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藤学園 13,023,000 藤女子大学 3,457,000 特別設備 LightCylcer480InstrumentⅡ

3,559,000 特別設備 EnSpireマルチモードプレートリーダー

6,007,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ

北海学園 11,563,000 北海学園大学 886,000 特定図書 フランス百科全書雑誌

907,000 特定図書 昭和占領期文學研究資料コレクション

935,000 特定図書 世界の憲法データベース

940,000 特定図書 医療福祉施設建築資料コレクション

941,000 特定図書 JournalofPersonalityandSocialPsychology

6,954,000 特別設備 JIS全収版（2014）

東日本学園 9,455,000 北海道医療大学 9,455,000 教育設備 3D計測・造形システム

電子開発学園 11,105,000 北海道情報大学 11,105,000 教育設備 主体的学び教育基盤設備

千歳科学技術大学 3,641,000 千歳科学技術大学 3,641,000 特別設備 フルコヒーレントアクセスシステム

八戸工業大学 6,737,000 八戸工業大学 6,737,000 教育設備 ＩＴデザインスタジオ

岩手医科大学 15,371,000 岩手医科大学 3,595,000 特別設備 バーチャルスライド装置

11,776,000 特別設備 ジェネティックアナライザ

栴檀学園 88,324,000 東北福祉大学 74,032,000 戦略特別設備
ｆ－MRI対応磁気共鳴撮影装置アップグレー
ド

9,162,000 戦略特別設備 MRI対応EEG測定装置

5,130,000 戦略特別設備 MRI対応眼球測定システム

東北学院 6,506,000 東北学院大学 2,842,000 特定図書 TheSundayTimesDigitalArchive

3,664,000 特定図書 FinancialTimesHistoricalArchive

東北工業大学 11,384,000 東北工業大学 8,000,000 戦略特別設備 小型スパッタ装置

3,384,000 戦略特別設備 蛍光顕微鏡

朴沢学園 22,709,000 仙台大学 721,000 特定図書 Maruzenebooklibrary

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26年度交付実績一覧
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4,100,000 教育設備 スポーツ映像編集・分析教育設備

17,888,000 特別設備
ヒューマンバイオフィードバック定量・解析装
置

東北公益文科大学 11,824,000 東北公益文科大学 11,824,000 教育設備 キャンパス内授業環境システムの整備

日通学園 3,053,000 流通経済大学 3,053,000 教育設備 授業改善のためのタブレット型端末一式

足利工業大学 696,000 足利工業大学 696,000 特定図書
Maruzen　eBook　Library「建築設計資料110
巻セット」同時1アクセス

白鴎大学 22,690,000 白鴎大学 22,690,000 教育設備 教育用ＰＣ

船田教育会 4,731,000 作新学院大学 4,731,000 教育設備 教育・自習用コンピュータシステム（大学）

国際医療福祉大学 8,360,000 国際医療福祉大学 3,235,000 教育設備
三次元動作解析システム・バージョンアップ
及び無線式筋電計システム導入

5,125,000 特別設備
非侵襲的筋機能評価システム構築（超音波
診断装置）

國學院大學栃木学園 4,343,000 國學院大學栃木短期大学 4,343,000 教育設備 情報教育用ネットワークシステム

高崎健康福祉大学 25,092,000 高崎健康福祉大学 19,913,000 特別設備 四重極飛行時間型LC/MS/MSシステム

5,179,000 特別設備 全自動リアルタイム細胞形態解析システム

平方学園 5,113,000 明和学園短期大学 5,113,000 教育設備
情報系実習室コンピュータネットワークシステ
ム

埼玉医科大学 146,416,000 埼玉医科大学 3,231,000 教育設備
ICT活用の医療人教育支援コンピュータシス
テム

26,656,000 特別設備 X線CT微細構造解析システム

17,332,000 特別設備 微生物分類同定分析装置

14,369,000 教育設備 身体診察トレーニング評価システム

6,495,000 教育設備
高機能シミュレータを活用した臨床実習教育
システム

5,085,000 特別設備 力学解析システム

21,560,000 教育設備
高精細画像データベースサーバを用いた内
視鏡医学教育システム

23,024,000 戦略特別設備 ベンチトップシーケンサ NextSeq500システム

24,604,000 戦略特別設備 フローサイトメトリーシステム

4,060,000 戦略特別設備 Accuri C6 フローサイトメーター

智香寺学園 24,656,000 埼玉工業大学 24,656,000 特別設備 高精度・多目的ものづくり研究システム

獨協学園 51,360,000 獨協医科大学 8,170,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
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9,060,000 特別設備 次世代シーケンサー

9,492,000 特別設備 フローサイトメーター

22,027,000 戦略特別設備 in vivo光イメージング装置

獨協大学 2,611,000 特定図書
TheBexarArchives［スペイン・メキシコ統治時
代のテキサス植民地公文書集］,1822-1836

佐藤栄学園 3,718,000 平成国際大学 3,718,000 教育設備 105教室情報処理教育用高機能PC一式

青淵学園 5,862,000 東都医療大学 5,862,000 特別設備 高度助産技術研究設備

千葉学園 7,187,000 千葉商科大学 762,000 特定図書
東京大学経済学図書館所蔵資料『山一證券
資料トップマネジメントと国の機関』

6,425,000 教育設備 第8コンピュータ実習室パソコン

千葉敬愛学園 11,403,000 敬愛大学 11,403,000 教育設備
教育・学修環境向上のための教育用情報シ
ステム整備

千葉工業大学 56,352,000 千葉工業大学 11,704,000 特別設備 デジタルPCRシステム

10,360,000 特別設備 ICP発光分光分析装置

5,616,000 戦略特別設備 可変残響音場シミュレーション設備

7,262,000 戦略特別設備 環境制御型原子間力顕微鏡装置

3,717,000 戦略特別設備 低周波音・騒音測定分析システム

17,693,000 特別設備 低真空走査型電子顕微鏡

和洋学園 7,373,000 和洋女子大学 1,379,000 特定図書
保育者養成のための教材・実践資料コレク
ション

5,994,000 教育設備 東館マルチメディア環境整備

千葉明徳学園 1,208,000 千葉明徳短期大学 1,208,000 教育設備 授業用ノートパソコン

亜細亜学園 1,705,000 亜細亜大学 1,705,000 特定図書
ProQuestHistoricalNewspapers:ChineseNews
papersCollection(1832-1953)

青山学院 28,803,000 青山学院大学 1,926,000 特定図書
近代フランス２大百科事典コレクション1）モレ
リ2）ベール

3,186,000 特別設備 マイクロ波顕微鏡用小型冷凍機

3,199,000 特別設備
器官原基誘導解析のための生体外操作イ
メージングシステム

3,318,000 特別設備
原子を用いた量子制御原理実験の為のパル
ス色素レーザー

3,322,000 特別設備
マルチスケール摩擦測定解析制御デザイン
システム

4,062,000 特別設備
19世紀コレクションヨーロッパとアフリカ-商
業・キリスト教・文明化と征服-
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5,830,000 特別設備
ビッグデータ分析用分散並列処理環境構築
用サーバ群

3,960,000 戦略特別設備 走査型プローブ顕微鏡

桜美林学園 1,407,000 桜美林大学 1,407,000 特定図書 『ハイヴ経営学研究叢書』

大妻学院 2,892,000 大妻女子大学 2,892,000 教育設備 繊維等被服材料の顕微観察システム

香川栄養学園 14,939,000 女子栄養大学 12,411,000 特別設備 高速アミノ酸分析システム

女子栄養大学短期大学部 2,528,000 教育設備 給食管理実習室設備

学習院 51,999,000 学習院女子大学 1,563,000 特定図書
MaruzeneBookLibrary「日本文化研究電子書
籍コレクション」（書誌情報データDVD付）

学習院大学 21,998,000 特別設備 細胞死イメージングシステム

1,398,000 特定図書
1848年フランス革命期の新聞・定期刊行物
JournauxdelaRévolutionde1848

1,776,000 特定図書
ホロコースト・ジェノサイドに関する文書集
成.TestamentstotheHolocaust.

