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大学間連携共同教育推進事業





大学間連携共同教育推進事業の概要 

[背景・目的］

　社会が急激に変化する中、様々な危機を乗り越え、持続的な成長と発展を築くためには、主体的に考える

力を持ち、社会の様々な課題を解決に導く多様な人材を養成することが求められます。 

　文部科学省では、本プログラムを通じて、国公私立の設置形態を超え、地域や分野に応じて大学間が相互

に連携し、社会の要請に応える共同の教育・質保証システムの構築を行う取組を支援することにより、教育

の質の保証と向上、強みを活かした機能別分化を推進することを目的としています。 

[概　要] 

（１）対　象 
　　　国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校同士が、学長のリーダーシップの下、以下の視点を踏ま

　　え、地域や分野に応じて相互に連携し、社会の要請に応える共同の教育・質保証システムを構築する取

　　組を対象とします。

　　◆使命の明確化：自らの強みを活かし、これからの社会にいかなる人材を養成・輩出するか、使命を明

　　　　　　　　　　確に提示 

　　◆教 育 改 革：大学の垣根を超え、社会の多様な課題を解決に導く学位課程の構築 

　　◆社会との協働：学生を送り出す地域や分野に関わるステークホルダー（自治体、学協会等）と課題を

　　　　　　　　　　共有、協働し、構想から実行、評価までを実施する体制の構築 

（２）申請区分 　
　　　人材を養成し送り出そうとする社会のフィールドに応じた区分を設けています。

　　　地域連携：分野を超えてネットワークを形成し、その地域を生きる学生に対し、大学等の枠を超え、

　　　　　　　　様々な教育資源の活用による充実した教育と質保証の共通基盤を構築する取組

　　　分野連携：専門分野や教育機能に応じ地域を超えたネットワークを形成し、一大学ではなし得ない高

　　　　　　　　度な教育と質保証のシステムを構築する取組 

（３）取組内容
　　　 ○例えば以下の事項を有機的に組み合わせた連携取組を実施しています。 

　　　・教育課程の体系化 

　　　・共同プログラムの構築 

　　　・組織的な教育の実施 

　　　・教学ガバナンスの強化 

　　　・教育の質保証の確立 

　　　○これらにより、各大学の教育の充実、学修時間の実質的な増加・確保を行うとともに、大学を超えた連

　　　　携を深め、それぞれの強みを生かしながら教育資源を結集し、多様かつ質の高い大学教育を展開する

　　　　ことが期待されます。 

（４）事業規模 
　　　１件あたり年間６,６００万円を上限に、最大５年間支援します。

　　　（平成２４年度予算額：３０億円） 

（５）選定状況
　　　平成２４年度　申請件数１５３件  選定件数　４９件 
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[審査方針］ 

　本事業の目的に照らし、下記の３つの観点について明確化されているか評価を行いました。 

①戦略性　

　・大学間連携の戦略と連携取組の趣旨・目的 

　・連携取組の達成目標・成果 

　・支援期間終了後の取組

②内容、実施体制

　・連携取組の内容

　・大学等間の連携体制と連携取組の実施体制等

③確実性

　・連携や取組内容の実績等

　・連携取組の評価体制等

　・連携取組の実施計画 

[審査手順］ 

文部科学省

第２回大学間連携共同教育推進事業選定委員会 
（選定取組を決定） 

大学間連携共同教育推進事業選定委員会ペーパーレフェリーによる書面審査 
（必要に応じて面接審査を実施） 

第１回大学間連携共同教育推進事業選定委員会 
（公募要領、申請書、審査要項等の決定） 

（１）選定件数

（２）参加大学等数

国 立

公 立

私 立

小 計

公 立

私 立

小 計

国 立

公 立

私 立

小 計

国 立

公 立

私 立

小 計

地域連携

27

27

77

131

23

3

2

2

26

16

20

43

32

102

177

分野連携

31

5

48

84

0

0

0

11

11

19

19

50

5

59

114

合　計

58

32

125

215

3

2

2

34

37

35

39

93

37

161

291

大　学

合　計

短期大学

高等専門学校

申請区分

地域連携

25

分野連携

24

合　計

49

申請区分

件　　数

（注１）本事業は複数大学等からの共同申請のみである。
（注２）大学等数は当該申請に参加している大学等の延べ数である。
（注３）１大学等から複数参加している場合があるため、参加大学等数とは必ずしも一致しない。

