
○ 平成１５年度　特色ある大学教育支援プログラム　テーマ別採択状況

◎　採択取組件数　１６件　（内訳：大学１３、短大２、共同１）

テーマ１：主として総合的取組に関するテーマ

取　組　名　称 設置 大学・短期大学名 申請単位 申請担当者名

進化するコアカリキュラム 国 北海道大学 大学全体 安藤　厚

教養教育と大学院先端研究との創造的連携の推進 国 東京大学 大学全体 浅島　誠

21世紀プログラム 国 九州大学 大学全体 嶌　洪

先進的コンピュータ理工学教育 公 会津大学 大学全体 黒田　研一

総合的な判断力を持つ自律した看護職の育成 公 大分県立看護科学大学 大学全体 草間　朋子

問題発見解決型教育の先導実践 私 慶應義塾大学 キャンパス単位 熊坂　賢次

産学連携型の新しい工学教育プログラム 私 工学院大学 学部単位 古屋　興二

責任ある地球市民を育むリベラル・アーツ 私 国際基督教大学 学部単位 鈴木　典比古

日本と世界を結ぶ国際教養教育の先駆的取組 私 上智大学 学部単位 GROVE LINDA ANN

女性学・ジェンダー的視点に立つ教育展開 私 東京女子大学 大学全体 鈴木　恒之

次世代農業者教育のグローバルネットワーク 私 東京農業大学 大学全体 藤本　彰三

工学設計教育とその課外活動環境 私 金沢工業大学 大学全体 服部　陽一

中国現地重視の学部教育 私 愛知大学 学部単位 武田　信照

一般教育を統合した英語カリキュラム展開 私 北星学園大学短期大学部 学科単位 清瀬　健

入学前～卒後の一貫した福祉人材養成教育 私 富山短期大学 学科単位 宮田　伸朗

長友　隆男

(芝浦工業大学）

　※１　（複数の大学での共同の取組）　

　　　　　芝浦工業大学、岡山理科大学、近畿大学、慶應義塾大学、拓殖大学、東海大学、東京工科大学、東京電機大学

　　　　　東京理科大学、武蔵工業大学、明治大学、立命館大学、早稲田大学

ツイニングによる国際化への積極的取組 ※１ 共　　同－



○ 平成１５年度　特色ある大学教育支援プログラム　テーマ別採択状況

◎　採択取組件数　２９件　（内訳：大学２０、短大８、共同１）

テーマ２：主として教育課程の工夫改善に関するテーマ

取　組　名　称 設置 大学・短期大学名 申請単位 申請担当者名

国際コンピテンシー人材育成教育プログラム 国 東北大学 学部単位 岡田　益男

26言語情報リテラシー教育プログラム 国 東京外国語大学 学部単位 林　佳世子

進化する創造性教育 国 東京工業大学 大学全体 小川　浩平

「楽力」によって拓く創造的ものつくり教育 国 電気通信大学 学部単位 石川　晴雄

実務訓練（長期実践型実習）と教育効果 国 長岡技術科学大学 大学全体 飯田　誠之

創成型工学教育支援プログラム 国 名古屋大学 学部単位 平野　眞一

社会のダイナミズムに連動する高等技術教育 国 豊橋技術科学大学 大学全体 清水　良明

現代的課題に対応する導入教育科目群の展開 国 奈良教育大学 学部単位 上野　ひろ美

自主性創造性を伸ばす教育方法の開発と推進 国 和歌山大学 大学全体 森本　吉春

アウエアネスを持った学生づくり教育 国 鳥取大学 大学全体 重政　好弘

6年一貫体制による保健医療福祉総合学習 国 香川医科大学 大学全体 高原　二郎

特色ある初年次教育の実践と改善 国 長崎大学 大学全体 片峰　茂

国際的芸術家滞在制作事業（アーティスト・イン・レジデンス） 公 金沢美術工芸大学 大学全体 中川　衛

自治医科大学におけるプライマリ・ケア教育 私 自治医科大学 学部単位 梶井　英治

新時代の医療を担う薬剤師養成教育の実践 私 北里大学 学部単位 小宮山　貴子　

アカデミックインターンシップの全学的展開 私 中央大学 大学全体 小口　好昭

全寮制に基づく全人的教養教育 私 東京理科大学 学部単位 渡辺　恒夫

キャリア開発プロジェクト 私 武蔵野大学 大学全体 齋藤　諦淳

実践的知の確立を目指す現代型教養教育 私 早稲田大学 大学全体 白井　克彦

多言語環境における日英二言語教育システム 私 立命館アジア太平洋大学 大学全体 慈道　裕治

外国人教員による英語のコーディネート授業 私 青山学院女子短期大学 学科単位 加納　孝代

体験学習「課題実践」を核とする教育課程 私 産能短期大学 学科単位 池内　健治

短期大学における社会体験教育の多面的展開 私 湘北短期大学 短期大学全体 小松　恵一

総合学習としてのミュージカルの制作と上演 私 新潟中央短期大学 短期大学全体 寺川　悦男

卒業要件科目「社会体験講座Ⅱ」 私 山梨学院短期大学 短期大学全体 三神　敬子

実習事前指導の体系的な実施 私 龍谷大学短期大学部 短期大学全体 阪口　春彦