2,774,000 特定図書
マイクロフィッシュ資料
"DeutscheZeitschriftendes18.und19.Jahrhun
derts"

3,777,000 特定図書 幕末・明治期政治資料集成

18,713,000 特別設備 高性能飛行時間型質量分析計

北里研究所 249,480,000 北里大学 23,333,000 特別設備 フローサイトメトリーシステム

23,100,000 特別設備 核磁気共鳴装置

9,921,000 特別設備 放射能測定装置

3,201,000 特別設備 減圧沸騰式洗浄器

3,495,000 特別設備 ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ蛍光顕微鏡

3,966,000 特別設備 リアルタイムPCR解析システム

4,149,000 特別設備 ルミノ・イメージアナライザー

7,743,000 特別設備 自動分注機能付蛍光プレートリーダー

13,012,000 教育設備 放射線管理総合システムＭＳＲ－３０００

14,238,000 特別設備 プリズム分光型レーザー共焦点顕微鏡

15,906,000 特別設備 マイクロアレイ解析システム

16,068,000 特別設備
液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計
（LC-MS/MS）
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19,933,000 特別設備 放射線管理総合システム

24,408,000 特別設備 600MHzNMR分光計システム

24,516,000 特別設備 ハイパフォーマンス・コンピュータシステム

26,781,000 特別設備 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｨﾃｸﾀｰ型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

5,856,000 戦略特別設備 高圧蒸気滅菌装置S-060CW

9,854,000 戦略特別設備 高圧蒸気滅菌装置S-120W

杏林学園 128,985,000 杏林大学 3,158,000 特別設備 位相差・蛍光タイムラプスイメージング装置

3,232,000 特別設備 連続流動培養システム

5,273,000 特別設備 ルミノイメージアナライザー

17,987,000 特別設備 光トポグラフィ装置

21,611,000 特別設備
高性能ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析
計システム

24,772,000 特別設備 実験動物用３ＤマイクロＸ線ＣＴ装置

52,952,000 特別設備
トリプル四重極型質量分析計定量分析シス
テム

慶應義塾 86,265,000 慶應義塾大学 29,154,000 特別設備 SU6600用EDXシステム

42,036,000 特別設備 超高速通信評価設備

7,379,000 戦略特別設備 デジタル文化財保管設備

7,696,000 戦略特別設備 次世代シーケンサー MiSeq（Illumina社）

工学院大学 51,297,000 工学院大学 13,299,000 戦略特別設備 電子ビーム蒸着装置

18,144,000 戦略特別設備 粘弾性測定装置

4,257,000 戦略特別設備 マルチプレートリーダー

4,092,000 戦略特別設備 分取用高速液体クロマトグラフ

3,128,000 戦略特別設備 高速液体クロマトグラフ設備

3,816,000 戦略特別設備 バイオイメージング設備

4,561,000 戦略特別設備 ラビッド・ビスコ・アナライザー設備

國學院大學 2,681,000 國學院大學 1,188,000 特定図書 ドイツ・フランス公法コレクション
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1,493,000 特定図書 環境法・技術法コレクション

国士舘 15,978,000 国士舘大学 1,401,000 特定図書
MaruzeneBookLibrary「現代法律政治研究電
子書籍コレクション」

14,577,000 特別設備 分析走査電子顕微鏡設備

駒澤大学 7,829,000 駒澤大学 949,000 特定図書
宮内庁正倉院事務所所蔵聖語蔵経巻第五
期乙種写経第五期第2回配本DVD

2,984,000 特定図書 中世研究史料・データベースコレクション

3,896,000 教育設備 可搬型フラットパネルディテクタ装置

慈恵大学 43,188,000 東京慈恵会医科大学 24,926,000 特別設備 ハイエンド細胞イメージアナライザー

8,722,000 戦略特別設備 インビボ光刺激情動行動解析システム

3,780,000 戦略特別設備 卓上型超遠心機

5,760,000 戦略特別設備 動物用経頭蓋磁気刺激システム

実践女子学園 14,540,000 実践女子大学 1,870,000 特定図書 中世キリスト教写本（覆刻版）コレクション

4,534,000 特別設備 鎌倉期「源氏物語」関連古筆切

8,136,000 特別設備 ガスクロマトグラフ質量分析システム

芝浦工業大学 46,832,000 芝浦工業大学 19,320,000 特別設備 顕微ラマン分光装置

8,400,000 特別設備 超音波診断装置

6,333,000 戦略特別設備 6軸多関節ロボット

3,666,000 戦略特別設備 ガントリー型NCルーター

5,760,000 戦略特別設備 １３MHｚ ３ｋW電力アンプ

3,353,000 戦略特別設備 ベクトルネットワークアナライザ

順天堂 192,068,000 順天堂大学 4,556,000 特別設備 汎用超音波画像診断装置一式

10,620,000 教育設備
質の高い形態系実習を可能とするマルチス
ペクトルイメージングシステム

25,107,000 特別設備
全自動キャピラリーウェスタンブロット装置一
式

16,282,000 戦略特別設備 経頭蓋磁気刺激装置

7,380,000 戦略特別設備 リアルタイムPCRシステム

12,957,000 戦略特別設備 二重エネルギーX線吸収測定装置
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8,681,000 戦略特別設備 多用途筋機能評価運動装置

14,079,000 戦略特別設備
iPS細胞・幹細胞樹立培養のための培養シス
テム

23,995,000 戦略特別設備 解析用倒立顕微鏡システム

24,435,000 戦略特別設備 分化細胞解析システム

22,165,000 戦略特別設備 幹細胞純化・解析システム

18,591,000 戦略特別設備
動物個体に移植したiPS細胞・体細胞解析シ
ステム

3,220,000 戦略特別設備 身体組成測定システム

昭和大学 180,082,000 昭和大学 33,306,000 特別設備 自動細胞解析分取装置

25,830,000 特別設備 実験動物用X線CT

25,692,000 特別設備
感染細胞を用いた疾患関連分子解析システ
ム

18,578,000 特別設備
inVia/Reflex/StreamLine 高速ラマンイメージ
ングシステム

14,490,000 戦略特別設備 Ｘ線回折装置

5,771,000 戦略特別設備
Accuri C6 マウス免疫細胞解析パッケージ
（日本BD社）

5,267,000 戦略特別設備 Amersham Imager 600 RGB システム

8,927,000 戦略特別設備 2光子レーザー光刺激システム

3,744,000 戦略特別設備 DNA自動分離装置

3,350,000 戦略特別設備 autoMACS ProSeparator

15,392,000 戦略特別設備 微生物分類同定分析装置

19,735,000 教育設備
歯科におけるフルデジタルワークフローの構
築と教育への応用

昭和女子大学 36,280,000 昭和女子大学 2,948,000 教育設備 多角的映像情報構築システム

6,307,000 特別設備 アクティブ・ドライ電極対応脳波計測システム

27,025,000 特別設備
液体クロマトグラフ質量分析計
TripleTOF4600

昭和薬科大学 7,974,000 昭和薬科大学 7,974,000 戦略特別設備 セルソーター

上智学院 29,944,000 上智大学 11,944,000 特別設備 19世紀コレクションオンライン版

10,010,000 特別設備
宮内庁正倉院事務所所蔵『正倉院聖語蔵一
切経』カラーデジタル版
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7,990,000 特別設備
19世紀コレクションオンライン版　Archives9-
12

女子美術大学 6,203,000 女子美術大学 6,203,000 特別設備 金属加工機械　シャーリング

白百合学園 6,233,000 白百合女子大学 6,233,000 教育設備 マルチメディア情報教育システム

成蹊学園 26,984,000 成蹊大学 21,665,000 特別設備 ３面ＣＡＶＥシステム

2,325,000 特定図書 現代比較法文献集成

2,994,000 特定図書 BritishPeriodicalsCollection1

成城学園 6,034,000 成城大学 6,034,000 特定図書
ベルトゥーフ「子どものための絵本」12巻；フ
ンケ「『子どものための絵本』への解説書」24
巻および索引1巻

清泉女子大学 1,870,000 清泉女子大学 843,000 特定図書 カント研究叢書精選コレクション23点

1,027,000 特定図書 日本近代文学雑誌集成

聖路加国際大学 666,000 聖路加国際大学 666,000 戦略特定図書 ヘルス・リテラシー教材

専修大学 8,922,000 専修大学 1,688,000 特定図書 DerDeutscheOekonomist.

