 適切な企業理解と職業観、勤労観、キャリア意識の醸成
講師自身のこれまでの「キャリア・就職・仕事」や「結婚・出産・育児」等
について考えてきたことやその経験談、これから社会に巣立つ学生へ
のアドバイス等を講義いただければと存じます。

対面授業及びオン
ライン授業

約60名（キャリア
プランニング　対
象：短大1年生）

業種不問、短期大学部は女子のみであるため、女性講師を希望。

2022-18 継続 2021－39 有
理系学生や院生を積極的
に採用する業種. 大学院修
了であることが望ましい.

エンジニアの体験に基づくキャリ
アプランの描き方

学生にエンジニアのキャリアパスについて意識させ, 大学院
進学や有名企業への就職に興味を持たせる.

講師師自身の経験に基づくキャリアプランの描き方を大学院進学, イ
ンターンシップから就職活動までを通して講義頂きたい.

オンライン授業，対
面授業の順に希望

20名程度

2022-19 継続 2021－40 有

「講義等の内容」に示したこ
とをお話いただける若手、
中堅、幹部の技術者、管理
職、社内教育担当、その
他。

上記５つの工学（１3分野）の１つ
（学生の所属する分野）について
専門技術者としてのキャリアを考
える。

次の分野における専門技術者として産業社会で求められる
専門知識や技術開発の方法、キャリアの目標の立て方、卒
業後の学習について学ぶ。
・生命・応用化学（生命・物質化学分野、ソフトマテリアル分
野、環境セラミックス分野）、
・物理工学（材料機能分野、応用物理分野）、
・電気・機械工学（電気・電子分野、機械工学分野）、
・情報工学（ネットワーク分野、知能情報分野、メディア情報
分野）、
・社会工学科（建築・デザイン分野、環境都市分野、経営工
学分野）

ご経験をお話いただき、学生・教員等から質問をさせていただき、学生
が自身のキャリアについて考える授業を実施する。たとえば、次に当
てはまる方からテーマを決めてお話いただきたい。
・専門家としてキャリアを積んできた技術者・研究者：専門技術を磨
き、どのような技術開発・研究開発に携わってきたか、そこで必要な能
力、チームワーク・リーダシップの能力、必要な専門資格。
・多様な分野を経験してきたもの：異なる分野で新たに仕事を進めて
いくことについての経験、乗り越えてきた困難、今後学生が考えておく
べきこと。
・専門技術者あるいは関連する職の育成のための社内教育に携わる
専門家：教育の専門家として、学生時代に学ぶべきこと、生涯のキャ
リア育成に必要なこと、仕事をするうえで必要な能力。
・入社後、数年の先輩世代の技術者で入社後の成長について語るこ
とのできる者：学生時代と仕事をするようになってからの違い等、気づ
きを学生と共有。
・女性技術者・女性管理職：女性の役割や女性としてのキャリア形成
における困難な点、女性だからこそ伝えることのでいる仕事・専門性
の付け方。
・海外経験が豊富で、多様な環境での仕事の仕方について語ることが
できるもの：文化・言語の異なる場所での仕事、多様な人々との仕事
の仕方。
・社内ベンチャーなどの経験者：新たな事業展開で必要な能力、そこ
での経験。

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義での実
施を希望します。

学部２年生、２０
０名程度

本授業は、２年生後期のキャリア教育を目的とする「産業論」で、生命・応用化学科、物理工学科、電
気・機械工学科、情報工学科、社会工学科の各学科のクラス毎に計15回実施し、各講師には原則１回
（９０分）の中でご登壇いただきます。
９０分の授業の中で、お話いただくだけでなく、学生が考える機会を与えていただけるよう、教員と授業
内容を打ち合せさせていただきます。
固有のご経験をお話いただける方をお願いします。

2022-20 継続 2021－73 無 不問
卒業論文の執筆は、社会で役に
立つのか？

卒業論文を完成させるまでには、ビジネス社会で必要な汎用
的能力を伸ばすことができることを理解し、主体的に論文執
筆に取り組む姿勢をつくる

「社会で必要な能力＝卒業論文執筆で必要な能力」に着目し、ケース
メソッド（ロジカルライティングスキルなど）による演習授業を行う

どちらでも可 150名 想定する科目：専門演習（３・４年生／専門科目）
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2022-21 新規 ― ―
採用担当者もしくは、採用
ご経験者

採用選考の際の評価のポイント・
企業が求める人材像

学生に社会で求められる人材像を理解させる。
採用面接をはじめとする採用選考における評価のポイントをご教示い
ただきたい。

対面授業 30名前後

2022-22 継続 2021－08 有
採用担当者もしくは、採用
ご経験者

2年生対象就職ガイダンス
「人事担当者による『企業が求め
る人材』」

業界・職種にこだわらず、企業が求める人材、企業で活躍し
ている人材のポイントを、人事担当者より直接聞くことで理解
して、今後の学生生活をどのようにしていけば良いのかを知
る。

学生が考える社会人とのギャップや、仕事の理想と現実のギャップを
しり、そこから見えてきた、社会人基礎力の必要性などを、ご講演いた
だきたい。

オンデマンド
(録画配信方式)

200名
社会人基礎力とは何かを知り、それは日々の学生生活で伸ばすことができ、且つ伸ばした学生は、就
職活動の時に非常に有利に働くということを理解して、日々の生活の中で自分自身を鍛えていくことを
目指す。

2022-23 継続 2021－09 有
採用担当者もしくは、採用
ご経験者

2年生対象就職ガイダンス
「学生生活と就職活動の関連性
について」

業界・職種にこだわらず、採用面接で内定が出る学生の特徴
は何かを知り、自身の学生生活を振り返り、今から出来る最
良の学生生活をプランニングしていけるようにする。日々の
学生生活の経験が、直接就職活動時の判断材料に直結して
くることを理解する。

採用時に重視される項目は何か？それを採用担当者は、どのように
感じ取っているのか？正解発想がなぜ上手くいかないのか？などを、
採用の実体験から、受かる学生と落ちた学生の例に講話いただく。

オンデマンド
(録画配信方式)

200名
日々の学生生活の中で既に就職活動が始まっていることを知ってほしい。実際の就職活動の時に頑
張っても、手遅れになることが有ると理解してほしい。

2022-24 継続 2021－10 有
教育・人事・採用担当者、も
しくは、ご経験者

2年生対象就職ガイダンス
「キャリアビジョン形成（職業能力
開発とは）」

業界・職種にこだわらず、企業内では、どのように個々の職
業能力開発が行われているのかを知り、今、学生時代に何
を学んでおくべきなのかを学生自身が感じ取ること。

ビジネスで求められるスキルは何なのか？営業職では事務職では？
求められるのは異なるスキルもあるが、基本的に求められる社会人と
してのスキルやスタンスは何か？を経験談から講話いただく。

オンデマンド
(録画配信方式)

200名
ビジネスで求められるスキルは何なのかから始まり、社会人はどのように自身のスキルを高めている
のかの話から、そのスタンスをどのよう身身に付けてきたのかを知り、今後に活かしてい欲しい。

