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学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

旭川大学 718,000 旭川大学 718,000 研究設備
ドイツ公法関連刊行物バックナンバーコ
レクション

札幌大学 1,590,000 札幌大学 1,590,000 研究設備 米国連邦取引委員会（ＦＴＣ）資料集

北海道尚志学
園

6,073,000
北海道工業大
学

2,415,000 教育基盤設備 立形フライス盤

北海道薬科大
学

3,658,000 研究設備 原子吸光分析システム

北海学園 34,648,000 北海学園大学 32,498,000 教育基盤設備
北海学園大学山鼻キャンパスコン
ピュータシステム

718,000 研究設備 現代国際経営出版物集成

718,000 研究設備 近代社会・政治　著作・文書集

714,000 研究設備 文藝時評大系

千歳科学技術
大学

5,686,000
千歳科学技術
大学

5,686,000 研究設備
チタンサファイア再生増幅器用励起レー
ザー

鶴岡学園 3,418,000
北海道文教大
学

3,418,000 教育基盤設備 多用途人体機能評価解析システム

青森山田学園 2,450,000 青森大学 2,450,000 教育基盤設備
視覚的ソフトウェア・コンテンツ開発実習
環境

岩手医科大学 123,987,000 岩手医科大学 16,660,000 研究設備 シングルセル回収システム

9,450,000 研究設備 網羅的遺伝子発現解析装置

11,144,000 研究設備 高速共焦点顕微鏡システム

86,733,000 教育基盤設備
医学部定員増に伴う学生教育用設備整
備

東北学院 52,866,000 東北学院大学 4,000,000 研究設備 液体クロマトグラフィーシステム

8,000,000 研究設備
ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメ
トリー

8,750,000 研究設備 走査電子顕微鏡

3,990,000 研究設備 生体情報収集システム

4,074,000 研究設備 三次元プリンタ

5,793,000 研究設備 光トポグラフィ装置

18,259,000 研究設備 薄膜多結晶シリコン太陽電池開発装置

私立大学等研究設備等整備費補助金（私立大学等研究設備等整備等）
平成22年度交付実績一覧
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東北薬科大学 12,792,000 東北薬科大学 7,297,000 研究設備
ダブルモノクロメーター式マイクロプレー
トリーダー

5,495,000 研究設備 リアルタイムPCRシステム

朴沢学園 5,544,000 仙台大学 5,544,000 教育基盤設備 ＮＧＣピットシステム

宮城学院 12,677,000
宮城学院女子
大学

3,264,000 教育基盤設備 ＦＴＩＲ（食用油専用分析装置付）

2,199,000 教育基盤設備 １０００ｋＮ圧縮試験機

7,214,000 教育基盤設備 調理実習室Ⅰ・Ⅱ改修

東北芸術工科
大学

9,503,000
東北芸術工科
大学

4,690,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ

4,165,000 研究設備 可搬型Ｘ線撮影装置

648,000 研究設備 “東北”的心性研究・制作基本文献

足利工業大学 20,080,000 足利工業大学 20,080,000 研究設備
情動と睡眠を計測する脳機能イメージ
ング装置

国際医療福祉
大学

3,381,000
国際医療福祉
大学

3,381,000 教育基盤設備 胸部診察シュミレータシステム

高崎健康福祉
大学

24,312,000
高崎健康福祉
大学

4,797,000 研究設備 無線式筋電図計測装置システム

13,603,000 研究設備 三次元動作分析システム

5,912,000 研究設備 多用途筋機能評価スシステム

明海大学 9,262,000 明海大学 9,262,000 研究設備 多チャンネル生体現象解析システム

埼玉医科大学 165,765,000 埼玉医科大学 4,284,000 研究設備 検体超低温保存システム

23,300,000 教育基盤設備 ICT活用の総合医学教育システム

19,023,000 研究設備 次世代シーケンサー解析システム

18,116,000 研究設備 実験小動物用光イメージング装置

16,606,000 研究設備 電子顕微鏡システム

84,436,000 教育基盤設備
医学部定員増に伴う学生教育用設備整
備

智香寺学園 5,007,000 埼玉工業大学 5,007,000 研究設備
4輪自動車ドライビング・シミュレータ装
置
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獨協学園 7,045,000 獨協医科大学 7,045,000 研究設備 共焦点レーザ走査型顕微鏡

佐藤栄学園 1,971,000 平成国際大学 1,971,000 教育基盤設備
104教室 情報処理教育用高機能ＰＣ一
式

九里学園 3,429,000 浦和大学 3,429,000 教育基盤設備 情報処理教育設備

千葉学園 647,000 千葉商科大学 647,000 研究設備
Congressional Publications on US
Immigration Policy, 2005-2008

千葉工業大学 71,364,000 千葉工業大学 8,379,000 研究設備 マルチタイプICP発光分光分析装置

3,990,000 研究設備 ICP前処理分解装置

17,866,000 研究設備 超電導マグネット励磁型磁力計

12,499,000 研究設備 非接触表面形状測定機

14,291,000 研究設備 高電圧試験システム

14,339,000 研究設備 動植物細胞生理機能解析システム

和洋学園 982,000 和洋女子大学 982,000 研究設備 『保育映像資料』コレクション

青山学院 10,681,000 青山学院大学 3,685,000 研究設備
F.ローズヴェルト政権下の米国外交政
策と国際関係

2,204,000 研究設備
Early English Books Unit83-87,Unit133-
136

4,792,000 研究設備 江戸文学資料コレクション

桜美林学園 1,114,000 桜美林大学 1,114,000 研究設備 環境経営文献コレクション

大妻学院 2,727,000 大妻女子大学 2,727,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ

香川栄養学園 7,485,000 女子栄養大学 7,485,000 研究設備 フローサイトメーター

学習院 17,948,000 学習院大学 618,000 研究設備
Gale Virtual Reference Library　『グリー
ン・イノベーション関連タイトルコレクショ
ン』

2,951,000 研究設備
オンライン版ドイツ語圏文学言語学文
献資料データベース

1,056,000 研究設備
シュルレアリスム関連定期刊行物コレク
ション　全７点

2,601,000 研究設備
国立国会図書館所蔵　昭和前期刊行図
書デジタル版集成 [社会科学部門]　社
会　個人著作物

2,022,000 研究設備
東京大学経済学部図書館所蔵資料
『山一證券株式会社』 マイクロフィルム
版

8,700,000 研究設備 ＭＰＭＳ用ヘリウム再凝縮システム
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北里研究所 113,772,000 北里大学 13,924,000 研究設備 微量金属元素測定システム

