
平成２６年度私立大学等教育研究活性化設備
整備事業採択校の概要（案）

概要

取組事例

申請校数
（校）

申請額
（千円）

採択校数
（校）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 311 5,784,269 208（66.9%） 3,223,967

タイプ２ 95 1,260,598 68（71.6%） 735,038

タイプ３ 30 488,929 18（60.0%） 291,108

タイプ４ 48 608,297 36（75.0%） 349,887

計 484 8,142,093 330（68.2%） 4,600,000

【資料8】



大学名 設備整備の内容

1 北海道科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

2 札幌学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための電子黒板等の整備

3 北海道情報大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

4 千歳科学技術大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

5 釧路短期大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

6 青森大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

7 岩手医科大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

8 富士大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の整備

9 盛岡大学 学修達成評価のためのｻｰﾊﾞｰの整備

10 盛岡大学短期大学部 双方向型授業のための電子黒板等の整備

11 東北福祉大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ施設のための利用状況把握ｼｽﾃﾑ等の整備

12 仙台大学 語学学習のための学習ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等の整備

13 東北文化学園大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

14 尚絅学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

15 郡山女子大学 調理実習室のｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸ化のための什器等の整備

16 郡山女子大学短期大学部 調理実習室のｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸ化のための什器等の整備

17 東日本国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

18 国際医療福祉大学 反転授業のための教育用映像ｼｽﾃﾑ等の整備

19 上武大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

20 共愛学園前橋国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｻｰﾊﾞｰ等の整備

21 高崎健康福祉大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための介護ﾛﾎﾞｯﾄ等の整備

22 高崎商科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

23 高崎商科大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

24 群馬パース大学 学生の学習支援のための管理ｼｽﾃﾑの整備

25 埼玉医科大学 学習ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

26 ものつくり大学 学習支援のための出席管理ｼｽﾃﾑ等の整備

27 日本医療科学大学 教育支援のための講義集録配信ｼｽﾃﾑ等の整備

28 千葉工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

29 和洋女子大学 反転授業のための講義集録ｼｽﾃﾑ等の整備

30 東京基督教大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ等の整備

31 植草学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

32 昭和学院短期大学 学生の主体的学習のためのｸﾘｯｶｰ等の整備

33 亜細亜大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

34 亜細亜大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備
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35 青山学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための音響設備等の整備

36 女子栄養大学短期大学部 調理実習等のためのﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑ等の整備

37 杏林大学 看護技術教育向上のためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の整備

38 工学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための電子黒板等の整備

39 順天堂大学 教育基盤センターのため電子顕微鏡等の整備

40 昭和大学 図書情報一元化のための管理ｼｽﾃﾑ等の整備

41 昭和女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

42 女子美術大学 学生の主体的な学修のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

43 杉野服飾大学 学生の自発的学修のためのﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ等の整備

44 成城大学 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

45 聖路加国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞのための書籍自動貸出返却装置等の整備

46 淑徳大学 学生のｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸのための什器等の整備

47 帝京大学 主体的な学修充実のための材料加工装置の整備

48 東海大学 双方向型授業展開のためのﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

49 東京家政学院大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

50 筑波学院大学 eﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ等の整備

51 東京工芸大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

52 東京電機大学 双方向対話型授業のためのｸﾘｯｶｰ等の整備

53 山口東京理科大学 実践教育のための加工機等の整備

54 東京薬科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｸﾘｯｶｰ等の整備

55 東洋大学 学生の能動的な学修のためのﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞの整備

56 二松学舎大学 学生の自習環境充実のための什器等の整備

57 日本獣医生命科学大学 学生の主体的な学習のためのｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ等の整備