大学間連携共同教育推進事業 審査の概要 

平成24年度「大学間連携共同教育推進事業」選定状況
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※全国各地域で25件の連携取組を支援

※複数の分野で24件の連携取組を支援

（注1）代表校の学校名のみ
（注2）代表校の所在地分布

理農工系（６件）

（注）代表校の学校名のみ

兵庫教育大学（教員養成高度化システムモデルの
構築・発信）

京都府立大学（時代が求める新たな教養教育の京
都三大学共同（モデル）推進事業）

京都産業大学（産学公連携によるグローカル人材
の育成と地域資格制度の開発）

龍谷大学（地域資格制度による組織的な大学地域
連携の構築と教育の現代化）

明石工業高等専門学校（近畿地区７高専連携によ
る防災技能を有した技術者教育の構築）

近畿（５件）

信州大学（繊維系大学連合による次世代繊維・フ
ァイバー工学分野の人材育成）

東京大学（グローバル社会を担う次世代型獣医学
系大学教育機構の構築）

九州大学（未来像を自ら描く電気エネルギー分野
における実践的人材の育成）

金沢工業大学（実践力と創造力を持つ高信頼スマ
ート組込みシステム技術者の育成）

東京工業高等専門学校（ＫＯＳＥＮ発”イノベー
ティブ・ジャパン”プロジェクト）

富山高等専門学校（海事分野における高専・産業
界連携による人材育成システムの開発）

医療・福祉系（８件）

香川大学（四国防災・危機管理特別プログラム共
同開設による専門家の養成）

宮崎大学（地域の医療現場と協働したサービス・
イノベーション人材の育成）

福岡県立大学（多価値尊重社会の実現に寄与する
学生を養成する教育共同体の構築）

東京医科歯科大学（東京コンソーシアムを基盤と
した大学院疾患予防科学コース設立）

信州大学（研究者育成の為の行動規範教育の標準
化と教育システムの全国展開）

新潟大学（連携機能を活用した歯学教育高度化プ
ログラム）

昭和大学（ＩＴを活用した超高齢社会の到来に対
応できる歯科医師の養成）

徳島文理大学（四国の全薬学部の連携・共同によ
る薬学教育改革）

その他（８件）

九州・沖縄（８件）

青山学院大学（データに基づく課題解決型人材育
成に資する統計教育質保証）

京都産業大学（産学協働教育による主体的学修の
確立と中核的・中堅職業人の育成）

関西国際大学（主体的な学びのための教学マネジ
メントシステムの構築）

北海道大学（教学評価体制（ＩＲネットワーク）
による学士課程教育の質保証）

千歳科学技術大学（学士力養成のための共通基盤
システムを活用した主体的学びの促進）

明治大学（国際機関等との連携による「国際協力
人材」育成プログラム）

佐賀女子短期大学（短期大学士課程の職業・キャ
リア教育と共同教学ＩＲネットワーク）

函館工業高等専門学校（分野別到達目標に対する
ラーニングアウトカム評価による質保証）

人社・教育系（２件）

名古屋短期大学（基幹保育者養成プログラム開発
のための共同教育事業）

関西大学（<考え、表現し、発信する力>を培う
ライティング/キャリア支援）

中国・四国（２件）

島根大学（大学と地域社会を結ぶ大学間連携ソー
シャルラーニング）

広島大学（臨床情報医工学に卓越した地域の先進
医療をチームで担う人材育成） 東海・北陸（２件）

愛知教育大学（愛知県内教員養成高度化支援シス
テムの構築）

金沢大学（学都いしかわ・課題解決型グローカル
人材育成システムの構築）

関東・甲信越（２件）

埼玉県立大学（彩の国大学連携による住民の暮し
を支える連携力の高い専門職育成）

千葉大学（実践社会薬学の確立と発展に資する薬
師養成プログラム）

複数地域（３件）

愛媛大学（西日本から世界に翔たく異文化交流型
リーダーシップ・プログラム）

宮城大学（コミュニティ・プランナー育成のため
の実践的教育課程の構築）

電気通信大学（産学官協働ネットワークによるイ
ノベーション博士養成と地域再生）

北海道・東北（３件）

山形大学（美しい山形を活用した「社会人力育成
