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北海道尚志学園 2,218,000 北海道工業大学 2,218,000 教育設備 デジタルマイクロスコープ

北星学園 2,039,000
北星学園大学短期大学
部

2,039,000 教育設備
情報実習室パソコン集中管理システ
ム(短期大学部)

北海学園 102,259,000 北海学園大学 83,511,000 教育基盤設備
豊平キャンパス教育用コンピュータシ
ステム

北海商科大学 18,748,000 教育設備 教育用コンピュータシステム

青森田中学園 14,262,000 青森中央学院大学 6,703,000 教育設備
情報教育演習室設備（青森中央学院
大学）

青森中央短期大学 7,559,000 教育設備
情報教育演習室設備（青森中央短期
大学）

東北薬科大学 48,578,000 東北薬科大学 19,600,000 特別設備
生体分子相互作用解析装置
（ProteOn XPR36システム）

5,000,000 特別設備
高速液体クロマトグラフ（HPLC）シス
テム

13,720,000 特別設備 安定同位体比測定装置

10,258,000 特別設備 マッピング蛍光顕微鏡システム

朴沢学園 8,600,000 仙台大学 8,600,000 特別設備
認知動作型トレーニングマシンシステ
ム

三島学園 4,473,000 東北生活文化大学 2,982,000 教育基盤設備 授業支援システム　一式（大学分）

東北生活文化大学短期
大学部

1,491,000 教育基盤設備 授業支援システム　一式（短大分）

羽陽学園 1,342,000 羽陽学園短期大学 1,342,000 教育基盤設備
吸引シュミレータ・経管栄養シュミ
レータ

常磐大学 594,000 常磐大学 594,000 特定図書 米国学位論文コレクション　被害者学

高崎健康福祉大学 11,541,000 高崎健康福祉大学 11,541,000 特別設備 IVIS Lumina II Imaging System

明海大学 22,720,000 明海大学 22,720,000 特別設備
パッチクランプ実験装置装備マルチ
刺激共焦点レーザー顕微鏡システム

埼玉医科大学 54,186,000 埼玉医科大学 13,418,000 教育設備 耳鼻咽喉科医学教育支援システム

17,892,000 特別設備 高精度コンフォーカル顕微鏡

22,876,000 研究設備 倒立型共焦点顕微鏡システム

千葉敬愛学園 11,600,000 敬愛大学 11,600,000 教育基盤設備 敬愛大学　教育用情報システム

千葉工業大学 4,632,000 千葉工業大学 4,632,000 特別設備
活性化蛍光標識細胞解析装置 ：
MACSQuant アナライザー　解析シス
テム

和洋学園 5,796,000 和洋女子大学 5,796,000 研究設備 発光・蛍光イメージ定量解析システム

亜細亜学園 2,994,000 亜細亜大学 2,994,000 研究設備
「アメリカ外交政策極秘文書シリー
ズ」WEB版

青山学院 4,849,000 青山学院大学 2,563,000 特別設備 アメリカ外交政策極秘文書シリーズ

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24年度交付実績一覧
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2,286,000 研究設備
ヨーロッパ１５世紀刊本集成　イン
キュナブラ

学習院 5,346,000 学習院大学 1,000,000 特定図書 旧植民地関係コレクション全４３点

4,346,000 特別設備
ウェアラブル光トポグラフィおよび刺
激呈示システム

北里研究所 87,329,000 北里大学 44,041,000 教育設備

北里大学海洋生命科学部における
水圏生物資源の利用に携わる専門
技術者育成のための教育基盤の整
備

10,687,000 特別設備 オートクレーブ

18,130,000 特別設備
高分解能・高精度フーリエ変換型質
量分析システム

2,715,000 特別設備 凍結ミクロトーム

11,756,000 特別設備
レーザーマイクロダイセクションシス
テム

共立女子学園 1,396,000 共立女子大学 1,396,000 研究設備
吉川弘文館 新訂増補 国史大系
NetLibrary版（全66冊）　紀伊國屋書
店発行

杏林学園 46,749,000 杏林大学 7,394,000 教育設備
看護アセスメント能力向上教育シス
テム

15,108,000 特別設備 In vivo 分子イメージングシステム

19,133,000 研究設備 多項目自動血球分析装置

5,114,000 研究設備 液体シンチレーションカウンター

慶應義塾 66,882,000 慶應義塾大学 12,781,000 特別設備 分子間相互作用測定装置

3,500,000 特別設備 EYELINK CL 急速眼球運動解析装置

14,490,000 特別設備
超高感度等温滴定型カロリメータ
nano ITC

18,171,000 特別設備 ナノ加工顕微鏡システム

17,940,000 特別設備
低真空分析走査電子顕微鏡システ
ム

工学院大学 42,817,000 工学院大学 6,650,000 特別設備 TEM用ＣＣＤカメラ

8,000,000 特別設備 イオンシンニング装置

20,023,000 特別設備
エコマテリアルソーラーセル及熱電材
料測定装置

8,144,000 特別設備
レーザーフラッシュ法熱定数測定装
置

國學院大學 10,000,000 國學院大學 10,000,000 研究設備 かくれ里（奈良絵巻）

駒澤大学 4,768,000 駒澤大学 4,265,000 教育設備
低バックグラウンド型ガンマ線分析装
置

503,000 特定図書
高野山大学付属図書館善本集成
第Ⅰ期増福院文庫善本集成　DVD-
ROM版　（全12枚組）
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慈恵大学 88,019,000 東京慈恵会医科大学 4,620,000 特別設備 ガスクロマトグラフィー質量分析装置