2022-25 継続 2021－13 有
経営企画・教育・人事・採
用担当者、もしくは、ご経験
者

3年生対象就職ガイダンス
「私、こんな面接をしています」

実際の採用担当者に、リアルな面接の状況をお話しいただ
き、成功するには、どんな活動が必要なのか？　何が自分に
足りないのかを知る切っ掛けにして欲しい。

受かる学生に共通していることとは？落ちる学生に共通していることと
は？
面接のやり方？　なぜ〇〇〇を質問するのか等、リアルな内容を講話
いただく。

採用担当者もしく
は、採用ご経験者

200名
面接はライブなものであり、採用担当者は学生の人的エネルギーの評価をしているのだと理解して、パ
ターン化できないものだと知ってほしい。

2022-40 継続 2021－59 無
中部地区に本拠地を置く海
外進出企業、進出を検討し
ている企業様

10年先を見通した東海地域のも
のづくりと文系学生の役割

これからのものづくりと文系学生に求められるものは何か？
企業とグローバル人材（経営学部学科国際ビジネス学科専門科目、１
年次配当）

どちらでも可
2019年度20名（1
クラス編成）

今後、愛知、東海地域の変化は地元企業のグローバル化への対応と切り結びながら進むと考えられ
る。海外に出て行く、海外から需要を引き込むなど、国際化は欠かせない変化要因となる。ぜひとも今
後10年の流れを踏まえて、文系学生の課題についてさまざまな点からご教示いただきたい。とくに本学
科では、経営学部として地域の国際化を展望し、英語だけでなく、多文化理解やコミュニケーションなど
を学習することで、地域の発展に貢献できればと考えている。愛知、東海地域の中心的産業である自
動車などの製造業を事例に、これから求められる文系学生の役割を論じてほしい。

2022-41 継続 2021－67 無 シンクタンク 世界のエネルギー動向 建築設備の基本設計を理解する
エネルギー需給バランスが変化し、この変化が世界経済を大きく揺る
がしている。現在の世界のエネルギー動向について講じる。

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義を希望

学部生　30名

2022-42 継続 2021－76 無
中部地区に本拠地を置く企
業様

industry4.0、society5.0はこれから
の大学教育に何を求めるか？

industry4.0とこれからの企業展開に求められる知とは何か
これからの大学教育とってindustry4.0、society5.0はどんな課題を投げ
かけているのか？

どちらでも可
大学教員、職員
向け

industry4.0、society5.0はこれからの日本経済と日本企業にとって、グローバル化と同じ次元で、不可
欠な問題領域となる。企業レベルではどのような見通しをindustry4.0、society5.0についてもっているの
か。各企業でのindustry4.0、society5.0に対する考え方、活かし方、ビジネス的な挑戦課題などを踏ま
えて、大学教育や大学の役割についてヒントをいただければと助かります。

2022-43 継続 2021－77 有
中部地区に本拠地を置く企
業また投資関連企業

決算資料から名古屋発次世代を
担う企業の魅力と実力を発掘す
る

急激に変化する時代に対応して、グローバルに活躍する名
古屋発企業の魅力を財務の視点から理解する

財務諸表論（経営学部学科地域ビジネス学科専門科目、３年次配当） どちらでも可
2018年度50名（1
クラス編成）

　本講義は財務諸表の読解を通じて財務の視点を学ぶ学生を対象とする。決算書などの決算数値の
意味を理解することを通じて財務の視点を身につけることを目的としています。学生の興味を喚起する
よう財務の視点から名古屋発の魅力的な次世代を担う企業の事例紹介をお願いしたい。また学生が
自ら次世代ビジネスとなる企業を発掘する際の重要ポイントなどもご紹介いただきたい。これらの実践
的な視点を学ぶことを通じて、大学の授業の重要性を改めて認識して学生の学習へのモチベーション
を高めることを目的とするものです。

2022-44 継続 2021－78 無
シンクタンク、コンサルティ
ング

2027年名古屋はどう変わるのか
（リニア中央新幹線開通のインパ
クトとは）

中部圏経済に大きな変化をもたらす要因や契機を理解する 総合ビジネス基礎（経営学部学科共通専門科目、1年次配当） どちらでも可
2019年度150名
（2クラス編成）

リニア中央新幹線の開通（2027予定）以前に、ジブリパークの開園（2022)、アジアオリンピック開催
（2026）、など地域社会における活性化要因が期待される愛知県を中心とする中部圏は、今後どのよう
な変化をしていくのか、人口動態や産業構造に大きな変動はないのか、ビッグイベントのインパクトは
どのようなものなのか、企業の投資先はどこへ向かうのかなど、マクロ的視点で中部圏の近未来トレン
ドを読み解く講義を期待したい。都市開発や不動産、観光サービスといった特定産業ではなく、シンクタ
ンクやコンサルティングなど、俯瞰的かつ産業界を横断的に分析研究されている実務家を擁する企業・
団体からの派遣を希望します。

2022-45 継続 2021－79 無
中部地域の主要メディア事
業者

東海地区における主要メディアの
デジタルシフト

インターネット時代におけるローカルメディアの役割と機能を
理解する

情報メディア論（経営学部学科地域ビジネス学科専門科目、2年次配
当）

どちらでも可
2019年度160名
（1クラス編成）

日本の広告費におけるメディア支出の推移を見ると、インターネット媒体がテレビ広告費を抜いてトップ
になる日が近い現状において、中部地区の主要メディアは、デジタル化にどう対応し、その情報発信力
を強化しようとしているのか？ローカルメディアのデジタルシフトの現状、課題、方向性について、収益
モデル、注力するコンテンツ、最新映像技術への取組、他産業との連携や、視聴者とのコンテンツ共創
などについて、地域のメディアの動向を学ぶことで、学生のメディア・リテラシーを高めてゆくことを狙い
たい。

2022-46 継続 2021－80 無
中部地域の映像等制作ビ
ジネス、興業ビジネス、ス
ポーツクラブ事業者など

名古屋発アニメーションやエンタ
メ・興業ビジネスは成長するのか

中部経済圏におけるソフトビジネス、スポーツビジネスの可
能性を理解する

コンテンツビジネス論（経営学部学科地域ビジネス学科専門科目、2
年次配当）

どちらでも可
2018年度100名
（1クラス編成）

中部圏におけるソフトビジネス、とりわけアニメやゲームなどの映像制作やプログラム制作のプレゼン
スは首都圏に比べて低い。わが国における3大都市圏として、ソフトビジネス産業の成長は、都市の文
化的魅力形成に欠かせないだけでなく、海外市場向け輸出品目として、またインバウンドの来日目的と
しての役割も重要である。中部圏におけるコンテンツ開発を中心とした知財ビジネスの現状と課題は何
か。今後どのように推移してゆくのか。また、都市のイメージ形成の一躍を担うスポーツクラブのビジネ
スに対し、地域企業はどう支援してゆくべきか。講義を通じて、産学連携、人材育成などの視点獲得を
目指したい。

②就職ガイダンス

③社会・経済・業界の動向、時宜に沿ったテーマ
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2022-26 新規 ― ― 不問 デザイン・シンキングなど ビジネスに必要な基本的スキルを習得させる。
デザイン・シンキングなど、ビジネスに必要な基本的スキルについて
解説し、その具体的な活用方法を習得させる。

対面授業（または
オンライン授業）

10～15名程度

2022-27 継続 2021－27 無 不問
経営と会計に関わるPBL(課題解
決型学習)

学生に会計の知識を使って課題解決能力を身につけさせ
る。

企業が抱える経営課題など，企業から頂いたテーマ（経営のための会
計に関連するテーマ）と情報に基づいて，学生に調査させ，議論させ
る。問題解決策等を企業に提案し，評価をいただくことを考える。

