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藤学園 125,384,000 藤女子大学 123,613,000 耐震等
藤学園藤女子大学講堂棟耐震補強等計画
（学校施設耐震改修工事、エコキャンパス対
象工事）

1,771,000 アスベスト
藤学園藤女子大学講堂棟耐震補強等計画
（アスベスト対策工事）

札幌学院大学 21,224,000 札幌学院大学 13,751,000 教育研究施設
主体的・能動的な学びを活性化するための
協同的な学びの空間づくり

7,473,000 教育装置 学修行動データ収集システム

東日本学園 117,312,000 北海道医療大学 107,075,000 耐震等
北海道医療大学歯学部研究棟・歯科クリニッ
ク棟耐震補強工事

10,237,000 ICT
北海道医療大学薬学部実習室マルチメディ
ア装置整備事業

帯広大谷学園 11,429,000 帯広大谷短期大学 11,429,000 ICT
ICT活用学内LANネットワーク電子講義シス
テム整備事業

北海道武蔵女子学園 7,417,000 北海道武蔵女子短期大学 7,417,000 ICT 情報処理実習室Ⅱ・Ⅲ　機器更改

青森田中学園 5,870,000 青森中央学院大学 5,870,000 ICT
経営法学部における出欠データを活用した
教育の質的転換事業

聖霊学園 33,248,000 聖霊女子短期大学 33,248,000 耐震等 聖霊女子短期大学ピア館校舎耐震補強工事

東北芸術工科大学 101,518,000 東北芸術工科大学 101,518,000 耐震等
　東北芸術工科大学　平成26年度耐震改修
工事

郡山開成学園 114,875,000 郡山女子大学 5,484,000 ICT 郡山女子大学・同短期大学部 学内LAN更新

20,350,000 耐震
建学記念講堂 非構造部材（外壁タイル、ガラ
スブロック）の耐震対策

10,895,000 バリアフリー 62年館 バリアフリー工事

郡山女子大学短期大学部 8,165,000 ICT 郡山女子大学・同短期大学部 学内LAN更新

30,691,000 耐震
建学記念講堂 非構造部材（外壁タイル、ガラ
スブロック）の耐震対策

39,290,000 バリアフリー 62年館、芸術館 バリアフリー工事

昌平黌 7,516,000 東日本国際大学 7,516,000 ICT 災害に強い昌平黌LAN基盤整備事業

足利工業大学 21,626,000 足利工業大学 21,626,000 耐震等 足利工業大学２号館耐震補強事業

国際医療福祉大学 19,178,000 国際医療福祉大学 9,203,000 ICT
実践的医療人養成のためのフィードバック型
学内実習支援システムの構築

9,975,000 ICT
実習棟・講義棟マルチメディア教室整備（第9
期）

明海大学 5,906,000 明海大学 5,906,000 ICT
浦安キャンパス無線LANアクセスポイント増
設工事

埼玉医科大学 181,193,000 埼玉医科大学 158,665,000 研究装置
リニアックによるがん寡分割照射の最適化に
関する解析システム

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費
（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））

平成26年度交付実績一覧
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9,653,000 ICT
医学部毛呂山キャンパスネットワーク整備事
業