4,900,000 特別設備 タンパク質精製システム

14,868,000 特別設備
マルチプレックス対応リアルタイム
PCRシステム

7,371,000 特別設備
タンパク質マルチ定量実験用蛍光
ビーズアレイシステム

4,726,000 特別設備
次世代 ビデオ行動解析・振舞自動認
識システム

18,153,000 特別設備
半導体ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ搭載ｼｰｹﾝｻｰ解析ｼ
ｽﾃﾑ

3,745,000 教育基盤設備 ｅラーニングシステム

9,904,000 研究設備 Ｘ線照射装置

9,800,000 研究設備 フローサイトメトリー

9,932,000 研究設備 超音波診断・解析装置

芝浦工業大学 50,252,000 芝浦工業大学 26,065,000 特別設備 三次元柔構造作製システム

10,332,000 特別設備 タンパク質分子間相互作用解析装置

13,855,000 特別設備 高分解能質量分析計

順天堂 132,623,000 順天堂大学 10,770,000 特別設備 蛍光イメージアナライザー一式

11,970,000 特別設備 自動細胞解析装置

6,630,000 特別設備
ＧＥヘルスケア社 Ettan 2D-DIGE基
本パッケージタンパク質発現差異解
析システム

11,840,000 特別設備 MiSeqシーケンスシステム

13,860,000 特別設備
3500xLｼﾞｪﾈﾃｨｯｸｱﾅﾗｲｻﾞ ｼｰｹﾝｼﾝｸﾞ
解析ｼｽﾃﾑ　アプライド3500xL-150

12,840,000 特別設備
BD FACSVerseフロサイトメーター　
一式

22,465,000 教育設備
形態系実習室デジタル画像連携高
解像度顕微鏡整備事業

15,701,000 教育設備
順天堂大学学生ポートフォリオシステ
ム

7,218,000 教育設備
マルチメディア教室バーチャルリアル
ティ・オンデマンド型看護教育システ
ム整備事業

3,072,000 教育設備 胎児監視教育システム一式

12,882,000 特別設備 インビボイメージングシステム

3,375,000 特別設備 脳機能イメージング用試料作成装置

昭和大学 87,992,000 昭和大学 8,750,000 特別設備
マイクロフォーカスX線CT装置
（コムスキャンテクノ社　ScanXmate-
L090H）

25,606,000 特別設備
iScanシステム
（illumina社　iScan Universal Module）
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10,489,000 特別設備
オールインワン蛍光顕微鏡　BZ-
9000

4,067,000 特別設備
マルチスペクトロプレートリーダー
Varioskan Flash

7,749,000 特別設備 Bio-Plex 200 ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼｽﾃﾑ

13,333,000 特別設備
細胞分離装置
（Cytori社　Celution 800/CRS 
Device）

4,639,000 特別設備
マルチモードプレートリーダー
（Molecular Devices社 SpectraMax）

13,359,000 特別設備
DNAシークエンス解析装置（次世代
シーケンサー）一式

上智学院 53,552,000 上智大学 21,000,000 特別設備 高分解能電子分光装置ＳＣＩＥＮＴＡ

10,733,000 特別設備 パルス色素レーザーシステム

9,449,000 特別設備 イオンTOF分析器

5,691,000 特別設備 位置敏感型時間分解検出システム

6,679,000 特別設備
アメリカ研究データベース：サビンコレ
クション-アメリカ関連文献集成

女子美術大学 20,075,000 女子美術大学 13,358,000 教育設備
杉並校舎7号館遠隔授業システム等
整備事業

6,717,000 特別設備 歴史資料展示用設備整備事業

杉野学園 6,349,000 杉野服飾大学 6,349,000 教育設備
2102（CG）、2103（CAD）コンピュータ
室リニューアル

成蹊学園 4,542,000 成蹊大学 2,271,000 特定図書
ケネディ、ジョンソン、ニクソン大統領
時代　米国の国家安全保障に関する
ホワイトハウス文書 アジア、ソ連・東

2,271,000 特定図書 民国集萃　第1期第１部分

成城学園 4,991,000 成城大学 666,000 特定図書
複数性社会構築の理論研究に関す
る図書一式

4,325,000 特定図書
HeinOnlineデジタルアーカイブコレク
ション

専修大学 10,360,000 専修大学 6,202,000 研究設備 島津家文書　マイクロ版集成

4,158,000 研究設備
カール・メンガー文庫　マイクロ版集
成

創価大学 5,270,000 創価大学 3,817,000 特別設備 触針式表面形状測定装置

1,453,000 特定図書
Web of Science １９８０年代バック
ファイル一式

大正大学 1,925,000 大正大學 1,925,000 研究設備 言泉集

大乗淑徳学園 3,138,000 淑徳短期大学 3,138,000 教育設備 1号館　情報教育設備の整備事業

高千穂学園 10,217,000 高千穂大学 10,217,000 教育基盤設備 情報教育システムの更新

中央大学 44,382,000 中央大学 7,661,000 教育設備 学術情報システムの基盤整備

7,948,000 特別設備 知的精密計測システム
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1,834,000 教育設備 文学部マルチメディア教育環境整備