18,971,000 研究設備 プロテオーム解析システム

12,047,000 研究設備 高精細3次元イメージングシステム

19,142,000 研究設備 高速型自動細胞解析分取装置

4,428,000 研究設備 高分解能型自動細胞解析装置

2,626,000 研究設備 密閉式自動固定包埋装置

3,874,000 研究設備 3次元眼低像撮影装置

2,566,000 研究設備 ミルロック凍結真空乾燥機

36,194,000 教育基盤設備
医学部定員増に伴う学生教育用設備整
備

杏林学園 32,825,000 杏林大学 10,626,000 教育基盤設備 総合循環機能検査教育システム

11,837,000 研究設備 全自動細胞解析装置

4,498,000 研究設備 電子顕微鏡用ＣＣＤカメラ

5,864,000 研究設備 蛍光顕微鏡

慶應義塾 60,540,000 慶應義塾大学 4,000,000 研究設備 図書・絵巻『酒呑童子』

5,933,000 研究設備 ゼータ電位・粒径測定システム

6,653,000 研究設備 走査型プローブ顕微鏡

18,863,000 研究設備
Eighteenth Century Collections Online,
I & II.

11,523,000 研究設備
マイクロ環境デバイスおよびマイクロ医
療デバイス作製用高真空ナノ薄膜成膜
装置

2,516,000 研究設備 リアルタイムPCR装置

2,516,000 研究設備 卓上型超遠心機

8,536,000 教育基盤設備
解剖実習および手術研修のためのハイ
ビジョン立体映像装置

五島育英会 18,140,000 東京都市大学 8,200,000 研究設備 ゼータ電位測定装置

9,940,000 研究設備 高誘電率薄膜用スパッタリング装置
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工学院大学 67,356,000 工学院大学 21,333,000 研究設備 フェムト秒レーザー

14,000,000 研究設備 高軸力載加型加力設備

14,000,000 研究設備 大変形水平加力設備

11,314,000 教育基盤設備
環境エネルギー管理システム評価実験
装置

6,709,000 研究設備 サーマルマネキン

國學院大學 5,377,000 國學院大學 3,378,000 教育基盤設備
舞楽装束(右方の平舞装束・蛮絵装束)
一式

1,999,000 教育基盤設備 オンサイト重金属分析計

国際基督教大
学

3,300,000
国際基督教大
学

3,300,000 研究設備 昇温脱離法装置（特注）

慈恵大学 33,652,000
東京慈恵会医
科大学

15,813,000 研究設備 DNAマイクロアレイシステム

7,900,000 研究設備
高機能ﾌﾛｰｻｲﾄﾒｰﾀｰ MACSQuant
Analyzar ｼｽﾃﾑ

9,939,000 研究設備 次世代ゲノムシークエンサー

実践女子学園 3,466,000 実践女子大学 3,466,000 研究設備 ウェザーメーター

芝浦工業大学 25,802,000 芝浦工業大学 17,965,000 研究設備 生体情報計測装置（光トポグラフィ）

3,812,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ一式

4,025,000 研究設備 テラヘルツ分光光度計

順天堂 85,908,000 順天堂大学 4,206,000 研究設備 三次元人体計測機

14,232,000 教育基盤設備
自己学習支援のためのデジタルスライ
ド標本化システム

19,163,000 研究設備 タンパク発現解析システム

17,939,000 研究設備 遺伝子発現解析システム一式

16,549,000 研究設備 蛍光細胞解析システム

2,661,000 教育基盤設備 さくらキャンパスＰＣ実習室更新事業

11,158,000 研究設備 研究用遺伝子分析装置
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昭和大学 88,876,000 昭和大学 6,552,000 研究設備
FACSAria II　セルソーター用UVレー
ザーキット

21,896,000 研究設備
細胞培養・観察システム　Bio Station
CT

3,333,000 研究設備
フリームービング代謝測定4chシステ
ム・7520M/F

3,466,000 研究設備
2chマウス用オペラントシステム・
LE1002P

4,000,000 研究設備 軟X線照射装置 OM-150HTS

6,300,000 研究設備
イメージアナライス“TyphoonFLA9000
BGRシステム

4,800,000 研究設備 自動染色装置　Autostainer plus S3800

3,465,000 研究設備
培養細胞伸縮装置（吸引伸縮型）　FX-
4000T

3,955,000 研究設備 VersaDoc 5000 MP PCシステム

14,000,000 研究設備 走査型プローブ顕微鏡 SPM-9600

17,109,000 研究設備 BD　LSRFortessa　フローサイトメーター

昭和薬科大学 2,717,000 昭和薬科大学 2,717,000 教育基盤設備 超遠心機

上智学院 26,580,000 上智大学 10,200,000 研究設備 低温物性測定装置

10,780,000 研究設備 CVD装置

5,600,000 研究設備 超伝導素線配置３D計測装置

女子美術大学 6,092,000 女子美術大学 3,436,000 教育基盤設備
「ストレージ教育システム」構築のため
の基盤整備

2,656,000 研究設備 文化財の保存を考慮した撮影機材

白百合学園 6,159,000
白百合女子大
学

6,159,000 教育基盤設備 授業・学生対応用共有パソコン

成蹊学園 8,387,000 成蹊大学 6,000,000 研究設備 環境情報実験設備

2,387,000 研究設備
米国メリーランド大学所蔵　プランゲ文
庫　雑誌・新聞コレクション

成城学園 6,792,000 成城大学 2,000,000 研究設備
戦後の日本の社会・文化動態に関する
図書一式

4,792,000 研究設備 古筆手鑑　もゝちとり
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創価大学 31,658,000 創価大学 5,985,000 研究設備
バイオマス生産・生物分解・ガス化実験
装置