2,340,000 特定図書
TheDepartmentalRecordsofCentralCommitte
eoftheCommunistPartyoftheSovietUnion,195
3-1966

2,503,000 特定図書
TheClaudeA.BarnettPapers:TheAssociatedN
egroPress.

2,391,000 教育設備 脳波計

創価大学 5,358,000 創価大学 1,340,000 特定図書 私法関連重要文献コレクション

4,018,000 特別設備 生体反応計測システム

多摩美術大学 11,931,000 多摩美術大学 4,538,000 教育設備 情報デザイン学科AVシステム一式

7,393,000 教育設備
コンピュータスタジオ、３DCGスタジオ、PC関
連設備一式

大東文化学園 20,092,000 大東文化大学 9,786,000 教育設備 三次元運動解析システム

10,306,000 特定図書
ヨーロッパ法（フランス法・ドイツ法・英米法）
比較研究資料集成

高千穂学園 15,735,000 高千穂大学 15,735,000 教育設備
コンピュータ教室とネットワークスイッチの整
備

拓殖大学 3,137,000 拓殖大学 3,137,000 特別設備 デジタルマイクロスコープ

玉川学園 28,250,000 玉川大学 28,250,000 教育設備
平成26年度大学共通コンピュータ学習システ
ム

中央大学 78,643,000 中央大学 27,104,000 教育設備
ICTを用いた双方向授業実施のための教育
環境整備

11,342,000 特別設備 酸素分子活性化触媒解析システム
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11,337,000 特別設備 道路舗装材料の透水・載荷システム

10,399,000 特別設備 ３Ｄ成形システム

8,663,000 特別設備 ヒト・機械共生ネットワークの構築システム

8,064,000 教育設備
多摩キャンパス８号館における視聴覚教育
の基盤整備

900,000 特定図書 ディケンズ研究コレクション

834,000 特定図書
アメリカ議会委員会　資料コレクション上院財
政委員会　2007-2010年

津田塾大学 2,253,000 津田塾大学 762,000 特定図書
ScienceDirecteBooks:ComputerScienceColle
ction2009-2013

1,491,000 特定図書 SpringerBookArchive:Mathematics&Statistics

帝京大学 39,705,000 帝京大学 16,152,000 特別設備
浜松ホトニクスNanoZoomer-XR蛍光イメージ
ングモジュール付

2,745,000 教育設備 ３Ｄスキャナによる形状データ測定システム

16,308,000 戦略特別設備 共焦点レーザー顕微鏡

4,500,000 戦略特別設備 卓上走査型電子顕微鏡

東海大学 64,067,000 東海大学 3,668,000 特別設備 動物用超音波画像診断装置

4,130,000 特別設備 マイクロプレートリーダー

8,725,000 教育設備 Y軸旋盤

13,690,000 特別設備 細胞動態解析装置

24,929,000 特別設備 機能性物質解析システム

5,762,000 戦略特別設備 ミューコーター

3,163,000 戦略特別設備 オールインワン顕微鏡システム

東京医科大学 69,866,000 東京医科大学 7,091,000 特別設備 病理組織標本作製システム

14,509,000 特別設備
共焦点走査レーザー検眼鏡スペクトラリス
HRA

22,725,000 特別設備 インセルアナライザーシステム

7,920,000 戦略特別設備
IncuCyte ZOOM 生細胞イメージングシステ
ム

17,621,000 戦略特別設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡

東京歯科大学 21,105,000 東京歯科大学 17,860,000 特別設備 3Dプリンタシステム
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3,245,000 教育設備
東京歯科大学市川キャンパススキルスラボ
シミュレーション教育基盤設備

東京工芸大学 138,008,000 東京工芸大学 2,621,000 教育設備 PM2.5質量濃度計測システム

2,810,000 教育設備 実験棟ＡＶ機器

3,633,000 教育設備
大画面インタラクティブ教育のためのe-
learningシステム

3,708,000 教育設備 実験・実習用３Ｄプリンタ

6,030,000 教育設備
一般学生の基礎体力向上および運動部学生
の体力強化を支援する設備

6,945,000 教育設備 万能材料試験機

12,509,000 特別設備 超高感度水蒸気透過率測定装置

16,272,000 特別設備 発汗サーマルマネキン

19,537,000 特別設備 MALDI-TOF型質量分析装置

28,578,000 特別設備
CW単一周波数自動波長可変リングレーザシ
ステム一式

35,365,000 特別設備 複合材料X線解析システム

東京女子医科大学 132,463,000 東京女子医科大学 66,060,000 特別設備 臨床研究支援用データ管理・移行システム

26,600,000 特別設備 実験小動物用高性能コンパクトMRIシステム

7,219,000 特別設備 多チャンネル近赤外線酸素モニタ装置

3,219,000 教育設備
救命処置に関わる基本的な臨床技能教育設
備品整備事業

25,048,000 特別設備 ハイエンドハイスピードセルソーター

4,317,000 戦略特別設備
アルコール分析用ヘッドスペースＧＣシステ
ム（SHIMADZU・GC-2014AF一式）

東京電機大学 12,980,000 東京電機大学 5,267,000 教育設備 BeeDanceアクティブラーニングシステム

7,713,000 教育設備 油圧式万能材料試験機

東京農業大学 52,042,000 東京農業大学 5,555,000 教育設備 プレート式熱交換殺菌装置

6,586,000 特別設備
食品安全に関するトキシコゲノミクス・プロテ
オミクスデータ評価システム

15,662,000 特別設備 安定同位体測定装置

17,577,000 特別設備
炭素・窒素・硫黄/水素・酸素測定用EA-
IRMSシステム

6,662,000 戦略特別設備 情報解析装置
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東京理科大学 110,262,000 東京理科大学 20,216,000 特別設備 表面ナノ力学特性測定装置

14,581,000 特別設備 次世代型遺伝子解析システム

3,133,000 教育設備
動的生命現象の高感度観察用倒立型顕微
鏡一式

13,430,000 戦略特別設備 クリーンエアシステム

6,610,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム２

6,610,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム３

6,610,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム４

6,610,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム５

6,610,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム６

21,466,000 戦略特別設備 蛍光、発光in vivoイメージングシステム

4,386,000 教育設備 試料水平型多目的X線回折装置

東京薬科大学 3,503,000 東京薬科大学 3,503,000 戦略特別設備 蛍光実体顕微鏡システム

日本工業大学 12,129,000 日本工業大学 12,129,000 教育設備 微細構造分析基礎システム

東邦大学 90,489,000 東邦大学 15,755,000 特別設備
ハイスループット生細胞挙動イメージングシ
ステム

16,988,000 教育設備 生物顕微鏡

9,050,000 戦略特別設備 MesoQuickPlexマルチイムノアッセイシステム

5,530,000 戦略特別設備 Amersham Imager 600

15,279,000 戦略特別設備 島津質量分析システムLCMS-8040

16,259,000 戦略特別設備
カールツァイス　共焦点レーザースキャン顕
微鏡　LSM700

11,628,000 戦略特別設備
凍結超薄切片作成システム　ＥＭ-ＵＣ7+ＥＭ
ＦＣ

東洋大学 77,535,000 東洋大学 2,111,000 特定図書 TheListenerHistoricalArchive1929-1991

2,980,000 特定図書
19世紀・20世紀刊行不法行為法文献コレク
ション

11,174,000 特別設備
環境制御型光熱励振プローブ顕微鏡ユニッ
ト

11,823,000 特別設備 電子顕微鏡用試料作製システム

10,893,000 戦略特別設備 フレキシブルマイクロプレートリーダー
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10,671,000 戦略特別設備 ナノ分光イメージングシステム