17,194,000 教育基盤設備
多摩キャンパス8号館マルチメディア
教育環境整備

4,283,000 教育基盤設備
文学部2012年度後期マルチメディア
教育環境整備

2,955,000 教育基盤設備
情報端末等を活用した双方向教育プ
ログラムの構築

2,507,000 教育基盤設備
国際的な視野に立つ経済人養成の
ための情報環境整備

津田塾大学 1,108,000 津田塾大学 1,108,000 特定図書
Documents on British Policy 
Overseas

帝京大学 40,507,000 帝京大学 31,061,000 教育設備
教育の情報化推進のための情報通
信環境整備（サーバ・クライアントの
整備）

8,349,000 特別設備 Ｘ線照射装置

1,097,000 研究設備 近代日本雑誌データベース（『太陽』）

東海大学 48,871,000 東海大学 17,533,000 特別設備 細胞分析機

7,966,000 特別設備 蛍光顕微鏡

3,578,000 教育設備 心エコートレーニングシミュレータ

2,498,000 特別設備 リサーチ用高性能凍結ミクロトーム

3,316,000 特別設備 インテリジェント顕微鏡システム

6,775,000 特別設備 多核種NMR測定システム

3,333,000 研究設備 肺運動負荷モニタリングシステム

3,872,000 研究設備 液体シンチレーションカウンター

東京医科大学 22,758,000 東京医科大学 6,400,000 特別設備
HSオールインワン蛍光顕微鏡　BZ-
9000

16,358,000 特別設備 実験動物総合分析システム

東京経済大学 18,959,000 東京経済大学 4,966,000 教育設備
2号館および6号館教室AV設備整備
事業

3,350,000 教育設備
6号館地下教室設備デジタルフルハ
イビジョン化

3,808,000 教育設備
教学情報システムのサーバリプレー
ス

6,835,000 教育基盤設備 1号館中教室AV設備整備事業

東京女子医科大学 25,075,000 東京女子医科大学 7,300,000 特別設備 フローサイトメトリーシステム

4,895,000 特別設備 半導体シーケンサー

12,880,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計

東京理科大学 133,597,000 東京理科大学 24,325,000 特別設備 小動物画像解析装置（蛍光、発光）
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4,126,000 特別設備 蛍光プレートリーダー

24,500,000 特別設備 飛行時間型質量分析計システム

5,398,000 特別設備 ガスクロマトグラフ質量分析計

7,765,000 特別設備 反応解析IR

18,200,000 特別設備 ICPプラズマ装置

6,664,000 特別設備 微小摩擦力測定装置

3,990,000 特別設備 高速度ＣＣＤカメラ

3,846,000 特別設備 実体蛍光顕微鏡システム M 165FC

6,664,000 特別設備 環境適応型熱重量測定システム

7,270,000 特別設備 ワイヤー放電加工機

17,081,000 特別設備
超分子・高質量分子の高感度・高分
解能解析システム

3,768,000 研究設備
学術文献データベース「Web of 
Science」1947-1964年バックファイル

東京薬科大学 2,846,000 東京薬科大学 2,846,000 特別設備 細胞解析用切片作成システム

日本工業大学 13,681,000 日本工業大学 13,681,000 特別設備 アンテナ伝搬測定室

東邦大学 36,692,000 東邦大学 4,745,000 特別設備 有機微量元素分析装置

10,611,000 特別設備
ハイスループット生物形態解析シス
テム

17,653,000 特別設備 高圧蒸気滅菌器システム

3,683,000 教育基盤設備 ヴァーチャルスライドシステム

東洋大学 117,984,000 東洋大学 3,600,000 特別設備 近赤外線測定装置

26,633,000 特別設備
原子分解能多機能走査プローブ顕微
鏡

13,933,000 特別設備 生体分子構造解析システム

9,266,000 特別設備 ホール測定用高抵抗測定ユニット

6,766,000 特別設備 誘電体インピーダンス測定装置

13,300,000 特別設備 バーチャルリアリティ装置

40,194,000 教育設備 白山校舎・教育用パソコンシステム

652,000 特定図書
Graduate Texts in Mathematics シ
リーズ

3,640,000 研究設備 顕微ラマン測定用分光システム

6/17



法 人 名
交 付 額
法人計(円)