山形講座」の展開）

福島大学（ふくしまの未来を拓く「強い人材」づ
くり共同教育プログラム）

山形大学（東日本広域の大学間連携による教育の
質保証・向上システムの構築）

九州歯科大学（地域連携による「ものづくり」継
承支援人材育成共同プロジェクト）

九州工業大学（自動車・ロボットの高度化知能化
に向けた専門人材育成連携大学院）

熊本大学（減災型地域社会のリーダー養成プログ
ラム）

長崎大学（留学生との共修・協働による長崎発グ
ローバル人材基盤形成事業）

長崎大学（多職種協働による在宅がん医療・緩和
ケアを担う専門人材育成拠点）

佐賀大学（大学間発達障害支援ネットワークの構
築と幼保専門職業人の養成）

鹿児島工業高等専門学校（高専・企業・アジア連
携による実践的・創造的技術者の養成）

北九州市立大学（まちなかＥＳＤセンターを核と
した実践的人材育成）

地域連携内訳

分野連携内訳
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取組名称 申請大学等 ステークホルダー 頁

美しい山形を活用した
「社会人力育成山形講座」の展開

山形大学、山形県立保健医療大学、
東北芸術工科大学、東北公益文科大学、
東北文教大学、山形県立米沢女子短期大学、
羽陽学園短期大学、東北文教大学短期大学部、
鶴岡工業高等専門学校

山形県、山形県市長会、山形県町村会、
山形県商工会議所連合会、山形県商工会連合会、
山形県中小企業団体中央会、山形県経営者協会

9

東日本広域の大学間連携による
教育の質保証・向上システムの構築

山形大学、会津大学、札幌大学、北翔大学、
青森中央学院大学、石巻専修大学、
東北芸術工科大学、東日本国際大学、
明海大学、国際武道大学、了徳寺大学、
東京家政学院大学、東京造形大学、
日本女子大学、札幌大学女子短期大学部、
北翔大学短期大学部、青森中央短期大学、
羽陽学園短期大学、いわき短期大学

北海道教育委員会、釧路市、平取町、
ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構、
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、
大蔵村、鮭川村、戸沢村、川崎市、相模原市

10

ふくしまの未来を拓く「強い人材」づくり
共同教育プログラム

福島大学、会津大学、福島県立医科大学、
いわき明星大学、奥羽大学、郡山女子大学、
東日本国際大学、福島学院大学、日本大学、
放送大学、会津大学短期大学部、
いわき短期大学、郡山女子大学短期大学部、
桜の聖母短期大学、福島学院大学短期大学部、
福島工業高等専門学校

福島県立テクノアカデミー郡山、
福島県立テクノアカデミー浜、
福島県立テクノアカデミー会津、福島県、
福島県市長会、福島県町村会、
福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、
福島県中小企業団体中央会、
福島県農業協同組合中央会

11

実践社会薬学の確立と発展に資する
薬剤師養成プログラム

千葉大学、城西国際大学、千葉科学大学
社団法人千葉県薬剤師会、千葉県病院薬剤師会、
ＮＰＯ法人医薬品適正使用推進機構 12

産学官協働ネットワークによる
イノベーション博士養成と地域再生

室蘭工業大学、北見工業大学、電気通信大学、
富山大学、大分大学、秋田県立大学

㈳コラボ産学官、江戸川区、
秋田県産業技術センター 15

学都いしかわ・課題解決型グローカル
人材育成システムの構築

金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、
石川県立大学、石川県立看護大学、
金沢美術工芸大学、金沢医科大学、
金沢学院大学、金沢工業大学、金沢星稜大学、
金城大学、北陸大学、北陸学院大学、
金沢学院短期大学、金城大学短期大学部、
小松短期大学、金沢星稜大学女子短期大学部、
北陸学院大学短期大学部、
石川工業高等専門学校、
金沢工業高等専門学校