4,095,000 研究設備 リアルタイムPCRシステム

4,799,000 研究設備 高圧処理装置

16,779,000 研究設備 ハイスループット生命現象解析装置

多摩美術大学 15,858,000 多摩美術大学 5,728,000 教育基盤設備
グラフィックデザイン学科コンピューター
ルームＡ・Ｂ教室ＰＣ関係設備

2,732,000 教育基盤設備
デザイン学科コンピュータールーム・演
習教室PC関係設備

4,225,000 教育基盤設備 映像演劇学科設備（3-201　PC関連）

3,173,000 教育基盤設備
プロダクトデザイン学科３Ｄスキャナー・
プリンター

大正大学 9,667,000 大正大學 9,667,000 教育基盤設備
124教室、1341教室、1342教室　マルチ
メディア設備

大乗淑徳学園 14,883,000 淑徳大学 14,883,000 教育基盤設備 情報教育用パソコン及び周辺機器

玉川学園 26,622,000 玉川大学 7,500,000 研究設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡　一式

19,122,000 研究設備
環境配慮型機能性材料創製・評価シス
テム

中央大学 25,154,000 中央大学 8,383,000 研究設備
レーザーアブレーションを用いた固体試
料の局所的全元素分析システム

8,386,000 研究設備
拡張現実対応高精細マルチディスプレ
イシステム

8,385,000 研究設備 高度e-Learning実験装置

津田塾大学 1,387,000 津田塾大学 1,387,000 研究設備 戦前期思想統制関係警察資料集成

帝京大学 90,446,000 帝京大学 6,660,000 研究設備
診断画像からの3次元画像処理イメー
ジングシステム

16,660,000 研究設備
Osirixを用いたDa Vinci搭載用３Dナビ
ゲーション機器

19,072,000 研究設備  Ｘ線結晶構造解析システム

18,741,000 研究設備 広視野微小分光画像解析システム

18,976,000 研究設備 生体分子解析装置

10,337,000 研究設備 電子顕微鏡試料作成・記録システム
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東海大学 45,147,000 東海大学 12,855,000 研究設備 共焦点レーザー顕微鏡

5,457,000 研究設備 蛍光顕微鏡

5,212,000 教育基盤設備
内視鏡手術トレーニングシミュレータシ
ステム

16,279,000 研究設備 全自動多目的Ｘ線解析システム

5,344,000 研究設備 走査型電子顕微鏡

東京経済大学 31,617,000 東京経済大学 18,952,000 教育基盤設備 パソコン教室のリプレース

12,665,000 教育基盤設備 ＴＫＵ＿ＮＥＴサーバ群のリプレース

東京歯科大学 25,148,000 東京歯科大学 21,315,000 研究設備 低真空分析走査電子顕微鏡

3,833,000 研究設備 蛍光マイクロビーズアレイシステム

東京工芸大学 4,328,000 東京工芸大学 4,328,000 研究設備
メディアコンテンツ・クオリティセンター・
システム

東京女子大学 622,000 東京女子大学 622,000 研究設備
ファクシミリ版　チョーサー「カンタベリー
物語」エルズミア写本　デラックス版　全
1冊　解説付き

東京女子医科
大学

24,982,000
東京女子医科
大学

8,386,000 研究設備 DNAマイクロアレイスキャナシステム

2,814,000 研究設備 感染防止対策用クリオスタット

6,642,000 教育基盤設備
双方向演習を可能にする教室内・教室
間情報交換システム

7,140,000 研究設備
細胞培養観察装置　BioStation CT-
SSP

東京電機大学 4,237,000 東京電機大学 4,237,000 研究設備
建築環境評価用生体情報計測・解析シ
ステム

東京農業大学 17,208,000 東京農業大学 8,301,000 研究設備 DNAマイクロアレイシステム

8,907,000 研究設備 ジェネティックアナライザ
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東京理科大学 166,025,000 東京理科大学 3,335,000 研究設備 セルアナライザ・プレートリーダ

10,666,000 研究設備 分光エリプソメトリ

11,333,000 研究設備 原子間力顕微鏡

17,850,000 研究設備 蛍光in-vivoイメージングシステム

15,463,000 研究設備 生体反応エネルギー解析システム

4,795,000 研究設備 粘度・粘弾性測定装置

8,213,000 研究設備 電気および電気化学的測定システム

5,670,000 研究設備 光電子収量分光装置

10,293,000 研究設備 プラズマイオン化定量装置

7,384,000 研究設備 粉体性状測定装置

4,986,000 研究設備 リサイクル分取HPLCシステム

4,863,000 研究設備 凍結切片作成装置

6,652,000 研究設備 ウルトラミクロトーム

12,759,000 研究設備
2104 EnVision™　マルチラベルカウン
ター

12,996,000 研究設備 超高感度等温滴定型カロリメータ

18,161,000 研究設備
ナノライブビジョン・高速原子間力顕微
鏡

10,606,000 研究設備 高温高速摩擦試験装置

東京薬科大学 23,326,000 東京薬科大学 23,326,000 研究設備 LC/MS/MS液クロ質量分析装置

日本工業大学 31,858,000 日本工業大学 6,106,000 教育基盤設備 中型ヒューマノイドロボットの整備

16,728,000 研究設備 高速・高精度・微細放電加工システム

7,104,000 教育基盤設備
２WAY設計製図教育「CADファクトリー」
におけるドラフター（製図板含）設備の
充実

1,920,000 教育基盤設備
インテリアデザイン教育におけるデジタ
ルデザイン環境の整備

東邦大学 35,057,000 東邦大学 17,758,000 研究設備 病理遺伝子解析システム

2,113,000 教育基盤設備
超音波トレーニングシミュレーター（ウル
トラシムコンパクト産科セット）

2,871,000 教育基盤設備
習志野メディアセンター情報調査室　シ
ンクライアントPCシステム

8,783,000 研究設備 一分子蛍光分析システム

3,532,000 研究設備 分子間相互作用解析システム

9/23



法 人 名
交 付 額
法人計 (円 )