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

文化学園 7,207,000 文化学園大学 4,400,000 特別設備 赤外顕微鏡システム

2,807,000 教育基盤設備 2013新都心情報処理教育装置A115

二階堂学園 11,755,000 日本女子体育大学 3,005,000 特別設備
連続血圧・血行動態測定プロフェッ
ショナルシステム（別名：フィノメータ
―）

8,750,000 研究設備 Breath by Breath　測定システム

日本大学 26,445,000 日本大学 12,966,000 特別設備 地震観測設備

7,043,000 特別設備 ゲルマニウム半導体波高分析装置

6,436,000 教育設備 １６ｍｍドライモジュラプリンタ

日本医科大学 13,487,000 日本医科大学 13,487,000 特別設備 共焦点レーザ走査型顕微鏡

日本歯科大学 8,216,000 日本歯科大学 8,216,000 教育基盤設備
コンピュータを用いた歯科医学教育・
情報処理教育基盤の整備

日本女子大学 11,091,000 日本女子大学 11,091,000 教育設備 多面的生物・食物解析システム

根津育英会 9,548,000 武蔵大学 9,548,000 教育基盤設備 教育用PC設備

東京国際大学 3,300,000 東京国際大学 3,300,000 特定図書 書籍・経済統計資料

法政大学 15,059,000 法政大学 15,059,000 特別設備
ガスタービン環境・エネルギー総合研
究設備

星薬科大学 12,238,000 星薬科大学 12,238,000 特別設備 ライブセルイメージングシステム

武蔵野大学 16,131,000 武蔵野大学 6,736,000 教育基盤設備 高機能患者シミュレータ

5,528,000 研究設備 バイオイメージングナビゲータ

3,867,000 研究設備 ImageQuant LAS4000システム

武蔵野美術大学 2,329,000 武蔵野美術大学 1,603,000 特定図書 絵解き聖書

726,000 特定図書 動物誌

明治大学 58,981,000 明治大学 13,791,000 特別設備
高感度生体内成分測定装置システ
ム

8,974,000 特別設備 MiSeqシステム

5,202,000 特別設備
近赤外光イメージング装置 プローブ
増設ユニット

2,862,000 特定図書 阿呆船

9,520,000 研究設備 雰囲気中液体急冷装置

5,007,000 研究設備 ＩＣＰ発光分光分析装置

4,714,000 教育基盤設備
ＴＶ会議システム多地点接続サー
バー

3,778,000 研究設備
山一證券株式会社　マイクロフィルム
版　第１集，第２集，第８集，第１２集
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2,613,000 研究設備 米国統合参謀本部（JCS）文書

2,520,000 研究設備 パリ：その歴史と景観

明星学苑 10,449,000 明星大学 10,449,000 特別設備 核磁気共鳴装置（NMR）改修

立教学院 64,794,000 立教大学 10,412,000 特別設備 DNAシークエンサー

10,114,000 特別設備 フローサイトメーター

8,666,000 特別設備
レーザースキャナー方式蛍光画像解
析装置

26,640,000 特別設備
共焦点スペクトルアナライザー顕微
鏡

1,030,000 特定図書
DVD版　全国商工会議所関係資料 
第 II 期　東アジア日本人商工会議所
関係資料（明治36年～昭和20年）　

2,198,000 特定図書
ラテン語古文書集成　(Chartae 
Latinae Antiquiores)

1,512,000 研究設備 ジョンソン「英語辞典」全2巻第4版

1,500,000 研究設備 「ザ・ファー・イースト」第2巻24号

1,120,000 研究設備
Principes du droit politique (ルソー≪
社会契約論≫初版)

882,000 研究設備 フォッグ「世界周航記」著者献呈本

720,000 研究設備
メーヤーズ「中国・日本開国期条約港
便覧」初版

早稲田大学 81,067,000 早稲田大学 3,333,000 特別設備 データ解析用計算機高度化システム

7,280,000 特別設備 In vivo代謝計測システム一式

14,378,000 特別設備 低酸素ワークステーションシステム

3,333,000 特別設備 タンパク質多項目同時測定システム

9,664,000 特別設備 次世代シークエンサーシステム

14,657,000 特別設備 スパッタ装置

18,164,000 特別設備 固体表面・超高分解能質量分析装置

10,258,000 特別設備
誘導結合プラズマ質量分析計システ
ム

渡辺学園 1,791,000
東京家政大学短期大学
部

1,791,000 教育設備 新調理システム

自治医科大学 38,328,000 自治医科大学 32,199,000 特別設備
イノラック・イノケージ（ＩＶＣケージ）
（オリエンタル技研工業）

6,129,000 特別設備
ルミノ・イメージアナライザー
ImageQuant LAS 4010(GEヘルスケ
ア）

片柳学園 2,399,000 東京工科大学 2,399,000 特別設備 EMCCDカメラ

佐野学園 3,856,000 神田外語大学 3,856,000 教育設備
高機能ソフトウェアを集約したマルチ
メディア活用教育環境の整備
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東洋英和女学院 4,334,000 東洋英和女学院大学 4,334,000 教育基盤設備 ３２０１教室ＣＡＬＬシステム

東京聖徳学園 2,581,000 聖徳大学 2,581,000 教育設備 ピアノ練習室設備整備事業

目白学園 9,481,000 目白大学 986,000 研究設備
精選言語科学・英語関係洋書電子書
籍コレクション

4,866,000 研究設備
日本経済新聞前身紙　明治期復刻
版（明治９年～明治４５年）

3,629,000 教育基盤設備
アクティブラーニング実習支援システ
ム

国際学園 4,056,000 国際短期大学 4,056,000 教育基盤設備 学内ネットワークと教育用ＰＣの導入

貞静学園 1,321,000 貞静学園短期大学 1,321,000 教育基盤設備 実習・演習成果データベース用ＰＣ

麻布獣医学園 3,920,000 麻布大学 3,920,000 特別設備 リアルタイムPCR装置一式

神奈川大学 17,298,000 神奈川大学 7,665,000 特別設備 自動気体吸着量測定装置

6,300,000 特別設備
マルチチャンネルポテンショスタット/
ガルバノスタット

3,333,000 特別設備 ＪＥＯＬ-ＥＣＡ-600用ＲＯＹＡＬプローブ

神奈川歯科大学 3,990,000 神奈川歯科大学 3,990,000 特定図書
情報提供・共有ネットワークシステム
(講義収録・情報・配信システム）

関東学院 15,885,000 関東学院大学 1,000,000 特定図書 TSR企業情報ファイル

6,100,000 特別設備
スマート構造解析用落射型蛍光顕微
鏡システム

5,888,000 特別設備
ナノ薄膜・粒子の作製および機能評
価システム

1,231,000 研究設備 環境学コレクション

1,666,000 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Ⅰ期)

