
平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」申請状況

（１）申請件数

申請区分 地域連携 分野連携 合　計

件　　数 76 77 153

（２）参加大学等数

申請区分 地域連携 分野連携 合　計

大
　
学

国立 67 86 153

公立 55 19 74

私立 181 123 304

小計 303 228 531

短
期
大
学

公立 5 1 6

私立 51 19 70

小計 56 20 76

高
等
専
門
学
校

国立 37 60 97

公立 3 0 3

私立 2 0 2

小計 42 60 102

合
　
計

国立 104 146 250

公立 63 20 83

私立 234 142 376

小計 401 308 709

（注１）本事業は複数大学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。



整理番号 取組名称 申請大学等

1 大学連携センターを基軸とする地域人材育成の循環形成
北海道教育大学、公立はこだて未来大学、函館大学、函館大谷短期
大学、函館短期大学

2 街中をキャンパスとした人間力教育モデルの構築 小樽商科大学、北星学園大学

3 介護福祉と食品の総合知識を持つ人材育成プログラムの構築 帯広畜産大学、帯広大谷短期大学

4 青森型イノベーションコンピテンシー育成プログラム 弘前大学、八戸工業高等専門学校

5 知識統合人材育成をめざす高度教養教育・学修モデルの開発
弘前大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、福島大
学、東北福祉大学、宮城学院女子大学、法政大学

6 次世代リーダー養成教育（きたまえ塾）と質保証システムの構築 秋田大学、国際教養大学、東北公益文科大学

7 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

8 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

9 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

10 持続可能な新しい社会の創造を目指す地域共創教育プログラム
茨城大学、いわき明星大学、茨城キリスト教大学、常磐大学、作新学
院大学

11 地域が求める「自然エネルギー学教育プログラム」の構築 茨城大学、足利工業大学

12 連携大学の特色を活かしたクラウドによる教養・専門教育の展開 宇都宮大学、国際医療福祉大学、自治医科大学

13 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

14 実践的指導力を有する初等・中等理科教員の養成システムの構築 千葉大学、東邦大学

15 大学院・高専連携高度専門技術者育成共同教育プログラム 東京工業大学、東京工業高等専門学校

16 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

17 アートベース・ヨコハマから始まるクリエイティブ人材育成事業 横浜国立大学、東海大学、京都精華大学、倉敷芸術科学大学

18 大学間連携による「統合型の次世代都市研究教育ネットワーク」 横浜国立大学、横浜市立大学

19 横浜大学間連携における医理工共同による高度専門職の教育推進 横浜国立大学、横浜市立大学

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」申請状況一覧（地域連携）
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整理番号 取組名称 申請大学等

20 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

21 図書館における学習支援の推進　－静岡発「学ぶ力」の育成－ 静岡大学、静岡県立大学、静岡理工科大学

22 真に頑健な減災医療システムの構築を目指す大学間連携教育 名古屋大学、三重大学

23 知性と感性の融合をめざす創造的人材育成事業 名古屋大学、愛知県立芸術大学

24 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

25 三重県内教学ＩＲネットワーク構築による教育の質保証と人材育成
三重大学、三重県立看護大学、皇學館大学、鈴鹿医療科学大学、鈴
鹿国際大学、四日市大学、三重短期大学、鈴鹿短期大学、高田短期
大学

26 彦根・湖東地域３大学「地域に学ぶ　大学連携型協働共育の創設」 滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学

27 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

28 フィールドステーションを活用した地域活動力養成プログラム 神戸大学、大手前大学、神戸親和女子大学

29 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

30 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

31 自律的未来設計するために「何を学ぶべきか」を考える教養人教育 徳島大学、鳴門教育大学

32 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

33 －人間の尊厳と可能性を開く－宗像３大学連携教養教育プログラム
福岡教育大学、日本赤十字九州国際看護大学、東海大学福岡短期
大学

34 高等教育の改善を図る高大企業連携による「学びの共同体」の構築
九州大学、福岡女子大学、西南学院大学、中村学園大学、福岡大
学、福岡歯科大学

35 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

36 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

37 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

38 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

39 減災型地域社会のリーダー養成プログラム：ＣＯＣのフレーム試行 熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、熊本保健科学大学

40 鹿児島に学び、世界に羽ばたく２１世紀型市民養成プログラム

鹿児島大学、鹿屋体育大学、鹿児島国際大学、鹿児島純心女子大
学、志學館大学、第一工業大学、鹿児島県立短期大学、鹿児島純心
女子短期大学、鹿児島女子短期大学、第一幼児教育短期大学、鹿児
島工業高等専門学校
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整理番号 取組名称 申請大学等