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

東洋大学 43,550,000 東洋大学 8,280,000 教育基盤設備
社会学部メディアコミュニケーション実
習室スタジオシステム

2,365,000 研究設備
戦後創設期／社会福祉制度・援護制度
史資料集成

19,103,000 研究設備
複雑形状ナノマテリアル物性評価シス
テム

13,802,000 研究設備 クラスタシステム

文化学園 12,158,000 文化女子大学 3,927,000 研究設備 衣服圧測定装置

3,452,000 研究設備 赤外線サーモグラフィ

1,851,000 教育基盤設備 2010小平情報処理教育装置J14

2,928,000 教育基盤設備 2010新都心情報処理教育装置A114

日本大学 138,328,000 日本大学 21,875,000 研究設備 電子スピン共鳴装置（ESR）

25,725,000 研究設備 質量分析装置（TOFMS）

15,218,000 研究設備 走査型二次電子顕微鏡（SEM－EDX）

10,010,000 研究設備
微小焦点粉末X線回折システム用低温
装置

24,666,000 研究設備 脳波解析装置（光トポグラフィ）

3,887,000 研究設備
デジタルアーカイブ用データベースシス
テム

3,813,000 研究設備
タンパク発現及び細胞活性解析システ
ム

11,534,000 研究設備 リバースエンジニアリングシステム

6,662,000 研究設備 平行加力載荷試験装置

5,079,000 研究設備 有機微量元素分析装置

2,516,000 教育基盤設備 オールインワン蛍光顕微鏡

2,415,000 研究設備
電界放射型走査電子顕微鏡用画像取
込装置

1,962,000 教育基盤設備 卓上走査型電子顕微鏡

2,966,000 教育基盤設備 ＩＣＰ発光分光分析装置

日本医科大学 17,404,000
日本獣医生命
科学大学

9,424,000 教育基盤設備 顕微観察視野可視化ｼｽﾃﾑ

日本医科大学 7,980,000 研究設備 超薄切片ミクロトーム

日本歯科大学 6,743,000 日本歯科大学 6,743,000 研究設備 アーム型Ｘ線診断装置

日本社会事業
大学

987,000
日本社会事業
大学

987,000 研究設備
ソーシャルワーク実践に関する洋雑誌
バックナンバーコレクション

10/23



法 人 名
交 付 額
法人計 (円 )

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

日本女子大学 40,071,000 日本女子大学 7,743,000 教育基盤設備
日本女子大学統合学園ネットワーク教
育用サーバシステム

14,360,000 教育基盤設備
画像情報コンサルテーション教育システ
ム

2,394,000 研究設備
Popular Literature in Eighteenth and
Nineteenth Century Britain. Part 2-10.
Microfilm ed.173 reels with guide books

15,574,000 研究設備
オートモンタージュ機能付微細構造解
析装置

東京国際大学 3,149,000 東京国際大学 3,149,000 研究設備 書籍・経済統計資料

法政大学 13,414,000 法政大学 2,943,000 研究設備
単孔式内視鏡手術支援ロボット鉗子操
作用力覚デバイス

2,089,000 教育基盤設備 事象関連電位測定システム

6,541,000 研究設備 マルチタイプＩＣＰ発光分光分析装置

958,000 研究設備 太平記（古活字双辺丁種本）

883,000 研究設備
ライナー・ラゴーニ教授旧蔵国際公法コ
レクション

星薬科大学 10,448,000 星薬科大学 10,448,000 教育基盤設備 星薬科大学学内LANの更新

武蔵野美術大
学

62,058,000
武蔵野美術大
学

25,333,000 研究設備 ICタグ付ポスター・フォルダー一式

16,826,000 研究設備
レクチャールーム3カ国語対応通訳ブー
ス

1,679,000 研究設備 Stuart Durant design collection

667,000 研究設備
DVD（図書）資料「映像表現史/1920～
2008海外編」

3,333,000 研究設備 研究用映像視聴システム

13,333,000 研究設備
レクチャールームハイビジョンプラズマ
ディスプレイ映写設備一式

887,000 研究設備 YOUR HOUSE

明治学院 13,563,000 明治学院大学 11,090,000 研究設備 日本の資本市場と企業金融資料集成

2,473,000 研究設備 非接触アイマークレコーダ一式

明治大学 75,597,000 明治大学 13,916,000 研究設備 温室効果ガスフラックス測定装置

16,245,000 研究設備 微細化集積デバイスの測定装置

19,157,000 研究設備 生体微量成分解析システム一式

7,862,000 研究設備
顕微鏡マニュピレーション･３Ｄ構造構築
システム

7,429,000 研究設備 仮想端末プラットホーム装置

6,565,000 研究設備 エジプトとヌビアの記念物

4,423,000 研究設備
ＤＮＡメチル化・遺伝子変異定量解析シ
ステム
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明星学苑 2,848,000 明星大学 2,848,000 研究設備 光学活性体分析装置

立教学院 91,012,000 立教大学 7,318,000 研究設備 クラスター分光用ビームライン

3,333,000 研究設備 大立体角MWPC

3,999,000 研究設備 超高速液体クロマトグラフィーシステム

8,666,000 研究設備 反跳イオン検出装置読出システム

1,820,000 研究設備
たけとりものがたり　古活字版, 慶長・元
和中刊 帙入

1,693,000 研究設備
グランドツアー・データベース The
Grand Tour  (Adam Matthew Digital)

64,183,000 教育基盤設備 立教大学ＣＡＬＬ教室設備

和光学園 1,195,000 和光大学 1,195,000 研究設備 マイクロフィルム版　役者評判記

早稲田大学 170,864,000 早稲田大学 3,486,000 研究設備 32チャンネル脳波計

26,000,000 研究設備 48チャンネル光トポグラフィー

15,869,000 研究設備 クラスタ型計算機システム

5,390,000 研究設備 マルチコア型計算機システム

3,994,000 研究設備 運動生理学測定システム

15,960,000 研究設備 格子情報解析設備

9,988,000 研究設備 顕微鏡装置Zeiss ApoTome

7,994,000 研究設備 実験動物行動観察システム

17,542,000 研究設備
太陽光・蓄電池・家庭内負荷の先進グ
リッド連系統合模擬設備

5,020,000 研究設備 超音波画像診断装置

13,434,000 研究設備 熱物性測定装置

1,903,000 教育基盤設備
理工学基礎実験（物理系）　シュミレー
ション実験設備

4,604,000 教育基盤設備 蛍光X線分析装置

19,147,000 研究設備
液晶パネル融着非干渉化制御と製造
情報ネットワーク構築研究設備

17,439,000 研究設備 ロボット視覚認識研究設備

3,094,000 教育基盤設備 万能試験機

自治医科大学 11,700,000 自治医科大学 11,700,000 研究設備
高速高解像細胞機能リアルタイム解析
システム一式

佐野学園 2,286,000 神田外語大学 2,286,000 研究設備 日本学研究貴重書コレクション
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聖学院 1,041,000 聖学院大学 1,041,000 研究設備
エギー編　『古今著名聖書零葉集
1121-1935年』