総持学園 6,226,000 鶴見大学短期大学部 6,226,000 教育設備
4号館歯科衛生科基礎実習室（２０３
教室）ファントム実習台整備事業

聖マリアンナ医科大
学

10,224,000 聖マリアンナ医科大学 10,224,000 特別設備 体細胞変異・遺伝子異常解析装置

フェリス女学院 2,875,000 フェリス女学院大学 1,349,000 特定図書
マイクロフィルム版　「エジソン収集  
アメリカ音楽楽譜集成」

1,526,000 特定図書
マイクロフィルム版　「占領軍検閲雑
誌」

新潟平成学院 3,874,000 新潟国際情報大学 3,874,000 教育設備 コンピュータ演習設備の更新

稲置学園 3,455,000 金沢星稜大学 3,455,000 教育設備
Ｈ24金沢星稜大学ネットワークシステ
ム整備事業（情報教育用ＰＣ）

金沢工業大学 35,509,000 金沢工業大学 11,200,000 教育設備 ＣＡＤ演習システム整備事業

8,000,000 教育設備
メディア系コンピュータ演習システム
整備事業

16,309,000 教育基盤設備
情報工学系コンピュータ演習システ
ム整備事業

金沢医科大学 20,602,000 金沢医科大学 11,060,000 特別設備 f-MRI用音・画像刺激提示装置　一式
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9,542,000 特別設備
ＤＮＡシークエンサー（Applied 
Biosystems 3500xL-250 ｼﾞｪﾈﾃｨｯｸｱ
ﾅﾗｲｻﾞｰ）

金沢学院 8,660,000 金沢学院短期大学 8,660,000 教育基盤設備 調理科学実験室設備更新

福井仁愛学園 6,335,000 仁愛女子短期大学 6,335,000 教育基盤設備
アクティブラーニング　教育用コン
ピュータ等一式

静岡理工科大学 2,337,000 静岡理工科大学 2,337,000 特別設備 表面性状測定機

光産業創成大学院
大学

7,367,000 光産業創成大学院大学 3,790,000 研究設備 レーザードップラー流速計システム

3,577,000 研究設備
３次元形状計測デジタルマイクロス
コープシステム

愛知学院 13,168,000 愛知学院大学 3,858,000 教育基盤設備 自動収録設備

9,310,000 研究設備
ケルムスコット・プレス　チョーサー著
作集

愛知大学 4,452,000 愛知大学 4,452,000 特定図書
 「法-国家-経済：現代社会における
基盤と構成」　エルンスト・ルドルフ・
フーバー旧蔵コレクション

金城学院 6,586,000 金城学院大学 6,586,000 教育設備
ランドルフ記念講堂コンサートピアノ
整備

栗本学園 700,000 名古屋商科大学 700,000 研究設備 ビジネス・イノベーション　コレクション

名古屋自由学院 8,782,000 名古屋芸術大学 8,782,000 教育設備
西キャンパス　共通講義室ICT環境
整備

名古屋電気学園 9,310,000 愛知工業大学 3,990,000 特別設備 ＤＬＴＳ広帯域波長可変光源

5,320,000 特別設備 ＤＬＴＳ極低温機能付加

至学館 9,520,000 至学館大学 9,520,000 研究設備 筋機能解析運動装置

南山学園 6,008,000 南山大学 6,008,000 特別設備
18世紀英語・英国刊行物データベー
スII

日本福祉大学 5,796,000 日本福祉大学 5,796,000 教育設備
オンデマンド学習を促進するコンテン
ツ開発環境の整備

中部大学 83,191,000 中部大学 6,300,000 特別設備 電流リード実証実験装置

9,330,000 特別設備 大電流交流直流両用電源

18,410,000 特別設備 ＡＰＩ　４０００ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ

5,950,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ

20,951,000 特別設備
１５面マルチディスプレイ表示システ
ム

4,917,000 特別設備 小型自動発電システム

3,333,000 特別設備 デジタルアースデータサーバー

14,000,000 特別設備 危機管理情報収集車

名城大学 41,964,000 名城大学 6,664,000 特別設備 半導体原料供給設備

7,980,000 特別設備 構造実験載荷システム
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3,333,000 特別設備 油圧ポンプ

5,320,000 特別設備 劣化環境促進装置

5,828,000 特別設備
3次元地震波震動台性能増強システ
ム

5,250,000 特別設備
透過性砂防ダムを有する急勾配可変
水路

7,589,000 特別設備 動的中型三軸試験装置

愛知医科大学 31,092,000 愛知医科大学 5,983,000 特別設備
高速・ハイスループット細胞培養総合
システム

9,772,000 特別設備 超微量成分分析システム

15,337,000 教育設備 バーチャルスライド教育システム

トヨタ学園 41,756,000 豊田工業大学 8,000,000 特別設備 並列演算クラスターサーバ

4,666,000 特別設備 波長可変ナノ秒可変レーザ

4,161,000 特別設備 ピコ秒波長可変器

18,130,000 特別設備
電子プローブマイクロアナライザ
（EPMA）

6,799,000 教育設備
構造・材料試験設備（精密万能試験
装置）

中西学園 22,094,000 名古屋学芸大学 15,668,000 教育基盤設備
映像・デザイン教育 マルチデバイス
e-ラーニングシステム構築事業（PC
設備）