58 日本医科大学 双方向型授業のためのAV機器等の整備

59 武蔵大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための授業収録配信ｼｽﾃﾑの整備

60 星薬科大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

61 武蔵野大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための情報機器等の整備

62 日本赤十字広島看護大学 学生の主体的学修のためのPC等の整備

63 聖学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

64 多摩大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための電子ﾎﾞｰﾄﾞ等の整備

65 江戸川大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための電子黒板等の整備

66 十文字学園女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

67 人間総合科学大学 学修行動記録のためのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑ等の整備

68 嘉悦大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

69 東京医療保健大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｸﾘｯｶｰ等の整備

70 帝京平成大学 実践教育のためのｼﾐｭﾚｰﾀｰ等の整備

71 東京有明医療大学 学修サポート体制構築のためのネットワークシステムの整備

72 戸板女子短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

73 鶴川女子短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

74 東京立正短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための収録ｼｽﾃﾑ等の整備



75 埼玉女子短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための電子黒板等の整備

76 神奈川歯科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｼｭﾐﾚｰﾀｰ等の整備

77 湘南工科大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

78 鎌倉女子大学 主体的学修のための映像収録ｼｽﾃﾑ等の整備

79 新潟国際情報大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

80 新潟青陵大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

81 新潟リハビリテーション大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑ等の整備

82 富山国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

83 富山短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾏﾙﾁﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ等の整備

84 金沢星稜大学 教学ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の整備

85 金沢工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

86 金沢工業高等専門学校 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

87 北陸大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

88 金沢学院大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

89 金沢学院短期大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

90 北陸学院大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

91 北陸学院大学短期大学部 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

92 小松短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

93 仁愛大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾎﾞｰﾄﾞｽｸﾘｰﾝ等の整備

94 仁愛女子短期大学 ｷｬﾘｱﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成のためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

95 身延山大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

96 松本大学 学修のＰＤＣＡサイクル確立のためのタブレット端末の整備

97 松本大学松商短期大学部 教学ＩＲのための図書館利用ｼｽﾃﾑの整備

98 佐久大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

99 岐阜経済大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

100 朝日大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

101 岐阜女子大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ装置等の整備

102 岐阜聖徳学園大学 学習支援のための遠隔講義ｼｽﾃﾑ等の整備

103 中部学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

104 中部学院大学短期大学部 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

105 平成医療短期大学 学生の能動的授業参加のための双方向対話型教育ｼｽﾃﾑ等の整備

106 静岡理工科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための解析ｼﾐｭﾚｰﾀｰ等の整備

107 愛知大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための講義集録ｼｽﾃﾑ等の整備

108 名古屋商科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ等の整備

109 椙山女学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

110 名古屋女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

111 名古屋女子大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

112 名城大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための電子情報ﾎﾞｰﾄﾞ等の整備

113 豊田工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞの充実のためのｸﾘｯｶｰ等の整備

114 愛知産業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備



115 愛知みずほ大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

116 豊橋創造大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器等の整備

117 桜花学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

118 名古屋短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

119 名古屋文理大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

120 愛知工科大学 学びの質向上のための講義集録用レコーダー等の整備

121 愛知東邦大学 学生の主体的学びのための什器等の整備

122 岡崎女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための児童文化財の整備

123 岡崎女子短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための運動器具・遊具の整備

124 名古屋柳城短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

125 皇學館大学 反転授業のための講義配信ｼｽﾃﾑの整備

126 鈴鹿医療科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための図書館システム等の整備

127 長浜バイオ大学 教学PDCAマネジメント体制確率のためのｶﾗｰ印刷機・ﾉｰﾄPC等の整備

128 京都外国語大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

129 京都外国語短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

130 京都学園大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための電子黒板・講義収録ｼｽﾃﾑの整備

131 京都産業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ・教学ﾃﾞｰﾀ分析のための什器・IRｼｽﾃﾑの整備