石川県、石川県商工会議所連合会 17

愛知県内教員養成高度化支援システムの構築
愛知教育大学、愛知県立大学、桜花学園大学、
名古屋学芸大学、名城大学

愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、
愛知県博物館協会、愛知県学校図書館研究会 20

教員養成高度化システムモデルの構築・発信
兵庫教育大学、兵庫県立大学、神戸学院大学、
神戸女子大学、神戸親和女子大学、
武庫川女子大学

兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
日本教職大学院協会 21

大学と地域社会を結ぶ大学間連携ソーシャル
ラーニング

島根大学、島根県立大学、鳥取環境大学、
島根県立大学短期大学部、鳥取短期大学

鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、
島根県立古代出雲歴史博物館、
島根県経済同友会

22

臨床情報医工学に卓越した地域の先進医療を
チームで担う人材育成

広島大学、広島市立大学、広島工業大学、
広島国際大学

広島県病院事業局、広島市病院事業局、
広島県健康福祉局、広島市健康福祉局、
マツダ株式会社、株式会社ジェイ ･ エム ･ エス、
中外テクノス株式会社、
NPO 法人総合遠隔医療支援機構

23

西日本から世界に翔たく異文化交流型
リーダーシップ・プログラム

山口大学、香川大学、愛媛大学、佐賀大学、
京都外国語大学、京都文教大学、広島経済大学、
松山大学、九州国際大学、
京都外国語短期大学

松山市青年会議所、㈶えひめ女性財団、
愛媛県企業経営者勉強会（理解ラボ）、
アジア太平洋学生支援協会（APSSA）、
大学教育学会

25

自動車・ロボットの高度化知能化に向けた
専門人材育成連携大学院

九州工業大学、北九州市立大学、早稲田大学
北九州市、
公益財団法人北九州産業学術推進機構 27

大学間発達障害支援ネットワークの構築と
幼保専門職業人の養成

佐賀大学、西九州大学、
九州龍谷短期大学、佐賀女子短期大学、
西九州大学短期大学部

佐賀県、佐賀県教育委員会、
佐賀県国公立幼稚園会、
佐賀県私立幼稚園連合会、佐賀県保育会、
佐賀県届出保育所子育て支援会、
佐賀県社会福祉協議会

28

多職種協働による在宅がん医療・緩和ケアを
担う専門人材育成拠点

長崎大学、長崎県立大学、長崎国際大学

長崎県、長崎市、長与町、佐世保市、
長崎県薬剤師会、長崎県病院薬剤師会、
長崎県看護協会、長崎県医師会、
長崎県歯科医師会、長崎県歯科衛生士会、
長崎県理学療法士会、長崎県作業療法士会、
長崎県言語聴覚士会、長崎県栄養士会、
長崎県社会福祉士会、長崎県介護福祉士会

29

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」選定状況一覧1
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取組名称 申請大学等 ステークホルダー 頁

留学生との共修・協働による長崎発
グローバル人材基盤形成事業

長崎大学、長崎県立大学、活水女子大学、
長崎ウエスレヤン大学、長崎外国語大学、
長崎国際大学、長崎純心大学、
長崎総合科学大学、長崎女子短期大学、
長崎短期大学

長崎県、長崎インターンシップ推進協議会、
㈳若者自立支援長崎ネットワーク 30

減災型地域社会のリーダー養成プログラム
熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、
熊本保健科学大学

