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札幌大学 1,732,000 札幌大学 1,732,000 研究設備
北方・アイヌ関係研究古書コレク
ション　全５点

北海道尚志学園 13,884,000 北海道薬科大学 13,884,000 研究設備 共焦点ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾝ顕微鏡ｼｽﾃﾑ

藤学園 2,963,000 藤女子大学 2,963,000 研究設備
Light Cylcer 480 リアルタイムPCR
システム

北海学園 9,941,000 北海学園大学 8,555,000 研究設備
Oxford Economics  グローバル経
済予測データベース

743,000 研究設備
シュプリンガー社　光科学シリーズ
コレクション

643,000 研究設備 Earthscanライブラリーコレクション

浅井学園 3,459,000 北翔大学 3,459,000 研究設備 大型フォースプレート

千歳科学技術大学 3,379,000 千歳科学技術大学 3,379,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ

岩手医科大学 2,657,000 岩手医科大学 2,657,000 研究設備 ＤＮＡ自動分離装置

東北学院 21,475,000 東北学院大学 15,595,000 研究設備 全自動多目的X線回折装置

5,880,000 研究設備 大型ディスプレイＧＩＳ表示システム

朴沢学園 12,068,000 仙台大学 3,054,000 教育基盤設備 スポーツターフ維持管理装置

9,014,000 研究設備
高速度デジタルビデオカメラシステ
ム

福島学院 4,527,000
福島学院大学短期大
学部

2,020,000 教育基盤設備
駅前キャンパスデザイン教育演習
用コンピュータ（Macintosh）

2,507,000 教育基盤設備
宮代キャンパス教育用コンピュータ
システム

国際医療福祉大学 28,033,000 国際医療福祉大学 6,318,000 教育基盤設備 Asianwide Literacy Program

8,805,000 教育基盤設備
小田原キャンパスマルチメディア教
室整備

6,975,000 教育基盤設備
学内ネットワークリプレース（ステッ
プ1）

3,881,000 教育基盤設備 情報処理教育設備　CR4

2,054,000 教育基盤設備 情報処理教育設備　CR３

共愛学園 11,285,000
共愛学園前橋国際大
学

11,285,000 教育基盤設備
共愛学園前橋国際大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
教育設備機器整備事業

高崎健康福祉大学 12,580,000 高崎健康福祉大学 9,253,000 研究設備 原子吸光分析装置

3,327,000 研究設備 汎用超音波画像診断装置

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23年度交付実績一覧
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埼玉医科大学 4,300,000 埼玉医科大学 4,300,000 教育基盤設備 理学療法教育情報システム

智香寺学園 19,337,000 埼玉工業大学 19,337,000 研究設備 三次元生体情報可視化システム

獨協学園 32,328,000 姫路獨協大学 6,885,000 教育基盤設備
講義棟コンピュータ演習室機器の
整備更新

獨協医科大学 3,916,000 教育基盤設備
移動訓練用高性能人型シミュレー
タ

8,686,000 研究設備
ヒト疾患関連タンパク分子蛍光イ
メージングシステム

11,901,000 研究設備
高速・高解像度バーチャルスライド
スキャナ

獨協大学 940,000 研究設備
『改造』マイクロフィルム版　（検索
用CD－ROM１枚付）

千葉学園 659,000 千葉商科大学 659,000 研究設備 後藤新平文書　マイクロフィルム版

千葉工業大学 31,738,000 千葉工業大学 14,321,000 研究設備 ドップラーライダーシステム

3,997,000 研究設備 小型超遠心機

3,420,000 研究設備
分子間相互作用解析装置（QCM
法）

10,000,000 研究設備 EBSP結晶解析システム

国際武道大学 7,298,000 国際武道大学 7,298,000 教育基盤設備 マルチメディア教室

青山学院 3,368,000 青山学院大学 3,368,000 研究設備
全国商工会議所関係資料　第Ⅰ
期・第Ⅱ期

香川栄養学園 571,000 女子栄養大学 571,000 研究設備
健康と栄養に関わる重要貴重書コ
レクション

学習院 6,893,000 学習院大学 2,970,000 研究設備
堀辰雄から福永武彦にいたる四季
派の稀覯詩集を含むコレクション

1,077,000 研究設備
東洋経済新報　第4期　昭和期（2）
全74巻　第271～344巻　（1631～
1848号）

2,846,000 研究設備
Early English Books STC I: 1475-
1640. Units 45-60.

