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個人情報の保護 

 申込にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報については履修生の管

理業務、および本プログラムに付随する業務を行うためのみに、名古屋大学で使用します。 

 また、本プログラムの講義提供大学（広島大学、静岡大学、愛媛大学、南山大学）の科

目を受講される場合は、円滑な講義進行のために、連携大学担当者と共有します。ただし、

連携大学の科目を受講される場合に限ります。また、取得した個人情報は適切に管理し、

使用目的以外には使用しません。 

 文部科学省から成果調査として、受講者の情報を提供するよう依頼があった場合は、文

部科学省に情報を提供します。 

 本プログラムの個人情報取扱指針の詳細は、Webにて開示しております。Webをご覧くだ

さい。 

https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/NEP/policy/privacy.html 

 

上の QRコードからもアクセスいただけます。 



           

 

 

2 

組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラム 

                 名古屋大学車載組込みシステムコース履修生募集要項 

1．履修証明プログラムについて 

 大学においては、これまでにも科目履修生制度や公開講座等を利用して、その教育研究

成果を社会へ提供する取り組みが行われてきました。大学では、さらに積極的な社会貢献

を促進するため、社会人等の学生以外の者を対象とした、一定のまとまりをもつ学習プロ

グラムを「履修証明プログラム」として開設しています。修了者に対しては、学校教育法

にもとづく履修証明書を交付します。履修証明プログラムは、社会人等の多様なニーズに

応じた、様々な分野の学習機会を研究教育機関である大学が提供するための取り組みです。 

 本募集要項に掲載する履修証明プログラムでは、名古屋大学の単位は認定されません。

また、名古屋大学大学院情報学研究科の科目等履修生としての受け入れとも異なります。 

 履修証明プログラムに関連する法令につきましては、本募集要項の附録をご覧ください。 

 

2．プログラムの名称 

 本募集要項に記載する履修証明プログラムの名称は、次のとおりです。 

・名古屋大学車載組込みシステムコース 

 以降「本プログラム」と記載します。 

 

3．本プログラムについて 

 名古屋大学大学院情報学研究科では、車載組込みシステムの研究開発、教育について世

界水準の業績を出してきました。昨今の自動車産業は技術革新の潮流の直中にあり、確か

な知見や技術はもちろんのこと、新しい知見や技術を柔軟に用いて、課題を解決できる人

材が、産業界で求められています。本プログラムでは、そのような需要に応えるために、

これからの時代に求められる、技術展開力を持つ車載組込みシステム技術者の育成をねら

います。 

 本プログラムは、文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」採択

事業として、名古屋大学が代表大学となって実施する「組込みシステム技術者のための技

術展開力育成プログラム」の一環として実施するものです。 
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4．本プログラムの概要 

 本プログラムでは、まとまりのあるカリキュラムにもとづいて、これからの車載組込み

システム開発に求められる知識や技術を学びます。総履修時間は 120時間以上です。また、

144時間を上限として、興味関心のある科目を履修することができます。 

本プログラムの科目は、「基盤科目」、「先端科目」、「技術展開力科目」の 3カテゴリで構

成されています（表 1）。 

 

表 1．本プログラムの科目カテゴリ 

カテゴリ名 概要 

基盤科目 

組込みシステムおよびその周辺領域に関する基盤知識と、それを実践す

るための知識や技術を扱う科目です。ソフトウェア工学と情報科学に関

する基礎的な知識と関連技術について、実践的な知識や技術を身につけ

ます。 

先端科目 

組込みシステムに関する先端知識とそれを実践するための知識や技術

を扱う科目です。最先端の技術やその動向についての知識と応用的な知

識や技術を身につけます。 

技術展開力科目 

既存技術を客観的に評価して、学術的背景をもつ技術を開発現場に展開

する能力を磨きます。本プログラムで学ぶ基盤科目や先端科目の知識や

技術を、課題解決のために開発現場で実践するための力を身につけま

す。 

 

各カテゴリに含まれる科目の標準受講時間帯は、09：30から 17：00です。一部、夜間開

講科目や、enPiT-Pro Emb連携大学提供による科目は開始時間と終了時間が異なるものもあ

ります。詳しくは、シラバスをご覧ください。 

 

 また、本プログラムではカテゴリごとに規定時間数（5．修了要件に記載）の履修をして、

受講時間の合計を 120時間以上とすることが、履修証明の条件です。 

 講義や演習は、名古屋大学の演習室を主会場とするほか、一部科目を遠隔配信によって

行います。社会人でも受講しやすいように、科目の開講頻度を高くするとともに、週末に

も開講するなど、様々な開講形態を用意しています（表 2）。 
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表 2．本プログラムの開講形態 

開講形態 概要 

平日昼間 名古屋大学の演習室で、平日の 9時から 17時の間に受講。  

平日夜間 

名古屋大学の演習室で、平日の 18 時 30 分から 20 時 30 分，または 19

時から 21 時の間に受講する方法です。ひとつの科目を数回に分けて、

夜間に受講。 

土日 
名古屋大学の演習室で、土曜日または日曜日の 9 時から 17 時の間に受

講。 

遠隔 

東京都内の会場にて、名古屋大学からの講義配信で受講。ただし、すべ

ての科目を遠隔配信するものではなく、平成 30 年度については、名古

屋大学での開講が中心です。 

 