対面ミーティングが
困難な場合にはオ
ンラインミーティン
グをお願いしたい。

10名
地域における産学連携活動を推進するために，演習科目の課外活動のプロジェクトとして実施できれ
ばと考えております。

2022-28 継続 2021－30 有
経営企画部門などにて，中
期経営計画の策定や予算
編成に関わっている方

経営計画の策定と予算編成に関
わる仕事のやりがい

学生に管理会計の実践に対して興味を抱かせる。
・企業紹介
・管理会計が経営にどのように役立っているのか，実務でのご経験に
もとづいてお話を頂戴したい。

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。

約20～80名 経営のための会計について学ぶことの意義を，学生へのメッセージとして頂戴できればと思います。

2022-29 継続 2021－50 無 不問

ひと，もの，かね，情報等，ものづ
くりにおける各種の管理（品質管
理，生産管理，設備管理，在庫管
理，原価管理，財務管理，人事管
理，労務管理など） に関する実際
の理解（ものづくりマネジメント）

理論的内容に加えて，実際的内容の理解に基づく，知識の
応用・展開

講義のテーマに関して，企業・社会の実践例を中心に，実際の施策，
制度，活動等を紹介・解説．

感染症等の状況次
第でオンライン授
業をお願いする可
能性あり

学部3年 50名程
度

2022-30 継続 2021－51 無 不問
創造的な問題解決過程の理解と
応用（問題解決論）

理論的内容に加えて，実際的内容の理解に基づく，知識の
応用・展開

講義のテーマに関して，企業・社会の実践例を中心に，実際の施策，
制度，活動等を紹介・解説．

感染症等の状況次
第でオンライン授
業をお願いする可
能性あり

学部3年 50名程
度

2022-31 継続 2021－52 有 不問
 人事労務管理の要点理解（人事
労務管理）

理論的内容に加えて，実際的内容の理解に基づく，知識の
応用・展開

講義のテーマに関して，企業・社会の実践例を中心に，実際の施策，
制度，活動等を紹介・解説．

感染症等の状況次
第でオンライン授
業をお願いする可
能性あり

学部3年 50名程
度

2022-32 継続 2021－53 無 不問
組織における集団・従業員の心
理・行動理解（組織行動論・産業
組織心理学）

理論的内容に加えて，実際的内容の理解に基づく，知識の
応用・展開

講義のテーマに関して，企業・社会の実践例を中心に，実際の施策，
制度，活動等を紹介・解説．

感染症等の状況次
第でオンライン授
業をお願いする可
能性あり

学部3年 50名程
度

2022-33 継続 2021－54 無 不問

社会システムあるいはその下位
システム（ものづくり，経営に，産
業）に関する理解とマネジメント技
術（経営工学概論）

理論的内容に加えて，実際的内容の理解に基づく，知識の
応用・展開

講義のテーマに関して，企業・社会の実践例を中心に，実際の施策，
制度，活動等を紹介・解説．

感染症等の状況次
第でオンライン授
業をお願いする可
能性あり

学部3年 50名程
度

2022-34 継続 2021－57 無
中部地区に本拠地を置く企
業または、海外進出企業

原価計算の理論は実際はどのよ
うに役立つのか？

現場で実際に行うコスト管理の取組みを理解すること 原価計算論（経営学部地域ビジネス学科専門科目２年次配当） どちらでも可
2019年度80名（1
クラス編成）

　本講義は企業の原価計算の基礎を学ぶ学生が対象です。理論を理解するうえで興味を喚起するよう
な実際の現場でのコスト管理の取組みや実際の課題点等の事例紹介をお願いしたい。このことを通じ
て、授業の重要性を改めて認識して学習へのモチベーションを高めることを目的とするものです。

2022-35 継続 2021－58 無

メーカーのマーケティング
企画担当者
サービス業のマーケティン
グ担当者

企画立案・「ここが大事」なポイン
ト

企画の立案・実施・結果の判断という一連の流れを学ぶ 企業におけるマーケティング企画の立案と具体的な進め方 どちらでも可 80名くらい
・具体的な商品、サービスの事例に基づき、誰が、どう構想し、会社に提案し、実現させていったのかと
いうリアルなお話しをお伺い致したいと思います。

2022-36 継続 2021－60 有
中部地区に本拠地を置く多
国籍企業または、海外進出
企業

グローバルビジネスを牽引する人
間力育成

グローバル時代のビジネスリーダーシップとは何か
グローバルビジネス・リーダーシップ（経営学部学科国際ビジネス学科
専門科目、3年次配当）

どちらでも可
2019年度10名（1
クラス編成）

東京一極集中の是正、中部経済圏の伸長には、グローバル化への対応、特に多国籍企業の誘致や、
地域企業の海外事業展開が欠かせない。インフラ整備のみならず、人材育成においても、外国人労働
者の域内流入の増加への対応や、海外とのビジネスに貢献できる人材育成は喫緊の課題である。本
学では語学のみならず、多文化理解をベースにビジネス慣習の違いを理解することが不可欠であると
捉えているが、実際の企業現場では、どのような人材育成・教育を日本人及び他国籍人材にたいして
行っているのか。キャリア形成の視点・視座をケース事例ももとに獲得したい。また、そうした人材育成
を担当する部署の方の課題認識、重点取組を理解する機会としたい。

2022-37 継続 2021－70 無 不問
簡単に儲かるビジネスはあるの
か？

ビジネス全般についての理解を通し、怪しい勧誘・甘い儲け
話に陥ることなく、他人に迷惑をかけず、有意義な学生生活
をおくることができる

マルチレベルマーケティングを装う詐欺ビジネスや、投資詐欺などの
実例を通し、逆に、社会のためになるビジネスのあり方などを学ぶ

どちらでも可 150名 想定する科目：基礎演習・総合演習（１・２年生／全学共通科目）

④企業実務（制度・財務・ビジネススキル等）
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2022-38 継続 2021－71 無 不問
ビジネスプランコンテストで勝つ方
法

企業（企業人）の視点を理解し、効果的なプレゼンテーション
を行うことができる

起業、新規事業創出などの実例もとに、そのプロセスを講義する。プ
レゼンテーションなど、学生がビジネスプランコンテストで入賞するた
めのノウハウを学ぶ

どちらでも可 150名 想定する科目：基礎演習・総合演習（１・２年生／全学共通科目）

2022-39 継続 2021－72 無 不問 ビジネス実践力を身につける
社会人基礎力などのビジネス実践力を理解する。実際にビ
ジネスコンテスト等の体験にチャレンジすることについて計画
し、意思決定することができる

１回の授業で完結するPBLや、簡易なビジネスコンテストを行う どちらでも可
40名（２～３クラ
ス）

想定する科目：ビジネス実務演習（１・２年生／専門科目）

2022-47 継続 2021－23 有

熱機器の研究・開発に携わ
る方であれば特に問わな
い．ただし経験を語ってい
ただく関係上，相当年数の
就業実績は必要．

熱機器の開発に関わる諸問題
（話題提供）

熱機器の開発において現場での苦悩や工夫について情報共
有いただき，学生に実際の開発でどのような基礎知識を活用
するのかを効果的に伝える

B3開講科目「応用熱工学」での特別講義１コマ分を想定（テーマは自
由）

断りのない限り対
面講義（ただしコロ
ナ感染症対策によ
り対面禁止となった
場合はオンデマン
ド講義対応が可能
なことが望ましい）

120~140程度（B3
学年）

応用熱工学では，前半１０単元分はオムニバス形式での座学（熱エネルギー利用，熱エネルギーへの
変換，計測技術など）を提供し，後半の３～４単元分を外部講師による特別講義としており，毎年，起業
あるいは大学より外部講師を招いて実施しています．
これまでの特別講義の実績として，バイオマスエネルギー活用，ガスタービン設計，人工衛星の熱設
計，究極のエンジン開発，ガス給湯器の仕組み，火災防止，音響エネルギー活用，水素爆発，水素活
用など，話題は多岐にわたり，特別何か特化するような授業設計にはしておりませんが，唯一気にして
いることは，当該年度で同じ話題が重ならないような講師選定をしている点のみです．これまでは，授
業担当者である中村が知り合いに声掛けして講師依頼をしてきましたが，もし本講義の趣旨に賛同い
ただき，ご協力いただけるのであれば大変幸いです．

