
平成２７年度私立大学等改革総合支援事業
私立学校施設整備費補助金採択校の概要

概 要

【施設】
申請校数
（校）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 22 13（59.1%） 268,718

タイプ２ 9 8(88.9%) 251,761

タイプ３ － － －

タイプ４ 3 3（100.0%） 44,018

合計 34 24（70.6%） 564,497

【装置】
申請校数
（校）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 35 27（77.1%） 477,235

タイプ２ 4 2（50.0%） 45,198

タイプ３ 16 15（93.8%） 233,909

タイプ４ 4 4（100.0%） 136,804

合計 59 48（81.3%） 893,146

【ICT】 申請校数
（校）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 82 51（62.2%） 1,159,887

タイプ２ － － －

タイプ３ 3 1(33.3%) 8,449

タイプ４ 6 2（33.3%） 26,833

合計 91 54（59.3%） 1,195,169

【総計】
申請校数
（校）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 139 91（65.5%） 1,905,840

タイプ２ 13 10（76.9%） 296,959

タイプ３ 19 16（84.2%） 242,358

タイプ４ 13 9（69.2%） 207,655

合計 184 126（68.5%） 2,652,812



＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・１３校＞

1 順天堂大学 順天堂ゲノム医学教育研究部門整備事業

2 昭和大学 ラーニングコモンズのための改修工事

3 聖心女子大学 伝統に基づくリベラル・アーツのアクティブ・ラーニングスペース

4
日本赤十字九州国際看
護大学

ラーニング・コモンズ

5 湘南工科大学 Team Project based Active Learning Commons Center

6 大同大学 第1講義棟（B棟）

7 大阪工業大学 モノラボアネックス（仮称）

8 神戸親和女子大学 神戸親和女子大学　ラーニングコモンズ･カフェ棟(仮称)

9 兵庫大学 5号館ラーニングコモンズ（大学）

10 帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス　１号館・５号館・６号館　コモンルーム・自習室施設整備工事

11 福山大学 福山大学７号館自分未来創造室改修工事

12 福岡工業大学 福岡工業大学附属図書館

13 西南女学院大学 531アクティブラーニングプレイス

＜タイプ２　「地域発展」・・・８校＞

1 白鴎大学 市民開放型ラーニングコモンズ

2 聖学院大学 １号館地階地域共生広場「１Cafe」整備

3 十文字学園女子大学 地域開放型共同利用施設の整備事業

4 岐阜女子大学 長寿健康栄養学センター設置（4号館）

5 滋賀文教短期大学 子ども学科実習施設（仮称）

6 兵庫大学 看護・介護研修センター（17号館）

7 吉備国際大学 地域住民の健康維持・増進および健康教育を目的とした拠点整備のための体力測定室整備工事

8 久留米工業大学 先進モビリティ研究所改修工事

［教育研究施設］

番号 学校名 事業名等

番号 学校名 事業名等
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＜タイプ４　「グローバル化」・・・３校＞

1 共愛学園前橋国際大学 交流センター

2 芝浦工業大学 大宮キャンパス　大学会館２Ｆ　グローバル・ラーニングコモンズ

3 関西国際大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ情報発信拠点としてのセミナーハウス改修整備事業

＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・２７校＞

番号 学校名 事業名等

1 北海道医療大学 多職種連携シミュレーション実習システム一式

2 岩手医科大学 臨床基礎実習室ファントム実習机

3 東北学院大学 超高感度超伝導磁気測定システム

4 埼玉医科大学 リアルタイムPCRシステム

5 千葉工業大学 アルミニウム密閉型卓上フード

6 杏林大学 感染制御動物実験装置

7 順天堂大学 順天堂ゲノム医学医療教育研究装置一式

8 帝京大学 ＣＮＣ精密平面研削盤

9 帝京大学 情報メディア系授業・演習のための教育用コンピュータ装置

10 帝京大学 脳組織解析システム

11 東京工芸大学 光－電子材料エネルギー準位測定・教育システム

12 東京工芸大学 実験・実習用３Dデータ取得システム

13 東京家政大学 島津高速液体クロマトグラフ Prominence応用システム

14 東京家政大学 風合い計測システム一式

15 十文字学園女子大学 微細構造可視化装置整備事業

16 こども教育宝仙大学 パソコン演習およびＣＡＬＬシステム

17 金沢工業大学 高分解能電界放出形走査電子顕微鏡

18 朝日大学 実習教育用ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

19 愛知学院大学 実験動物用 3D マイクロX線CT装置

20 名古屋商科大学 ケースディスカッション活性化教育装置整備事業（教育の質的転換）

21 京都産業大学 環境・食品からの微量元素検出装置一式

22 京都薬科大学 フローサイトメーター

23 京都造形芸術大学 4Kプロジェクターシステム

24 追手門学院大学 高密度センサ128チャンネル脳波計測システム

25 関西女子短期大学 口腔保健学基礎実習システムの再構築（短大7号館6階）

26 関西女子短期大学 口腔保健学臨床基礎実習システムの再構築（短大7号館7階）

27 福岡歯科大学 デジタル化口腔顎機能記録解析教育装置

［教育研究装置］

番号 学校名 事業名等
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＜タイプ２　「地域発展」・・・２校＞

番号 学校名 事業名等

1 北海道科学大学 電子プローブマイクロアナライザー装置

2 鶴見大学 地域の死因究明及び身元確認を支援する死後画像撮影システム

＜タイプ３　「産業界・他大学等との連携」・・・１５校＞

番号 学校名 事業名等

1 青山学院大学 作業者環境統合計測装置

2 青山学院大学 実時間原子・分子イメージングのための超高感度・高分解能・高速解析システム

3 青山学院大学 デバイス特性・材料物性評価装置

4 工学院大学 薄膜/微小試料・粉末試料 Ｘ線構造解析システム

5 日本大学 生産工学部三次元人体動作計測・筋骨格モデル動作解析システム

6 鶴見大学 歌唱による生体機能改善を目指した評価システム

7 金沢工業大学 MALDI-TOF質量分析装置

8 名城大学 高性能クリニカルフローサイトメーター

9 関西大学 ＨＰＬＣ-ＩＣＰＭＳ化学物質スペシエーション分析装置

10 関西大学 超遠心・冷却遠心分離システム

11 近畿大学 マルチカラー解析機能搭載自動化セルソーター

12 近畿大学 極微小単結晶X線構造解析装置

13 近畿大学 微量多元素同時測定装置

14 福岡大学 大型構造物性能評価システム

15 福岡工業大学 工作機械（立形マシニングセンタ）

＜タイプ４　「グローバル化」・・・４校＞

番号 学校名 事業名等

1 国際基督教大学 薬品管理庫

2 東洋大学 グローバルな双方向先端機器教育システム構築の為のバイオ・ナノマテリアル分析装置

3 名古屋商科大学 ケースディスカッション活性化教育装置整備事業（グローバル化）

4 同志社大学 複合不均質材料のナノスケール構造評価システム
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＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・５１校＞