12,875,000 教育装置
タブレット端末を活用したオンデマンド型講義
収録・配信システム

智香寺学園 12,797,000 埼玉工業大学 5,993,000 ICT ２号館講義室映像音響システム整備事業

6,804,000 エコキャンパス ２・６号館節水型洋式トイレ改修整備事業

獨協学園 25,427,000 姫路獨協大学 10,825,000 教育研究施設 講義室・地域学習ラボ内装改修工事

10,321,000 ICT 講義室・地域学習ラボ関連ＩＣＴ整備

獨協医科大学 4,281,000 アスベスト 獨協医科大学アスベスト対策事業（大学分）

国際学院 67,426,000 国際学院埼玉短期大学 67,426,000 耐震等 国際学院校舎耐震補強工事

千葉工業大学 37,242,000 千葉工業大学 32,329,000 研究装置 電子線マイクロアナライザ

4,913,000 ICT
津田沼校地　5号館5階　サーバー室空調強
化工事

国際武道大学 5,222,000 国際武道大学 5,222,000 耐震等 ５号館屋内プール改修工事事業

亜細亜学園 67,661,000 亜細亜大学 51,326,000 ICT
デジタルCATV網講座・講義マルチ配信・視
聴システム導入 （第2期 ）

10,752,000 ICT
コミュニティコモンズ利用PC及び学内LAN、
無線LANシステム拡張

2,191,000 バリアフリー 太田耕造記念館自動扉設置工事

亜細亜大学短期大学部 3,392,000 ICT
デジタルCATV網講座・講義マルチ配信・視
聴システム導入（第2期）

青山学院 27,112,000 青山学院大学 20,743,000 教育研究施設 間島記念館2階

6,369,000 教育装置
自校史教育ラーニングコモンズのためのデジ
タルアーカイビングシステム

桜美林学園 23,892,000 桜美林大学 14,353,000 ICT 学内無線LANシステム再構築事業

9,539,000 エコキャンパス
サレンバーガー館・待望館・清友館　トイレ改
修工事

学習院 2,286,000 学習院大学 2,286,000 耐震等
学習院大学 南2号館改修工事 （非構造部材
工事）

北里研究所 13,968,000 北里大学 5,178,000 教育研究施設

「海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究セ
ンターF-4号館整備事業]地域・大学共同運
営ラボ（F4号館2階）

8,790,000 研究装置 海水ろ過・調温装置

慶應義塾 137,345,000 慶應義塾大学 54,318,000 耐震等
慶應義塾大学（信濃町）予防医学校舎および
北里記念図書館耐震改修工事

18,925,000 戦略研究施設 SPF動物飼育室

32,958,000 戦略研究装置 SPF動物飼育装置一式
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17,848,000 教育研究施設
慶應義塾大学（信濃町）医学部総合医科学
研究棟

13,296,000 研究装置 産学連携バイオバンク用サーバー

工学院大学 26,500,000 工学院大学 26,500,000 戦略研究装置 FT　NMR

國學院大學 18,039,000 國學院大學 11,074,000 教育研究施設
120周年記念1号館1206教室・1207教室和室
化工事

6,965,000 ICT
120周年記念1号館1206教室・1207教室和室
化に伴う学修内容確認装置設置事業

国士舘 134,086,000 国士舘大学 115,667,000 耐震等
国士舘大学町田キャンパス１２号館耐震改
修工事

18,419,000 研究装置 1500kN多目的成形試験装置

慈恵大学 34,020,000 東京慈恵会医科大学 21,945,000 戦略研究装置 表面プラズモン共鳴装置

12,075,000 ICT WebExamシステムの構築

芝浦工業大学 31,395,000 芝浦工業大学 31,395,000 研究装置 透過電子顕微鏡システム

順天堂 96,836,000 順天堂大学 37,502,000 戦略研究装置 四肢用MRIシステム

59,334,000 ICT
順天堂大学センチュリータワーＩＣＴ化教育基
盤整備事業（第７期事業)

昭和大学 30,560,000 昭和大学 6,846,000 エコキャンパス
旗の台キャンパス（2・3階）トイレ節水型器具
更新工事

23,714,000 教育装置 教室・実習室等マルチメディア教育システム

昭和女子大学 12,275,000 昭和女子大学 12,275,000 ICT 昭和女子大学　無線LAN新設事業

上智学院 64,014,000 上智大学 4,346,000 耐震等
上智大学四谷キャンパス屋内プール天井改
修工事

25,138,000 研究装置 マイクロフォーカスX線CTシステム

34,530,000 教育装置 大規模機械システム設計教育支援装置

女子美術大学 12,560,000 女子美術大学 11,040,000 ICT
大学美術教育を強化する機動的学術情報基
盤整備

女子美術大学短期大学部 1,520,000 ICT
短大美術教育を強化する機動的学術情報基
盤整備

成蹊学園 86,875,000 成蹊大学 75,824,000 耐震等 成蹊大学学生会館・小学校給食棟改修工事

11,051,000 ICT
教育の質的向上を促すためのICT基盤整備
事業（大学8号館）

成城学園 3,154,000 成城大学 3,154,000 アスベスト 50周年記念講堂アスベスト除去工事

専修大学 15,126,000 専修大学 15,126,000 耐震等 生田第３体育寮（仮称）耐震改修工事

大正大学 9,596,000 大正大學 9,596,000 ICT
7号館・10号館・13号館無線LAN環境整備工
事
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大乗淑徳学園 16,271,000 淑徳大学 16,271,000 ICT
アクティブラーニング推進のための無線ＬＡＮ
環境整備