熊本県、熊本市 31
コミュニティ・プランナー育成のための
実践的教育課程の構築

宮城大学、兵庫県立大学
淡路景観園芸学校、宮城県、南三陸町、気仙沼市、
大崎市、白石市 33

彩の国大学連携による住民の暮しを支える
連携力の高い専門職育成

埼玉県立大学、埼玉医科大学、城西大学、
日本工業大学

埼玉県 34
時代が求める新たな教養教育の京都三大学
共同（モデル）推進事業

京都工芸繊維大学、京都府立大学、
京都府立医科大学

京都府 35

まちなかＥＳＤセンターを核とした
実践的人材育成

北九州市立大学、九州歯科大学、九州共立大学、
九州女子大学、九州国際大学、産業医科大学、
西南女学院大学、西日本工業大学

北九州市、北九州市教育委員会、
北九州ＥＳＤ協議会、北九州活性化協議会、
アジア低炭素センター、北九州商工会議所、
北九州まちづくり応援団

36

地域連携による「ものづくり」継承支援
人材育成協働プロジェクト

九州工業大学、北九州市立大学、九州歯科大学、
産業医科大学

福岡県、北九州市、北九州商工会議所 37

産学公連携によるグローカル人材の育成と
地域資格制度の開発

京都府立大学、京都産業大学、京都文教大学、
佛教大学、龍谷大学

社団法人京都経済同友会、京都商工会議所、
京都経営者協会、公益社団法人京都工業会、
京都市、京都府、
一般財団法人地域公共人材開発機構

45

地域資格制度による組織的な大学地域連携の
構築と教育の現代化

京都大学、京都府立大学、京都産業大学、
京都橘大学、京都文教大学、成美大学、
同志社大学、佛教大学、龍谷大学

一般社団法人京都北部地域・大学連携機構、
一般財団法人地域公共人材開発機構、京都府、
京都市、
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター、
京都商工会議所、社団法人京都経済同友会、
特定非営利活動法人きょうとＮＰＯセンター

46

近畿地区７高専連携による防災技能を有した
技術者教育の構築

舞鶴工業高等専門学校、
明石工業高等専門学校、
奈良工業高等専門学校、
和歌山工業高等専門学校、
大阪府立大学工業高等専門学校、
神戸市立工業高等専門学校、
近畿大学工業高等専門学校

兵庫県、明石市、神戸市、寝屋川市、大和郡山市、
御坊市、舞鶴市、名張市、
公益社団法人兵庫工業会

55

高専・企業・アジア連携による
実践的・創造的技術者の養成

久留米工業高等専門学校、
有明工業高等専門学校、
北九州工業高等専門学校、
佐世保工業高等専門学校、
熊本高等専門学校、
大分工業高等専門学校、
都城工業高等専門学校、
鹿児島工業高等専門学校、
沖縄工業高等専門学校

社団法人九州経済連合会 56

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」選定状況一覧2
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取組名称 申請大学等 ステークホルダー 頁

教学評価体制（ＩＲネットワーク）による
学士課程教育の質保証

北海道大学、お茶の水女子大学、琉球大学、
大阪府立大学、玉川大学、
同志社大学、関西学院大学、甲南大学

北海道経済連合会、堺商工会議所、
沖縄県経営者協会、神戸商工会議所、
京都商工会議所、一般社団法人日本能率協会、
㈱リクルートワークス研究所、
㈱インテリジェンス HITO 総合研究所、
㈱三菱総合研究所

8

グローバル社会を担う次世代型獣医学系大学
教育機構の構築

東京大学、日本大学、日本獣医生命科学大学、
麻布大学

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
動物衛生研究所、
農林水産省動物医薬品検査所、
厚生労働省国立感染症研究所、
社団法人全国農業共済協会、
国際獣疫事務局アジア太平洋地域事務所、
日本中央競馬会、
独立行政法人農林水産消費安全技術センター

13

東京コンソーシアムを基盤とした大学院疾患
予防科学コース設立

東京医科歯科大学、お茶の水女子大学、
学習院大学、北里大学

日本炎症・再生医学会、日本脂質栄養学会、
脂溶性ビタミン総合研究委員会、
日本レチノイド研究会、
日本バイオマテリアル学会、日本歯科理工学会、
ソニー株式会社、大日本印刷株式会社、
エーザイ株式会社