132 京都橘大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の整備

133 京都薬科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末・授業支援ｻｰﾊﾞ等の整備

134 京都光華女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

135 京都光華女子大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

136 同志社女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

137 龍谷大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ｽｸﾘｰﾝ・什器等の整備

138 明治国際医療大学 教学IRのためのｻｰﾊﾞ等の整備

139 京都造形芸術大学 学習ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのためのｻｰﾊﾞ等の整備

140 大阪経済法科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

141 大阪工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･e黒板・什器等の整備

142 広島国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

143 大阪電気通信大学 反転授業のための講義収録・配信ｼｽﾃﾑの整備

144 関西大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのPC・什器等の整備

145 関西医科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための授業支援ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ・什器等の整備

146 相愛大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

147 桃山学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための電子黒板ﾞ・什器等の整備

148 プール学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための黒板・什器等の整備

149 関西福祉大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末ﾞ・什器等の整備

150 関西福祉科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

151 太成学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのEﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの整備

152 大阪人間科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

153 羽衣国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

154 大阪成蹊大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備



155 大阪成蹊短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

156 藍野大学 主体的な医学学修・ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

157 大阪河﨑リハビリテーション大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための学修状況可視化ｼｽﾃﾑ・出欠管理ｼｽﾃﾑ等の整備

158 大阪総合保育大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑの整備

159 大阪城南女子短期大学 地域社会と連携したPBLやﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

160 関西学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

161 甲子園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･電子黒板ﾞ・什器等の整備

162 神戸学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・什器等の整備

163 神戸松蔭女子学院大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

164 神戸女子短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄPC・入退館ｼｽﾃﾑ・什器等の整備

165 関西国際大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ・反転授業のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

166 神戸常盤大学 学生の主体的な学習のための実験機器・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

167 湊川短期大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

168 畿央大学 能動的な課題解決型学習のための食品開発実験機器の整備

169 奈良佐保短期大学 履修系統図の作成のためのｻｰﾊﾞ等の整備

170 倉敷芸術科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・AV機器等の整備

171 岡山商科大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

172 ノートルダム清心女子大学 自発的な語学の反復学習のためのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ語学教育ｼｽﾃﾑの整備

173 就実大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等等の整備

174 吉備国際大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器・PC等の整備

175 広島経済大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための学習管理ｼｽﾃﾑの整備

176 広島文教女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための学習教材作成配信ｼｽﾃﾑ等の整備

177 安田女子大学 学びのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのためのﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像ｼｽﾃﾑ・3次元CG・ＣＡＤｼｽﾃﾑの整備

178 福山大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための什器・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

179 福山平成大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

180 広島文化学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・PC等の整備

181 広島文化学園短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・PC・什器等の整備

182 梅光学院大学 学びの自己点検ｻｲｸﾙを確立するための達成度自己評価ｼｽﾃﾑの整備

183 徳山大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｸﾘｯｶｰｼｽﾃﾑ・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

184 四国大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC・無線LANの整備

185 四国大学短期大学部 協働学習のための音楽制作機材の整備

186 徳島文理大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ・実習機器の整備

187 高松大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのためのpc・什器の整備

188 松山東雲女子大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのeﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑの整備

189 西日本工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・無線LANの整備

190 中村学園大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための講義録画ｼｽﾃﾑ・什器等の整備

191 九州共立大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための収録・配信ｼｽﾃﾑ・什器等の整備

192 福岡歯科大学 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞのための電子黒板・什器等の整備

193 久留米工業大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ｻｰﾊﾞ・等の整備

194 精華女子短期大学 栄養士養成におけるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための調理実習機器の整備



195 西九州大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC・什器等の整備

196 西九州大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための原子吸光光度計・ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC等の整備

197 長崎総合科学大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための動画配信ｼｽﾃﾑ・学修管理支援ｼｽﾃﾑの整備

198 活水女子大学 学生の学修状況把握等のためのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑ等の整備

199 長崎短期大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

200 長崎外国語大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器等の整備

201 長崎ウエスレヤン大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのeﾗｰﾆﾝｸﾞ設備の整備

202 崇城大学 効果的な学生指導のための出席管理ｼｽﾃﾑ等の整備

203 熊本学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ・学修時間把握のための電子ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・入退館ｼｽﾃﾑ等の整備

