
名古屋大学大学院経済学研究科・経済学部 

平成 30年度大学の世界展開力強化事業(GSI Programme) 

シンガポール国立大学学生受入れプログラム参加学生の募集 
名古屋大学大学院経済学研究科・学術国際委員会 

 

名古屋大学大学院経済学研究科・経済学部では、平成 30年 7月に開催されるシンガポール国立大学(NUS)学生の受

入れプログラムに関して、参加学生を下記の要領で募集します。 

 

プログラム概要：・7月 2日(月)から 6日(金)にシンガポール国立大学(NUS)から約 7名の学生を受入れます。 

・名古屋大学と NUS、双方向の学生間交流を行うと同時に企業研修へ参加します。 

日程 午前 午後 備考 

7月 2日 

(月) 

 8:45-10:15(1限) 

 ウェルカム・セッション 

 10:15-11:00 学生によるキ

ャンパスツアーなど 

 トヨタ自動車の工場見学

(12:00大学をバスで出発

/17:00頃大学到着予定) 

 ウェルカムパーティー

(17:00-19:00予定) 

 研究科長のあいさつ 

 ウェルカム：NUS・名大それぞれの学

校紹介等、学生による企画・運営を期

待。 

 トヨタ：工場・ギャラリー見学 

7月 3日 

(火) 
 企業様より講義？（学内）  講義？ 

 火曜または水曜で一日インターンシッ

プを企画中 

7月 4日 

(水) 
 1日インターン？(未定) 

 水曜は工場見学などを計画中。1日学校

へ戻らない可能性あり 

7月 5日 

(木) 
 （未定） 

 学生グループ・ディスカッ

ション 

 企業様にいただいた課題について、

NUS・名大学生混合グループでディス

カッションをし、金曜のプレゼンテー

ションへ備える 

7月 6日 

(金) 

 プレゼンテーション準備 

(1, 2限:8:45-12:00 4F 

演習室使用予定) 

 NUS学生&名大生:グルー

プ・プレゼンテーション 

(13:00-17:00予定) 

 夜のお別れパーティー

(18:00-20:00予定) 

 プレゼン：協力企業様よりいただいた

課題について、グループ・プレゼンテ

ーション(午前中、プレゼン準備のため

4F演習室を提供予定) 

募集対象：名古屋大学経済学部に所属している学生   費用：なし(稀に電車代等発生することがあります) 

応募書類：申込用紙（申込用紙は志賀研究室（経済学部棟 311号室）にあります。メールでも送付可） 

締め切り：2018年 6月 11日（月）17時    結果：2018年 6月 13日（水）までに通知 

提出先： 志賀研究室もしくはメールで提出 問い合わせ：志賀奈月美（特任助教）shiga@soec.nagoya-u.ac.jp  

注意事項： 

・参加者には、事前に内容打ち合わせ、昨年度参加者との交流、協力企業様からの事前講義があります。 

・平成 31 年 2 月にシンガポール国立大学への学生派遣も予定されています。この学生派遣への応募を考えている学生は、今回の

NUS学生受入れプログラムに積極的に参加することが望まれます。(派遣応募の条件として、受入への参加があります。) 

mailto:shiga@soec.nagoya-u.ac.jp


School of Economics, Nagoya University 

AY2018 GSIP Inbound Programme 

Application for students’ interaction with National University of Singapore 

In School of Economics, Nagoya University, we will host the students from National University of Singapore 

(NUS) in July, 2018. If you are interested, please read the schedule below and apply by using the application 

form attached to this brochure. 

 

Outline of the Programme: ・6-7 students from NUS will be coming to NU from July 2nd to July 6th. 

・There will be students interact sessions, and will be session to visit various corporations in Tokai area. 

 

Date Morning Afternoon Notes 

July 4 

(Mon) 

 8:45-10:15(1st Period) 

Welcome session 

 10:30-11:00 Campus 

tour 

 [Factory Visit] Toyota motors 

(12:00 Leave NU by bus 

/Back to NU around 16:30) 

 Welcome Party (17:00-19:00) 

 Greeting from Dean 

 WS: NUS・NU School introduction 

 Toyota: Visiting Factory and Gallery 

 Welcome Party: details TBA 

July 5 

(Tue) 

 [Lecture] ? 

IKEX Industry Co. Ltd. 
 [Lecture]? 

 Not fixed yet. We are trying to arrange 

lectures from company people on 

Tuesday. 

July 6 

(Wed) 
 [Factory Visit] One-day internship? 

 We are trying to arrange One-day 

internship on Wednesday. 

July 7 

(Thu) 
 TBA 

 NUS and NU students 

 Discussion 

 Discussion: The topic will be given to 

you from some companies which will 

cooperate with our programme 

July 8 

(Fri) 

 Prepare for presentation 

(8:45-12:00)  

(Seminar rooms are open) 

 Group Presentation: 

NUS+NU (13:00-17:00) 

 Farewell Party (18:00-20:00) 

 Presentation: Presentation about the 

topic above. (Seminar rooms on 4F are 

available for preparing presentation) 

 Farewell Party: details TBA 

 

Eligibility: All students in NU School of Economics 

Fee: None (Might need train fare for some visits) 

Required Documents: Application form（Forms are ready in Office Rm311, Shiga. Email is acceptable too） 

Deadline: 2018/June/11 (Mon) 17:00     

Result: 2018/June/13 (Wed) by email. 

Submission: To Shiga(Rm.311 in Econ Bldg.)  

Contact: Natsumi SHIGA shiga@soec.nagoya-u.ac.jp  

 

Attention: 

・Participants must join preliminary introduction session in late June and brief meeting with companies beforehand. 

・It is strongly recommended for students who are willing to apply for the NUS Outbound programme in February 2019 to 

actively join this Inbound programme. 
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