5．履修期間 

最初の科目を履修した日付から起算して 1 年間（ただし、最長 2 年間までの履修を認め

ます）。 

 

6．修了要件 

 本プログラムを修了するためには、基盤科目、先端科目、技術展開力科目の各カテゴリ

について、最小履修時間数を設けています（表 3）。最小履修時間数の他、興味関心に応じ

て、様々な科目を履修して、合計履修時間数が 120 時間に達した場合、修了することがで

きます。 

表 3．各カテゴリの最小履修時間数 

カテゴリ 時間数 備考 

基盤科目 24時間  
ただし、基盤科目の最小履修時間数は、先端科目を履修する前提

条件としない。 

先端科目 48時間 － 

技術展開

力科目 
12時間 

ただし、基盤科目と先端科目の最小履修時間条件を満たし、かつ、

合計 108時間の履修時間がある者，および同一年度内に 108時間

の履修時間が見込まれる者のみ履修可能。 

 

7．募集人員 

10 名 
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8．申込条件 

組込みシステム開発に関連する産業に従業する者で、次のいずれかに該当する者。 

① 大学を卒業した者 

② 学校教育法第 104条第 4項第 1号の規定により学士の学位を授与された者 

③ 外国において学校教育における 16年の課程を修了した者 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者 

⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年

の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号） 

⑧ 平成 30年 3月末日までに大学に 3年以上在学し、本研究科が、所定の単位を優れた成

績をもって修得したものと認めた者（ただし、上記資格①該当者及び高等専門学校等

からの編入学者は除く） 

(注) 申込資格⑧により出願するものは、申込前に問い合わせること。 

⑨ 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、平成 30年 3月末日までに 22歳に達する者 

(注) 申込資格⑨により出願するものは、申込前に問い合わせること。 
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9．申込手続 

(1) 申込方法 

 Webの申込みフォームからお申込みください。 

 

https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/enpit-pro-emb/ 

 

上の QRコードからもアクセスいただけます。 

 

履歴書の原本は、初回来学時に提出いただきます。 

個人でのお申込みの場合、卒業証明書または修了証を別送いただきます。 

 

(2) 申込期間 

前期：平成 30年 03月 23日（金）〜 平成 30年 05月 10日(木)【厳守】 

後期：平成 30年 08月 01日（水）〜 平成 30年 09月 28日(金)【厳守】 

 

10．受講料 

(1) 請求書 

申込受理後、名古屋大学から発送します。 

(2)受講料 

 400,000円（税込） 

(3) 支払方法 

 振込による事前納入のみ。振込先、振込期日は、名古屋大学からお送りする納入依頼書

（振込用紙）をご参照ください。納入依頼書の支払人控えが、領収証書です。破棄されな

いようにご留意ください。 

(4) 備考 

 本プログラム受講料のお支払によって、本コースのシラバスに含まれる科目について、

144 時間分までは無償でご受講頂けます。ただし、履修証明書発行後はその限りではなく、

科目毎に受講料を請求いたします。 

  



           

 

 

7 

組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラム 

                 名古屋大学車載組込みシステムコース履修生募集要項 

11．その他 

(1) 履修生の身分について 

 履修証明プログラムは、主として社会人を対象として実施するものであり、大学の正規

課程とは異なります。本プログラムを履修することによって、名古屋大学または本プログ

ラムに科目を提供する連携大学の学生としての身分は付与されず、学生証の付与もありま

せん。ご留意ください。 

(2) 守秘義務 

履修中に知り得た秘密事項を外部に漏えいすることは禁止します。また、教材コンテン

ツの複製、二次利用、公開、録音録画、講義中の録音録画や公開等は禁止します。本プロ

グラム修了後も同様とします。 

履修にあたって付与される受講者番号、パスワード、証明書などの管理は適切に行い、

紛失や漏えいのないように十分ご留意ください。 

 

12．問い合わせ先 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学 NIC館 5階 508 

名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター 

enPiT-Pro Emb担当 

TEL：052-747-6392 

Web: https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/enpit-pro-emb/ 

 

上の QRコードからもアクセスいただけます。 
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附録 関連法規 

本プログラムについて、名古屋大学が大学として実施する上での関連法規は次のとおり

です。 

 

◯学校教育法施行規則（昭和２２年法律第２６号） 

第九章 大学 

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門

の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 

② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供する 

ことにより、社会の発展に寄与するものとする。 

 

第百五条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象 

とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交 

付することができる。 

 

 

○学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号） 

第九章 大学 

第三節 履修証明書が交付される特別の課程 

第百六十四条 大学（大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。）は、学校 

教育法第百五条に規定する特別の課程（以下この条において「特別の課程」という。） 

の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部によ 

り体系的に編成するものとする。 

２ 特別の課程の総時間数は、百二十時間以上とする。 

３ 特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格を有す 

る者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者でなけ 

ればならない。 

４ 特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、 

大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び短期大学通信教育設置 

基準の定めるところによる。 

５ 大学は、特別の課程の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、 

履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他当該大学が必要と認める 

事項をあらかじめ公表するものとする。 
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６ 大学は、学校教育法第百五条に規定する証明書（次項において「履修証明書」という。） 

に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記 

載するものとする。 

７ 大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の 

交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。 