204 日本文理大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための収録機器・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

205 別府大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための可動型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ﾓﾊﾞｲﾙPC等の整備

206 別府大学短期大学部 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための什器の整備

207 志學館大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の整備

208 鹿児島純心女子短期大学 学生の事前・事後学修、協働学修等のための移動式ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備



大学名 設備整備の内容

1 北海道情報大学 地域課題解決のための遺伝子情報解析機器等の整備

2 札幌国際大学 地域ｽﾎﾟｰﾂ指導のための動作解析装置等の整備

3 帯広大谷短期大学 地域共同の生涯学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのための什器等の整備

4 釧路短期大学 地域開放ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰによる学習支援のためのﾀﾌﾞﾚｯﾄPC等の整備

5 青森大学 地域医療に資する薬事業務のための薬袋印字装置等の整備

6 盛岡大学 地域現職教員ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

7 東北福祉大学 地域課題解決に資する健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発のための測定器等の整備

8 仙台大学 ｽﾎﾟｰﾂ地域振興のためのﾎﾞｰﾄ等の整備

9 国際医療福祉大学 地域における救急蘇生ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのためのﾄﾚｰﾅｰ機器等の整備

10 共愛学園前橋国際大学 図書館との連携のための什器等の整備

11 埼玉医科大学 高齢者の生活習慣把握のための検査機器等の整備

12 姫路獨協大学 地域学習のための什器等の整備

13 ものつくり大学 環境調査のための分光放射計等の整備

14 和洋女子大学 子育て支援のための幼児用什器等の整備

15 植草学園短期大学 子育て支援教育のための什器等の整備

16 亜細亜大学 生涯学習ｽﾍﾟｰｽ整備のためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

17 北里大学 養殖技術開発のための冷凍冷蔵設備等の整備

18 杏林大学 地域交流活動のためのｺﾝﾃﾝﾂ配信ｼｽﾃﾑ等の整備

19 女子美術大学 地域講座のためのｶﾞﾗｽ用電気炉等の整備

20 筑波学院大学 地域発展のため遠隔交流学習ｼｽﾃﾑの整備

21 東邦大学 地域交流のためのﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ等の整備

22 日本女子体育大学 地域の健康課題解決のための健康診断機器等の整備

23 武蔵野大学 地域教育推進のための電子黒板等の整備

24 十文字学園女子大学 地域連携のための遠隔会議システム等の整備

25 嘉悦大学 地域連携のための什器等の整備

26 鶴見大学 地域産業との連携のための補綴装置等の整備

27 桐蔭横浜大学 地域連携のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

28 新潟工科大学 地域貢献のための授業収録配信ｼｽﾃﾑ等の整備

29 金沢工業大学 地域における実践型ワークショップのための工作機械等の整備

30 松本大学 地域の教育･子育て支援のための放射線測定装置等の整備

31 松本大学松商短期大学部 地域貢献活動のためのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等の整備

32 飯田女子短期大学 地域医療貢献のための実習用ｼｭﾐﾚｰﾀｰの整備

33 岐阜経済大学 地域紹介に資するﾜｰｸｽﾀｼﾞｵのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

34 岐阜女子大学 地域の世代間交流のための電子黒板等の整備

35 中部学院大学短期大学部 地域講座のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

36 名古屋学院大学 地域資源ｱｰｶｲﾌﾞ活用のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

＜タイプ２「特色を発揮し、地域の発展を重層的に支える大学づくり（地域発展）・・・６８校＞



37 豊橋創造大学 地域講座のための什器等の整備

38 星城大学 地域における生涯ｽﾎﾟｰﾂのための機器等の整備

39 岡崎女子短期大学 産学官連携企画室設置のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

40 皇學館大学 地域の生涯学習の場としての博物館講義室の充実のための映像音響機器・什器等の整備

41 大阪樟蔭女子大学 地域課題解決教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・研究等のための電子黒板・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