北里研究所 51,016,000 北里大学 6,004,000 研究設備
オートアナライザー　ＳＷＡＡＴ－２
ｃｈ

11,487,000 研究設備
ジェネティックアナライザー（DNA
シークエンサー）

19,795,000 研究設備
高輝度迅速蛋白質構造解析シス
テム

10,105,000 研究設備 自動細胞分離解析装置

3,625,000 研究設備 凍結切片作成装置

杏林学園 14,666,000 杏林大学 14,666,000 研究設備 全自動遺伝子解析システム
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慶應義塾 93,584,000 慶應義塾大学 19,753,000 研究設備
カールツァイスマイクロイメージン
グ共焦点顕微鏡スペクトルイメー
ジャー

19,753,000 研究設備 ナノ表面電子構造解析システム

19,753,000 研究設備
実験小動物用 3DマイクロX線 CT
(R_mCT2)

26,660,000 研究設備
高速液体クロマトグラフ質量分析
装置（LC/MS/MS）

3,665,000 研究設備 多地点同時計測装置

4,000,000 研究設備 図書・絵巻『堯舜』

五島育英会 7,980,000 東京都市大学 7,980,000 研究設備 スパッタリング装置基板加熱機構

工学院大学 74,674,000 工学院大学 14,815,000 研究設備 三次元形状計測可視化装置

9,773,000 研究設備
分野融合による生体分子の高度
利用技術の開発に供される基本設
備一式

21,490,000 研究設備 顕微PL装置

6,347,000 研究設備 試料室付RHEED測定ユニット

7,200,000 研究設備
リアルタイム広域情報共有システ
ム

5,109,000 研究設備
長距離無線ＬＡＮ・非常用通信シス
テム

9,940,000 研究設備 独立型太陽光発電システム

國學院大學 5,570,000 國學院大學 5,570,000 教育基盤設備
舞楽装束（陵王装束・落蹲装束・胡
蝶装束）一式及び振鉾用の鰭鉾二
握

国士舘 4,044,000 国士舘大学 4,044,000 研究設備 高解像度空中写真撮影装置

駒澤大学 40,944,000 駒澤大学 34,885,000 教育基盤設備
キャンパスネットワークシステム
（KOMAnet2011）

3,813,000 教育基盤設備 デジタル式乳房用Ｘ線診断装置

2,246,000 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 デジタ
ル版DVD-ROM

慈恵大学 6,930,000 東京慈恵会医科大学 6,930,000 研究設備
生体ガス連続分析用質量分析装
置

順天堂 30,755,000 順天堂大学 5,596,000 教育基盤設備 細胞解析装置一式

8,000,000 研究設備 等速性筋力測定システム

8,160,000 研究設備 無線式筋電図計測装置

8,999,000 研究設備
共焦点レーザスキャン顕微鏡アッ
プグレード
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昭和大学 86,612,000 昭和大学 5,740,000 研究設備
顕微蛍光スペクトル測定装置一式
（大塚電子社）

12,320,000 研究設備
ラマン分光光度計システム
（Kaiser社 RXN1-786-AD）

14,000,000 研究設備
超音波診断装置
（GE healthcare社　Voluson E8
BT09）

6,916,000 研究設備
卓上顕微鏡
（日立ハイテク社　Miniscope TM-
3000）

11,578,000 研究設備
ガスクロマトグラフ質量分析計
GCMS-QP2010 Ultra 100V

13,860,000 研究設備 ３５００XL シーケンス解析システム

6,637,000 研究設備
マイクロダイアリシス・モノアミン・ア
セチルコリン解析システム

15,561,000 研究設備
マイクロダイセクションシステム
ArcturusXT

上智学院 45,279,000 上智大学 17,289,000 研究設備
オンライン版 18世紀英語･英語圏
刊本集成 The Eighteenth Century
Collections Online（ECCO)Ⅰ＆Ⅱ

24,000,000 研究設備 高速多元蒸着装置

3,990,000 研究設備 光学測定用クライオスタット

杉野学園 6,376,000 杉野服飾大学 6,376,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ一式

成蹊学園 11,956,000 成蹊大学 2,474,000 研究設備 近代日本経済政策史料集成

9,482,000 研究設備
コミュニケーションロボット開発・評
価システム

成城学園 666,000 成城大学 666,000 研究設備
グローカル研究の理論研究に関す
る図書一式

清泉女子大学 3,583,000 清泉女子大学 1,077,000 研究設備
オンライン版タイムズ文芸書評
THE TIMES Literary Supplement
Historical Archive

1,034,000 研究設備

オリエント教会著作家集成
CORPUS SCRIPTORUM
CHRISTIANORUM ORIENTALIUM
Scriptores Syri, Vols. 228-245
Subsidia, Vols. 35-124　Scriptores
Coptici, Vols. 35-50　Scriptores
Aethiopici, Vols. 61-111

1,472,000 研究設備 狩野文庫マイクロ版集成

専修大学 6,384,000 専修大学 495,000 研究設備
Der Deutsche Volkswirt :
Zeitschrift für Politik und
Wirtschaft.

5,889,000 研究設備
マルチパッチクランプ電気生理実
験装置
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多摩美術大学 14,361,000 多摩美術大学 1,908,000 教育基盤設備
グラフィックデザイン学科　マルチメ
ディアルームA・B　AV設備一式

6,526,000 教育基盤設備 デザイン学科　演習室PC関係設備

5,927,000 教育基盤設備
映像演劇学科　照明制御機材一
式

大正大学 6,409,000 大正大學 2,268,000 教育基盤設備 MACパソコン教室

2,166,000 教育基盤設備 1343教室マルチメディア設備

1,975,000 研究設備 芳野山全図：南葵文庫旧蔵

大乗淑徳学園 4,374,000 淑徳大学 4,374,000 教育基盤設備
淑徳大学千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ情報演習室
PC整備事業