14

連携機能を活用した歯学教育高度化
プログラム

東北大学、新潟大学、広島大学 日本歯科医学教育学会 16

研究者育成の為の行動規範教育の
標準化と教育システムの全国展開

東京医科歯科大学、信州大学、
福島県立医科大学、北里大学、上智大学、
沖縄科学技術大学院大学

全国医学部長病院長会議、
社団法人日本医師会日本医学会、
独立行政法人宇宙航空研究開発機構、
全国遺伝子医療部門連絡会議

18

繊維系大学連合による次世代繊維・
ファイバー工学分野の人材育成

福井大学、信州大学、京都工芸繊維大学

日本繊維産業連盟、
一般社団法人日本繊維技術士センター、
一般社団法人日本衣料管理協会、
一般社団法人繊維学会、
社団法人日本繊維機械学会、
社団法人日本繊維製品消費科学会

19

四国防災・危機管理特別プログラム
共同開設による専門家の養成

徳島大学、香川大学 徳島県、香川県 24

未来像を自ら描く電気エネルギー分野におけ
る実践的人材の育成

九州大学、九州工業大学、熊本大学、福岡大学、
福岡工業大学

九州パワーアカデミー、
特定非営利活動法人九州組込みソフトウェアコ
ンソーシアム

26

地域の医療現場と協働した
サービス・イノベーション人材の育成

宮崎大学、北陸先端科学技術大学院大学、
久留米大学

Innovation Value Institute（アイルランド国
立大学）、
宮崎県医師会、宮崎県看護協会、
宮崎県診療情報管理士会、
診療現場で役立つ経営分析研究会、
九州沖縄医療情報技師会、
久留米リサーチパーク

32

多価値尊重社会の実現に寄与する学生を養成
する教育共同体の構築

琉球大学、福岡県立大学、沖縄県立看護大学、
名桜大学、国際医療福祉大学、産業医科大学、
聖マリア学院大学、
日本赤十字九州国際看護大学

国立国際医療研究センター、
兵庫県災害医療センター、福岡県看護協会、
沖縄県看護協会、福岡看護ｅラーニング研究会

38

学士力養成のための共通基盤システムを活用
した主体的学びの促進 

山梨大学、愛媛大学、佐賀大学、
千歳科学技術大学、北星学園大学、創価大学、
愛知大学、桜の聖母短期大学

日本リメディアル教育学会、
大学 e ラーニング協議会、日本情報科教育学会 39

データに基づく課題解決型人材育成に
資する統計教育質保証

東京大学、大阪大学、総合研究大学院大学、
青山学院大学、多摩大学、 立教大学、
早稲田大学、同志社大学

応用統計学会、日本計算機統計学会、
日本計量生物学会、日本行動計量学会、
日本統計学会、日本分類学会、大学入試センター、
日本アクチュアリー会、日本科学技術連盟、
日本銀行、日本経済団体連合会、
日本製薬工業協会、日本統計協会、
日本マーケティング・リサーチ協会

40

ＩＴを活用した超高齢社会の到来に
対応できる歯科医師の養成

北海道医療大学、岩手医科大学、昭和大学

北海道歯科医師会、札幌歯科医師会、
岩手県歯科医師会、盛岡市歯科医師会、
蒲田歯科医師会、大森歯科医師会、
目黒区歯科医師会、荏原歯科医師会、
品川歯科医師会

41

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」選定状況一覧3
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取組名称 申請大学等 ステークホルダー 頁

国際機関等との連携による
「国際協力人材」育成プログラム

明治大学、立教大学、国際大学

一般社団法人グローバルコンパクト・ジャパン
ネットワーク（ＧＣ）、
公益財団法人ヒューマン・ライツ・ウォッチ（Ｈ
ＲＷ）、
国際機関太平洋諸島センター（ＰＩＣ）、
財団法人日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）、
公益社団法人アムネスティ・インターナショナ
ル日本、
国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）