8,338,000 戦略特別設備 デジタルマイクロスコープ

5,355,000 戦略特別設備 生体微細構造解析凍結試料作製装置

14,190,000 戦略特別設備 ICP-MS装置

文化学園 11,109,000 文化学園大学 3,195,000 教育設備 2014新都心情報教育装置A116

3,902,000 教育設備 2014新都心情報教育装置A114

4,012,000 教育設備 2014新都心情報教育装置A112

二階堂学園 4,617,000 日本女子体育大学 4,617,000 特別設備
連続血圧・血行動態測定ポータブルシステム
PORTAPRES

二松学舎 1,883,000 二松学舎大学 1,883,000 特定図書 精選人文社会科学系電子書籍コレクション

日本大学 88,712,000 日本大学 4,225,000 教育設備 芸術学部大ホールＤＣＰシステム

2,371,000 教育設備 理工学部熱分析装置・DTG-60AH

2,669,000 教育設備 理工学部デスクトップＸ線回折装置

5,749,000 特別設備 理工学部摩擦摩耗試験機

7,238,000 教育設備 理工学部ドライビングシュミレータ

25,764,000 特別設備 理工学部MALDI-TOF-TOF質量分析装置

18,316,000 戦略特別設備
磁気光学実験用無冷媒超電導マグネットシ
ステム

6,010,000 戦略特別設備 時間分解分光システム

4,290,000 戦略特別設備 位相検波式ＴＨｚイメージャーシステム

4,738,000 戦略特別設備 3Dプリンター

7,342,000 戦略特別設備 FACSAriaIIu セルソーター

日本医科大学 25,048,000 日本獣医生命科学大学 25,048,000 特別設備 MALDI-TOF/TOF質量分析計

日本女子大学 21,867,000 日本女子大学 3,038,000 特定図書
満洲日報・満洲日日新聞マイクロ版1906-
1944全332リール

18,829,000 教育設備 分子生命情報解析システム

日本体育大学 3,953,000 日本体育大学 3,953,000 特別設備 「ベースボールプレーヤーの必携書」初版

根津育英会武蔵学園 5,764,000 武蔵大学 3,489,000 教育設備 映像編集室（Windows）
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2,275,000 特定図書
民俗学／文化人類学の重点研究文献コレク
ション―東アジアとヨーロッパを軸に（全８点）

東京国際大学 2,803,000 東京国際大学 2,803,000 教育設備 移動型スタジオ設備一式（HD配信システム）

法政大学 63,449,000 法政大学 12,129,000 特別設備
コンクリート構造物の鉄筋腐食に伴う劣化度
進行評価システム

18,393,000 特別設備
超高感度微細領域光スペクトラムマッピング
装置

24,035,000 特別設備 床版構造疲労試験装置

5,544,000 戦略特別設備 光合成電子伝達反応解析システム

3,348,000 戦略特別設備 積層造型機

星薬科大学 48,423,000 星薬科大学 15,126,000 戦略特別設備
ABI社製Arcturus IR&UVレーザー蛍光マイク
ロダイセクション

16,792,000 戦略特別設備 IVIS Lumina III イメージングシステム

16,505,000 特別設備 テラヘルツ分光イメージングシステム

三室戸学園 3,235,000 東邦音楽大学 3,235,000 教育設備 　図書館棟・コンピュータ演習室整備事業

武蔵野大学 52,593,000 武蔵野大学 24,500,000 特別設備 高分解能 LCMS システム

20,650,000 特別設備 フローサイトメーターシステム

4,550,000 特別設備 液体窒素供給装置

2,893,000 教育設備
武蔵野大学　平成26年度計算機サーバーシ
ステム整備事業

武蔵野美術大学 14,470,000 武蔵野美術大学 715,000 特定図書 構造体にみる視線と視覚表現研究資料集成

1,220,000 特定図書 OneBillionColoredDots

3,333,000 戦略特別設備 1940～1980年代のヨーロッパ名作椅子

4,812,000 戦略特定図書 古活字版嵯峨本『伊勢物語』

3,378,000 戦略特定図書 草双紙を中心とする近世絵入本コレクション

1,012,000 戦略特定図書 近世活字印刷資料コレクション

明治学院 10,262,000 明治学院大学 3,766,000 特定図書 戦前期の日本経済・企業和雑誌集成

6,496,000 教育設備
タブレット端末を利用した基礎教育と授業の
事前・事後学習の充実

明治大学 103,649,000 明治大学 12,461,000 特別設備 多機能振とう培養装置一式

22,781,000 特別設備 無冷媒型超伝導マグネット
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24,258,000 特別設備 ECRイオンシャワー成膜装置

7,214,000 戦略特別設備 イオンクロマトグラフ一式

5,168,000 戦略特別設備 デジタルマイクロスコープ

4,198,000 戦略特別設備 エネルギー分散型蛍光X線分析装置一式

6,169,000 戦略特別設備 シーケンスライブラリー作製システム一式

12,338,000 戦略特別設備 レーザーマイクロダイゼクションシステム一式

9,062,000 戦略特別設備 発光・蛍光イメージングシステム一式

明星学苑 3,398,000 明星大学 3,398,000 特別設備 熱量計

明治薬科大学 57,751,000 明治薬科大学 57,751,000 特別設備
高分解能・精密質量MS検出による生体成分
解析システム

立教学院 58,422,000 立教大学 2,127,000 特定図書 EmpireOnline（「帝国」研究データベース）

2,819,000 特定図書
FINANCIALTIMESHistoricalArchive1888-
2010

3,990,000 特定図書
TheChathamHouseOnlineArchive,Part1:1920
-1979

4,899,000 特定図書 AmericanPeriodicalsSeriesOnline

18,426,000 特定図書 NineteenthCenturyCollectionsOnline(NCCO)

1,500,000 戦略特定図書 オランダ植民地各種図面集

4,931,000 戦略特別設備 ２次元イオン検出器

3,701,000 戦略特別設備 X線波面センサー

7,396,000 戦略特別設備 イオン照射装置

3,702,000 戦略特別設備 余剰次元探索装置（１）

4,931,000 戦略特別設備 冷凍機（予冷＋希釈冷凍機）

立正大学学園 88,231,000 立正大学 7,236,000 特別設備 環境情報収集・解析システム

80,995,000 教育設備 授業利用端末およびオープン利用端末

和光学園 1,165,000 和光大学 1,165,000 特定図書 「改造」

早稲田大学 153,760,000 早稲田大学 4,462,000 教育設備 造波水路

25,866,000 特別設備 2次元ＣＯ２レーザ加工機
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25,550,000 特別設備 人間特性計測システム

3,729,000 特別設備 地中レーダー探査装置

24,408,000 特別設備
EverCool-WSVSM-SQUID用液体ヘリウム回
収装置

25,086,000 特別設備
環境・生体関連分子高精度プロファイリング
システム

25,099,000 特別設備 材料評価用Ｘ線回折装置

19,560,000 戦略特別設備 実証政治経済学研究用計算システム

渡辺学園 13,830,000 東京家政大学 2,372,000 教育設備 携帯型成分分析計

2,678,000 教育設備
大学7号館グラフィックデザイン実習室情報
教育支援システム整備事業

8,780,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ質量分析装置

自治医科大学 14,362,000 自治医科大学 5,697,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡一式

8,665,000 戦略特別設備 　高機能患者シミュレータ　iStan

佐野学園 2,779,000 神田外語大学 2,779,000 特定図書
日本学関係貴重書コレクション
AComprehensivecollectionofbooksonJapanol
ogy.全25タイトル