名古屋外国語大学 6,426,000 教育基盤設備
語学教育環境向上のためのPCシス
テム整備事業

桜花学園 2,764,000 名古屋短期大学 2,764,000 教育基盤設備
３３１・３３３教室マルチメディア情報
教育ｼｽﾃﾑ

皇學館 6,657,000 皇學館大学 6,657,000 教育設備
生体呼気ガス・代謝分析用質量分析
システム

関西文理総合学園 54,034,000 長浜バイオ大学 3,402,000 特別設備 生理活性反応測定装置

28,000,000 特別設備 走査型電子顕微鏡システム

4,914,000 特別設備 蛋白質用クロマトグラフィーシステム

17,718,000 特別設備 高圧蒸気滅菌器　SF-150W-S

滋賀学園 2,047,000
びわこ学院大学短期大
学部

2,047,000 教育基盤設備 介護実習用浴槽

京都学園 33,983,000 京都学園大学 33,983,000 教育基盤設備 教室パソコン機器更新

京都女子学園 16,375,000 京都女子大学 16,375,000 教育設備 コンピュータ教室設置機器整備計画

京都薬科大学 15,443,000 京都薬科大学 3,515,000 特別設備
マルチ検出モード・マイクロプレート
リーダー

11,928,000 特別設備 LC-ICP-MSシステム

光華女子学園 2,567,000 京都光華女子大学 2,567,000 教育基盤設備
能動的学習と教育の多様化を推進す
るICT教育設備の整備
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同志社 3,888,000 同志社大学 1,039,000 特定図書
米国の中東和平政策と中東和平プロ
セスにおける米国の役割

1,453,000 特定図書 Harper's Weekly, 1857-1912

1,396,000 研究設備 新訂増補　国史大系

ノートルダム女学院 1,888,000
京都ノートルダム女子大
学

684,000 研究設備
16世紀ヨーロッパの世界観コレクショ
ン

1,204,000 研究設備 マイクロフィルム版 「改造」

花園学園 3,320,000 花園大学 3,320,000 研究設備
Net Library 社会福祉・社会政策・障
害学研究コレクション

立命館 23,028,000 立命館大学 4,275,000 特別設備 高感度型示差走査熱量分析装置

3,780,000 特別設備 粒度分布測定装置粉末

4,585,000 特別設備 粉末構造解析用X線回折装置

7,389,000 特別設備 イオンミリング装置

1,333,000 特定図書 京都工芸資料（染織資料一式）

1,666,000 特定図書
京都工芸資料（芳年風俗三十二相32
枚揃）

龍谷大学 22,908,000 龍谷大学 9,310,000 特別設備 アーカイブシステム

13,598,000 特別設備
高機能先端機械材料創成のための
微視的構造評価システム

京都精華大学 6,534,000 京都精華大学 6,534,000 教育設備 自在館情報館情報設備

瓜生山学園 2,629,000 京都造形芸術大学 2,629,000 教育設備
デザイン実習用コンピューターシステ
ム

島津学園 7,811,000 京都医療科学大学 7,811,000 教育設備 X線照射装置

大阪経済大学 4,367,000 大阪経済大学 2,126,000 特定図書
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　
第三集

2,241,000 特定図書
ヨーロッパおよび中国における政治
的プロパガンダパンフレットコレクショ
ン1940年代-1970年代

大阪産業大学 11,214,000 大阪産業大学 3,408,000 教育設備 レーザー加工機システム

7,806,000 特別設備
低バックグラウンド液体シンチレー
ションシステム

大阪電気通信大学 22,357,000 大阪電気通信大学 22,357,000 研究設備 研究用光脳機能イメージング装置

大谷学園 5,233,000 大阪大谷大学 5,233,000 教育基盤設備 総合運動解析システム

大手前学園 19,738,000 大手前大学 14,388,000 教育設備
大手前大学　情報教育用パソコンシ
ステム

1,813,000 特定図書
Saturday Evening Post. Vols. 182/no. 
27 – 227/no.26 (1910-1954).

大手前短期大学 3,537,000 教育設備
大手前短期大学　情報教育用パソコ
ンシステム

追手門学院 816,000 追手門学院大学 816,000 特定図書 オセアニア統計資料
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法人計(円)

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

関西大学 152,828,000 関西大学 28,658,000 特別設備 X線光電子分光測定装置

5,320,000 特別設備 原子吸光光度計

5,600,000 特別設備 プラズマ発生装置

9,996,000 特別設備 イオンクロマトグラフィーシステム

9,989,000 特別設備 熱分析装置システム

3,300,000 特定図書 台湾日日新報　デジタル版

2,132,000 特定図書 中国方志庫　初集2

5,486,000 特別設備 聖語蔵経巻

5,391,000 特別設備 高分解能元素分布評価装置

3,697,000 特別設備 リアルタイムスペクトラムアナライザ

3,588,000 特別設備 リアルサーフェスビュー顕微鏡

26,666,000 研究設備
Eighteenth Century Collections 
Online (ECCO Ⅰ&Ⅱ)