中央大学 51,063,000 中央大学 16,458,000 研究設備 脳活動計測システム

8,655,000 研究設備 ヘリウム再凝縮装置

8,655,000 研究設備
コンクリート材料の経年劣化と力学
的特性の連関評価システム

8,652,000 研究設備 代謝制御ネットワーク解析装置

8,643,000 研究設備 LINUXクラスター計算システム

津田塾大学 1,282,000 津田塾大学 1,282,000 研究設備
英国女性関係雑誌コレクション　－
The Social and Political Status of
Women in Britain－

帝京大学 113,139,000 帝京大学 3,532,000 教育基盤設備 コース管理システムの更新

76,631,000 教育基盤設備
解剖実習室ホリマリン環境対策シ
ステム

24,858,000 教育基盤設備
法医解剖室ホルマリン・バイオハ
ザード環境対策システム

3,700,000 教育基盤設備
薬学部実務実習前実習システム
（水剤台）

4,418,000 研究設備
LABScan100 with XYP and Shea
Delivery System

東海大学 9,853,000 東海大学 3,416,000 研究設備
自動分注器バリスパン・サンプリン
グシステム

3,104,000 研究設備 ３Ｄ Printerシステム

3,333,000 研究設備 リアルタイムＰＣＲ装置

東京経済大学 19,546,000 東京経済大学 17,228,000 教育基盤設備 （仮称）新５号館PC教室等整備

2,318,000 教育基盤設備 6号館PCL教室AV装置リプレース
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東京女子医科大学 34,781,000 東京女子医科大学 9,271,000 教育基盤設備 学生教育用パソコン

3,883,000 教育基盤設備
包括的な人体生理学と臨床模擬
教育用シミュレータ

17,327,000 研究設備
次世代共焦点レーザー顕微鏡シス
テム  LSM710

4,300,000 研究設備
凍結切片作成装置（Leica
CM3050S-VI)

東京農業大学 19,701,000 東京農業大学 19,701,000 研究設備
超高分解能電界放出形走査電子
顕微鏡

東京理科大学 150,169,000 東京理科大学 4,935,000 教育基盤設備 ワイヤ放電加工機

15,139,000 研究設備
３次元生体分子機能・局在イメージ
ングシステム

13,473,000 研究設備 実験動物用X線CT

15,277,000 研究設備 全反射エバネッセント蛍光顕微鏡

6,475,000 研究設備
アイソラックチャンバー動物飼育ユ
ニット

9,198,000 研究設備
速度論的生体分子集積解析シス
テム

4,293,000 研究設備 がん組織切片作製システム

11,025,000 研究設備 遺伝子解析システム

8,715,000 研究設備 微小体表面電位解析システム

9,989,000 研究設備 フローサイトメーター

11,998,000 研究設備 RFマグネトロンスパッタ装置

7,400,000 研究設備 紫外・可視・近赤外分光光度計

8,120,000 研究設備 超微細構造観察装置

15,616,000 研究設備 フローサイトメーター

8,516,000 研究設備 水分平衡分析装置

東京薬科大学 26,162,000 東京薬科大学 13,861,000 研究設備 核磁気共鳴装置

12,301,000 研究設備 共焦点レーザ走査型顕微鏡
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日本工業大学 29,873,000 日本工業大学 5,567,000 教育基盤設備
環境教育のための蛍光X線による
微量元素分析設備

2,440,000 教育基盤設備
エネルギー分散蛍光X線分析装置
の整備

2,269,000 教育基盤設備 100kNオートグラフ（加熱炉付き）

19,597,000 研究設備 燃焼反応解析装置

東邦大学 66,859,000 東邦大学 19,753,000 研究設備 核磁気共鳴装置

26,110,000 研究設備
時空間高分解能共焦点レーザー
顕微鏡システム

20,996,000 研究設備
マイクロフォーカスX線CT画像解析
システム

東洋大学 93,919,000 東洋大学 613,000 研究設備
世界アートアニメーション映画コレ
クション

2,844,000 研究設備 精選近代文芸雑誌集

26,600,000 研究設備
生体分子間相互作用・構造解析装
置

9,200,000 研究設備 精密屈折率測定装置

10,666,000 研究設備 超音波診断装置

4,724,000 研究設備 連続血圧測定装置

19,879,000 研究設備
環境低負荷型マテリアル・ナノ分解
能評価システム

12,523,000 研究設備
資源循環型マテリアル・ナノ分光評
価システム

6,870,000 研究設備
高効率エネルギー変換マテリア
ル・分光評価システム

文化学園 19,994,000 文化学園大学 5,500,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ

6,580,000 研究設備 分光式ゴニオフォトメータ

7,914,000 研究設備 居室可変システム

日本大学 56,109,000 日本大学 7,822,000 教育基盤設備
芸術学部映画学科同時録音型
スーパー１６ｍｍ用フィルムカメラ

5,990,000 教育基盤設備 マシニングセンタ

4,912,000 教育基盤設備
芸術学部映画学科フィルムスタイ
ルデジタルカメラ

31,735,000 研究設備 集束イオンビーム加工観察装置

5,650,000 研究設備
多種品目同時固相法自動ペプチド
合成装置

日本医科大学 14,795,000
日本獣医生命科学大
学

14,795,000 教育基盤設備
食品の栄養・機能性成分解析のた
めのハイテク教育システム
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法 人 名
交 付 額
法人計(円)