2022-48 継続 2021－41 無
自動車，精密機器，半導
体，医療機器

MEMSや医療機器の製品開発に
ついて

学生に対して，MEMSや医療機器開発における最先端方法
論を学んでもらう

①基礎研究以降の製品開発，②商品化，③シーズとマーケットのニー
ズをつなぐという大学では説明が難しい部分をご説明して頂けるとあ
りがたい

断りのない限り対
面．ただしコロナ感
染症対策により対
面禁止になった場
合はオンデマンド
対応を希望する

20-50名程度

大学では基礎的な研究面に強みがあり，基本的な原理を構築することが得意である．一方，昨今で
は，社会に新しい価値を提示し，新たな産業を創出することも，大学の役割として求められている．ここ
では基礎研究以降の企業での製品開発と商品化，さらには技術シーズをマーケットのニーズとつなぐ
部分を説明して頂くことで，大学においてイノベーションを起こすことが可能な人材を増やすことを狙い
としている．

2022-49 継続 2021－42 無 クラウドコンピューティング 実際のデーターセンターの運用事例の話 クラウドコンピューティングの現場の話を聞かせる

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義での実
施を希望します。

20名

2022-50 継続 2021－43 無
対個人もしくは対企業に
ネットワークサービスを提
供している企業の方

ネットワーク，性能評価，待ち行
列理論，トラヒック理論，ネット
ワーク運用，SLA

情報ネットワークの性能評価手法の基礎を学ぶ
ネットワークサービス提供者の立場で，性能をどう考え，どう運用管理
しているか，実情を90分程度でお話しいただきたい

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義での実
施を希望します。

博士前期課程
30名程度

実際のネットワークサービス運用現場での性能評価／管理の実態を学生に伝えられる方をお願いした
い．また，顧客がどのような性能をネットワークに期待／要求してきていて，それにどう応えているか，
といった話もありがたい．

2022-51 継続 2021－44 無
ハードウェア（プロセッサ）
設計・開発

プロセッサ設計，システム設計 近代的プロセッサ設計方式の詳細について学ぶ
プロセッサ自体の設計開発，またはプロセッサ性能の活用（並列処理
チューニング等）を踏まえたシステム設計開発に関する内容

状況により対面あ
るいはオンライン授
業での実施

博士前期課程
10名

2022-52 継続 2021－45 無 真空関連メーカー
真空ポンプ、圧力計など、真空技
術一般

真空技術について理解を深める
第１回　固体清浄表面の特性、第２～３回　流量とコンダクタンス、第４
～５回　物理吸着と化学吸着、第６～７回　真空排気装置と真空計、
第８回　期末試験

新型コロナウイル
スにより遠隔授業
となった場合は、パ
ワーポイントに音声
を録音するなどの
方法で作成した動
画の配信によるオ
ンライン授業を実
施します。

博士前期課程
80名

講義等の内容（プログラム）で、「第6～7回真空排気装置と真空計」の部分において、1回分の実践的
な講義を企業の技術者の方にお願いしたい。

2022-53 継続 2021－46 無

レーザー特性の理解，レーザー
の動作原理の理解，レーザーの
制御方法の理解，レーザー応用
技術の理解

レーザーの発振原理と特徴を理解し、先端計測技術並びに
加工技術への応用に際して、どのように利用されているのか
を理解し、説明できることを目的とする。

 １　イントロダクション　-産業におけるレーザー光の重要性‐ ２　レー
ザーの性質 ３　レーザーの発振原理 ４　レーザー媒質 ５　光制御技
術 ６　レーザーの出力特性および評価技術 ７　レーザー応用技術 ８
最近の話題

講義開講時期の状
況に応じ、対面もし
くは、オンラインの
授業を希望する。

10－20名 レーザー加工、レーザー計測などのレーザー応用技術について、実際にこれらの技術を用いている技
術者による実践的な講義（1-3回）を希望いたします。

2022-54 継続 2021－47 無
先進的なシステム開発に
携わる方

自然言語処理、音声認識、話者
認証、音声合成、音声強証、機械
翻訳、テキスト解析等の音声・自
然言語処理技術

人にやさしい情報社会を実現するための要素技術とその応
用を知る

システムの構築例、運用例などをお話し頂きたい。
状況により対面あ
るいはオンライン授
業

博士前期課程（1
年生）　20名あま
り

⑤技術開発の方法、専門知識
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2022-55 継続 2021－48 有
建築設計、建築パース制
作、写真編集、レイアウトデ
ザイン

CAD・CG・図面制作・モデリング・
写真などの編集技術

建築設計におけるコンピュータの利活用の技術を習得する
工学部社会工学科建築・デザイン分野の2年次において建築設計の
コンピュータの利活用について講義・演習を行う

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義での実
施を希望します。

学部生　70名
建築設計においては、年々、最新のソフトウエアの利活用、3Dプリンタやレーザーカッターなどの利活
用が多様化してきている。建築情報技術では、実社会でのコンピュータを利活用した建築設計の技術
を紹介いただける専門職の方に講義と演習をお願いできれば幸いです

2022-56 継続 2021－49 無

素材・電子機器・光学材料
／機器・計測器・化学・食
品などのものづくり企業で
薄膜化技術・ナノテクノロ
ジーに携わる研究者・技術
者

材料の薄膜化，ナノ構造化によっ
て産まれる新機能と関連プロセス
技術

受講生の，物質低次元化から新奇機能が産まれる理由，そ
の作製法と応用についての理解を深めること

①薄膜化・ナノテクノロジーの概要　②物質の低次元化で発現する現
象，そのアドバンテージ　③薄膜化・ナノ構造化技術　④最先端応用
技術の紹介と将来展望

状況により対面あ
るいはオンライン授
業での実施

博士前期課程
約20名

薄膜化・ナノテクノロジーの応用事例を受講生に理解してもらいたく，また進路検討の一助にもなればう
れしいと考えております。

2022-57 継続 2021－55 有
情報セキュリティに関わる
システムの企画開発経験
のある方

暗号理論、暗号応用システム、ブ
ロックチェーン、暗号化データ
ベース、電子認証方式、認証アル
ゴリズム、バイオメトリック

安全なCyber Physical Sysytem構築のための要素技術とそ
の応用を知る

セキュリティ技術の開発例、システムの構築例、運用例などをお話し
頂きたい。

基本的に対面授業
（状況によってオン
ライン授業に変更
可）

博士前期課程（１
年生）　30名余り

2022-58 継続 2021－56 無
固体酸化物形燃料電池の
材料開発に実際に携わっ
ている方

固体酸化物形燃料電池
新エネルギー材料のしくみを理解するとともにその応用例を
知る

最新の固体酸化物形燃料電池の構成、それに用いている材料の物
性、現状の問題点、その課題克服のためのアプローチ法等について
お話しいただきたい。

対面講義が実施で
きない場合はオン
ライン講義での実
施を希望します。

博士前期課程（1
年生）　20名余り

2022-59 継続 2021－61 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

電気設計製図
電気機器（産業用モータ／発電機）の設計を通じて、電気回
路、電磁気、材料力学、伝熱、流体、機械製図などの知識の
修得とその応用を学ぶ。

1週目 1.総説   2週目 2.規格･仕様書
3週目 3.電気材料  4週目 4.温度上昇
5週目 5.冷却方式  6週目 6.保護方式
7週目 7.誘導起電  8週目＜中間試験＞
9週目 8.巻線   10週目9.漏れリアクタンス
11週目10.磁気回路   12週目11.損失および効率
13週目12.使用および定格   14週目13.寸法の決定
15週目14.機械的設計   16週目≪定期試験≫