目白学園 4,329,000 目白大学 633,000 特定図書
Netlibrary精選日本語関係和書電子書籍コレ
クション

759,000 特定図書
Netlibrary日本の民話全集電子書籍コレク
ション

2,937,000 教育設備 理学療法実習機材

十文字学園 3,403,000 十文字学園女子大学 3,403,000 特別設備 卓上型超遠心機一式

青葉学園 5,855,000 東京医療保健大学 5,855,000 教育設備 医療教育用患者シミュレータ

東京聖栄大学 2,463,000 東京聖栄大学 2,463,000 教育設備
Agilent4200　MP-AES　マイクロ波プラズマ原
子発光分光分析装置

帝京平成大学 58,104,000 帝京平成大学 45,589,000 教育設備
患者搬送安全のための救急医療シミュレー
ション教育設備

6,152,000 教育設備
高機能シミュレーター(SimMan3G)を用いた
フィジカルアセスメントの実践教育設備

3,178,000 戦略特別設備
Profinia タンパク質精製システムと Experion
自動電気泳動システム

3,185,000 戦略特別設備 BACTRON IV (嫌気性チャンバー）

花田学園 5,017,000 東京有明医療大学 5,017,000 特別設備 運動負荷時呼吸代謝モニタリングシステム

冲永学園 4,576,000 帝京短期大学 4,576,000 教育設備
基礎医学実習室・実技実習室超音波診断装
置設置

麻布獣医学園 12,204,000 麻布大学 12,204,000 特別設備 ライブセル蛍光イメージングシステム
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神奈川大学 139,140,000 神奈川大学 25,090,000 特別設備
自然観を基礎とした文化の東西比較研究コ
レクション

55,945,000 教育設備
横浜・湘南ひらつかキャンパスコンピュータ演
習室機器更新

58,105,000 特別設備
三次元構造解析元素分析型透過電子顕微
鏡

関東学院 22,270,000 関東学院大学 1,868,000 特定図書
フィナンシャル・タイムズ1888-2010.オンライ
ン版

4,392,000 特別設備 材料の劣化・分解・長寿命解析光学装置

5,695,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡

9,315,000 特別設備 非水溶媒合金電析膜の評価設備

1,000,000 戦略特定図書 ＴＳＲ企業情報ファイル

湘南工科大学 2,785,000 湘南工科大学 2,785,000 教育設備 アクティブラーニングコンピュータ実習設備

相模女子大学 915,000 相模女子大学 915,000 特定図書 web版『群書類従』

総持学園 3,013,000 鶴見大学 3,013,000 特定図書
エンターテインメント・インダストリー・マガジ
ン・アーカイブ

聖マリアンナ医科大学 14,848,000 聖マリアンナ医科大学 14,848,000 特別設備 タンパクキナーゼ活性測定装置

フェリス女学院 4,040,000 フェリス女学院大学 2,006,000 特定図書 東日本大震災関連資料集成

2,034,000 特定図書
フランス革命期を中心とした法政基礎史料集
成

東成学園 5,884,000 昭和音楽大学 5,884,000 教育設備 ムービングライトオペレートシステム

ソニー学園 2,559,000 湘北短期大学 2,559,000 教育設備 CALL演習室パソコン環境一式

新潟科学技術学園 6,891,000 新潟工業短期大学 4,875,000 教育設備 ガソリンエンジン総合実習装置

2,016,000 教育設備 教育用クラウド対応情報システム

加茂暁星学園 2,057,000 新潟中央短期大学 2,057,000 教育設備 情報教育システムの整備

新潟平成学院 5,659,000 新潟国際情報大学 5,659,000 教育設備
コンピューター実習設備の更新(353,354,357
教室)

新潟工科大学 4,237,000 新潟工科大学 4,237,000 特別設備 炭素・水素・窒素同時定量装置

新潟青陵学園 4,558,000 新潟青陵大学 4,558,000 教育設備
アクティブラーニング推進のためのタブレット
端末整備

北都健勝学園 6,680,000 新潟リハビリテーション大学 6,680,000 教育設備 情報処理・アクティブラーニング用PC

金沢工業大学 8,644,000 金沢工業大学 8,644,000 特別設備 西洋科学・技術重要原典コレクション

金沢医科大学 15,341,000 金沢医科大学 6,305,000 教育設備 術野画像ネットワークシステム
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9,036,000 教育設備 マルチメディア教育支援システム整備事業

福井仁愛学園 7,275,000 仁愛女子短期大学 7,275,000 教育設備 ミュージック・ラボラトリー・システム等一式

新田塚学園 1,911,000 福井医療短期大学 1,911,000 教育設備 情報教育用パソコン一式

朝日大学 54,105,000 朝日大学 7,505,000 教育設備 窩洞・支台歯形成評価システム

46,600,000 特別設備 高性能分析電子顕微鏡システム

聖徳学園 17,788,000 岐阜聖徳学園大学 17,788,000 教育設備 446および４４７教室PC設備

静岡理工科大学 4,315,000 静岡理工科大学 4,315,000 教育設備 509教室パソコン整備

光産業創成大学院大学 5,063,000 光産業創成大学院大学 5,063,000 特別設備 高精度分光計測システム

愛知学院 67,980,000 愛知学院大学 2,559,000 教育設備
愛知学院大学薬学部教室環境整備（ＡＶ設
備）

4,961,000 教育設備 愛知学院大学教室環境整備（AV設備）

17,227,000 教育設備 9号館2階情報処理教育設備

19,152,000 特別設備 ガスクロマトグラフ質量分析装置

24,081,000 特別設備
発光蛍光デュアルバイオイメージングユニッ
ト

愛知大学 894,000 愛知大学 894,000 特定図書 「Web版群書類従（正、続、続々）」

栗本学園 666,000 名古屋商科大学 666,000 特定図書 グローバルキャリア・コレクション

椙山女学園 8,582,000 椙山女学園大学 2,903,000 教育設備 教育用安全加工設備の拡充事業

5,679,000 教育設備
メディア・ラボの教育・研究環境の整備更新
事業

名古屋電気学園 25,048,000 愛知工業大学 25,048,000 特別設備
長寿命化を目指す建設構造物の耐震実験
研究設備

南山学園 17,296,000 南山大学 3,346,000 特別設備 ベクトルネットワークアナライザ

949,000 特定図書
米国公文書館所蔵：アメリカの戦後東南アジ
ア関係と対外政策1944年～1958年

4,407,000 特別設備 磁気軸受実験装置

8,594,000 特別設備
サビン南北アメリカ関連文献コレクション
SabinAmericana1500-1926

藤田学園 6,237,000 藤田保健衛生大学 6,237,000 特別設備 オートウェルガンマシステム

日本福祉大学 7,727,000 日本福祉大学 7,727,000 教育設備
主体的学びを支援する東海キャンパス情報
処理演習室整備

中部大学 7,158,000 中部大学 3,633,000 特別設備 マルチモードマイクロプレートリーダー
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3,525,000 特別設備 正立蛍光顕微鏡

名城大学 33,134,000 名城大学 3,182,000 教育設備 画像配信コミュニケーションシステム

25,086,000 特別設備 小角X線回折装置

4,866,000 戦略特別設備 絶対反射率測定装置

愛知医科大学 71,550,000 愛知医科大学 25,793,000 特別設備 消化管機能検査システム

45,757,000 特別設備 分子標的薬探索・薬効評価システム

トヨタ学園 129,866,000 豊田工業大学 5,250,000 特別設備 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置

5,762,000 特別設備 ネットワークアナライザ

21,000,000 特別設備 ナノ磁区観察装置　nano-MDS

13,300,000 戦略特別設備 視触覚センシングシステム評価装置

23,415,000 戦略特別設備 Ｘ線光電子分光装置

8,607,000 戦略特別設備 フローティング型アルゴンイオン銃

7,959,000 戦略特別設備 全自動多目的Ｘ線回折装置

11,383,000 戦略特別設備 熱拡散率測定装置

17,214,000 戦略特別設備
熱電物性測定装置用ヘリウム再凝縮デュ
ワー

6,756,000 戦略特別設備 AC/DC磁化率測定装置

5,241,000 戦略特別設備 小型・高性能エキシマ―レーザ

3,979,000 戦略特別設備 フォトルミネッセンス（ＰＬ）マッピング装置

中西学園 27,699,000 名古屋学芸大学 3,620,000 教育設備 322情報演習室PC設備更新事業

3,895,000 教育設備
アパレルCAD・デジタルデザイン教育システ
ム構築事業

20,184,000 教育設備
次世代ハイビジョン（4K）映像教育第二次教
室環境整備事業

愛知産業大学 2,324,000 愛知産業大学 2,324,000 教育設備
ICTを活用した「振り返り学修支援教室」整備
事業

瀬木学園 6,984,000 愛知みずほ大学 6,984,000 教育設備 情報教育用コンピュータシステム

藤ノ花学園 3,359,000 豊橋創造大学 3,359,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡

桜花学園 2,813,000 名古屋短期大学 2,813,000 教育設備 521教室ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ情報教育ｼｽﾃﾑ
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滝川学園 1,237,000 名古屋文理大学短期大学部 1,237,000 教育設備
Ｃ館講義室アクティブ・ラーニング環境整備
事業

電波学園 5,082,000 愛知工科大学 5,082,000 教育設備 コンテンツ制作スタジオ　HDシステム

神野学園 7,368,000 岐阜医療科学大学 3,508,000 教育設備 シムベビー

3,860,000 教育設備 フォトンカウンティングカメラ

関西文理総合学園 18,832,000 長浜バイオ大学 18,832,000 教育設備 高度情報教育計算サーバー（SGIUV2000）

京都学園 42,635,000 京都学園大学 27,057,000 教育設備 京都太秦キャンパス教育支援設備

10,994,000 戦略特別設備 マルチモルティングシステム

4,584,000 戦略特別設備 試験精米設備一式

京都産業大学 22,739,000 京都産業大学 4,265,000 教育設備 講義収録システム

7,230,000 特別設備 液体シンチレーションアナライザー

11,244,000 特別設備 蛋白質結晶化用ナノリッター分注システム

京都女子学園 7,636,000 京都女子大学 926,000 特定図書
万国国際法学会年報
Annuairedel'InstitutdeDroitInternationalVols.1
-58Paris,1877-1979リプリント

1,042,000 特定図書
【日米】NICHIBEI(TheJapaneseAmerican）＜
大正8(1919）年1月～大正14(1925)年12月＞

5,668,000 教育設備 ガスクロマトグラフ質量分析システム

京都橘学園 3,293,000 京都橘大学 1,446,000 特定図書 山城四季物語

1,847,000 特定図書
BritishDocumentsonForeignAffairsSeriesE:As
ia

京都薬科大学 12,109,000 京都薬科大学 12,109,000 特別設備 SPR分子間相互作用解析装置

真宗大谷学園 979,000 大谷大学 979,000 特定図書 JKBooks Web版群書類従　正・続・続々

同志社 133,958,000 同志社女子大学 3,533,000 特別設備 細胞微量注入装置一式

6,430,000 特別設備 ゼータサイザーナノＺＳＰ一式

同志社大学 17,290,000 特別設備 顕微レーザラマン分光システム

3,500,000 特別設備 超音波イメージング装置

915,000 特定図書 都道府県統計書データベース

943,000 特定図書 生命倫理研究精選コレクション

1,390,000 特定図書 TheChineseRecorderandMissionaryJournal
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1,633,000 特定図書 イギリス議会文書コレクション

1,833,000 特定図書 フランクリン・D．ローズベルト大統領史料集

2,976,000 特定図書 現代社会と教育コレクション

3,138,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ分取システム

3,138,000 特別設備 機能性有機化合物分離システム

3,765,000 特別設備
プライベートクラウド型脳機能イメージング装
置

3,600,000 戦略特別設備 3D繊維配向解析システム

3,600,000 戦略特別設備 フェイズドアレイ探傷装置

7,774,000 戦略特別設備 パルスレーザー一式

8,000,000 戦略特別設備
生体試料解析ＡＦＭシステム(走査型プロー
ブ顕微鏡）

13,216,000 戦略特別設備 セルソーティングシステム

12,957,000 戦略特別設備 共焦点レーザー顕微鏡

6,530,000 戦略特別設備 角膜形状解析システム

12,127,000 戦略特別設備 LiDAR全方位イメージングユニット

3,331,000 戦略特別設備 ウェアラブル光トポグラフィ

12,339,000 戦略特別設備 生体情報計測用ドライビングシミュレータ

ノートルダム女学院 1,012,000 京都ノートルダム女子大学 1,012,000 特定図書
スペインの交唱聖歌集　Antiphonar of the
Magnificat

立命館 36,378,000 立命館アジア太平洋大学 1,222,000 特定図書 経済・経営分野電子書籍コレクション

立命館大学 3,333,000 戦略特別設備 3次元入出力装置

4,996,000 戦略特別設備 油圧式脚車輪移動車

6,408,000 戦略特別設備 AUV自律水中ロボット

6,516,000 戦略特別設備
行動プロセスモデリング用人間動作観測装
置

3,664,000 戦略特別設備 プラズマリアクタ

3,129,000 戦略特別設備 分光蛍光光度計

3,329,000 戦略特別設備 水再生実験設備
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3,781,000 戦略特別設備 通訳システム（創思館カンファレンスルーム）

龍谷大学 59,837,000 龍谷大学 19,069,000 特別設備 都市水循環系安全性評価システム一式

679,000 特定図書
マイクロフィルム版『近代日本婦人雑誌集
成』

702,000 特定図書 『ザ・リスナー』

781,000 特定図書 『TheDial』

784,000 特定図書 スイス法判例集コレクション

851,000 特定図書 英国外務省機密外交資料

901,000 特定図書 マイクロフィルム版『関東庁警務局資料』

949,000 特定図書 宮内庁正倉院事務所所蔵「聖語蔵経巻」

7,587,000 特別設備
オンライン版THETIMESDigitalArchive1785-
2008.

11,526,000 特別設備
フリードリヒ・ニーチェコレクション
FriedrichNietzsche(1844-1900)

16,008,000 特別設備
国際連盟：記録文書集成
LeagueofNations:DocumentsandSerialPublica
tions1919-1946

京都精華大学 4,882,000 京都精華大学 2,409,000 教育設備 教育コンテンツ配信設備

2,473,000 教育設備 黎明館教育基盤設備

明治東洋医学院 27,210,000 明治国際医療大学 11,970,000 特別設備 リアルタイム脳機能解析システム

5,812,000 研究設備 包括的組織標本作製システム

9,428,000 特別設備
蛍光標識二次元ディファレンスゲル解析シス
テム

佛教教育学園 13,275,000 佛教大学 13,275,000 教育設備
保健医療技術学部教育機器（三次元解析装
置一式）設置事業

平安女学院 4,671,000 平安女学院大学 2,954,000 教育設備 情報教育用PC（大学）

平安女学院大学短期大学部 1,717,000 教育設備 情報教育用PC（短期大学部）

島津学園 3,538,000 京都医療科学大学 3,538,000 教育設備 検像ワークフロー教育システム

大阪医科大学 21,935,000 大阪医科大学 21,935,000 特別設備 三次元動作分析システム

大阪経済大学 6,090,000 大阪経済大学 2,969,000 特定図書
東京大学経済学図書館所蔵資料マイクロ
フィルム版山一證券株式会社第一期第五
集・第九集・第十集

3,121,000 特定図書
東京商工会議所(経済資料センター)所蔵全
国商工会議所関係資料

常翔学園 68,275,000 広島国際大学 4,088,000 教育設備 三次元動作解析システム
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摂南大学 15,694,000 特別設備
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行
時間型質量分析計