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

日本歯科大学 16,337,000 日本歯科大学 16,337,000 研究設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡

日本女子大学 25,126,000 日本女子大学 19,743,000 研究設備
細胞組織構造－機能相関分析シ
ステム

2,339,000 研究設備
マイクロフィッシュ版　明治期刊行
物集成　文学・言語編　Unit 73-84

2,451,000 研究設備
欧州女性服飾史・文化史コレクショ
ン（18世紀～19世紀初頭）

593,000 研究設備

米国アジア協会：研究紀要 Asia
and the Americas. Formerly:
*Journal of the American Asiatic
Association *Asia: Journal of the
American Asiatic Association

東京国際大学 3,300,000 東京国際大学 3,300,000 研究設備 書籍・経済統計資料

法政大学 37,465,000 法政大学 14,815,000 教育基盤設備 高次脳機能測定システム

18,194,000 研究設備 デジタルＮＭＲ

4,456,000 研究設備 能御絵鑑

星薬科大学 10,383,000 星薬科大学 10,383,000 研究設備 フローサイトメーター

武蔵野女子学院 2,356,000 武蔵野大学 2,356,000 教育基盤設備
武蔵野大学　平成23年度コン
ピュータルーム整備事業（8105教
室）

武蔵野美術大学 7,146,000 武蔵野美術大学 4,159,000 研究設備
ディドロ/ダランベール編「百科全
書」

2,987,000 研究設備
超高速Ａ２サイズ対応カラーブック
スキャナ

明治大学 67,757,000 明治大学 7,719,000 教育基盤設備 操作フライス盤

11,509,000 研究設備 X線顕微鏡CTシステム

7,249,000 研究設備 細胞微細構造高次解析システム

2,246,000 研究設備
山一證券株式会社　マイクロフィル
ム版　第三集

12,530,000 研究設備 全自動蛍光X線分析装置

3,675,000 研究設備 ハンドヘルド蛍光X線分析計

8,698,000 研究設備 ゼータ電位・粒径測定システム

7,584,000 研究設備 フローサイトメーター

6,547,000 研究設備 低温プラズマ滅菌システム
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法人計(円)
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立教学院 10,832,000 立教大学 660,000 研究設備
 Il Salterio di St.Albans 聖オルバ
ン詩篇 ファクシミリ版

3,267,000 研究設備
The Hague Academy Collected
Courses Online【バックアップDVD
付】

1,570,000 研究設備
横濱正金銀行 第4期 中国借款、
対外投資、対外協定 マイクロフィ
ルム版

2,002,000 研究設備
 台湾日日新報 オンライン版【バッ
クアップ外付ハードディスク及び
DVD-ROM付】

3,333,000 研究設備 MWPCデータ収集・解析システム

早稲田大学 112,437,000 早稲田大学 14,152,000 教育基盤設備 生物形態観察装置

19,802,000 研究設備 帯磁率測定装置

19,753,000 研究設備 界面・表面精密加工システム

19,790,000 研究設備 微小領域化学結合状態分析装置

3,463,000 研究設備 音声学・心理言語学実験設備

2,871,000 研究設備 江戸雀　1～12

6,650,000 研究設備 データ解析用計算機システム

3,969,000 研究設備 クリーンブース一式

7,330,000 研究設備 fMRI同時計測用脳波計

3,800,000 研究設備 経頭蓋磁気刺激装置

3,528,000 研究設備 マイクロプレートリーダー

7,329,000 研究設備 光スペクトル応答特性解析設備

渡辺学園 14,756,000 東京家政大学 3,318,000 教育基盤設備
マルチメディア撮影スタジオシステ
ム

1,871,000 教育基盤設備
幼児・児童音楽（表現）教育設備一
式

9,567,000 研究設備 食品の二次機能解析システム
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自治医科大学 96,483,000 自治医科大学 27,118,000 研究設備
マウス摂食飲水運動量測定装置
（シンファクトリー）

27,118,000 研究設備
ラット摂食飲水運動測定装置（シン
ファクトリー）

4,976,000 研究設備
ホームケージ行動測定システム
（小原医科産業）

17,942,000 研究設備
レーザーマイクロダイセクション装
置LMD7000-5（ライカ）

5,666,000 研究設備
超高感度蛍光画像取得装置（モレ
キュラーデイバイス）

3,582,000 研究設備 ライトサイクラーDX400 一式

3,815,000 研究設備
血小板凝集測定装置　PA-200c
（kowa）

6,266,000 研究設備 蛍光顕微鏡BZ-9000（keyence）

日本赤十字学園 8,490,000
日本赤十字広島看護
大学

8,490,000 教育基盤設備 教育システム

佐野学園 5,098,000 神田外語大学 3,316,000 教育基盤設備
マルチメディアコンテンツに対応す
る中核的授業環境の整備

1,782,000 研究設備
「月印釋譜」巻１－２（訓民正音を
含む）

聖学院 670,000 聖学院大学 670,000 研究設備
Lutheran Reformation (ルター派ド
イツ宗教改革資料集)