3,752,000 研究設備 EPMA画像解析処理装置

3,024,000 研究設備
全国商工会議所関係資料　第１期：
東京商工会議所関係資料

2,909,000 研究設備
美術・芸術関連雑誌マイクロ資料集
成

33,320,000 研究設備
結晶方位・元素分析用電界放出形走
査電子顕微鏡

関西医科大学 64,581,000 関西医科大学 42,932,000 特別設備 オートクレーブ

10,000,000 特別設備 ケージウォッシャー（洗浄機）

11,649,000 特別設備 胚操作システム

関西外国語大学 1,303,000 関西外国語大学 1,303,000 特定図書
Doctoral Dissertations on 
Japanology,　2012

近畿大学 78,985,000 近畿大学 26,000,000 特別設備 マシニングセンタ

14,000,000 特別設備 デジタル画像計測装置

2,808,000 教育設備 形彫り放電加工機

18,130,000 特別設備 マルチバンドESRシステム

18,047,000 特別設備 フローサイトメーター

塚本学院 14,748,000 大阪芸術大学 4,358,000 教育設備 デザイン学科　PC更新

2,330,000 教育設備
写真学科　PhaseOneデジタルバック
一式
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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

大阪芸術大学短期大学
部

5,116,000 教育基盤設備 デザイン美術学科　PC更新

2,944,000 教育基盤設備
メディア・芸術学科　スタジオ収録機
材

浪商学園 20,837,000 大阪体育大学 7,274,000 特別設備
競技スポーツに特化したパフォーマ
ンス測定・評価システム

13,563,000 特別設備
統括的リアルタイム生体フィードバッ
クシステム

桃山学院 536,000 桃山学院大学 536,000 特定図書
英国聖公会宣教協会文書館所蔵資
料集成　Church Missionary Society 
Archive

羽衣学園 15,260,000 羽衣国際大学 3,669,000 教育設備 総合キャリア教育コンピュータ整備

6,580,000 研究設備 ガスクロマトグラフ質量分析計

5,011,000 研究設備 肺運動負荷モニタリングシステム

四條畷学園 3,868,000 四條畷学園大学 3,868,000 教育基盤設備 生体反応測定システム

関西学院 29,022,000 関西学院大学 1,349,000 特定図書 Scribner's Magazine.

3,173,000 研究設備
大英帝国の刑務所改革原典資料
1696 - 1952

24,500,000 研究設備 大坂談林俳諧コレクション

神戸学院 30,533,000 神戸学院大学 30,533,000 特別設備
IVIS Lumina XR イメージングシステ
ム

神戸薬科大学 22,755,000 神戸薬科大学 20,300,000 特別設備
レーザーマイクロダイセクションシス
テム　Leica LMD7000

2,455,000 教育設備
オートガンマカウンタ　2480　WIZARD　
システム

松蔭女子学院 9,128,000 神戸松蔭女子学院大学 3,300,000 研究設備
『國華』オリジナルバックナンバー 創
刊第１号～第１００５号

5,828,000 教育基盤設備
英語学科マルチメディア基盤システ
ム

武庫川学院 37,913,000 武庫川女子大学 4,935,000 教育設備
平成24年度　中央キャンパス　文学1
号館　クラウド型CALL教室情報教育
環境整備事業

15,172,000 特別設備
食品・生体組織の磁場冷凍による細
胞損傷の抑制研究設備

6,011,000 教育基盤設備
平成24年度　薬学キャンパス薬学別
館（1教室）　クラウド型情報教育環境
整備事業

武庫川女子大学短期大
学部

11,795,000 教育設備
平成24年度　中央キャンパスMM館　
全学共通（13教室）　クラウド型情報
教育環境整備事業（短期大学部）

兵庫医科大学 26,536,000 兵庫医科大学 16,660,000 特別設備
高速液体クロマトグラフ質量分析計
(LCMS-8030(ESIプローブ付）

9,876,000 特別設備 イメージングシステム

玉田学園 7,606,000 神戸常盤大学 3,721,000 特別設備 超音波画像診断装置

3,885,000 教育基盤設備 新6号館2階視聴覚教育システム

鉄鋼学園 10,295,000 産業技術短期大学 6,174,000 教育設備 ものづくり・創造教育演習設備

4,121,000 教育基盤設備 デザイン創造教育演習設備
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奈良大学 1,574,000 奈良大学 1,574,000 特定図書 零葉集コレクション

天理大学 10,846,000 天理大学 10,846,000 研究設備 運動動作解析システム

冬木学園 5,038,000 畿央大学 2,318,000 特別設備 リアルタイムPCRシステム

2,720,000 教育基盤設備 授業支援システム"CEAS"増強

佐保会学園 1,373,000 奈良佐保短期大学 1,373,000 教育基盤設備
医療的ケア教育のための器械器具
整備

加計学園 139,847,000 岡山理科大学 6,650,000 特別設備 LD励起CWグリーンレーザー

15,120,000 特別設備
ハイスピードデジタルビデオ収録シス
テム

12,649,000 特別設備 FORTUS360mc-S造形システム

25,550,000 特別設備
超高分解能電界放出形走査電子顕
微鏡システム

21,884,000 特別設備 マイクロPIV計測システム

15,610,000 特別設備 光学干渉計観測・計測システム

6,734,000 特別設備
超音波３次元ロケーションシステムＺ
ＰＳ－３Ｄ

25,764,000 特別設備
超高感度MALDI TOF/TOF MSシス
テム

千葉科学大学 2,039,000 教育設備 ＦＲＩＧＯ－Ｍクローラロボット

倉敷芸術科学大学 7,847,000 研究設備 前眼部3次元光干渉断層装置

作陽学園 988,000 くらしき作陽大学 988,000 研究設備
ALEXANDER　STREET PRESS　
"Classical Scores Library"