10名程度
教科書（例）　「電機設計概論　4版改訂」
著者名 電気学会 出版社 オーム社

2022-60 継続 2021－62 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

制御工学
フィードバック制御系の基礎事項を学習した後に、システム
の時間特性、制御系の設計法を習得し、さらに現代制御理
論の基本的な事項を学ぶ。

1週目　自動制御・ブロック線図
2週目　フィードバック制御系の基礎
3,4週目　伝達関数と基本要素
5週目　時間応答
6週目　周波数応答
7,8週目　安定性
9,10週目　フィードバック制御の特性（過渡特性と定常特性）
11,12週目　周波数領域での制御系の設計
13週目　システムの状態空間表現
14週目　可制御性と可観測性
15週目　時間領域での制御系設計
16週目　期末試験

10名程度

2022-61 継続 2021－63 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

電気機械工学２

パワー半導体デバイスを用いたスイッチングにより電力変
換・制御を行う技術であるパワーエレクトロニクスの基礎を理
解することを目標とする．まず，パワー半導体デバイスの種
類とそれらの基礎特性を学ぶ．次に，サイリスタコンバータ，
DC-DCコンバータおよびインバータ等の基本的な電力変換
回路の構成とスイッチングの制御手法について学ぶ．

1週目 パワーエレクトロニクス概論
2週目 ひずみ波形の電圧，電流，電力の取り扱い
3週目 パワー半導体デバイスの基礎特性(1)（ダイオード，サイリスタ，
GTO）
4週目 パワー半導体デバイスの基礎特性(2)（トランジスタ，パワー
MOSFET，IGBT）
5週目 スイッチングによる電力変換
6週目 スイッチングデバイスのオンオフと損失
7週目 単相ダイオードコンバータの原理と特性
8週目 中間試験
9週目 単相サイリスタコンバータの原理と特性
10週目 三相サイリスタコンバータの原理と特性
11週目 DC－DCコンバータの原理と特性Ⅰ（直流チョッパ）
12週目 DC－DCコンバータの原理と特性Ⅱ（スイッチングレギュレー
タ）
13週目 単相インバータの原理と特性
14週目 三相インバータの原理と特性
15週目 全体まとめ
16週目 期末試験

20名程度
教科書（例）　「新インターユニバーシティ パワーエレクトロニクス」 ISBN 978-4-274-20627-6
著者名 堀 孝正 出版社 オーム社 出版年 2008
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2022-62 継続 2021－64 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

電気機械工学１
１）電気機器の電磁誘導に基づく電気エネルギーと機械エネ
ルギーとの変換について学ぶ。
２）企業の研究開発事例について学ぶ。

第　１－１２週：１電気機器(種類)
２電磁エネルギー変換（磁気エネルギーとインダクタンス）、３電磁エ
ネルギー変換（交番磁界と回転磁界）
４直流電動機（構造と原理）、５直流電動機（特性について）
６変圧器（構造と原理）、７変圧器（特性について）
８誘導電動機（構造と原理）、９誘導電動機（特性について）
１０同期電動機（構造と原理）、１１同期電動機（特性について）
１２電気機器の歴史的変遷
第１３－１５週：企業の電気機器の研究開発事例について実用的観点
から学ぶ。
企業が直面する知的財産を踏まえた研究開発について学ぶ

１０名程度
教科書（例）　「インターユニバーシティ　電気機器学」 ISBN 978-4274132056
著者名 松井　信行 出版社 オーム社 出版年 2000

2022-63 継続 2021－65 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

信頼性工学
信頼性工学の基礎からはじめて機器やシステムの信頼性・
保全性を解析する方法および信頼性・保全性を向上させるた
めの設計方法を学ぶ．

授業の目標
信頼性工学の基礎からはじめて機器やシステムの信頼性・保全性を
解析する方法および信頼性・保全性を向上させるための設計方法を
学ぶ．
 授業の内容
1週目　信頼性とは（歴史，意義，目的，用語）
2週目　信頼性の基礎数理（信頼度，不信頼度，故障率，故障時間，
故障数の分布）
3週目　信頼性解析（直列，並列システム，多数決，待機冗長システ
ム）
4週目　一般システムの信頼性解析（構造関数と信頼度）
5週目　保全性とアベイラビリティ（保全度，修繕率）
6週目　保全システム（直列，並列システム並列，待機冗長システム）
7週目　故障モードの同定（故障モード致命度分析，故障木）、ヒューマ
ンエラー
8週目　総括、定期試験

20名程度
参考書，教科書の例
(1)  システム信頼性工学   室津　義定　他 出版社 共立出版 出版年 1996
 (2) ヒューマンエラー  J.リーソン著，林　喜男　訳 出版社 海文堂 出版年 1994

2022-64 継続 2021－66 無
電気主任技術者の資格取
得に必要な科目．

電気法規

エネルギー使用の中枢をなす電気について、環境保全、安
定供給など時代要請にどのように応えていくべきか。また近
年の規制改革、自己責任の流れを受けた電気関係法規につ
いて、事業及び保安規制概要を学ぶ。

１週目　電気関係法規の大要と電気事業
２週目　電気事業法（事業規制）
３週目　電気事業法（保安規制）
４週目　電気事業法（保安規制）
５週目　電気工事士法　　電気工事業法　　電気用品安全法　　電気
に関する標準規格
６週目　電気設備に関する技術基準
７週目　電気設備に関する技術基準　　電気施設管理
８週目　総括、定期試験

20名程度 教科書（例）　「電気法規と電気施設管理」（平成28年度版　） 竹野正二著　東京電機大学出版局

2022-76 新規 ― ― エンジニア
企業における情報系システムの
開発について

企業における情報系システムの開発の様子を知ってもらい、
大学において習得すべき知識・スキルを再確認する機会を
つくる。

企業において情報系システムを開発する際の、組織体制や役割分
担、マネジメント、設計・開発・テストの様子など、紹介していただく

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。

約50名
情報系の先端的なシステム（例えばAIなど）に関する開発の事例があるとよい。また、この分野が今後
どのように変わっていくか、企業側からの視点で講義いただきたい。

2022-77 継続 2021－04 無

科目名「キャリア実践」
当該企業の使命、業界の状況や
取り巻く社会情勢などに触れなが
ら、企業としての課題や重視する
取り組みについてお話いただく。

産学協同授業として、1，2年生を対象に、企業が取り組む「リ
アルな課題」を学生に提示して「社員」という意識で取り組ま
せる。授業を通じて社会に出る上で必要な主体性、知識、能
力、論理的思考、コミュニケーション能力を鍛える。