33,426,000 特別設備 自動細胞解析分取装置

大阪工業大学 15,067,000 特別設備
ダイオード励起高安定パルスNd:YAGレー
ザーシステム

大阪歯科大學 32,475,000 大阪歯科大学 16,627,000 教育設備 歯科診療チェアーユニット及びファントム

15,848,000 特別設備
BDFACSVerseフローサイトメーター3レー
ザー8カラーモデル一式

大阪電気通信大学 7,100,000 大阪電気通信大学 7,100,000 教育設備
3Dスキャナを用いた実践的モノづくり教育設
備

大谷学園 19,974,000 大阪大谷大学 2,510,000 特定図書 古典籍コレクション奈良絵本「すみよし物語」

4,456,000 教育設備 マイクロプレートリーダー

13,008,000 教育設備 フローサイトメーターシステム

大手前学園 5,371,000 大手前大学 802,000 特定図書 プレイヤード基本コレクション

2,422,000 教育設備 大手前大学情報教育用パソコンシステム

大手前短期大学 2,147,000 教育設備
大手前短期大学情報教育用パソコンシステ
ム

関西大学 73,301,000 関西大学 2,253,000 特定図書
山一證券株式会社第1期第9集、第11集、第
2期第1集

2,487,000 特定図書
TheJapanTimesArchives【昭和(戦前、戦中、
戦後占領期)セット】

2,811,000 教育設備 感性検査システム

3,100,000 教育設備
会計専門職大学院情報教室用パソコンシス
テム

3,220,000 特別設備 電子増幅デジタルCCDカメラセット

4,781,000 特別設備 運動負荷試験システム

5,017,000 特別設備 多検体高性能比表面積・細孔分布測定装置

5,152,000 特別設備 ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置

6,069,000 特別設備
テレメトリーシステムによる生体情報収集シ
ステム

6,111,000 教育設備 社会安全学部ＩＴ教室パソコンシステム

7,068,000 教育設備 精密立てフライス盤

11,620,000 特別設備 フォースプレート内蔵型高速トレッドミル

13,612,000 教育設備 法学部情報処理演習設備
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関西医科大学 111,037,000 関西医科大学 42,566,000 特別設備
小線源放射線照射アフターローディングシス
テム

5,017,000 特別設備 MACS組織細胞精製システム

16,332,000 教育設備
血管インターベンションシミュレーショントレー
ナー

47,122,000 特別設備 小動物実験用マルチモダリティSPECT/CT

関西外国語大学 1,189,000 関西外国語大学 1,189,000 特定図書 DoctoralDissertationsonJapanology,2014

近畿大学 #N/A 近畿大学 2,757,000 特定図書 ebrary憲法・政治研究重要文献コレクション

25,072,000 特別設備 リアルタイムinvivoイメージングシステム

25,086,000 特別設備 飛行時間型質量分析計(LC-TOF)システム

45,419,000 特別設備
液体クロマトグラフダンデム型質量分析シス
テム

77,463,000 特別設備 RNA機能解析システム

12,333,000 戦略特別設備 走査型電子顕微鏡

4,666,000 戦略特別設備 デスクトップX線回折装置

7,363,000 戦略特別設備 多波長照射分光器

18,504,000 戦略特別設備 DART-TOFMS質量分析計

6,977,000 戦略特別設備 ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置

12,027,000 戦略特別設備 テラヘルツ時間領域分光装置

15,206,000 戦略特別設備 生体分子精製･相互作用解析システム

6,463,000 戦略特別設備 タンパク質多項目同時解析システム

7,860,000 戦略特別設備 多項目自動血球数装置

21,939,000 戦略特別設備 薬物動態・解析システム

5,050,000 戦略特別設備 軟X線デジタル画像解析装置

4,331,000 戦略特別設備 高速液体クロマトグラフィー

8,590,000 戦略特別設備 栄養塩分析装置

6,996,000 戦略特別設備 元素分析装置付き走査型電子顕微鏡

3,231,000 戦略特別設備 デジタルPCRシステム
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塚本学院 90,060,000 大阪芸術大学 53,361,000 教育設備 放送学科　HD中継車搭載機材

2,886,000 教育設備 写真学科処理・編集用ＰＣ更新

5,086,000 教育設備 舞台芸術学科デジタル機器更新

7,102,000 教育設備 キャラクター造形学科フィギュア制作設備

21,625,000 教育設備 放送学科TVスタジオ音声調整機器更新

桃山学院 796,000 桃山学院大学 796,000 特定図書
英国聖公会宣教協会文書館所蔵資料集成
ChurchMissionarySocietyArchive

玉手山学園 7,623,000 関西福祉科学大学 4,199,000 教育設備 食品レオロジー応用型集団教育システム

関西女子短期大学 3,424,000 教育設備 高圧滅菌器一式

羽衣学園 4,666,000 羽衣国際大学 4,666,000 特別設備 原子吸光分光光度計

関西学院 36,492,000 関西学院大学 2,838,000 特定図書   North China Herald

10,863,000 戦略特別設備 歩行動作計測システム

3,964,000 戦略特別設備 脳活動計測装置

6,451,000 戦略特別設備 脳-筋電フィードバックシステム

5,034,000 戦略特別設備 筋力解析シミュレーションシステム

6,563,000 戦略特別設備 センサデータ解析システム

779,000 特定図書 The Japan Times Archives　第3巻

甲南学園 43,383,000 甲南大学 9,975,000 特別設備 二光束対応パルスレーザー成膜システム

9,410,000 特別設備
高分解能飛行時間型質量分析計（ESI-
TOFMS）システム

10,941,000 戦略特別設備
円二色性分散計測装置（CDスペクトル測定
装置）（J-1500DS、日本分光）

5,756,000 戦略特別設備

大規模塩基配列解析装置（Ion Personal
Genome Machineシステム、Applied
Biosystems）

4,198,000 戦略特別設備
DNA/RNA合成装置（NTS M-4-MX、日本テ
クノサービス）

3,103,000 戦略特別設備
倒立型リサーチ顕微鏡システム（IX73、オリ
ンパス）

甲南女子学園 3,811,000 甲南女子大学 3,811,000 特定図書 平安鎌倉期の勅撰和歌集に関する古筆切

神戸学院 88,230,000 神戸学院大学 2,216,000 特定図書
言語教育・言語習得・コミュニケーション研究
文献コレクション

10,461,000 特別設備 DNAシーケンサ
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14,692,000 特別設備 微粒子の特性解析システム

60,861,000 教育設備
ポートアイランドキャンパスD号館情報処理
実習室（CALL教室）整備事業

神戸薬科大学 26,400,000 神戸薬科大学 26,400,000 戦略特別設備
ＩＶＩＳ Lumina ＸＲＭＳ Series Ⅲ イメージング
システム

松蔭女子学院 28,286,000 神戸松蔭女子学院大学 24,646,000 教育設備 情報教育教室システムの更新

3,640,000 特定図書 伊勢物語

武庫川学院 15,797,000 武庫川女子大学 5,827,000 教育設備
平成２６年度Ｈ３号館製図室ＣＡＤ設備（大
学）

7,365,000 教育設備 平成26年度建築学科情報機器システム一式

武庫川女子大学短期大学部 2,605,000 教育設備
平成２６年度Ｈ３号館製図室ＣＡＤ設備（短期
大学部）

行吉学園 3,300,000 神戸女子大学 3,300,000 戦略特定図書 奈良絵本　謡本　八帖

兵庫医科大学 97,884,000 兵庫医科大学 15,470,000 特別設備 フローサイトメーター

22,177,000 特別設備 個別換気ケージシステム

13,792,000 特別設備 DNAシーケンサー

24,062,000 戦略特別設備 スペクトル型セルアナライザー

7,257,000 戦略特別設備 マルチモードプレートリーダー

15,126,000 戦略特別設備 共焦点レーザー顕微鏡及び解析ソフト一式

睦学園 32,590,000 兵庫大学 15,635,000 教育設備 2号館3階301～304教室の整備（兵庫大学）

10,158,000 教育設備 2号館2階201～206教室の整備

兵庫大学短期大学部 6,797,000 教育設備
2号館3階301～304教室の整備（兵庫大学短
期大学部）

関西女子学園 3,612,000 宝塚大学 3,612,000 教育設備 情報教育用PC

玉田学園 13,689,000 神戸常盤大学 5,877,000 教育設備
反転授業を中心とした先進的教育の導入促
進のためのICT基盤整備(大学)