山陽学園 2,044,000 山陽学園短期大学 2,044,000 教育設備 C201教室情報処理機器システム

修道学園 2,544,000 広島修道大学 1,704,000 特定図書
The nineteenth Century Books on 
Economics Selected from The 
Nineteenth Century : The General 

840,000 研究設備 法規分類大全復刻版　全８８冊

鶴学園 9,374,000 広島工業大学 9,374,000 教育設備 再生可能エネルギー実験装置

広島女学院 7,926,000 広島女学院大学 3,611,000 特別設備
視聴覚障がい学生支援文字音声変
換装置

3,637,000 特別設備 聴覚障がい学生支援音声認識装置

678,000 特別設備 視覚障がい学生用点字図書

就実学園 7,145,000 就実大学 7,145,000 研究設備 オールインワン蛍光顕微鏡システム

中国学園 757,000 中国学園大学 757,000 研究設備 健康増進と栄養に関するe-book一式

武田学園 5,650,000 広島文教女子大学 2,729,000 教育基盤設備
ICTを活用したマルチメディア教室用
PC一式

2,921,000 教育基盤設備
総学修時間の確保に向けたパソコン
等機器一式
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福山大学 33,516,000 福山大学 13,020,000 特別設備 フローサイトメーター

12,250,000 特別設備 円二色性分散計測システム

3,346,000 特別設備 Tobii　アイトラッキングシステム

4,900,000 特別設備 全自動圧縮試験機

比治山学園 15,667,000 比治山大学 5,215,000 教育設備
情報システム基盤更新（センター
サーバ）

7,645,000 教育基盤設備 5号館CALL教室情報機器更新

比治山大学短期大学部 2,807,000 教育設備
情報システム基盤更新（センター
サーバ）

村崎学園 50,400,000 徳島文理大学 50,400,000 研究設備 液体ヘリウム凝縮装置

四国学院 650,000 四国学院大学 650,000 特定図書 社会福祉関連コレクション　全２点

四国高松学園 1,605,000 高松短期大学 1,605,000 教育基盤設備 課題解決型秘書教育装置

松山大学 3,284,000 松山大学 3,284,000 研究設備
横濱正金銀行　第2期　（第1集～第3
集）、第5期　（第1集～第3集、第6集）

久留米大学 8,096,000 久留米大学 3,966,000 特別設備 蛋白質多項目同時測定システム

4,130,000 特別設備
蛍光画像解析装置（Odyssey Infrared 
imaging システム）

西南学院 515,000 西南学院大学 515,000 特定図書
法学教育関連資料コレクション全61
点

中村学園 26,114,000
中村学園大学短期大学
部

11,972,000 教育設備
教育用コンピュータシステム（中村学
園大学短期大学部）

中村学園大学 10,201,000 研究設備
超高速液体クロマトグラフ質量分析
計

3,941,000 研究設備 多機能マイクロプレートリーダー

中村産業学園 11,991,000 九州産業大学 11,991,000 特別設備 ネットワークＧＩＳ

福岡大学 9,446,000 福岡大学 2,254,000 特定図書
米国議会委員会　未公刊公聴会資
料集成　 US Unpublished 
Congressional Committee Hearings 

7,192,000 教育基盤設備 神経生物学実習システム

福岡工業大学 2,851,000 福岡工業大学 2,851,000 教育設備
情報工学実験Ⅰにおける機材の更
新

福岡学園 23,659,000 福岡歯科大学 5,796,000 特別設備 ルミノ・イメージアナライザー

5,320,000 特別設備 ACQUITY UPLC UVシステム

8,750,000 特別設備 HSオールインワン蛍光顕微鏡

3,793,000 教育設備
診療参加型臨床実習に係る無線ＬＡ
Ｎ環境の整備

精華学園 11,863,000 精華女子短期大学 11,863,000 教育設備
ジェネリックスキル及びプロフェッショ
ナルスキルの向上をめざすＩＣＴ教育
装置の整備

山内学園 11,237,000 香蘭女子短期大学 5,696,000 教育基盤設備 デザイン・CG教育用PC
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5,541,000 教育基盤設備 デジタルファッション・CAD用PC

純心女子学園 2,015,000 長崎純心大学 2,015,000 教育設備 情報演習室　情報設備

九州文化学園 2,280,000 長崎国際大学 2,280,000 特別設備 超遠心機システム

長崎学院 3,307,000 長崎外国語大学 3,307,000 教育設備
教育研究メディアセンターPC教室機
器の整備更新

文理学園 9,336,000 日本文理大学 6,336,000 教育基盤設備
単位実質化のための一体型アクティ
ブラーニング教室の更新整備

3,000,000 教育基盤設備
専門教育のためのアクティブラーニン
グPCルーム

溝部学園 4,046,000 別府溝部学園短期大学 2,673,000 教育基盤設備 給食管理実習用設備

1,373,000 教育基盤設備 情報処理演習用設備

鹿児島純心女子学
園

2,056,000 鹿児島純心女子大学 2,056,000 教育設備 情報ゼミ室協調学習システム構築

沖繩国際大学 548,000 沖繩国際大学 548,000 特定図書 カーター大統領政治・外交文書

沖縄キリスト教学院 572,000 沖縄キリスト教学院大学 572,000 特定図書
琉球布教を中心としたキリスト教関連
重要文献コレクション　全６点
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