42 相愛大学 地域の食育・栄養支援のためのｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵの整備

43 関西福祉大学 地域福祉実践拠点ｾﾝﾀｰのためのICT機器や什器等の整備

44 羽衣国際大学 自治体・地域住民との交流ｽﾍﾟｰｽのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

45 甲子園大学 自治体・地域農業者等との農産物の開発のための実験用装置の整備

46 兵庫大学 地域の医療専門職のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育ｼｽﾃﾑのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・什器等の整備

47 関西国際大学 ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀﾃﾞｨや地域交流のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･PC・什器等の整備

48 帝塚山大学 地域に根ざしたスポーツ拠点のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ・什器等の整備

49 岡山商科大学 地域住民の法律体験のための模擬裁判設備の整備

50 吉備国際大学 地域の看護師の実践能力養成のための医療機器の整備

51 九州保健福祉大学 地域の災害対策拠点の機能強化のための防災機器の整備

52 広島修道大学 地域連携ｾﾝﾀｰ等の機能強化のための什器等の整備

53 広島文化学園大学 地域住民の健康状況の把握・課題の抽出のための機器の整備

54 徳山大学 地域との議論を通じた地域課題解決のための情報共有空間ｼｽﾃﾑの整備

55 四国大学 地域住民への遠隔講義のためのテレビ会議ｼｽﾃﾑの整備

56 四国大学短期大学部 地域住民への遠隔講義のためのテレビ会議ｼｽﾃﾑの整備

57 高松大学 生涯学習機能強化のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・PC・什器等の整備

58 西日本工業大学 地域課題解決のための機器の整備

59 中村学園大学 高齢者の健康増進のための機器の整備

60 久留米工業大学 地域課題解決に向けた農業機器開発のための金属加工機器の整備

61 福岡女学院看護大学 地域の市民に対する健康支援事業のための健康測定機器等の整備

62 西九州大学 地域の幼・小・中・高厚生の運動能力把握・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発のための機器の整備

63 西九州大学短期大学部 地域貢献ｲﾍﾞﾝﾄのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・楽器等の整備

64 長崎総合科学大学 地域の造船技術者教育のための3D-CADや3次元ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

65 長崎ウエスレヤン大学 地域課題解決型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのためのeﾗｰﾆﾝｸﾞ設備の整備

66 九州看護福祉大学 地域住民に向けた口腔保健のための口腔機能測定器等の整備

67 日本文理大学 地域のものづくり人材育成のための3Dﾌﾟﾘﾝﾀ等の整備

68 鹿児島女子短期大学 地域志向科目におけるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのための大型映像装置等の整備



大学名 設備整備の内容

1 仙台大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾓﾃﾞﾙ構築のための3次元動作解析装置等の整備

2 国際医療福祉大学 企業との共同研究のための工業用3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ等の整備

3 埼玉医科大学 動物実験基礎訓練のための実験ﾓﾃﾞﾙ等の整備

4 ものつくり大学 技能･職能ｱｰｶｲﾌﾞ構築のための3次元測定装置等の整備

5 青山学院大学 土砂災害研究のための解析装置等の整備

6 芝浦工業大学 材料分析のため顕微鏡等の整備

7 昭和大学 大学間連携のための設計実習ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑの整備

8 東京理科大学 企業連携のためのﾎﾟﾝﾌﾟ等の整備

9 東邦大学 産業界との連携開発のための知的財産管理ｼｽﾃﾑの整備

10 東洋大学 他大学等との共同研究のための顕微鏡等の整備

11 日本獣医生命科学大学 大学･企業連携による教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定のための腹腔鏡等の整備

12 鶴見大学 産業界との連携による口腔機能解析設備の整備

13 情報セキュリティ大学院大学 産学連携によるセキュリティ教育推進のための演習機器等の整備

14 金沢工業大学 企業との連携による加工技術習得のためのフライス盤の整備

15 名城大学 企業との共同研究のための卓上型ＮＭＲ装置の整備

16 京都産業大学 長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等のｺｰｵﾌﾟ教育のための遠隔講義ｼｽﾃﾑの整備