東京聖徳学園 6,138,000 聖徳大学 6,138,000 教育基盤設備 情報処理実習室機器

東京成徳学園 3,934,000 東京成徳大学 3,934,000 教育基盤設備 学内LAN教室パソコンの更新

武蔵野学院 4,052,000
武蔵野学院大
学

4,052,000 教育基盤設備 情報教育用ＩＣＴ装置

神奈川大学 14,945,000 神奈川大学 14,945,000 研究設備 光学活性物質分析システム

関東学院 5,188,000 関東学院大学 890,000 研究設備
ハーバード・ビジネススクール『ファカル
ティセミナーシリーズ』CD-ROM 全７３
巻セット

4,298,000 研究設備
高速拡大観察・動画解析・データ収集
同期装置

総持学園 1,538,000 鶴見大学 1,538,000 研究設備
「帝国」研究データベース　Empire
Online

聖マリアンナ医
科大学

17,059,000
聖マリアンナ医
科大学

17,059,000 研究設備 遺伝子発現分析DNA解析・導入設備

フェリス女学院 4,193,000
フェリス女学院
大学

600,000 研究設備 万葉和歌集 寛永二十年刊

2,357,000 研究設備
日本・東アジア研究史料集成　第二期:
幕末・明治期を中心とした東洋表象の
変遷

1,236,000 研究設備
ベルリン国立図書館所蔵ジングアカデ
ミー音楽資料集

幾徳学園 15,785,000
神奈川工科大
学

12,555,000 研究設備 3元同時スパッタリング装置

3,230,000 研究設備 溶媒精製回収システム

桐蔭学園 4,117,000 桐蔭横浜大学 4,117,000 研究設備 粒子・流体画像計測システム

東成学園 14,615,000 昭和音楽大学 1,859,000 教育基盤設備 電子音響ゾーン　システム整備

12,756,000 教育基盤設備 北校舎第1スタジオ照明設備

新潟科学技術
学園

22,972,000 新潟薬科大学 7,200,000 研究設備
小動物用超音波高解像度イメ－ジング
(RMVスキャンヘッドプロ－ブを含む)

3,989,000 研究設備 荷電化粒子検出器 CAD Corona

3,850,000 研究設備
血流依存性血管拡張反応（ＦＭＤ）検査
装置

3,314,000 研究設備
微量成分分析装置（ガスクロマトグラフ
質量分析装置）

新潟工業短期
大学

4,619,000 教育基盤設備 ハイブリッド自動車整備事業
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金沢医科大学 41,533,000 金沢医科大学 9,521,000 研究設備 ＨＳオールインワン蛍光顕微鏡

3,585,000 教育基盤設備 無線式総合シミュレーター

9,556,000 研究設備 シ－クエンサー（次世代）システム

18,871,000 研究設備 循環器超音波診断システム

金沢学院 8,164,000 金沢学院大学 4,460,000 教育基盤設備 ２３２パソコン室機器更新

3,197,000 教育基盤設備 映像演習室機器更新

507,000 研究設備 東海地域自治体関連図書の整備

金城学園 5,206,000
金城大学短期
大学部

2,077,000 教育基盤設備 公開オーディション制による演習設備

3,129,000 教育基盤設備 クラウド型クラスルームシステム

金井学園 22,932,000 福井工業大学 10,467,000 研究設備 ＤＮＡシーケンサ

12,465,000 研究設備 NPP/NPOESS衛星データ受信装置

朝日大学 4,596,000 朝日大学 4,596,000 教育基盤設備 パソコン教室の更新

静岡理工科大
学

41,322,000
静岡理工科大
学

17,286,000 研究設備 フォトルミネッセンス（ＰＬ）分光装置

5,530,000 研究設備 アミノ酸分析計

5,572,000 研究設備 イメージアナライザー

3,666,000 研究設備 リアルタイムＰＣＲ

6,294,000 研究設備
プレートリーダー（発光・蛍光・分光一体
型）

2,974,000 研究設備 液体窒素自動供給装置

聖隷学園 2,642,000
聖隷クリスト
ファー大学

2,642,000 研究設備
光トポグラフィ装置用付属装置　3D位置
計測ユニット

愛知学院 41,789,000 愛知学院大学 19,265,000 教育基盤設備
愛知学院大学ネットワーク更改（AGU-
NET10サーバーシステム部分）

14,651,000 教育基盤設備 14号館3階　情報処理教育設備

7,873,000 教育基盤設備
e-Leaｒｎingを活用した語学教育システ
ム

愛知大学 12,466,000 愛知大学 7,686,000 研究設備 ＴＶ会議システム一式

4,780,000 研究設備 島津家文書マイクロ版集成

金城学院 14,342,000 金城学院大学 14,342,000 研究設備
薄層クロマトグラフ飛行時間型質量分
析計
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栗本学園 4,670,000
名古屋商科大
学

1,887,000 教育基盤設備 ハイブリッド型多目的情報処理設備

名古屋商科大
学

845,000 研究設備 上場企業財務データ

名古屋商科大
学

1,938,000 教育基盤設備 語学教室情報化整備事業

椙山女学園 5,798,000
椙山女学園大
学

5,798,000 教育基盤設備 スタジオ設備のデジタル化更新整備

大同学園 6,038,000 大同大学 6,038,000 研究設備
走査型電子顕微鏡用エネルギー分散
形X線分析装置

同朋学園 6,628,000
名古屋音楽大
学

6,628,000 教育基盤設備 音楽制作実習支援システム

名古屋自由学
院

7,991,000
名古屋芸術大
学

2,312,000 教育基盤設備
音楽専門基礎科目のための「ML教室」
設備

5,679,000 教育基盤設備 ４号館多目的ﾎｰﾙｺﾝｻｰﾄﾋﾟｱﾉ設備

名古屋電気学
園

114,557,000 愛知工業大学 13,300,000 研究設備 顕微紫外可視近赤外分光光度計

20,720,000 研究設備 ラマン分光光度計

9,310,000 研究設備
DLTS温度可変機能付真空プローバー
ヘッド

10,612,000 研究設備 JEM―２０１０用ＣＣＤカメラ

8,960,000 研究設備 薄膜試料作製装置

12,768,000 研究設備 高ダイミックレンジストリークカメラ

8,680,000 研究設備 高機能比表面積／細孔分布測定装置

2,748,000 研究設備 X線回折装置

3,812,000 研究設備 医薬品有機合成システム

18,921,000 研究設備
高速・高精度3次元インテリジェント造形
システム

4,726,000 教育基盤設備 自由ヶ丘キャンパス情報教育システム

至学館 2,021,000 至学館大学 2,021,000 教育基盤設備 ピアノ実習教室等整備

藤田学園 42,192,000
藤田保健衛生
大学

21,200,000 研究設備 ハイエンドフローサイトメーターシステム

6,766,000 研究設備 蛍光倒立顕微鏡デジタルカメラシステム

3,366,000 研究設備 ティッシュ・テック VIP6

5,523,000 研究設備
網羅的タンパク質発現検出・解析システ
ム

5,337,000 教育基盤設備
血管インターベンションシミュレーション
トレーナー

15/23



法 人 名
交 付 額
法人計 (円 )

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

日本福祉大学 567,000 日本福祉大学 567,000 研究設備 English Poor Laws,1639-1890.