41 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

42 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

43 学習コミュニティに多様な支援を行う高等教育の質向上と質保証
福井大学、福井県立大学、仁愛大学、福井工業大学、仁愛女子短期
大学、福井医療短期大学、福井工業高等専門学校

44 新しいリベラルアーツ教育のためのコミュニティ・キャンパス育成 静岡大学、静岡県立大学、常葉学園大学

45 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

46 産官学協働による個別化人材養成
大阪府立大学、大阪大谷大学、帝塚山学院大学、羽衣国際大学、
プール学院大学、桃山学院大学

47 神戸未来学を枠組にした課題解決型共同教育による人材育成
神戸市外国語大学、神戸市看護大学、流通科学大学、神戸芸術工科
大学、神戸市立工業高等専門学校

48 地域の発展を牽引するイノベーション人材育成共同教育の推進

広島大学、尾道市立大学、県立広島大学、広島市立大学、福山市立
大学、近畿大学、エリザベト音楽大学、日本赤十字広島看護大学、比
治山大学、広島経済大学、広島工業大学、広島国際大学、広島国際
学院大学、広島修道大学、広島女学院大学、広島都市学園大学、広
島文化学園大学、広島文教女子大学、福山大学、福山平成大学、安
田女子大学、山陽女子短期大学、鈴峯女子短期大学、比治山大学短
期大学部、広島国際学院大学自動車短期大学部、広島文化学園短
期大学、安田女子短期大学、広島商船高等専門学校、呉工業高等専
門学校

49 まちなかＥＳＤセンター（ＣＯＣ拠点）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

50 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、北九州市立大学、九州歯科大学、産業医科大学

51 公立大学の連携による大学院での保健師教育と地域社会の課題解決
岡山県立大学、県立広島大学、長崎県立大学、大分県立看護科学大
学

52 大学間連携による地域を教育資源とした学士力の向上と地域共創 青森公立大学、八戸工業大学

53 ｅラーニングによる仮想「福祉住環境コース」 埼玉県立大学、ものつくり大学

54 ソーシャルメディア系資格認定制度化と産学共同教育コミュニティ 埼玉工業大学、青山学院大学、東京工科大学

55 八王子の街づくりと学生の主体的学びを繋ぐ産学公協働の教育事業
杏林大学、創価大学、多摩美術大学、東京工科大学、明星大学、創
価女子短期大学、山野美容芸術短期大学

56 共創的農商工連携とナレッジマネジメントの構築による人財育成 北見工業大学、東京農業大学

57 アクセシビリティ促進能力を育てる小川町１丁目プロジェクト 白梅学園大学、武蔵野美術大学

58 映画と音楽、地域における大学間連携を通じた共同教育 昭和音楽大学、日本映画大学

59 音楽療法と福祉的支援との協働による教育システムの構築 昭和音楽大学、田園調布学園大学

60 新潟県の高齢化社会への対応策を地域と共に創る大学間連携教育
長岡造形大学、新潟青陵大学、新潟薬科大学、新潟青陵大学短期大
学部
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整理番号 取組名称 申請大学等

61 地域課題をチームで解決する力を育てる産学官連携COC岐阜構想

岐阜大学、岐阜薬科大学、情報科学芸術大学院大学、朝日大学、岐
阜経済大学、岐阜女子大学、中部学院大学、東海学院大学、岐阜市
立女子短期大学、中部学院大学短期大学部、中日本自動車短期大
学、岐阜工業高等専門学校

62 地域・大学連携による医療系専門職間連携教育体制の構築と評価 愛知県立大学、愛知医科大学、愛知学院大学

63 地域と交わる減災学習プログラムによる人材の連携育成 名古屋工業大学、名古屋学院大学

64 教育資源を集中した大学連携センターによる地域実践型教育の開発
京都外国語大学、京都光華女子大学、京都嵯峨芸術大学、花園大
学、京都外国語短期大学、京都光華女子大学短期大学部、京都嵯峨
芸術大学短期大学部

65 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

66 医療語学力を持つ人材や医療に係る心理的支援ができる人材の養成 京都府立医科大学、京都ノートルダム女子大学

67 学びの連鎖を目的とした高大社接続プログラムの開発
大谷大学、京都学園大学、京都華頂大学、京都光華女子大学、京都
ノートルダム女子大学、立命館大学、華頂短期大学、京都光華女子
短期大学部