17 大阪電気通信大学 産学連携や大学間連携によるものづくり教育のための3Dﾌﾟﾘﾝﾀの整備

18 関西大学 音楽産業界と連携した音楽ｱｰｶｲﾌﾞ構築ｼｽﾃﾑの整備

大学名 設備整備の内容

1 仙台大学 ｽﾎﾟｰﾂ科学による国際交流のための体成分分析装置の整備

2 東日本国際大学 eﾗｰﾆﾝｸによる語学習得のためのﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等の整備

3 国際医療福祉大学 語学能力形成のためのCALLｼｽﾃﾑ等の整備

4 共愛学園前橋国際大学 実践的英語教育のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

5 千葉工業大学 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力育成のための外国語書籍等の整備

6 東京基督教大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｳﾝｼﾞ設置のための什器等の整備

7 亜細亜大学 日本語教育環境の整備のための書画ｶﾒﾗ等の整備

8 青山学院大学 語学学習のためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等の整備

9 國學院大學 外国語学修環境充実のための映像ﾓﾆﾀｰ等の整備

10 昭和大学 国際交流活性化のためのﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ等の整備

11 昭和女子大学 海外協定校とのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのためのﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑの整備

12 東京電機大学 英語による交流のためのTV会議ｼｽﾃﾑの整備

13 東京理科大学 学生への海外情報提供のためのﾓﾆﾀｰ等の整備

14 東京国際大学 語学学習のための什器等の整備

15 武蔵野大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化のための同時通訳関連機器の整備

＜タイプ４「グローバル化への対応」（グローバル化）・・・３６校＞

＜タイプ３「産業界など多様な主体、国内の大学等と連携した教育研究」（産業界･他大学等との連携）・・・１８校＞



16 明治大学 留学生の相互交流のためのPC等の整備

17 恵泉女学園大学 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのためのﾀﾌﾞﾚｯﾄPC等の整備

18 城西大学 留学促進のためのﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ等の整備

19 神奈川大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ育成のための電子書籍等の整備

20 金沢星稜大学 海外交流のためのｳｪﾌﾞｶﾒﾗ等の整備

21 金沢工業高等専門学校 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾗｳﾝｼﾞのためのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等の整備

22 北陸大学 国際交流ﾗｳﾝｼﾞのための什器等の整備

23 名城大学 グローバル人材育成に資する環境構築のための什器等の整備

24 豊田工業大学 国際交流ｽﾍﾟｰｽのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の整備

25 名古屋外国語大学 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾗｳﾝｼﾞのための電子書籍の整備

26 同志社大学 国際交流活動のためのﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・PC等の整備

27 大阪経済法科大学 留学生日本人学生の交流・学修ﾌﾛｱのためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・PC・什器等の整備

28 関西大学 ﾏﾙﾁﾘﾝｶﾞﾙ・ｲﾏｰｼﾞｮﾝ学習ｽﾍﾟｰｽのためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・什器等の整備

29 羽衣国際大学 語学の自習や海外研修の事前事後学習のためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・什器等の整備

30 甲南大学 外国語教育充実のためのCALLｼｽﾃﾑの整備

31 関西国際大学 語学教育や留学生の地域交流等のためのPC・什器等の整備

32 天理大学 留学生日本人学生の交流・学修ｽﾍﾟｰｽのための什器・PC等の整備

33 岡山商科大学 語学教育強化のためのﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の整備

34 吉備国際大学 学期開始時期が異なる留学生のための講義収録ｼｽﾃﾑの整備

35 広島文化学園大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾝｽと語学力を学修するためのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ演習室の整備

36 長崎外国語大学 双方向留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのためのﾋﾞﾃﾞｵ映像収録・配信ｼｽﾃﾑの整備