東洋英和女学院 1,421,000 東洋英和女学院大学 1,421,000 研究設備 Digital National Security Archive

田村学園 9,467,000 多摩大学 9,467,000 教育基盤設備 多摩大学「志」実現支援システム

駒澤学園 2,964,000 駒沢女子大学 2,964,000 教育基盤設備 映像デザイン室C

目白学園 4,302,000 目白大学 4,302,000 教育基盤設備
3D仮想空間を活用した情報教育
のための環境整備

明泉学園 3,150,000 鶴川女子短期大学 3,150,000 教育基盤設備 情報教育推進システム

麻布獣医学園 55,400,000 麻布大学 9,123,000 教育基盤設備 元素分析用質量分析システム

6,510,000 教育基盤設備
ポジティブリスト対応低極性物質用
質量分析システム

16,374,000 研究設備
ポジティブリスト対応極性物質検出
用質量分析システム

19,753,000 研究設備 電子顕微鏡

3,640,000 研究設備 蛍光・発光プレートリーダー一式

神奈川大学 11,482,000 神奈川大学 11,482,000 研究設備
サブナノオーダ非接触表面形状測
定機
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交 付 額
法人計(円)

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

関東学院 17,058,000 関東学院大学 1,319,000 研究設備
Bibliothek des Deutschen
Strafrechts. Meister der Moderne

1,481,000 研究設備

Eighteenth Century Journals
Portal, Eighteenth Century
Journals Ⅲ (Adam Matthew
Digital, GBR)

4,044,000 研究設備 3Dプリンタシステム1式

5,328,000 研究設備
空圧・電動サーボ型振動三軸試験
装置

4,886,000 研究設備 微粒子・表面試料解析装置

総持学園 9,440,000 鶴見大学 8,296,000 教育基盤設備 情報処理実験システム

1,144,000 研究設備 大坂ヨリ長崎迄船道名所図絵

聖マリアンナ医科
大学

16,959,000 聖マリアンナ医科大学 16,959,000 研究設備
病理組織発現遺伝子の高精度・迅
速解析設備一式

フェリス女学院 2,464,000 フェリス女学院大学 1,248,000 研究設備
精選近代文芸雑誌集: 第Ⅱ期 大
正・昭和初期モダニズム文学集成

1,216,000 研究設備
明治・大正・昭和　教育史基礎史
料集成

岩崎学園 3,333,000
情報セキュリティ大学院
大学

3,333,000 研究設備 暗号化方式検証装置

新潟科学技術学園 42,627,000 新潟薬科大学 2,627,000 研究設備
小動物用超音波高解像度Vevoイ
メ－ジングシステム７７０

40,000,000 研究設備 核磁気共鳴装置（NMR）

長岡造形大学 2,597,000 長岡造形大学 2,597,000 教育基盤設備
デジタルデザインアトリエPCリプ
レース

金沢医科大学 10,916,000 金沢医科大学 10,916,000 研究設備 フローサイトメーター

金沢学院 7,302,000 金沢学院大学 5,006,000 教育基盤設備 ２３１パソコン室機器更新

金沢学院短期大学 2,296,000 教育基盤設備 パソコン演習室機器更新

金城学園 2,493,000 金城大学 2,493,000 教育基盤設備 情報処理教育機器

金井学園 36,750,000 福井工業大学 26,600,000 研究設備 1.3GHz帯ウィンドプロファイラ

10,150,000 研究設備 パルスNd:YAGレーザー

松本学園 3,000,000 松本短期大学 3,000,000 教育基盤設備
教育設備改善充実のためのマル
チメディア教室改修事業

静岡理工科大学 43,512,000 静岡理工科大学 17,192,000 研究設備 Ｘ線回折装置（ＸＲＤ）

26,320,000 研究設備 核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）

愛知学院 45,574,000 愛知学院大学 20,140,000 教育基盤設備 7号館9号館情報処理教育設備

22,222,000 教育基盤設備
愛知学院大学教室環境整備（AV
設備）

3,212,000 教育基盤設備
総合政策学部PC教室画像投影環
境改善
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法人計(円)

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

愛知大学 70,715,000 愛知大学 52,247,000 教育基盤設備
新名古屋校舎（ささしま）教材提示
システム

18,468,000 教育基盤設備
新名古屋校舎教育用ICT環境整備
事業

栗本学園 2,642,000 名古屋商科大学 2,642,000 教育基盤設備
グループディスカッション対応教育
設備

大同学園 13,294,000 大同大学 7,992,000 教育基盤設備
ガスクロマトグラフ質量分析計、ガ
スクロマトグラフ

5,302,000 教育基盤設備 高電圧発生装置

名古屋電気学園 30,994,000 愛知工業大学 18,364,000 研究設備
人や建物の3次元構造と運動をイ
ンタラクティブかつダイナミックに解
析するための研究システム