2,759,000 教育設備 システム生物顕微鏡

3,491,000 特別設備
赤外線酸素モニタ装置NIRO-200NX一式(赤
外線分光法)

神戸常盤大学短期大学部 1,562,000 教育設備
反転授業を中心とした先進的教育の導入促
進のためのICT基盤整備(短大)

鉄鋼学園 2,957,000 産業技術短期大学 2,957,000 教育設備 授業収録・学習支援システム

東洋食品工業短期大学 1,566,000 東洋食品工業短期大学 1,566,000 教育設備 高分解能型クリープメータ
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奈良大学 2,717,000 奈良大学 2,717,000 教育設備 イオンクロマトグラフィー一式

天理大学 3,979,000 天理大学 3,979,000 特定図書 ロシア女性誌コレクション

冬木学園 3,229,000 畿央大学 3,229,000 特別設備 運動血管機能評価装置

加計学園 71,748,000 岡山理科大学 42,249,000 特別設備 WDS電子プローブ表面分析装置

千葉科学大学 18,170,000 特別設備 AVANCEⅢ400HDNanoBay

倉敷芸術科学大学 2,672,000 教育設備 語学実習用設備PC更新

8,657,000 教育設備 メディア映像学科PCシステム

川崎学園 22,724,000 川崎医科大学 3,971,000 教育設備
解剖体エックス線デジタル画像撮影解析シス
テム

18,753,000 特別設備 病態関連遺伝子産物の高次解析システム

就実学園 13,680,000 就実大学 13,680,000 特別設備 LC-MS/MSシステム

順正学園 9,971,000 吉備国際大学 2,587,000 教育設備 運動生理学教育システムの充実

3,148,000 教育設備 筋電計

九州保健福祉大学 4,236,000 教育設備 眼科診療シミュレーションシステム

修道学園 2,729,000 広島修道大学 2,729,000 特定図書 ハーウッド文庫マイクロ版集成

鶴学園 41,813,000 広島工業大学 21,333,000 特別設備 マイクログリッド監視制御装置

655,000 特定図書 建築設計資料全110巻（電子書籍版）

16,144,000 教育設備 アンテナ・マイクロ波機器測定実習設備

3,681,000 戦略特別設備 リアルタイムＰＣＲ解析システム

安田学園 6,158,000 安田女子大学 3,260,000 教育設備 9号館造形デザイン教育システム

2,898,000 教育設備 2次元３次元ビデオ動作解析システム

四国大学 4,100,000 四国大学短期大学部 4,100,000 教育設備 ビジネスコンピューティング演習室システム

村崎学園 23,760,000 徳島文理大学 3,591,000 教育設備 薬学基礎演習用パソコン

5,435,000 教育設備 学内情報系教育設備の整備・充実

3,204,000 教育設備 学内システムのリプレース

11,530,000 教育設備
メディアラボおよびマルチメディア室のPC設
備更新
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四国学院 768,000 四国学院大学 768,000 特定図書
和書電子書籍・DVDｼｪｲｸｽﾋﾟｱ作品に関わる
ｺﾚｸｼｮﾝ全98点

松山大学 1,898,000 松山大学 1,898,000 特定図書
横濱正金銀行第1期補遺（第5集・第6集）、第
9期（第1集～第5集）

高知学園 1,405,000 高知学園短期大学 1,405,000 教育設備 筋電図誘発電位検査装置

久留米大学 38,971,000 久留米大学 6,440,000 特別設備 マウス摂食行動・呼吸代謝解析システム

1,092,000 特定図書
オンライン版都道府県統計書データベース昭
和期戦後編

1,582,000 特定図書 森林研究重要バックナンバー集成

22,306,000 特別設備 動物用発がん機構解析システム

4,233,000 戦略特別設備 ICE検出器

3,318,000 戦略特別設備
全自動磁気細胞分離装置autoMACS Pro
Starting Kit

西南学院 2,588,000 西南学院大学 780,000 特定図書 ResearchPolicy

869,000 特定図書
ヨーロッパ社会政策、公共政策バックナン
バー集成

939,000 特定図書
南部キリスト教指導者会議（SCLC）記録1954
～1970年Part.4

中村学園 43,704,000 中村学園大学 3,390,000 特別設備 ラット用テレメトリーシステム

10,922,000 特別設備 エネルギー代謝測定システム

21,575,000 教育設備
教育研究用コンピュータシステム（中村学園
大学）

中村学園大学短期大学部 7,817,000 教育設備
教育研究用コンピュータシステム（中村学園
大学短期大学部）

中村産業学園 25,867,000 九州産業大学 16,340,000 特別設備 走査型プローブ顕微鏡

3,604,000 戦略特別設備
動作形状計測装置用筋活動シミュレーション
装置

5,923,000 戦略特別設備 歩行解析装置

福岡大学 28,882,000 福岡大学 752,000 特定図書 ビザンツ学雑誌（ByzantinischeZeitschrift）

1,067,000 特定図書 オーストリア官報集成

1,151,000 特定図書 諜報に関する国際雑誌コレクション

1,857,000 特定図書 米国議会委員会未公刊公聴会資料集成

3,365,000 教育設備 三次元形状設計教育装置

4,915,000 特別設備 骨格筋の代謝イメージングシステム
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5,424,000 特別設備 骨格筋の構造観察システム

10,351,000 戦略特別設備 次世代シーケンシングシステム一式

福岡工業大学 66,284,000 福岡工業大学 37,893,000 特別設備
次世代材料開発技術者養成に資する計測セ
ンター設備拡充のためのSEM整備

4,000,000 戦略特別設備 画像計測システムの強固化装置

13,300,000 戦略特別設備 レーダハードウェア

4,000,000 戦略特別設備 プローブカーシステム

3,300,000 戦略特別設備 ネットワークシステム

3,791,000 特別設備 モーションキャプチャー装置システム一式

純真学園 4,992,000 純真学園大学 4,992,000 教育設備 Webサービスシステム

福岡学園 6,052,000 福岡歯科大学 2,354,000 教育設備 血液炎症反応迅速測定装置

3,698,000 戦略特別設備 ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR解析システム

久留米工業大学 5,812,000 久留米工業大学 3,083,000 教育設備 レーザー加工機

2,729,000 教育設備 レーザー可視化装置

筑紫女学園 9,614,000 筑紫女学園大学 9,614,000 教育設備
飛翔会館コンピュータ演習室1・自習室2用Ｐ
Ｃ等（大学）

山内学園 5,789,000 香蘭女子短期大学 5,789,000 教育設備 栄養計算用PC一式

永原学園 20,534,000 西九州大学 20,534,000 教育設備
教育・研究用多機能情報処理システム導入
事業

佐賀龍谷学園 2,621,000 九州龍谷短期大学 2,621,000 教育設備
映像・放送に関する演習授業充実のための
撮影編集機器一式

長崎総合科学大学 3,412,000 長崎総合科学大学 3,412,000 教育設備 回転機器（電動機・発電機）の実験装置

純心女子学園 3,374,000 長崎純心大学 3,374,000 教育設備 情報演習室情報設備

君が淵学園 13,374,000 崇城大学 4,679,000 教育設備 三次元ものづくり教育システム

8,695,000 特別設備 生体蛍光試料の高感度解析システム

熊本学園 1,070,000 熊本学園大学 1,070,000 特定図書 英国外務省機密外交資料

別府大学 1,441,000 別府大学短期大学部 1,441,000 教育設備 食育SATシステムPlusシステム

鹿児島純心女子学園 9,083,000 鹿児島純心女子大学 7,651,000 教育設備
専門性に生きる情報活用力養成を目指すPC
教室システム

鹿児島純心女子短期大学 1,432,000 教育設備 学生支援ファイルサーバシステム
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沖繩国際大学 1,590,000 沖繩国際大学 1,590,000 特定図書
島津家文書マイクロ版集成(島津家文書４，
５，６，９，１２)
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