帝京大学 17,907,000 帝京大学 9,275,000 耐震等 体育施設棟プール天井耐震補強工事

8,632,000 教育装置 SimMan3GコンプリートS5

東海大学 58,500,000 東海大学 40,000,000 戦略研究施設 マイクロ・ナノ研究開発センター（12号館1階）

11,000,000 戦略研究装置 クリーンルーム設備

7,500,000 戦略研究装置 恒温恒湿室設備

東京歯科大学 7,035,000 東京歯科大学 7,035,000 ICT
東京歯科大学市川キャンパス情報通信ネッ
トワーク(TDC-net)整備事業

東京電機大学 55,318,000 東京電機大学 55,318,000 耐震等
東京電機大学　埼玉鳩山キャンパス１号館
耐震改修工事

東京理科大学 149,109,000 諏訪東京理科大学 8,797,000 ICT
平成２５年度諏訪東京理科大学無線ＬＡＮ設
備増強計画

東京理科大学 100,800,000 ICT
平成２５年度東京理科大学無線ＬＡＮ設備増
強計画

39,512,000 研究装置 高性能分析電子顕微鏡システム

東京薬科大学 30,371,000 東京薬科大学 13,732,000 教育装置 IVIS LuminaⅢ　Imaging System 一式

11,885,000 教育装置 核磁器共鳴装置一式

4,754,000 ICT
平成２６年度視聴覚設備更新事業（１１０１ほ
か９講義室プロジェクター更新工事）

日本工業大学 39,372,000 日本工業大学 17,502,000 耐震等 日本工業大学 屋外施設防災機能強化事業

21,870,000 耐震等
日本工業大学　W22棟（武道館）非構造部材
耐震対策事業

東邦大学 108,191,000 東邦大学 29,909,000 耐震 医学部学生会館に係る耐震補強・改修工事

29,400,000 研究装置 高精度単結晶Ｘ線解析装置

31,706,000 戦略研究装置 実験動物飼育用特殊空調装置

14,487,000 ICT
4学部連携教育拠点としての医学部バイオス
トラクテュアルリソースセンター再整備

2,689,000 アスベスト
医学部実験動物センター空調設備改修工事
にともなう既存設備のアスベスト除去作業

東洋大学 151,621,000 東洋大学 9,766,000 戦略研究施設 生命環境科学研究センター

27,294,000 戦略研究装置
質量分析計　（タンパク質・糖鎖微量迅速解
析システム）

61,610,000 戦略研究装置 LESA AB SCIEX LC-MS/MS システム

52,951,000 教育装置
超高感度原子分解能元素イメージング分析
システム
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二松学舎 47,110,000 二松学舎大学 22,771,000 教育研究施設 二松学舎大学 ラーニング・コモンズ設置工事