6,650,000 研究設備 TEM試料イオン精密研磨装置

5,980,000 研究設備 高機能ＤＬＴＳ計測システム

藤田学園 34,182,000 藤田保健衛生大学 5,170,000 教育基盤設備
スライドスキャナー装置ＴＯＣＯ20
システム

19,728,000 研究設備 実験動物用３DマイクロX線CT装置

9,284,000 研究設備 ＭｉＳｅｑシーケンサーシステム

中部大学 3,723,000 中部大学 3,723,000 研究設備
超伝導送電用液体窒素輸送試験
装置

名城大学 23,434,000 名城大学 4,046,000 教育基盤設備 次世代型ヒト型シミュレーター

4,678,000 研究設備 ルミノ・イメージアナライザー

14,710,000 研究設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡

愛知医科大学 16,452,000 愛知医科大学 16,452,000 研究設備
蛍光イメージングを利用した高感
度細胞内情報伝達解析システム

トヨタ学園 134,914,000 豊田工業大学 18,333,000 研究設備 中赤外短パルスレーザシステム

18,200,000 研究設備 高感度光子計測装置

5,600,000 研究設備 超短光パルス光源

8,213,000 研究設備 レーザ光高速変調装置

7,636,000 研究設備 広帯域オッシロスコープ

8,470,000 研究設備 光雑音測定装置

10,500,000 研究設備 プリフォームアナライザ

5,999,000 研究設備 高温熱分析装置

9,333,000 研究設備 プラズマ処理装置

26,600,000 研究設備 微小結晶用単結晶構造解析装置

16,030,000 研究設備 2次元検出器
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中西学園 5,027,000 名古屋学芸大学 5,027,000 教育基盤設備
クラウド型デジタル映像編集システ
ムの構築

電波学園 3,665,000 愛知工科大学 3,665,000 教育基盤設備 燃焼可視化エンジン実験装置

皇學館 8,661,000 皇學館大学 8,661,000 教育基盤設備 筋機能評価運動装置

鈴鹿医療科学大学 2,038,000 鈴鹿医療科学大学 2,038,000 教育基盤設備 画像診断システム　１式

関西文理総合学園 52,105,000 長浜バイオ大学 8,982,000 研究設備
生体イメージング装置　日本ロー
パー社製　Lumazone-NP

15,836,000 研究設備
実験動物用Ｘ線ＣＴ装置　リガク社
製　R_mCT2

19,753,000 研究設備
高磁場NMR　JNM　ECX-500　FT-
NMR装置

7,534,000 研究設備
日立電子顕微鏡用CCDカメラ
ORIUS SC200システム

京都産業大学 4,561,000 京都産業大学 4,561,000 教育基盤設備
広帯域フーリエ変換NMRスペクトロ
メータ

京都女子学園 4,767,000 京都女子大学 4,257,000 教育基盤設備
コンピュータ教室システム整備計
画

510,000 研究設備 往来物分類集成Ⅰ・Ⅱ

真宗大谷学園 1,082,000 大谷大学 1,082,000 研究設備
静嘉堂文庫所蔵古辞書集成　[マ
イクロフィルム]

同志社 60,536,000 同志社女子大学 8,660,000 研究設備 生体分子間相互作用解析装置

同志社大学 1,584,000 研究設備 中東国境紛争文書集成

1,415,000 研究設備 国際税法研究

853,000 研究設備
American Doctoral Dissertations
Collection on Japanese
Immigration(Canada,America)

5,087,000 研究設備
熱電変換システム計測・データ処
理システム一式

5,000,000 研究設備
噴霧燃焼過程計測解析システム
一式

3,333,000 研究設備 プラズマ表面クリーニング装置

3,400,000 研究設備 原子間力顕微鏡

4,655,000 研究設備 表面形状評価装置

12,666,000 研究設備
レーザーフラッシュ法熱物性測定
装置

7,233,000 研究設備
蛍光性微粒子モニタリングシステ
ム

6,650,000 研究設備 電子スピン共鳴装置

ノートルダム女学
院

4,403,000
京都ノートルダム女子
大学

4,403,000 教育基盤設備 学術情報ネットワーク
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花園学園 2,183,000 花園大学 2,183,000 研究設備 聖語蔵経巻　第三期ＤＶＤ