3回ご出講いただきたく存じます。1回目は講義（会社の紹介、使命、
業界を取り巻く状況、社会情勢、現在の課題、学生たちへの課題提示
等）。2回目と3回目は、課題に対する学生たちのプレゼン、その評価、
指導をお願いします。

対面を予定（ただ
し、感染拡大状況
によってはオンライ
ン）

40～45名程度。
できれば1社2名の講師陣でお願いします。業種、属性など特に指定はありません。BtoBでもBtoCでも
OKです。

2022-78 継続 2021－74 無 不問 地域ビジネスを立ち上げる 産学協働による新規事業創出をめざす
地域ビジネスを立ち上げるためのPBL型授業を基盤にし、産学協働に
よる新規事業創出につながる学修を行う

どちらでも可 15～30名程度
想定する科目：専門プロジェクト、東邦プロジェクト、インターンシップC（３年生・1か月程度）

※短期・長期のインターンシップとの組み合わせも考えられる

2022-79 継続 2021－75 無 不問 地域企業の課題を解決する 産学協働による企業の実課題解決をめざす
地域企業の課題を解決するためのPBL型授業を基盤にし、産学協働
による企業の実課題解決につながる学修を行う

どちらでも可 15～30名程度
想定する科目：専門プロジェクト、東邦プロジェクト、インターンシップC（３年生・1か月程度）

※短期・長期のインターンシップとの組み合わせも考えられる

⑥課題解決型講義(PBL)
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新規
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度

該当No

前年の
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供有無

希望する講師の業種・属性等 テーマ 講義等の目的・狙い 内容 講義形式 受講予定学生数 その他

⑥会社・工場見学、企業紹介

2022-64 新規 ― ―
経営企画・教育・人事・採
用担当者、もしくは、ご経験
者

2年生対象　就職ガイダンス
「IT化による仕事の仕方の変化に
ついて」

IT化が進み、テレワークなど仕事の仕方にも変化が出てき
た。今後、社会経済が向かおうとしている未来は、どういった
ものなのかを知り、これからの未来に対しての、今の自分自
身の思考と行動を振り返る切っ掛けにして欲しい。

具体的に社内におけるIT化の取り組みや、ＩＴ化された仕事内容の紹
介、IT化によって働き方の改革がどのように今後進むかなど。そして
若者は、今、何から始めるべきなのかを講話いただく。

オンデマンド 200名
日本経済が日本という狭い社会だけで成立することが難しい現状を知り、これから加速していくグロー
バル社会に対応できる人材になるには、どうしたらよいのかの多くのヒントを学んでほしい。

2022-65 新規 ― ―
植物工場の現場や運営に
詳しい方

静岡県の植物工場を知る

近年、静岡県内には植物工場が多く稼働してきている。植物
工場における栽培技術や光や温度・空調調節のためのエネ
ルギー管理などについて紹介をお願いしたい。理学研究が
社会で役立っている場を学生たちが知る機会を持てたらと思
う。

植物工場における稼働条件の検討から、資材や電力の調達、実際の
運営までの一連の流れを紹介する

対面授業希望だ
が、オンラインでも
可

学部２年生 30名
程度

2022-66 新規 ― ― 新エネルギー工学

我々が必要とするエネルギー種の理解のもと，カーボン
ニュートラル社会の実現に向け，多様な新エネルギー源とそ
の利用方法や問題点について学ぶ。再生可能エネルギー，
バイオマス，新燃料，水素などの新エネルギー等を利用した
電気エネルギーや熱エネルギーの創生，貯蔵や有効利用シ
ステムについて学ぶ。

１．新エネルギーの概要
２．再生可能エネルギーの現状
３．需要家における再生可能エネルギー等の最適利用
４．再生可能エネルギー等の系統連系における技術的要件
５．都市ガスおよび熱エネルギー利用技術
６．水素エネルギーと燃料電池技術
７．新エネルギーとスマートグリッド技術（予測，系統制御）＜特にここ
を希望＞
８．総括

断りのない限り対
面形式。ただしコロ
ナ感染症対策によ
り対面禁止になっ
た場合はオンデマ
ンド対応を希望す
る。

50名程度

2022-67 継続 2021－17 無
輸送機械工業（・可能であ
れば講師は文系出身の
方）

「自動車産業、業界の動向」（「社
会フィールドワーク」における１講
義として）

・日本の自動車産業がどのような様相を呈しているのかを概
観する。・文系学生はモノづくりを売上高など業績で計る傾向
にあるが、その業績が当該企業のどのような取り組みによる
ものなのかを可視化して頂き、受講者の理解も深める。ま
た、これらの取り組みを担うは、技術系人材だけではなく文
系人材であることも理解させる。

・企業紹介
・日本の自動車産業について（世界の動向も踏まえて頂けると一層、
ありがたいです）

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。

約20名

2022-68 継続 2021－18 無 輸送機械工業

・企業紹介、自動車産業における
同社の位置付けについて
・工場見学（「フィールドワーク」に
おける講義として）

・自動車産業が多層なプレイヤー企業から織りなる産業であ
ることを理解する
・受講者は文系学生だが、製造業企業でも文系出身者が活
躍する場が多くあることを実感する

・企業紹介
・工場見学

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業を希望。工
場見学が対応不可
の場合は、工場見
学を除く形でご対
応頂きたい。

約20名

2022-69 継続 2021－19 有 地域金融機関
「中小企業と金融」（「中小企業政
策論」における１講義として）

・中小企業の活力を向上する担い手として地域金融機関の
存在がある。「政策」は行政が講じる支援がメインだが、金融
機関など多くのサポートがあり、中小企業経営が成り立って
いることの理解を深める。・将来、金融機関を志す受講生に、
地元中小企業とのかかわり方の一例をお伝え頂く

・地域金融機関による中小企業支援について

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。

約200名

2022-70 継続 2021－20 無
輸送機械工業、情報サー
ビス業、通信業、電気機械
工業、その他製造業

・企業紹介、自動車産業における
同社の位置付けについて
・同社とCASE、MaaSの関り（新た
なモビリティ幕開け期における同
社の役割）
・（なされていれば）実証実験の場
の見学（「専門ゼミナール」におけ
るゼミ活動内にて（対象年次：２、
３年生）

・新たなモビリティ時代では、従来の自動車技術だけではな
く、電気電子産業、情報通信業など新たな分野からの参入が
期待されることを、講師の話から理解する
・学生の技術理解を深めさせることを重視するのではなく、今
後の産業が多種多様な業種で構成される「魅力」に気付き、
文系学生が今後の各種産業においてどのように活躍できる
のか、それを考えるきっかけを頂きたい

・企業紹介
・CASE、MaaSにおける同社の取り組み

対面授業が困難な
場合にはオンライ
ン授業での講師を
お願いしたい。工
場見学が対応不可
の場合は、工場見
学を除く形でご対
応頂きたい。

約20名

2022-71 継続 2021－81 無 新聞社、放送局
デジタル時代におけるマスコミ産
業とジャーナリズム

現代のマスコミが抱える問題について理解する
SNSなどにより様々な情報が錯綜する中で、マスメディアはどのような
役割を果たすべきか。特に、ジャーナリズムとしての課題は何か。