68 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

69 神戸ポートアイランド大学連携による社会との共同教育推進事業 神戸学院大学、神戸夙川学院大学、兵庫医療大学

70 地域社会の課題に対応した高齢者福祉とモノづくりの連携教育 西南女学院大学、西日本工業大学

71 高専コア・協働創成教育によるグローカルアクティエンジニア育成
八戸工業高等専門学校、仙台高等専門学校、秋田工業高等専門学
校

72 高専・大学連携による高度技術系グローバル人材育成 富山大学、金沢大学、富山高等専門学校、石川工業高等専門学校

73 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

74 高専モデルコアカリキュラムによる学びの質保証プログラムの開発
阿南工業高等専門学校、香川高等専門学校、新居浜工業高等専門
学校、弓削商船高等専門学校、高知工業高等専門学校

75 地域ニーズ対応型スーパーエンジニア育成カリキュラムの開発
函館工業高等専門学校、秋田工業高等専門学校、鶴岡工業高等専
門学校、阿南工業高等専門学校

76 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

（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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整理番号 取組名称 申請大学等

1 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

2 インクルーシブ社会構築を目指した総合的修学支援連携・協力事業 宮城教育大学、筑波技術大学

3 「震災復興から地域再建へ」東日本大震災・共同教育推進事業 福島大学、立教大学

4 思考力と適応力を育てる工学系教育システムの共同開発 宇都宮大学、足利工業大学、帝京大学、小山工業高等専門学校

5 ＷＨＯと連携に基づく良質なチーム医療教育のアジア諸国での展開
筑波大学、群馬大学、札幌医科大学、首都大学東京、北里大学、慶
應義塾大学、東京慈恵会医科大学、新潟医療福祉大学

6 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

7 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

8 家畜感染症関連教育強化プログラム 北海道大学、岩手大学、東京農工大学、日本獣医生命科学大学

9 社会要請に応えるアグロイノベーションコンソーシアムの創設 茨城大学、宇都宮大学、東京農工大学、麻布大学

10 野生動物管理専門官の人材養成プログラムの構築 東京農工大学、岐阜大学、兵庫県立大学、酪農学園大学

11 予測困難な時代に対応した次世代リベラルアーツの構築と実践 東京海洋大学、お茶の水女子大学、芝浦工業大学

12 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

13 知と美の融合による全人的ケアの実現を目指す医芸共同教育 金沢大学、金沢美術工芸大学

14 分野連携による地域生活志向型医療人教育プログラムの開発 千葉大学、福井大学、愛媛大学、長崎大学

15 医学・薬学に精通した研究開発プロフェッショナルの育成 山梨大学、星薬科大学

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

17 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

18 中部山岳域を拠点とした連携コンソーシアムによる環境再生教育 筑波大学、信州大学

19 大学間連携による教員養成高度化をめざす改革モデル事業 静岡大学、常葉学園大学

20 学部・大学院一体化教育によるリサーチマインド育成プログラム 大阪大学、京都大学

21 大学間連携教育による芸術ファシリテイター養成プログラムの構築 大阪大学、近畿大学、相愛大学

22 大学連合シミュレーション科学人材育成プログラム 筑波大学、京都大学、神戸大学、奈良先端科学技術大学院大学

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」申請状況一覧（分野連携）
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整理番号 取組名称 申請大学等

23 広域コンソーシアム構築に向けた連携共同観光教育コア創造事業 和歌山大学、阪南大学

24 学部－大学院教育の協働によるフィールド教育ネットワークの拡充
鳥取大学、島根大学、岡山大学、山口大学、高知大学、県立広島大
学

25 技術者教育における共通コア教育システムの構築 岡山大学、岡山県立大学、岡山理科大学、津山工業高等専門学校

26 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

27 成果と振り返りの共鳴による地域間連携人材の育成 山口大学、高知大学、高知県立大学、高知工科大学

28 四国発の総合的植物医学教育の拠点形成と実践 香川大学、高知大学

29 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

30 諸科学・産業とのスタディグループを取入れた大学院数理科学教育 東北大学、東京大学、九州大学、明治大学

31 国民に安全な産業動物食品を持続供給するための共同教育事業 宮崎大学、大阪府立大学

32 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

33 高度林業技術者育成のための連携専門職大学院教育の推進 岩手大学、鹿児島大学

34 ハイブリッド教育による問題解決型政策立案・対案提示人材の育成 政策研究大学院大学、高崎経済大学

35 社会科学のためのミクロデータ分析のリーダー養成プログラム 新潟県立大学、青山学院大学、関西大学

36 基礎力養成プログラムと思考力・表現力分析システムの構築 愛知県立大学、愛知淑徳大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学