立命館 6,992,000 立命館大学 1,328,000 研究設備
京都工芸資料（工芸・デザイン研
究資料一式）

800,000 研究設備
京都工芸資料（明治大正染織資料
一式）

866,000 研究設備 京都工芸資料（染織資料一式）

3,998,000 研究設備 倒立顕微鏡

龍谷大学 12,633,000 龍谷大学 5,647,000 研究設備
マイクロフィルム版 米国歴代大統
領図書館所蔵 政治・外交シリーズ

6,986,000 研究設備
世界対応多地点テレビ会議システ
ム

京都精華大学 9,424,000 京都精華大学 1,858,000 教育基盤設備 アニメーションコンテンツサーバ

2,324,000 教育基盤設備 ビジュアルデザイン教室情報設備

1,868,000 教育基盤設備 映像メディアＰＣ演習室

3,374,000 教育基盤設備 清風館Ｃ３０７教室情報設備

明治東洋医学院 8,910,000 明治国際医療大学 8,910,000 研究設備
生細胞分子発現動態解析・定量シ
ステム

島津学園 4,935,000 京都医療科学大学 4,935,000 教育基盤設備
診療放射線技師の検像能力向上
をめざした医用画像教育システム
の設置

大阪経済大学 2,351,000 大阪経済大学 2,351,000 研究設備
東京大学経済学部図書館所蔵
山一證券株式会社　マイクロフィル
ム版

常翔学園 48,018,000 大阪工業大学 6,650,000 研究設備 原子間力顕微鏡

3,526,000 研究設備
デバイス静特性・雑音特性評価装
置

9,968,000 研究設備 誘電体・強誘電体評価システム

6,048,000 研究設備 ナノインクジェットプリンタ

4,284,000 研究設備 デジタルマイクロスコープ

11,270,000 研究設備 対向ターゲット式スパッタ装置

6,272,000 研究設備 3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡

大阪歯科大學 10,811,000 大阪歯科大学 10,811,000 研究設備
次世代ゲノムシークエンサーシス
テム一式

大谷学園 2,558,000 大阪大谷大学 2,558,000 研究設備 東アジア漢文資料集成

大手前学園 1,647,000 大手前大学 982,000 研究設備 中国考古集成

665,000 研究設備 アジア歴史文化遺産関連図書
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関西大学 53,658,000 関西大学 19,649,000 研究設備 CIS Microfiche Library 2003-2009

4,730,000 研究設備 超高温真空・ガス雰囲気電気炉

2,376,000 研究設備 『マニラ・ブレティン』紙

4,438,000 研究設備 近代漢語用例データベース

10,000,000 研究設備
団地再編シミュレーション・システ
ム

2,132,000 研究設備 中国方志庫　初集１

9,600,000 研究設備 ハイエンド　フローサイトメーター

733,000 研究設備
オランダ東インド会社役員会決議
事項集成（マイクロフィッシュ779
枚）

関西医科大学 16,705,000 関西医科大学 2,859,000 研究設備
セルソーター　405nmレーザー増設
セット

8,980,000 研究設備 ＨＳオールインワン蛍光顕微鏡

4,866,000 研究設備
近赤外蛍光イメージャーOdyssey
System

近畿大学 65,754,000 近畿大学 7,761,000 教育基盤設備
産業理工学部情報学科演習室更
新設備

5,180,000 教育基盤設備 クロマトグラフ定量分析システム

11,025,000 研究設備 DNAシーケンサー（ABI　3500）

16,065,000 研究設備
等温滴定型熱量計(MicroCal
iTC200)

4,543,000 研究設備
生体分子精製システム(AKTA
Purifier)

21,180,000 研究設備 モデルベース開発研究機器一式

塚本学院 8,038,000 大阪芸術大学 8,038,000 教育基盤設備 プロダクトデザイン実習教室設備

浪商学園 7,988,000 大阪体育大学 7,988,000 教育基盤設備
統括的ランニング実践教育システ
ム

桃山学院 558,000 桃山学院大学 558,000 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

天満学園 1,949,000 太成学院大学 1,949,000 教育基盤設備
運動負荷エネルギー代謝測定シス
テム

河﨑学園 3,283,000
大阪河﨑リハビリテー
ション大学

3,283,000 教育基盤設備
情報教育用パソコンおよび周辺機
器

聖母女学院 4,137,000
京都聖母女学院短期
大学

4,137,000 教育基盤設備
短期大学　第1コンピュータ室・第2
コンピュータ室
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関西学院 25,749,000 関西学院大学 2,405,000 研究設備
NEEDS　ティックデータ（株価日中
気配データ）

8,000,000 研究設備 事象関連脳電位計測システム

9,898,000 研究設備 姿勢情報記録システム

5,446,000 研究設備 7テスラ用交流磁化率測定装置

甲南学園 9,999,000 甲南大学 7,277,000 研究設備 ガンマ線照射システム

1,559,000 研究設備
NEEDS－RADAR　金融行動調査
データベース

1,163,000 研究設備 韓国文集叢刊一式

神戸学院 11,297,000 神戸学院大学 1,536,000 研究設備
ヨーロッパ法制史雑誌　Revue
Historique de Droit Français et É
tranger