10,281,000 ICT
二松学舎大学 ラーニング・コモンズ内LAN敷
設・プレゼンテーションルーム整備事業

14,058,000 ICT 学内無線LANの環境構築

日本大学 46,778,000 日本大学 13,091,000 耐震 工学部中講堂（５４号館）外壁落下防止工事

21,951,000 研究装置
工学部高性能時系列３ＤＰＩＶ・ＣＦＤ解析シス
テム

11,736,000 教育装置
芸術学部ビデオ編集用ファイルサーバーシ
ステム

日本医科大学 59,919,000 日本医科大学 59,919,000 戦略研究装置
次世代シーケンサーシステム（シークエン
サー専用解析サーバー含む）

日本女子大学 4,179,000 日本女子大学 4,179,000 ICT 目白キャンパス・教育ICT設備

星薬科大学 10,400,000 星薬科大学 5,815,000 ICT
星薬科大学本館第２ホール教育支援システ
ム整備事業

4,585,000 教育装置 星薬科大学本館教育支援システム

武蔵野大学 7,643,000 武蔵野大学 4,195,000 アスベスト 武蔵野大学　アスベスト対策工事

3,448,000 耐震等 武蔵野大学　飛散防止フィルム貼付工事

武蔵野美術大学 3,869,000 武蔵野美術大学 3,869,000 ICT 武蔵野美術大学支線ネットワーク整備事業

明治学院 30,628,000 明治学院大学 30,628,000 耐震等
明治学院大学白金校地　本館1201・1301・10
階会議室　非構造部材耐震対策工事

明治大学 18,391,000 明治大学 18,391,000 耐震等
生田第二校舎２号館教室天井落下防止対策
及び鉄扉更新工事

立教学院 4,073,000 立教大学 4,073,000 耐震等 外壁落下対策工事（耐震改修事業）

早稲田大学 122,048,000 早稲田大学 24,050,000 戦略研究施設 早稲田キャンパスD棟（仮称）

14,949,000 戦略ICT
3号館マルチメディア環境整備（ネットワーク
整備）

75,631,000 教育研究施設
２２号館（早稲田大学インターナショナルセン
ター）

7,418,000 ICT ２２号館改修工事に伴う情報環境整備

東京聖徳学園 9,599,000 聖徳大学 8,135,000 耐震等 講堂外壁耐震化（大学）

聖徳大学短期大学部 1,464,000 耐震等 講堂外壁耐震化（短期大学部）

江戸川学園 32,529,000 江戸川大学 25,361,000 エコキャンパス

L棟(学生食堂・アリーナ体育館)太陽光発電
設備設置工事・D棟(大学講義棟)空調設備更
新工事

7,168,000 ICT B棟７０５教室　ICT装置設置工事

文京学園 7,344,000 文京学院大学 7,344,000 アスベスト
保健医療技術学部実験実習棟　アスベスト
対策工事
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十文字学園 12,035,000 十文字学園女子大学 6,088,000 研究装置 呼吸循環能力測定装置整備事業

5,947,000 ICT キャンパス内無線LAN整備事業

早稲田医療学園 21,067,000 人間総合科学大学 21,067,000 ICT
基幹システム・ネットワーク整備：アクティブ
ラーニングのための無線LAN等整備事業

帝京平成大学 8,050,000 帝京平成大学 8,050,000 教育装置 電子ジャーナル閲覧装置

トキワ松学園 92,036,000 横浜美術大学 92,036,000 耐震等 横浜美術大学７号館耐震改修等工事

貞静学園 7,687,000 貞静学園短期大学 7,687,000 ICT
学生の主体的学修意欲向上のための情報モ
ニタリングシステム構築事業

神奈川大学 63,440,000 神奈川大学 21,599,000 戦略研究装置
レーザーマトリックス飛行時間型質量分析装
置

7,128,000 戦略研究装置 高性能グローブボックス

34,713,000 研究装置 JNM-ECA600型　核磁気共鳴装置

神奈川歯科大学 4,641,000 神奈川歯科大学 4,641,000 ICT 無線LANシステム構築

総持学園 17,865,000 鶴見大学 5,505,000 研究装置
地域防災の充実に資する歯科診療情報の管
理・運用システム拠点の整備

12,360,000 研究装置
種々のヒト間葉系組織中Muse細胞分離機能
解析システム

清泉女学院 17,786,000 清泉女学院大学 7,470,000 耐震等
清泉女学院大学・短期大学　体育館（エンゼ
ル館）天井落下防止改修工事（大学）

10,316,000 耐震等
清泉女学院大学・短期大学　体育館（エンゼ
ル館）天井落下防止改修工事（短期大学）

新潟科学技術学園 75,780,000 新潟工業短期大学 66,567,000 耐震改築 自動車実習棟耐震改築工事事業

9,213,000 教育装置 走行実験に供するシャシダイナモ設備

加茂暁星学園 10,665,000 新潟経営大学 10,665,000 ICT 無線ＬＡＮ環境構築と大講義室の整備

明倫学園 162,971,000 明倫短期大学 81,912,000 耐震等 明倫短期大学　1号館耐震補強工事

49,945,000 耐震等 明倫短期大学　5 号館耐震補強工事

562,000 アスベスト アスベスト対策工事

30,552,000 教育装置 歯科技工机、バキューム

金沢工業大学 281,208,000 金沢工業大学 238,788,000 耐震改築 金沢工業大学　15号館新築工事

42,420,000 教育装置 金属光造形複合加工機

北陸大学 34,900,000 北陸大学 30,026,000 ICT
平成26年度北陸大学ＩＣＴ教育システム環境
整備事業

4,874,000 バリアフリー キャンパスバリアフリー化事業
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金井学園 140,035,000 福井工業大学 130,691,000 教育研究施設 福井工業大学　大学1号館　4階・5階・6階