37 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

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

39 人間らしい生活に係る多角的問題関心に基づく講義と実践教育 東京福祉大学、山口福祉文化大学

40 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

41 女性グローカル・ファシリテーターの育成
実践女子大学、東京家政大学、相模女子大学、実践女子短期大学、
東京家政大学短期大学部、相模女子大学短期大学部

42 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

43 世界で活躍する薬剤師育成を担う薬学教育ソーシャルネットワーク
岩手医科大学、東北薬科大学、順天堂大学、昭和大学、東京理科大
学、武庫川女子大学

44 スマートライフデザイン発信力育成構想－装・健・美の統合教育－ 和洋女子大学、多摩美術大学、文化学園大学

45 ２大学連携クラウドによる電子ポートフォリオ展開と教育力強化 文京学院大学、長崎純心大学
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整理番号 取組名称 申請大学等

46 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

47 幼年期のアート教育：保育者養成とアート・リーダー育成の試み 東北芸術工科大学、和光大学

48 信頼基盤社会構築をリードする実務イノベーション人材育成事業 岩手県立大学、中央大学、情報セキュリティ大学院大学

49 芸術系大学間連携によるオペラ公演・バレエ公演を通じた共同教育 東京造形大学、文化ファッション大学院大学、昭和音楽大学

50 レジリエンスの視点による農業支援カリキュラム開発と人材育成 八戸大学、八洲学園大学

51 地方工科系私学のソフトな連携による地域活性化人材育成 新潟工科大学、福井工業大学、西日本工業大学

52 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

53 新しいデジタル・アーカイブ教育―選定評価と保存概念― 常磐大学、岐阜女子大学、沖縄女子短期大学

54 大学間及び地域連携による環境教育の推進 豊橋技術科学大学、人間環境大学、京都学園大学、鳥取環境大学

55 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

56 産学連携による次世代ＩＴ・イノベーション人財育成 大阪経済大学、大阪産業大学、九州産業大学

57 〈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

58 災害支援ソーシャルワーク教育プログラムの開発 文京学院大学、関西福祉科学大学

59 医学教育専門家育成プログラムの構築をめざす連携推進事業 岐阜大学、近畿大学

60 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

61 みなとまち３大学連携による観光キャリア教育推進事業 横浜商科大学、神戸夙川学院大学、長崎国際大学

62 宗教を建学の精神とする大学間連携による実践型人材育成事業
埼玉工業大学、國學院大學、こども教育宝仙大学、大正大学、京都
ノートルダム女子大学、広島女学院大学

63 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

64 歯学・医学の知の統合に向けた口腔医学臨床実習教育の社会展開 島根大学、宮崎大学、神奈川歯科大学、福岡歯科大学

65 遊びが創造する領域横断的子ども「遊育」支援プログラムの開発 岩手県立大学、東洋英和女学院大学、静岡県立大学短期大学部

66 保育者の自律的継続的な成長を支える連携養成プログラム 金城大学短期大学部、東海大学短期大学部、奈良佐保短期大学

67 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

68 介護福祉士育成・強化と介護文化醸成のためのコミュニティワーク 羽衣国際大学、大阪城南女子短期大学
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整理番号 取組名称 申請大学等

69 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

70 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

71 広域で分野を横断する課題を解決する技術者教育の実証と展開
八戸工業高等専門学校、仙台高等専門学校、秋田工業高等専門学
校、鶴岡工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、奈良工業高等
専門学校、松江工業高等専門学校　高知工業高等専門学校

72 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

73 次世代スマートエネルギー産業に貢献できる人材育成プログラム
釧路工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、富山高等専門学
校、沼津工業高等専門学校、松江工業高等専門学校、阿南工業高等
専門学校、大分工業高等専門学校

74 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

75 社会の要請に応えるキャリア教育等によるものづくり技術者の育成
福井工業高等専門学校、舞鶴工業高等専門学校、明石工業高等専
門学校、松江工業高等専門学校、呉工業高等専門学校、徳山工業高
等専門学校

76 社会に求められる人材育成のための「人間力」向上プログラム

豊橋技術科学大学、函館工業高等専門学校、福井工業高等専門学
校、豊田工業高等専門学校、明石工業高等専門学校、奈良工業高等
専門学校、香川高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、熊本高等
専門学校、都城工業高等専門学校

77 高度電気・電子技術者育成のための異世代・異文化交流網の構築

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

　　　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。

（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。
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