9,761,000 研究設備 地震・環境計測システム１式

行吉学園 511,000 神戸女子大学 511,000 研究設備 狩野文庫マイクロ版集成　補遺版

玉田学園 11,290,000 神戸常盤大学 3,415,000 研究設備 ルミノ・イメージアナライザー

7,875,000 研究設備
生体試料自動分析装置、フィジカ
ルアセスメントモデル

湊川相野学園 2,122,000 湊川短期大学 2,122,000 教育基盤設備 ＯＡ教室ＰＣ等　一式

奈良大学 8,190,000 奈良大学 6,884,000 教育基盤設備 CALL教室システム更新一式

1,306,000 研究設備
国宝・重要文化財等建造物修理工
事報告書コレクション

天理大学 2,970,000 天理大学 2,970,000 研究設備
連邦政府による在米日本人・日系
アメリカ人対策公文書記録および
関連資料集成

冬木学園 3,078,000 畿央大学 3,078,000 研究設備 経頭蓋磁気刺激装置

佐保会学園 2,109,000 奈良佐保短期大学 2,109,000 教育基盤設備
ＭＬ（ミュージック・ラボラトリー）教
室の構築

加計学園 21,340,000 千葉科学大学 2,475,000 教育基盤設備 SimMan エッセンシャル

岡山理科大学 14,665,000 研究設備 顕微レーザラマンシステム

4,200,000 研究設備
粉末Ｘ線回折パターン総合解析シ
ステム

川崎学園 14,087,000 川崎医科大学 14,087,000 研究設備
レーザーマイクロダイセクション遺
伝子解析システム

石田学園 1,575,000 広島経済大学 1,575,000 研究設備
スポーツ経営学基本学術雑誌コレ
クション

修道学園 2,339,000 広島修道大学 2,339,000 研究設備
官報　（大正篇）　第３巻～第１２巻
全２７７冊
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鶴学園 79,984,000 広島工業大学 13,437,000 教育基盤設備
電子デバイス設計作製評価および
解析システム

4,263,000 教育基盤設備 立体景観観察システム装置

17,674,000 研究設備 三次元表面観察・測定システム

13,997,000 研究設備 地上レーザースキャナーシステム

4,285,000 研究設備 レーザー画像処理システム

7,728,000 研究設備
衛星情報・地上調査情報統合解析
処理システム

18,600,000 研究設備
統合型時空間情報アーカイブシス
テム

広島女学院 116,800,000 広島女学院大学 66,666,000 研究設備 障がい学生支援基盤設備

4,830,000 研究設備 緊急時障がい学生支援保障設備

4,760,000 研究設備
身体障がい学生キャンパス移動支
援設備

19,880,000 研究設備
発達障がい・聴覚障害学生のため
の動画教材配信設備

20,000,000 研究設備
発達障がい・聴覚障がい学生遠隔
授業設備

664,000 研究設備 視覚障がい学生支援点字図書

福山大学 69,272,000 福山大学 7,042,000 教育基盤設備
マルチメディア制作教育基盤シス
テム

4,265,000 教育基盤設備 リメディアル教育システム

9,950,000 教育基盤設備
機械・自動車システム系３次元ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭ／ＣＡＥ教育設備

9,475,000 教育基盤設備
空間づくり教育支援のためのeラ－
ニングシステム

8,449,000 研究設備 基礎医学用研究システム

3,841,000 研究設備
自然観察法による無線式多目的
観察システム

4,256,000 研究設備
サーカディアンリズム解析装置
（ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽ運動量・摂食量・飲水
量測定ｼｽﾃﾑ）

21,994,000 研究設備
分子間相互作用解析装置（超高感
度等温滴定型カロリーメータ）

村崎学園 13,333,000 徳島文理大学 13,333,000 教育基盤設備
医工学シミュレーション動態観察シ
ステム

高知学園 3,412,000 高知学園短期大学 3,412,000 教育基盤設備 情報教育推進事業

久留米大学 21,876,000 久留米大学 11,103,000 研究設備 疾患遺伝子解析システム

1,259,000 研究設備
Freud, S. : Die Traumdeutung,　1st
ed.

5,191,000 研究設備 免疫機能解析設備

4,323,000 研究設備 試料分離、濃縮システム一式
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西南学院 522,000 西南学院大学 522,000 研究設備
EMPIRICAL STUDIES OF THE
ARTS Vols. 1-4; 6-12; 15-
28.1983-2010.

中村産業学園 5,602,000 九州産業大学 4,699,000 教育基盤設備 LLライブラリー改修計画

903,000 研究設備 民国珍稀期刊シリーズ

福岡大学 40,277,000 福岡大学 23,175,000 教育基盤設備
２号館レスポンスアナライザーシス
テム

17,102,000 研究設備
トランスクリプトーム・ゲノム網羅的
解析システム

福岡工業大学 14,416,000 福岡工業大学 3,662,000 教育基盤設備
B6A室（学科ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ演習室）の設
備更新

5,058,000 教育基盤設備 CAE教室の設備更新

5,696,000 教育基盤設備 モノづくりセンター工作機械の整備

福岡歯科学園 4,852,000 福岡歯科大学 4,852,000 教育基盤設備
デジタル教材のインタラクティブ学
習システム

永原学園 2,646,000
西九州大学短期大学
部

2,646,000 教育基盤設備 教育用高機能CAI機器

長崎総合科学大学 7,834,000 長崎総合科学大学 7,834,000 教育基盤設備
情報科学センターＰＣ教室システ
ム

君が淵学園 24,420,000 崇城大学 19,600,000 研究設備 In vivo 光イメージング装置

4,820,000 研究設備 超高速液体クロマトグラフ

熊本学園 1,248,000 熊本学園大学 1,248,000 研究設備
戦後創設期/社会福祉制度・援護
制度史資料集成（第２期）

熊本城北学園 25,064,000 九州看護福祉大学 22,111,000 教育基盤設備
九州看護福祉大学学術情報シス
テム整備事業

2,953,000 研究設備
基礎医学研究用機器　polymate
一式

志學館学園 1,987,000 鹿児島女子短期大学 1,987,000 教育基盤設備 学生用教育サーバ

沖縄キリスト教学
院

1,337,000
沖縄キリスト教学院大
学

1,337,000 研究設備
聖書研究およびキリスト教芸術研
究資料　ダリ画「ウルガタ聖書」
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