9,344,000 教育装置 ガスクロマトグラフ質量分析装置

高松学園 31,486,000 飯田女子短期大学 31,486,000 耐震等
飯田女子短期大学　本館棟東側　耐震補強
事業

松本学園 17,469,000 松本短期大学 17,469,000 耐震等
松本短期大学体育館非構造部材耐震化工
事

杉山女子学園 73,185,000 岐阜女子大学 73,185,000 耐震
第２期耐震補強工事（４号館，５号館，図書
館及び華陽記念館）

神谷学園 116,018,000 東海学院大学 116,018,000 耐震等
東海学院大学本館Ａ棟及びＢ棟耐震補強工
事

聖隷学園 1,592,000 聖隷クリストファー大学 1,592,000 耐震等
聖隷クリストファー大学 貯水槽浮体式波動
制御装置取付事業

愛知学院 14,005,000 愛知学院大学短期大学部 14,005,000 ICT
愛知学院大学短期大学部教室環境整備（AV
設備）

愛知大学 15,076,000 愛知大学 13,735,000 耐震等 豊橋校舎第２体育館改修工事（大学）

愛知大学短期大学部 1,341,000 耐震等 豊橋校舎第２体育館改修工事（短大）

金城学院 68,338,000 金城学院大学 68,338,000 耐震等
金城学院大学ｱﾆｰ･ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ記念講堂及び体
育館天井耐震補強工事

名古屋自由学院 4,519,000 名古屋芸術大学 4,519,000 耐震等 西キャンパスA棟天井耐震改修工事

名古屋電気学園 5,520,000 愛知工業大学 5,520,000 ICT 自由ヶ丘キャンパスICTシステム高度化

南山学園 15,067,000 南山大学 15,067,000 ICT
2014年度南山大学新棟視聴覚設備整備事
業

中部大学 86,967,000 中部大学 32,218,000 耐震等 体育・文化センタープール棟改修工事

54,749,000 エコキャンパス 17号館エコキャンパス推進事業

愛知淑徳学園 36,548,000 愛知淑徳大学 12,626,000 耐震等
愛知淑徳大学　長久手キャンパス　5号棟
511・512教室天井耐震補強工事

23,922,000 耐震等
愛知淑徳大学　星が丘キャンパス　4号館4・
5階体育館天井耐震改修工事

電波学園 12,330,000 愛知工科大学 12,330,000 教育装置 設計製図及び製作コンピュータ支援システム

東邦学園 202,853,000 愛知東邦大学 200,605,000 耐震
愛知東邦大学キャンパス整備計画第２期工
事　図書館・本部棟耐震改修他工事

2,248,000 バリアフリー
愛知東邦大学キャンパス整備計画第２期工
事　図書館・本部棟バリアフリー化工事

佑愛学園 6,063,000 愛知医療学院短期大学 6,063,000 ICT 語学演習装置　環境整備事業

皇學館 23,724,000 皇學館大学 10,500,000 ICT
皇學館大学　421、522教室AVシステム更改
事業（ハイビジョン化・中間モニタ整備）

587,000 アスベスト 皇學館大学2号館機械室アスベスト撤去工事

8,097,000 ICT
皇學館大学　第二期教育用無線LAN整備事
業
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4,540,000 ICT
224・234教室AVシステムフルハイビジョン化
整備事業

関西文理総合学園 22,364,000 長浜バイオ大学 16,299,000 教育研究施設 グリーンイノベーションハウス

6,065,000 教育装置 グリーンイノベーションハウス(装置分)