大学における英語教育と教養教育の統合 私 大阪女学院短期大学 短期大学全体 智原　哲郎

ユニット方式による総合学科のカリキュラム 私 香蘭女子短期大学 学科単位 坂根　康秀

新潟大学

長崎大学

富山大学

－ 共　　同ものづくりを支える工学力教育の拠点形成 丸山　武男
(新潟大学）



○ 平成１５年度　特色ある大学教育支援プログラム　テーマ別採択状況

◎　採択取組件数　１４件　（内訳：大学１０、短大４）

テーマ３：主として教育方法の工夫改善に関するテーマ

取　組　名　称 設置 大学・短期大学名 申請単位 申請担当者名

三学部連携による地域・臨床型リーダー養成 国 秋田大学 大学全体 石川　三佐男

先進的な医学教育を推進する支援システム 国 筑波大学 学部単位 工藤　典雄

能動・思考促進型を柱とする全人的医学教育 国 岐阜大学 学部単位 高橋　優三

外国語教育の再構造化 国 京都大学 大学全体 赤岡　功

「進取の気風」を育む創造性教育の推進 国 徳島大学 学部単位 英　崇夫

コロンブスの卵的発想による英語教育改革 公 広島市立大学 大学全体 青木　信之

知識を共有した効果的な授業の展開 私 千歳科学技術大学 大学全体 雀部　博之

医療者（専門職業職者）育成のための学習評価システム 私 東京慈恵会医科大学 学部単位 福島　統

人間関係教育を包含するテュートリアル教育 私 東京女子医科大学 学部単位 溝口　秀昭

ネットワークを用いた教育学習支援システム 私 明治大学 大学全体 中村　孔一

聴覚・視覚障害学生に対する教育方法の改善 国 筑波技術短期大学 短期大学全体 大沼　直紀

看護学におけるPBL・テュートリアル教育 私 日本赤十字武蔵野短期大学 学科単位 森　美智子

授業方法等の複合的改善による英語教育実践 私 関西外国語大学短期大学部 学科単位 江平　英一

日本一の地方短大を目指す全学的FDの取組 私 宮崎女子短期大学 短期大学全体 宗和　太郎



○ 平成１５年度　特色ある大学教育支援プログラム　テーマ別採択状況

◎　採択取組件数　９件　（内訳：大学５、短大２、共同２）

テーマ４：主として学生の学習及び課外活動への支援の工夫改善に関するテーマ

取　組　名　称 設置 大学・短期大学名 申請単位 申請担当者名

IT環境を用いた自立学習支援システム 国 熊本大学 大学全体 足立　啓二

問題発見・解決支援型の学生自主研究制度 公 秋田県立大学 大学全体 鈴木　昭憲

英語の自立学習支援の新システム 私 神田外語大学 大学全体 ﾌﾗﾝｼｽ　ｼﾞｮﾝｿﾝ

「学生中心の大学」のための教育・学習支援 私 創価大学 大学全体 馬場　善久

学生とともにすすめる障害学生支援 私 日本福祉大学 大学全体 加藤　幸雄

学力が不足する学生のための支援活動 私 新潟工業短期大学 学科単位 峯山　晴紀　

学生の主体的運営によって成功したオリゼミ 私 安田女子短期大学 短期大学全体 多田　正利

文化女子大学

文化女子大学短期大学部

山梨学院大学

山梨学院短期大学

文化祭は”Collaboration　&　Creation”の場

山梨学院学生チャレンジ制度

澤田　知子
(文化女子大学)

込山　芳行
(山梨学院大学)

－

－

共　　同

共　　同



○ 平成１５年度　特色ある大学教育支援プログラム　テーマ別採択状況

◎　採択取組件数　１２件　（内訳：大学７、短大５）

テーマ５：主として大学と地域・社会との連携の工夫改善に関するテーマ

取　組　名　称 設置 大学・短期大学名 申請単位 申請担当者名

地域と協働する実践的教員養成プロジェクト 国 福井大学 学部単位 松木　健一

市民参画「佐賀環境フォーラム」プロジェクト 国 佐賀大学 大学全体 宮島　徹

学部理念に基づいた地域・社会との連携 公 高崎経済大学 学部単位 大宮　登

地域・大学連携による医療系基本教育 私 北海道医療大学 大学全体 阿部　和厚

国内外の地域に密着した実践的環境教育 私 武蔵工業大学 学部単位 増井　忠幸

大学教育における社会参画体験の取込と実践 私 明治学院大学 大学全体 鵜殿　博喜

多地域・多世代の交流による教育プログラム 私 京都造形芸術大学 学部単位 上村　博

デザインを通した地域との交流による教育 公 岐阜市立女子短期大学 学科単位 宮本　教雄

生涯学習センター設置と公開講座の継続実施 私 桜の聖母短期大学 短期大学全体 上野　正治

もう一つの学校「こども造形教室」 私 千葉経済大学短期大学部 学科単位 佐久間　勝彦

多チャンネルを通して培う地域社会との連携 私 松本大学松商短期大学部 短期大学全体 住吉　広行

高齢者の生きがいづくりと学生の人間教育 私 佐賀短期大学 短期大学全体 福元　裕二