42

実践力と創造力を持つ高信頼スマート
組込みシステム技術者の育成

北陸先端科学技術大学院大学、金沢工業大学
一般社団法人組込みシステム技術者協会、
社団法人石川県鉄工機電協会、
社団法人石川県情報システム工業会

43

産学協働教育による主体的学修の確立と中核
的・中堅職業人の育成

新潟大学、成城大学、京都産業大学、
福岡工業大学

にいがたインターンシップ推進協議会、
一般社団法人新潟県経営者協会、
東京経営者協会、京都経営者協会、
経済産業省近畿経済産業局 、
経済産業省九州経済産業局、
社団法人九州経済連合会

44

〈考え、表現し、発信する力〉を培う
ライティング／キャリア支援

津田塾大学、関西大学

The Writing Centers Association of Japan、
伊丹市教育委員会、国立女性教育会館、
株式会社朝日新聞社、株式会社 JTB 西日本、
ダイキン工業株式会社、株式会社パソナ

47

主体的な学びのための教学マネジメントシス
テムの構築

淑徳大学、北陸学院大学、関西国際大学、
くらしき作陽大学

独立行政法人大学入試センター、
全国高等教育研究所等協議会 48

四国の全薬学部の連携・共同による
薬学教育改革

徳島大学、徳島文理大学、松山大学

徳島県病院薬剤師会、徳島県薬剤師会、
高知県病院薬剤師会、高知県薬剤師会、
愛媛県病院薬剤師会、愛媛県薬剤師会、
香川県病院薬剤師会、香川県薬剤師会、
徳島大学病院、高知大学医学部附属病院、
愛媛大学医学部附属病院、
香川大学医学部附属病院、徳島赤十字病院、
徳島県教育委員会、高知県教育委員会、
愛媛県教育委員会、香川県教育委員会、
NPO 法人山の薬剤師たち、
NPO 法人へき地と歩む薬剤師

49

基幹保育者養成プログラム開発のための共同
教育事業

桜花学園大学、岡崎女子短期大学、
名古屋短期大学、名古屋柳城短期大学

愛知県教育委員会、愛知県健康福祉部、
愛知県私立幼稚園連盟、愛知県私立保育園連盟、
愛知県保育士会

50

短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同
教学ＩＲネットワーク

香蘭女子短期大学、精華女子短期大学、
福岡女子短期大学、佐賀女子短期大学、
西九州大学短期大学部、長崎女子短期大学、
長崎短期大学

日本私立短期大学協会、
日本インターンシップ学会 51

分野別到達目標に対するラーニング
アウトカム評価による質保証

函館工業高等専門学校、
仙台高等専門学校、
茨城工業高等専門学校、
長野工業高等専門学校、
鳥羽商船高等専門学校、
鈴鹿工業高等専門学校、
高知工業高等専門学校

公益社団法人日本工学教育協会、
一般社団法人組込みシステム技術協会、
日本マイクロソフト株式会社、
長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、
北海道高校理科研究会（函館）、
函館高専地域連携協力会

52

ＫＯＳＥＮ発”イノベーティブ・
ジャパン”プロジェクト

一関工業高等専門学校、
小山工業高等専門学校、
東京工業高等専門学校、
長野工業高等専門学校、
沼津工業高等専門学校、
和歌山工業高等専門学校、
沖縄工業高等専門学校

公益社団法人日本工学教育協会、
八王子商工会議所 53

海事分野における高専・産業界連携に
よる人材育成システムの開発

富山高等専門学校、
鳥羽商船高等専門学校、
広島商船高等専門学校、
大島商船高等専門学校、
弓削商船高等専門学校

一般社団法人日本船主協会、
一般社団法人全日本船舶職員協会、
全日本海員組合、国際船員労務協会

54
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（注）申請大学等欄の下線の大学等が申請者（代表校）、それ以外が連携校を表す。  
　　  なお、代表校と連携校は申請者であるか否かで異なるが、事業を実施する上で両者に特段の違いはない。  
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