京都学園 109,802,000 京都学園大学 103,603,000 戦略研究施設 農産加工および発酵醸造センター

6,199,000 戦略研究装置 ビール試醸装置一式

京都薬科大学 21,165,000 京都薬科大学 21,165,000 研究装置 大気中イオン化/IT-TOF型質量分析装置

光華女子学園 5,435,000 京都光華女子大学 4,086,000 耐震等
光風館　講堂天井耐震　工事（京都光華女
子大学分）

京都光華女子大学短期大学部 1,349,000 耐震等
光風館　講堂天井耐震　工事（京都光華女
子大学短期大学部分）

同志社 66,438,000 同志社女子大学 8,032,000 ICT
同志社女子大学　京田辺キャンパス　多角
的高度教育支援システム導入工事

同志社大学 58,406,000 研究装置 二重静電遮蔽高電圧発生・試験装置

ノートルダム女学院 110,219,000 京都ノートルダム女子大学 110,219,000 耐震 　ソフィア館耐震改修及び改修工事

立命館 7,389,000 立命館大学 7,389,000 ICT
立命館大学　大阪いばらきキャンパス　コモ
ンズICTシステム整備事業

龍谷大学 48,610,000 龍谷大学 48,610,000 研究装置  機能性有機高分子材料評価システム

京都精華大学 12,485,000 京都精華大学 8,641,000 ICT デザイン学部ＩＣＴ活用基盤整備事業

3,844,000 ICT 芸術学部ＩＣＴ活用基盤整備事業

瓜生山学園 115,569,000 京都造形芸術大学 96,817,000 耐震等 京都造形芸術大学　興心館耐震改修工事

18,752,000 耐震等
京都造形芸術大学　人間館春秋座天井耐震
化工事

佛教教育学園 47,748,000 華頂短期大学 47,748,000 耐震等 華頂短期大学　耐震改修工事

平安女学院 16,955,000 平安女学院大学 10,182,000 耐震等 体育館天井等落下防止対策（大学）

平安女学院大学短期大学部 6,773,000 耐震等 体育館天井等落下防止対策（短期大学部）

大阪医科大学 18,659,000 大阪医科大学 18,659,000 研究装置 生体内3次元-omics計測解析システム

大阪経済法律学園 83,348,000 大阪経済法科大学 83,348,000 耐震等 2号館耐震改修事業

常翔学園 45,997,000 広島国際大学 40,567,000 耐震等
広島国際大学呉キャンパス５号館耐震補強
改修工事

5,430,000 ICT
学修環境改善のための教育基盤ネットワー
クの整備

追手門学院 86,156,000 追手門学院大学 86,156,000 ICT
アクティブラーニング推進のための学修支援
システム構築
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関西大学 522,839,000 関西大学 251,567,000 耐震等 耐震改修工事（第４学舎２号館（研究棟））

200,135,000 耐震等 耐震改修工事（第３学舎１号館）

13,339,000 ICT
関西大学キャンパス内無線ネットワーク(千
里山キャンパス、高槻キャンパス）

5,500,000 戦略ICT
多次元・時系列データサイエンスクラウドシス
テム

6,000,000 戦略ICT 経済実験ラボラトリデータ管理システム

46,298,000 ICT 総合図書館ラーニング・コモンズの設置事業

関西医科大学 124,950,000 関西医科大学 124,950,000 教育装置 放射線治療総合教育システム

近畿大学 10,515,000 近畿大学 2,906,000 耐震等 Ａ館外壁タイル他修繕工事

7,609,000 耐震等 宝持合宿所耐震改修及び外壁修繕工事

四天王寺学園 7,216,000 四天王寺大学 7,216,000 ICT
アクティブ・ラーニングを推進するICT環境整
備事業

樟蔭学園 77,223,000 大阪樟蔭女子大学 55,054,000 耐震等 3号棟耐震補強工事

22,169,000 耐震等
4号棟C耐震補強及び非常用発電機設置工
事

塚本学院 74,344,000 大阪芸術大学 26,360,000 耐震等 大阪芸術大学　18号館耐震補強改修工事

47,984,000 耐震等 大阪芸術大学　19号館耐震補強改修工事

梅花学園 121,974,000 梅花女子大学 118,926,000 耐震等 梅花学園松栄館耐震補強工事（大学）

梅花女子大学短期大学部 3,048,000 耐震等 梅花学園松栄館耐震補強工事（短大）

桃山学院 8,454,000 桃山学院大学 8,454,000 ICT
聖ヨハネ館の情報機器(音声映像機器)のデ
ジタル化

玉手山学園 25,932,000 関西女子短期大学 12,052,000 耐震等 短大3号館耐震改修工事

8,600,000 ICT
平成26年度関西女子短期大学ICT活用推進
事業

関西福祉科学大学 5,280,000 ICT
平成26年度関西福祉科学大学ICT活用推進
事業

天満学園 6,325,000 太成学院大学 6,325,000 エコキャンパス エコキャンパス推進工事

常磐会学園 6,170,000 常磐会学園大学 6,170,000 ICT 203教室他ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ環境整備

薫英学園 7,784,000 大阪人間科学大学 7,784,000 ICT
ポートフォリオ・データの一元化管理による証
明書発行システム

大阪成蹊学園 1,313,000 大阪成蹊短期大学 1,313,000 ICT ＡＶ設備整備事業

金蘭会学園 3,900,000 千里金蘭大学 3,900,000 耐震等
千里金蘭大学　体育館　天井撤去工事（非
構造部材の耐震対策）
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大阪青山学園 10,807,000 大阪青山大学 7,565,000 ICT
箕面キャンパスＩＣＴ活用基盤整備事業（大
学）