中部大学 43,681,000 中部大学 4,211,000 研究設備 マイクロアレイシステム

4,520,000 研究設備 画像解析装置

4,148,000 研究設備 細胞・分子機能解析システム（２）

4,633,000 研究設備 微量有機物測定装置

15,889,000 教育基盤設備 載荷制御装置

10,280,000 教育基盤設備 ナノサーチ顕微鏡

名城大学 19,072,000 名城大学 19,072,000 研究設備 薬剤結晶構造X線回折装置

愛知医科大学 18,574,000 愛知医科大学 18,574,000 研究設備
超高感度・超高精度タンパク質・ペプチ
ド同定及び代謝物構造解析システム

トヨタ学園 60,991,000 豊田工業大学 26,453,000 研究設備 超高温GPCシステム

26,600,000 研究設備 高分子材料解析システム

2,906,000 研究設備
軽量人工物創成手法の実用化研究用
３次元スキャン装置

5,032,000 研究設備 マスクアライナ用裏面アライメント設備

電波学園 3,330,000 愛知工科大学 3,330,000 研究設備 ドライビングシミュレータ（D3Sim)の改良

神野学園 10,910,000
岐阜医療科学
大学

2,639,000 教育基盤設備 血清自動分析装置一式

4,151,000 教育基盤設備
デジタルX線TV装置　（クラスⅡ　特定
保守管理医療機器）

2,102,000 教育基盤設備 救急処置トレーニング用シミュレータ

2,018,000 教育基盤設備 汎用人工呼吸器

皇學館 3,715,000 皇學館大学 2,853,000 教育基盤設備 超音波測定装置

862,000 研究設備 本居宣長手蹟集

鈴鹿医療科学
大学

2,340,000
鈴鹿医療科学
大学

2,340,000 教育基盤設備 移動型　超音波画像診断装置  １式

関西文理総合
学園

4,679,000
長浜バイオ大
学

2,649,000 研究設備
生化学自動分析装置 富士ドライケム
7000VZシステム

2,030,000 教育基盤設備
化学発光・生物発光・蛍光・可視検出解
析システム（ルミノ・イメージアナライ
ザー）
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京都産業大学 37,466,000 京都産業大学 6,210,000 研究設備 観測データ処理システム一式

20,000,000 研究設備 天体観測装置開発実験設備一式

5,136,000 研究設備 蛍光顕微鏡

6,120,000 研究設備 低温室

京都女子学園 4,583,000 京都女子大学 2,659,000 教育基盤設備 コンピュータ教室システム整備計画

1,924,000 教育基盤設備
京都女子大学現代社会学部「S校舎無
線LANシステム整備計画」

京都橘学園 628,000 京都橘大学 628,000 研究設備
近代の医療・保健・看護制度の成立に
関するコレクション

同志社 99,149,000 同志社大学 4,937,000 研究設備 ワークステーションデータ処理一式

5,009,000 研究設備
水素エネルギー変換計測解析システム
一式

26,530,000 研究設備
レーザー脱離イオン化飛行時間型質量
分析計

6,300,000 研究設備 スラリー特性評価装置

19,900,000 研究設備 複合微粒子構造評価システム

2,353,000 研究設備
『全国商工会議所関係資料』第Ⅰ期:東
京商工会議所関係資料

19,168,000 研究設備 リアルタイム3次元動作解析システム

4,332,000 研究設備
大量データ超高速処理用サーバシステ
ム

1,539,000 研究設備
日刊工業新聞　マイクロフィルム版
1946年-1970年

4,529,000 研究設備 長澤芦雪筆 「一笑図」双幅

2,300,000 研究設備 マサオ・ミヨシ収集批評書集成

2,252,000 研究設備 American Periodicals Series

花園学園 483,000 花園大学 483,000 研究設備 中華大蔵経

立命館 13,762,000 立命館大学 3,000,000 研究設備 京都工芸資料

3,969,000 研究設備 マルチモードプレートリーダー

3,423,000 研究設備 マルチ電極解析装置

3,370,000 研究設備 遠隔モニタリングシステム
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龍谷大学 18,491,000 龍谷大学 3,817,000 研究設備 分光反射特性計測装置

4,620,000 研究設備 蛍光スペクトル分析装置

5,053,000 研究設備
仏教死生観貴重史料デジタル研究閲覧
システム

711,000 研究設備 台湾日日新報　第Ⅲ期　昭和（上）篇

3,593,000 研究設備

戦後英国内閣文書・外務省ファイル集
成 British Cabinet Papers and Foreign
Office Files Collection
125 reels+1DVD

697,000 研究設備
MASS OBSERVATION ARCHIVE Part.2
＆3

京都精華大学 10,960,000 京都精華大学 4,102,000 教育基盤設備 プロダクトデザイン教室情報設備

4,924,000 教育基盤設備
自在館ＰＣ教室　WindowsＲｏｏｍ情報設
備

1,934,000 教育基盤設備 情報館メディアラボWindows機器

瓜生山学園 953,000
京都造形芸術
大学

953,000 研究設備
明治・大正・昭和の讀賣新聞DVD-ROM
26枚

佛教教育学園 13,461,000 佛教大学 2,740,000 教育基盤設備 N1-201教室遠隔双方向授業システム

2,740,000 教育基盤設備 N1-202教室遠隔双方向授業システム

4,637,000 教育基盤設備 N1-203教室用情報教育システム

3,344,000 教育基盤設備 N1-204教室用情報教育システム

大覚寺学園 3,371,000
京都嵯峨芸術
大学短期大学
部

3,371,000 教育基盤設備 情報教育用PC（短期大学部）

島津学園 2,976,000
京都医療科学
大学

2,976,000 教育基盤設備
デジタルＸ線画像読取装置の設置 (富
士FCR PROFECT CS)