どちらでも可 80人くらい

昨今、マスメディアに対する批判的な声が大きくなっている。テレビ番組の質的低下、スマホ・タブレット
への移行、媒体接触状況の変化、動画配信サービスの隆盛、新聞のメディアとしてのパワーダウン、な
ど、マスメディアは大きな転換点を迎えている。ゼミの学生20人ほどに聞いたが、テレビを習慣的に観
ている学生は1～2人、新聞も同様の結果である。しかしながら、ネットフリックス、フールーなどの動画
配信サービスには会員登録して視聴を行っている。マスメディアは、そうはいっても「国民の知る権利」
を遂行する役割も有しており、それは民主主義の基本でもある。マスメディアとして、現在のメディア環
境をどう認識しているのか、何が課題で、どうしようとしているのかなどについてお話しいただきたい。

2022-72 継続 2021－82 有 業種不問
地元企業・工場見学　～仕事現
場に学ぶ～

仕事の現場を実際に見学することで、学生の就業意識を高
める。

企業紹介、職場（会社・工場等）見学、社員や卒業生との懇談、質疑
応答など

対面授業
約40～50名（対
象：短大1年生）

2022-73 継続 2021－83 有
家電リサイクル中間処理の
実務に携わっている経験豊
富な方

家電リサイクル中間処理工場の
見学・解説・質疑

3年生後期配当科目「資源循環工学」の中の、“家電リサイク
ル法”の回において、実際に中間処理工場を見学し、専門技
術者の説明を聴くことで理解を深め、環境分野の技術者とし
ての意識を向上させる。

家電リサイクル法の対象となっている4品目の中間処理工程を実際に
見学し、最先端のリサイクル技術を学ぶとともに、リサイクルシステム
が成立するための条件等について自ら考える。

対面授業 約30名

学生にとってわかりやすい授業を実施するには、具体的な事例を挙げて説明することが効果的であ
る。3年生後期配当科目の「資源循環工学」は、大別すると“廃棄物処理（リサイクル）”と“水処理”に内
容が分かれている。各々理論的・法的解説を行うとともに、現代の処理技術について説明している。処
理技術については、写真や動画などを受講生に見せて、よりわかりやすい授業を心がけている。しか
し、講義室内で実施する授業には限界がある。実際に処理工場を見学し技術を体感することができれ
ば、理解が深まり、資源を循環利用することの重要さについてより深く実感することが期待できる。その
経験は学生の“ゴミ”や“排水”に対する考え方に大きな影響を与えられるだろう。しかし、残念ながら90
分授業1回のみであるため、現実にその時間内で見学会を開催するためには、大学近辺での見学に限
られる。幸い、大同大学の近くには様々なリサイクル工場が操業されているため、その工場を見学させ
ていただくことができれば、時間的制約もクリアすることができる。

⑦会社・工場見学
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新規
継続
分類

2022年
度

該当No

前年の
講義提
供有無

希望する講師の業種・属性等 テーマ 講義等の目的・狙い 内容 講義形式 受講予定学生数 その他

2022-74 継続 2021－84 無 製造業
生産ライン見学・原価計算（原価
管理）担当者との懇談

コストマネジメントへの取り組みについて知ること。

・企業紹介
・生産ライン見学
・社員（原価計算・原価管理の担当者）との懇談
・質疑

生産ラインを見学さ
せて頂きたいの
で、
困難な場合には実
施を見送らせて頂く
可能性有。

20名程度
生産ラインを見学したのちに，原価をコントロールして利益を導くために，どのような取り組みをされて
いるのかについてお話を頂戴したい。

2022-75 継続 2021－85 無
製造業（特に指定はない
が、品質管理など化学の技
術が活かされている現場）

大学で学ぶ化学が実際の現場でどのように活かされている
かを知る

・企業紹介
・工場見学
・社員との懇談
・質疑

未定（状況が許せ
ば，対面授業）

20名程度

2022-80 継続 2021－69 無 不問 地域社会で働くマナー
実際にインターンシップ等の体験にチャレンジすることについ
て計画し、意思決定することができる

地域社会で働くうえでのマナー、コンプライアンス、これからの課題を
理解し、対人マナーのロープレ等を行う

どちらでも可 1クラス40名
想定する科目：キャリア体験／インターンシップ（２年生／全学共通科目）

※ワンデーインターンシップとの組み合わせが望ましい

2022-81 継続 2021－86 無 博士後期課程実務訓練 

大学院博士前期課程、後期課程で身につけた研究能力を、
企業、研究機関などで日常行われている研究、開発、設計な
どの実務を通して実践することにより、企業等での問題把握
方法、解決策の選択やアプローチの実際を知る。訓練指導
者あるいは担当者との密接な議論と実践を通じて，将来指導
的技術者となるために必要な人間性の陶治を図るとともに，
実践的な技術感覚を磨く．
博士号取得者は増加していますが，企業への就職は必ずし
も順調とは言えません．企業のニーズと博士号取得者の
シーズあるいは方向性の相違が問題視されています．そこ
で，博士取得者が社会のニーズに合致し社会に貢献できる
よう，博士後期課程の学生を企業における実務訓練に派遣
します．

基本的に，指導教員と受入れ先との間で訓練テーマに関する事前打
合せとマッチングが行われていることを前提とする．典型的には，所
属研究室と共同研究テーマのある企業が，学生を長期間受け入れて
研究開発活動に共同で従事することが想定されている．

・URL　http://www.tut.ac.jp/university/training.html
・本学では既に30年以上にわたり，4年次の実務訓練を実施してきている．課題解決型実務訓練や博
士後期課程実務訓練は，長期かつ高度なインターンシップ活動を可能にする枠組みである．
・これまでも多くの企業で受け入れて頂いているが，新規派遣先を随時開拓している．
・就職活動時に実務訓練派遣先を受験するものは多く，実際に入社に至る者も一定数いる．

2022-82 継続 2021－87 無 課題解決型実務訓練（海外）

学部から大学院博士前期課程に進学する学生を対象に，社
会との密接な接触を通じて，指導的な技術者として必要な人
間性の陶冶を図ることを目的に学部４年次で実施する2か月
の実務訓練に加え，4か月の期間にわたり企業・研究機関等
の専門分野が抱える課題の解決に引き続き取り組ませ，学
生に実践的な技術感覚を体得させ，実践的課題解決能力や
企画力，創造力を養成することを目的とします。
学生の海外就労を推進するため，特に【企業の海外拠点】に
おける長期インターンシップ先を求めています．海外での長
期実務経験を経た学生は，社会に出た後も海外勤務などの
即戦力として活躍が見込まれます。

本学の学部4年生は，12月までに卒業研究（論文執筆，発表会）を済
ませたあと，1～2月（7週間）企業等において実務訓練に従事する（必
修科目）．
「課題解決型実務訓練」では，1～２月の「実務訓練」に引き続き大学
院博士前期課程１年次の5月末まで，およそ5か月にわたって企業で
実務に従事して技術的課題の解決に取り組む．
基本的に，指導教員と受入れ先との間で訓練テーマに関する事前打
合せとマッチングが行われていることを前提とする．典型的には，所
属研究室と共同研究テーマのある企業が，学生を長期間受け入れて
研究開発活動に共同で従事することが想定されている．

多くの受け入れ
先に分散して配
属される．通常，
1か所１～4名程
度．

・技術者を目指す学生（工学部）に実際の現場を見せたい。
・できれば働いている社員の方と意見交換する時間を設けてもらい、最新技術の動向、研究に取り組
む姿勢などについて学ばせたい。