大阪青山短期大学 3,242,000 ICT
箕面キャンパスＩＣＴ活用基盤整備事業（短
大）

関西学院 49,535,000 関西学院大学 33,285,000 戦略研究装置 核磁気共鳴装置

16,250,000 ICT
関西学院大学　教育機器デジタル化による
授業でのＬＭＳ活用推進工事

甲子園学院 11,945,000 甲子園短期大学 11,945,000 耐震等 甲子園短期大学校舎耐震補強

甲南女子学園 8,065,000 甲南女子大学 8,065,000 ICT 学生カルテの整備及び統合認証基盤の拡充

神戸女学院 15,989,000 神戸女学院大学 10,494,000 バリアフリー 文学部1号館エレベーター設置工事

5,495,000 ICT
モバイルデバイスを利用したアクティブラーニ
ング環境整備

神戸薬科大学 3,157,000 神戸薬科大学 3,157,000 耐震等 神戸薬科大学7号館耐震補強工事

松蔭女子学院 8,375,000 神戸松蔭女子学院大学 1,279,000 耐震等 2号館外装改修工事

7,096,000 ICT 講義室におけるICT機器のデジタル化

行吉学園 54,434,000 神戸女子短期大学 40,769,000 教育研究施設

ラポール重視の伝統を基盤とした「教育の質
的転換を目指す学習支援空間」の整備と展
開（教育研究施設）

13,665,000 ICT
ラポール重視の伝統を基盤とした「教育の質
的転換を目指す学習支援空間」の整備と展
開（ICT）

兵庫医科大学 39,601,000 兵庫医科大学 30,615,000 研究装置 共焦点レーザスキャン顕微鏡

8,986,000 ICT
医学教育のための講義映像収録配信システ
ムの整備

睦学園 320,449,000 兵庫大学 139,417,000 耐震等 10号館耐震補強工事（大学）

66,986,000 ICT
HUMANS2014教育研究用システムの整備
（兵庫大学）

24,111,000 教育研究施設
兵庫大学メディカルシミュレーションセンター
（17号館）

6,867,000 ICT
兵庫大学メディカルシミュレーションセンター
（17号館）ICT設備工事

兵庫大学短期大学部 53,948,000 耐震等 10号館耐震補強工事（短大）

29,120,000 ICT
HUMANS2014教育研究用システムの整備
（兵庫大学短期大学部）

濱名学院 14,085,000 関西国際大学 7,169,000 ICT
主体的な学びを促すための学内インフォー
メーションシステムの充実

6,916,000 ICT
 地域の国際化への拠点になるグローバル
キャンパスを目指したＩＣＴ環境整備

近畿大学弘徳学園 38,816,000 近畿大学豊岡短期大学 38,816,000 耐震等 近畿大学豊岡短期大学本館耐震補強事業

玉田学園 12,233,000 神戸常盤大学 8,808,000 ICT
教育・研究活動の活性化の基盤となる
「Kobe-Tokiwa Ｗｉ-Ｆｉ」整備事業(大学)
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神戸常盤大学短期大学部 3,425,000 ICT
教育・研究活動の活性化の基盤となる
「Kobe-Tokiwa Ｗｉ-Ｆｉ」整備事業(短大)
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奈良大学 61,336,000 奈良大学 61,336,000 耐震等 吊天井及び非構造部材落下防止工事

奈良学園 6,482,000 奈良学園大学奈良文化女子短期大学部 6,482,000 教育装置 ＭＬ教室増設事業

冬木学園 72,759,000 畿央大学 5,841,000 ICT アクティブラーニング環境の整備

59,374,000 ICT
視聴覚設備環境ネットワーク化によるアク
ティブラーニングの推進

7,544,000 研究装置 筋機能解析装置

順正学園 13,719,000 吉備国際大学 6,847,000 教育研究施設
ラーニングコモンズ整備に伴う２号館１階の
改修工事

6,872,000 ICT 学内無線LAN整備事業

石田学園 19,064,000 広島経済大学 19,064,000 耐震等 本館耐震補強改修工事

武田学園 12,884,000 広島文教女子大学 12,884,000 ICT
アクティブラーニングのための講義収録・配
信システムの構築

鶴学園 31,584,000 広島工業大学 5,478,000 耐震等
広島工業大学　新3号館研究棟耐震改修工
事

26,106,000 耐震等
広島工業大学　新3号館実験棟耐震改修工
事

広島女学院 13,965,000 広島女学院大学 13,965,000 ICT デジタル情報ネットワーク基盤整備

広島文化学園 74,515,000 広島文化学園大学 39,710,000 耐震等
広島文化学園長束キャンパス2号館耐震改
修工事(大学)