番号 学校名 事業名等

1 北海学園大学 学生の主体的学びを促進するためのラーニング・サイクルの形成

2 桜の聖母短期大学 桜の聖母短期大学アクティブラーニング演習室整備事業

3 茨城キリスト教大学 ICTを活用した双方向授業拡充整備事業

4 埼玉医科大学 アクティブラーニング推進のための医学部実習室AV装置整備事業

5 亜細亜大学 教材配信システム・e-Learningクライアント整備

6 杏林大学 井の頭キャンパス　教室AV設備システム（視聴覚関係設備）整備事業

7 杏林大学 井の頭キャンパス　システム仮想化基盤及びキャンパスネットワーク機器及び端末整備事業

8 東京慈恵会医科大学 ExamBaseシステム構築

9 東海大学 2015年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業

10 日本獣医生命科学大学 学生ポータル用サーバー整備

11
日本赤十字九州国際看
護大学

アクティブラーニング推進のための無線ＬＡＮ環境整備事業

12 文京学院大学 文京学院大学 情報教育設備 キャンパス統合 整備事業

13 人間総合科学大学 蓮田キャンパス栄養棟及び岩槻キャンパスの無線LAN整備事業

14 帝京平成大学 池袋キャンパス 教育環境設備整備事業

15 帝京平成大学 千葉・ちはら台キャンパス　AVシステム整備事業

16 帝京平成大学 千葉キャンパス　教育ネットワークシステム整備事業

17 鶴見大学 鶴見大学１号館５階ＩＣＴ教育推進環境整備事業（大学）

18 鶴見大学短期大学部 鶴見大学１号館５階ＩＣＴ教育推進環境整備事業（短大）

19 新潟工科大学 タブレット端末活用型授業推進のための無線ＬＡＮ環境整備事業

20 金沢工業大学 アクティブラーニングのための無線LAN環境整備事業

21 北陸大学 学習環境改善のためのＩＣＴ教育基盤構築

22 松本大学 双方向型授業の充実とオフィスアワーの積極的な活用に向けたICT環境の整備

23 朝日大学 学内無線LAN・基幹LANの強化事業

24 岐阜聖徳学園大学 学生の主体的学修を促すプレゼンテーション収録配信システム等の整備

25 中部学院大学 反転授業のためのネットワーク増強とWi-Fi環境の拡充

26
中部学院大学短期大学
部

反転授業のためのネットワーク増強とWi-Fi環境の拡充

27 平成医療短期大学 ICTを活用した主体的学修促進事業

28 愛知学院大学 楠元ｷｬﾝﾊﾟｽ　基礎棟1・2階第1～３講義室講義自動収録配信・レスポンス対応型歯学教育支援システム

29 愛知学院大学 アクティブラーニングによる実践力と思考力向上のための情報環境整備

30 愛知学院大学 愛知学院大学教室環境整備（AV設備）

31 愛知大学 基幹ネットワーク整備事業

32 名古屋商科大学 ICT活用推進整備事業

33 藤田保健衛生大学 多様なPBLとOSCEを支援するICT環境整備事業

34 愛知産業大学 ICTを活用した授業内プロジェクトの活性化事業

35 名古屋文理大学 FLOS館 教育の質向上を促すためのICT機器とネットワーク整備

36 鈴鹿医療科学大学 職種横断的教育によるチーム医療を担う人材育成のためのＩＣＴ活用基盤の構築

［ICT活用推進事業］
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番号 学校名 事業名等

37 花園大学 アクティブ・ラーニング推進に係る無線ＬＡＮおよび学修環境整備

38 京都精華大学 清風館少人数アクティブラーニング教室整備事業

39 京都造形芸術大学 学生のPDCAサイクルを回す学習ポートフォリオの構築事業

40 大阪電気通信大学 平成２７年度情報基幹システム整備事業

41 関西女子短期大学 関西女子短期大学　ICT事業

42 大阪成蹊大学 講義室ＡＶ設備整備事業

43 大阪成蹊短期大学 講義室ＡＶ設備整備事業

44 森ノ宮医療大学 森ノ宮医療大学 無線LAN環境整備事業

45 関西学院大学 関西学院大学　2015年度　教育機器デジタル化による授業でのＬＭＳ活用推進工事

46 兵庫医療大学 学生の学習環境を支える情報基盤整備

47 就実大学 無線LAN環境・投影設備の拡充

48 西日本工業大学 アクティブラーニング推進のためのＩＣＴ整備事業

49 福岡工業大学 授業理解向上のためのプロジェクタ等設備の拡充

50 筑紫女学園大学 無線LAN設備の整備事業（大学）

51 日本文理大学 ICTを活用したアクティブラーニングを高度化するためのPC教室AV環境整備

＜タイプ３　「産業界・他大学等との連携」・・・１校＞

番号 学校名 事業名等

1 中央大学 連携大学院・大学間連携・産学連携教育推進のための計算機環境および遠隔授業・遠隔会議システムの整備

＜タイプ４　「グローバル化」・・・２校＞

番号 学校名 事業名等

1 中央大学 グローバル人材育成のためのCALL教室整備

2 名古屋商科大学 ICT活用推進整備事業（グローバル化）
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