2022-83 継続 2021－88 無 課題解決型実務訓練

学部から大学院博士前期課程に進学する学生を対象に，社
会との密接な接触を通じて，指導的な技術者として必要な人
間性の陶冶を図ることを目的に学部４年次で実施する2か月
の実務訓練に加え，4か月の期間にわたり企業・研究機関等
の専門分野が抱える課題の解決に引き続き取り組ませ，学
生に実践的な技術感覚を体得させ，実践的課題解決能力や
企画力，創造力を養成することを目的とします。

本学の学部4年生は，12月までに卒業研究（論文執筆，発表会）を済
ませたあと，1～2月（7週間）企業等において実務訓練に従事する（必
修科目）．
「課題解決型実務訓練」では，1～２月の「実務訓練」に引き続き大学
院博士前期課程１年次の5月末まで，およそ5か月にわたって企業で
実務に従事して技術的課題の解決に取り組む．
基本的に，指導教員と受入れ先との間で訓練テーマに関する事前打
合せとマッチングが行われていることを前提とする．典型的には，所
属研究室と共同研究テーマのある企業が，学生を長期間受け入れて
研究開発活動に共同で従事することが想定されている．

多くの受け入れ
先に分散して配
属される．通常，
1か所１～4名程
度．

・URL　http://www.tut.ac.jp/university/training.html
・本学では既に30年以上にわたり，4年次の実務訓練を実施してきている．課題解決型実務訓練は，実
務訓練をさらに発展させ，長期かつ高度な活動を可能にする枠組みである．
・これまでも多くの企業で受け入れて頂いているが，新規派遣先を随時開拓している．
・派遣先募集は７～9月，学生の配属調整は10月，企業への派遣依頼は11月頃である．
・就職活動時に実務訓練派遣先を受験するものは多く，実際に入社に至る者も一定数いる．

2022-84 継続 2021－89 無 実務訓練

企業・官公庁等で実務に従事し
　　・業務遂行のためのコミュニケーション
　　・他の科目で習得した知識の活用法
　　・業務に関する実践的思考力（スケジュール計画と時間
管理、判断力、他）
　等を習得するとともに、それらの重要性を認識する。

本学の大学4年生は，12月までに卒業研究（論文執筆，発表会）を済
ませたあと，1～2月（7週間）企業等において実務訓練に従事する（必
修科目）．
本学の実務訓練の特徴は以下の通りである．
・卒業研究まで終わった4年生，すなわち新卒者相当の学生が履修す
る．
・就労体験を目的とした3日程度のインターンシップと異なり，7週間の
実務訓練では社員の指導のもと実務の一端を経験し担当することを
目的とする．
・実務訓練を履修することにより，自らの能力・経験と希望する職務と
のマッチングあるいはギャップを体得することができる．それを元に大
学院進学後の研究・学習活動を充実させ，さらに就職活動においても
自信をもって職種・職業を選ぶことができる．

多くの受け入れ
先に分散して配
属される．通常，
1か所１～4名程
度．

・URL　http://www.tut.ac.jp/university/training.html
・本学では既に30年以上にわたり，上記の方法で実務訓練を実施してきている．
・これまでも多くの企業で受け入れて頂いているが，新規派遣先を随時開拓している．
・派遣先募集は７～9月，学生の配属調整は10月，企業への派遣依頼は11月頃である．
・就職活動時に実務訓練派遣先を受験するものは多く，実際に入社に至る者も一定数いる．

⑧インターンシップ、企業内実習の受け入れ
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NO
新規
継続
分類

2022年
度

該当No

前年の
講義提
供有無

希望する講師の業種・属性等 テーマ 講義等の目的・狙い 内容 講義形式 受講予定学生数 その他

2022-85 継続 2021－68 無

外国人の採用を積極的に
行っている企業（オフィス
ワーク中心．製造現場など
での雇用は除く）で，採用・
人材に対する立場や理念
を説明できる方．CSR（企
業の社会的責任）に関わる
部署に勤務されているかが
望ましい．

職場における多文化共生

外国人の採用を積極的に行っている企業（オフィスワーク中
心）において，採用・人材に対しどのような立場や理念を持っ
ているか，国籍や文化の異なる社員同士が一緒に働く上で
気を使っている点やその工夫などをお話いただき，身近な多
文化共生について学び，考えるきっかけを与える．

春学期（4月初〜7月末　水曜日13:00〜14:30）期間中の1コマで1時間
程度の講演をしていただき，その後質疑応答10分，講演の感想レ
ポート作成20分．

対面授業希望だ
が、オンラインでも
可

150人（人文社会
学部1年生120
人，2〜4年生30
人）

2022-86 継続 2021－90 有

英語でこのようなことを対
応頂けると、留学生の参加
者が増えます（難しい場合
は、日本語でも構いませ
ん）。

社会人と学生が連携した課題解
決学習

社会人＆学生の交流会（ワークショップ）

ダイバーシティ化を推進する企業様の社員の方々に本学までお越し
頂き（或いは本学学生が企業様を訪問させて頂き）、学生とともに企業
様が直面していらっしゃるビジネス上の課題を共に考えるワークショッ
プの機会を作りたく思います。

オンライン授業、対
面授業が可能な状
況になれば対面授
業

約25名〜50名
英語でこのようなことを対応頂けると、留学生の参加者が増えます（難しい場合は、日本語でも構いま
せん）。

2022-87 継続 2021－91 無 留学生インターンシップ 留学生に特化したインターンシップの実施

留学生を対象としたインターンシップの機会を頂ければ幸いです。本
学の留学生は、日本語検定能力試験２級以上は保有しており、日本
語でのコミュニケーションは概ね慣れています。ただ、就職を検討する
際に、どうしても就業経験の乏しさから、「働く」ことを具体的にイメージ
できない傾向が強く、是非多くの中部圏企業様より2週間程度（願わく
ば１ヶ月以上）のインターンシップの機会を頂ければ幸いです。また、
日本人学生が海外留学終了後に、そのまま海外に残り現地でイン
ターンシップを行なうことを希望するケースがございます。そのような
学生にインターンシップの機会を提供頂ける企業様がもしいらっしゃ
れば、是非ご連絡頂ければ幸いです。

オンライン、対面が
可能な状況になれ
ば対面

※実施時期によ
り受講予定者数
は変わります
が、対象学生とし
ては30名〜80名
程度になります。

１日のみ実施するインターンシップが最近増えておりますが、留学生には企業活動や「働く」ことへの理
解を深めるには時間が足りないようです。そのため、長期でのインターンシップの機会を、多くの企業
様より頂戴できれば有難く思います。

2022-88 継続 2021－92 無 留学生採用企業情報の公開
留学生を積極的に採用している優良企業の情報を提供し、
留学生のキャリア選択の視野を広げる

留学生が就職活動を実施する上で、いわゆる大企業への志向が強す
ぎるあまり、中小企業でも優良企業と呼べる企業に関心が及ばない傾
向があります。そのため中経連加入企業様で、留学生を積極的に募
集している企業のリストを取りまとめて頂いたり、学生（留学生に限ら
ず）に対し、優良企業の調べ方・見極め方を指導頂ける出張講座等の
機会を頂ければ、大変有り難く思います。

※実施時期によ
り受講予定者数
は変わります
が、対象学生とし
ては30名〜80名
程度になります。

⑨外国人材の活躍支援

10／10