常翔学園 69,165,000 大阪工業大学 2,727,000 研究設備 密閉式自動固定包埋装置

3,774,000 教育基盤設備
鉄筋コンクリート劣化促進環境制御設
備

摂南大学 9,440,000 研究設備 高性能コンパクト走査電子顕微鏡

6,084,000 教育基盤設備 精密万能試験機

4,529,000 教育基盤設備 マイクロ波電波暗室

2,264,000 教育基盤設備 流水循環型勾配可変水路

広島国際大学 6,470,000 教育基盤設備 デジタルＸ線撮影透視システム

16,516,000 教育基盤設備 近赤外光脳機能イメージング装置

14,342,000 教育基盤設備 フルデジタル乳房X線撮影装置

3,019,000 教育基盤設備 呼吸機能検査装置
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大阪産業大学 18,304,000 大阪産業大学 16,396,000 教育基盤設備 衝撃現象可視化装置

1,908,000 教育基盤設備 ３次元造形システム

大阪歯科大學 16,163,000 大阪歯科大学 16,163,000 研究設備
Carl Zeiss 共焦点レーザースキャン顕
微鏡 LSM700　2ch URGBセット

大手前学園 3,953,000 大手前大学 3,400,000 研究設備 歴史文化遺産デジタル計測システム

553,000 研究設備
SAGE Major Works in Psychology (セイ
ジ心理学重要論文精選集成)

関西大学 75,728,000 関西大学 4,665,000 研究設備 ３次元形状評価装置

11,998,000 研究設備 温度可変磁気プローバ装置

3,333,000 研究設備 第一原理計算用並列計算機システム

862,000 研究設備
大阪都市地図集成－江戸期、明治・大
正・昭和－

1,333,000 研究設備 キネマ旬報（大正８-昭和15）

7,715,000 研究設備 雰囲気制御型走査型プローブ顕微鏡

19,155,000 研究設備
American Civil Liberties Union
Archives, 1912-1990. Total collection.

7,951,000 研究設備 コンクリート全自動圧縮試験機

6,541,000 研究設備
シーケンシャル形高周波プラズマ発光
分析装置

2,799,000 教育基盤設備 実習用顕微鏡画像共有システム

3,723,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ

3,497,000 研究設備 分光蛍光光度計

2,156,000 研究設備
マイクロフィルム版　山一證券株式会社
第一期　第二集　第四集　第六集　第七
集

関西医科大学 10,165,000 関西医科大学 10,165,000 研究設備 AF6500高速蛍光イメージングシステム

近畿大学 94,326,000 近畿大学 7,880,000 研究設備 研究用ドライビングシミュレータシステム

7,000,000 研究設備 全身モーションキャプチャーシステム

3,070,000 研究設備 眼球運動計測システム

10,500,000 研究設備 エンジン燃焼・排出ガス測定装置一式

3,500,000 研究設備 非接触３次元スキャナー（VIVID９ｉ）

19,615,000 研究設備 熱構造科学測定装置

18,619,000 研究設備 ナノサーチ顕微鏡

6,338,000 研究設備 共焦点レーザ走査型顕微鏡

1,804,000 研究設備
The Nineteenth Century. General
Collection.

483,000 研究設備 営業報告書集成第九集

13,169,000 研究設備 自動制御静的載荷システム

2,348,000 研究設備 Economic Literature, 1851-1900.
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塚本学院 9,789,000 大阪芸術大学 7,243,000 教育基盤設備
キャラクター造形学科教育基盤システ
ム

2,546,000 教育基盤設備
デジタルハイビジョンキャラクタジェネ
レータ制作装置

帝塚山学院 550,000
帝塚山学院大
学

550,000 研究設備 DVD版映像情報シリーズ「基礎医学」

浪商学園 10,790,000 大阪体育大学 2,686,000 教育基盤設備 非侵襲性簡易骨格筋測定評価システム

8,104,000 研究設備 遺伝子解析システム

桃山学院 749,000 桃山学院大学 749,000 研究設備
英国聖公会宣教協会文書館所蔵資料
集成　Church Missionary Society
Archive

大阪青山学園 4,724,000 大阪青山大学 2,907,000 教育基盤設備
第２　ＩＣＴ教室情報設備（大阪青山大
学）

大阪青山短期
大学

1,817,000 教育基盤設備
第２　ＩＣＴ教室情報設備（大阪青山短期
大学）

関西学院 129,882,000 関西学院大学 6,644,000 研究設備 多人数生理反応計測システム

6,650,000 研究設備 言語・非言語データ計測システム

13,300,000 研究設備 触覚フィードバック呈示システム

9,644,000 研究設備 マルチラベルプレートリーダー

11,025,000 研究設備 ジェネティックアナライザ

26,663,000 研究設備 磁気特性測定システム

15,603,000 研究設備
マルチポート・ベクトル・ネットワーク・ア
ナライザ

19,122,000 研究設備
フィールドエミッション型走査電子顕微
鏡（FE-SEM）

7,332,000 研究設備 The Illustrated London News

2,218,000 研究設備
オーストラリア・ニュージーランド判例集
コレクション

2,108,000 研究設備
The Economist: Historical Archive,
1843-2003.

1,560,000 研究設備
フランス議会資料第二シリーズ
「Archives Parlementaires」

2,391,000 研究設備
U.S. Dept. of Health, Education and
Welfare. Office of Education. Bulletin.

2,357,000 研究設備 ワルラス・コレクション

1,826,000 研究設備
国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図
書デジタル版集成［社会科学部門］統計
【西日本編】

1,439,000 研究設備
国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図
書デジタル版集成［社会科学部門］統計
【東日本編】
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甲南学園 13,951,000 甲南大学 5,333,000 研究設備 リサーチコラボレーションシステム

7,186,000 研究設備
粒子径・ゼータ電位・分子量測定
System

1,432,000 研究設備
ドイツ刑法学文献復刻叢書　Bibliothek
des Deutschen Strafrechts

神戸学院 11,032,000 神戸学院大学 5,012,000 研究設備
近代英米法文献データベース　The
Making of Modern Law.Legal Treatises
1800-1926.