2,052,000 バリアフリー
 広島文化学園阿賀キャンパス2号館1階トイ
レバリアフリー化工事

広島文化学園短期大学 32,753,000 耐震等
広島文化学園長束キャンパス2号館耐震改
修工事(短大)

河野学園 57,121,000 下関短期大学 57,121,000 耐震等 下関短期大学２，３号館耐震補強工事

四国大学 19,013,000 四国大学 15,971,000 耐震等 附属図書館耐震補強他改修工事(大学分)

四国大学短期大学部 3,042,000 耐震等 附属図書館耐震補強他改修工事(短大分)

村崎学園 284,116,000 徳島文理大学 284,116,000 耐震改築 徳島文理大学新２号館　新築工事

今治明徳学園 4,944,000 今治明徳短期大学 4,944,000 ICT
多種類端末対応アクティブラーニングシステ
ム設置事業

久留米大学 38,231,000 久留米大学 38,231,000 ICT 御井本館マルチメディア教室整備事業

西南学院 10,315,000 西南学院大学 10,315,000 ICT
マルチメディア教室の教育機器デジタル化推
進Ⅱ

中村産業学園 58,885,000 九州産業大学 9,200,000 戦略研究装置 脳機能計測装置用脳波計測装置

43,853,000 研究装置 核磁気共鳴装置

5,832,000 バリアフリー 各所自動扉更新工事
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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

福岡工業大学 13,069,000 福岡工業大学 13,069,000 ICT
プロジェクター等マルチメディア活用のため
の設備拡充事業

純真学園 171,014,000 純真学園大学 171,014,000 耐震等 純真学園大学1号館耐震改修事業

福原学園 98,394,000 九州共立大学 34,095,000 耐震等 九州共立大学図書館耐震補強工事

九州女子大学 52,726,000 耐震等
九州女子大学・九州女子短期大学錬成館耐
震補強工事（大学）

九州女子短期大学 11,573,000 耐震等
九州女子大学・九州女子短期大学錬成館耐
震補強工事（短大）

福岡学園 119,138,000 福岡医療短期大学 4,357,000 エコキャンパス 福岡医療短期大学節水型トイレ改修事業

福岡歯科大学 6,205,000 ICT
マルチメディア装置による低学年の口腔医学
基盤教育の推進事業

14,563,000 エコキャンパス 福岡歯科大学節水型トイレ改修事業

88,607,000 教育装置
教育用医療デジタル画像作成および配信シ
ステム

5,406,000 教育装置
ラーニングコモンズを中心とした学生のアク
ティブラーニングを推進する環境整備

久留米工業大学 11,457,000 久留米工業大学 11,457,000 耐震等
久留米工業大学３号館改修工事 耐震補強
事業

福岡女学院 26,162,000 福岡女学院大学 10,071,000 耐震等
2014年度福岡女学院大学・短期大学部１号
館耐震補強工事（大学）
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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

1,386,000 アスベスト
2014年度福岡女学院大学・短期大学部１号
館石綿撤去工事（大学）

7,205,000 ICT
アクティブラーニングによる主体的協働学習
環境の構築

7,353,000 ICT
主体的な学修のためのメディアデザイン実習
室整備

福岡女学院大学短期大学部 147,000 アスベスト
2014年度福岡女学院大学・短期大学部１号
館石綿撤去工事（短期大学部）

永原学園 27,190,000 西九州大学 27,190,000 耐震等
西九州大学神埼キャンパス１号館耐震補強
工事

熊本学園 88,520,000 熊本学園大学 88,520,000 耐震等 ７号館耐震補強改修工事

文理学園 9,567,000 日本文理大学 9,567,000 教育装置 　工学部CAD教室用教育装置一式

別府大学 45,687,000 別府大学短期大学部 45,687,000 耐震等 学校法人別府大学3号館耐震補強工事

津曲学園 19,551,000 鹿児島国際大学 19,551,000 耐震等 ユーカリ会館耐震補強等事業

志學館学園 19,996,000 志學館大学 7,244,000 耐震等 志學館大学学生会館耐震補強工事

鹿児島女子短期大学 12,752,000 耐震等 鹿児島女子短期大学耐震補強工事
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