2,352,000 研究設備 デジタル版臺灣日日新報

3,668,000 研究設備 リアルタイムPCRシステム

神戸薬科大学 2,679,000 神戸薬科大学 2,679,000 教育基盤設備 シーメンス血中薬剤濃度測定装置

兵庫医科大学 14,875,000 兵庫医科大学 14,875,000 研究設備 フローサイトメーター

玉田学園 9,021,000 神戸常盤大学 4,686,000 研究設備 アイ・スタット　システム

2,087,000 教育基盤設備 1号館2Fマルチメディア教育システム

神戸常盤大学
短期大学部

2,248,000 教育基盤設備 1号館1Fマルチメディア教育システム

奈良大学 3,244,000 奈良大学 581,000 研究設備 「大公報」　1902.6-1949.1

1,959,000 教育基盤設備 ＶＲシアター設備

704,000 研究設備
宮内庁正倉院事務所所蔵 ｢聖語蔵経
巻」　第三期 : 神護景雲二年御願経　第
３回

天理大学 2,012,000 天理大学 2,012,000 研究設備
Papers of the American Board of
Commissioners for Foreign Missions.
Unit 3: Missions to Asia, 1827-1919.

冬木学園 2,904,000 畿央大学 2,904,000 研究設備 動的注意メカニズム解析装置

加計学園 26,578,000 岡山理科大学 12,000,000 研究設備 ガス、水蒸気、液体透過度測定装置

5,796,000 研究設備
マイクロマニュピレーター顕微鏡システ
ム

倉敷芸術科学
大学

5,813,000 研究設備 走査型プローブ顕微鏡システム

千葉科学大学 2,969,000 教育基盤設備 高機能患者シミュレータＥＣＳ

川崎学園 18,619,000 川崎医科大学 18,619,000 研究設備
動物由来組織・細胞の共焦点イメージ
ングシステム

順正学園 3,623,000
九州保健福祉
大学

3,623,000 研究設備
電子スピン共鳴装置（フリーラジカルモ
ニタ）
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山陽学園 3,830,000 山陽学園大学 3,830,000 教育基盤設備 CALL・情報教室

鶴学園 40,960,000 広島工業大学 3,937,000 研究設備 光学系衛星画像処理システム

4,598,000 研究設備 マイクロ波系衛星画像処理システム

4,279,000 研究設備 高速衛星画像処理システム

14,406,000 研究設備 住宅性能評価測定装置

10,214,000 教育基盤設備
次世代自動車に関わる技術者育成教
育の体験型プログラム実践装置

3,526,000 教育基盤設備
新エネルギーを利用した電力変換・伝
送・制御に関する実験装置

安田学園 16,350,000 安田女子大学 2,209,000 教育基盤設備
9号館マルチメディア情報教育システム
(9409教室)

11,473,000 研究設備 研究用光脳機能イメージング装置

2,668,000 教育基盤設備
９号館建築・アパレルＣＡＤ教育システ
ム

福山大学 29,124,000 福山大学 4,113,000 研究設備 動的応答計測システム

3,399,000 研究設備 静的応答計測システム

7,140,000 研究設備 機能タンパク質解析システム

14,472,000 教育基盤設備
多目的マルチメディア情報教育システ
ム

村崎学園 11,655,000 徳島文理大学 11,655,000 研究設備 DNAシークエンサー

松山大学 2,103,000 松山大学 2,103,000 教育基盤設備 地上デジタル放送移行に伴う教育設備

久留米大学 28,739,000 久留米大学 3,598,000 研究設備 ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置

18,116,000 研究設備 実験動物用３DマイクロX線CT装置

5,909,000 研究設備 生細胞観察顕微鏡システム

577,000 研究設備
Collection de documents inédits sur
l'histoire de France

539,000 研究設備 Documents on Education Development

中村学園 18,914,000 中村学園大学 14,784,000 研究設備 フローサイトメーター

4,130,000 研究設備 イメージングナビゲータ
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中村産業学園 30,339,000 九州産業大学 11,296,000 研究設備 高周波回路評価システム

9,738,000 研究設備 双腕ﾛﾎﾞｯﾄを用いたｺﾐｭﾆﾃｨｼｽﾃﾑ

8,114,000 研究設備
微動ｱﾚｲ探査及び高精度表面波探査ｼ
ｽﾃﾑ

1,191,000 研究設備 Hospitality 研究雑誌集成

福岡大学 45,530,000 福岡大学 19,072,000 研究設備 ナノ材料形成装置

18,420,000 研究設備 超薄型電源開発支援システム

5,963,000 教育基盤設備
イメージングプレート単結晶X線構造解
析装置

2,075,000 教育基盤設備 小型振動台システム

福岡工業大学 22,400,000 福岡工業大学 3,910,000 教育基盤設備 D棟２階３次元CAD教育設備導入事業

4,644,000 教育基盤設備
システムマネジメントマルチメディア演
習室

7,439,000 教育基盤設備
Ａ棟１階ＰＣマルチ教室のパソコン設備
導入事業

2,651,000 教育基盤設備 C棟4階情報工学実験設備導入事業

福岡工業大学
短期大学部

3,756,000 教育基盤設備
福岡工業大学短期大学部B棟5階CG設
備導入事業

福岡歯科学園 15,736,000 福岡歯科大学 6,300,000 研究設備 蛍光X線分析装置

4,900,000 研究設備 X線回折装置

4,536,000 研究設備 リサーチ用高機能クリオスタット

精華学園 2,227,000
精華女子短期
大学

2,227,000 教育基盤設備 120・223教室マルチメディア設備

永原学園 12,192,000 西九州大学 5,285,000 研究設備 歩行分析システム

4,617,000 教育基盤設備 CALL等高機能CAI機器等の整備事業

2,290,000 教育基盤設備
視聴覚システムを導入した実験室の整
備

長崎総合科学
大学

5,521,000
長崎総合科学
大学

5,521,000 教育基盤設備 ＮiＡＳメディア情報教育用基盤システム

君が淵学園 15,050,000 崇城大学 8,059,000 研究設備 蛍光粒子解析システム

6,991,000 教育基盤設備
ノートPCを用いた自立型英語学習シス
テムの構築

沖縄キリスト教
学院

1,351,000
沖縄キリスト教
学院大学

1,351,000 研究設備 宗教改革文献コレクション
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