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私立大学は、その淵源を創立者の志に発し、文明の承継、知的創造、人格の陶冶という社会
的使命を果たすべく、教育研究水準の向上、学生の学園生活の充実を図りつつ、その建学の理
念を承け継ぎながら今日まで発展を遂げてきました。そしていまや、わが国の大学数及び学部
学生数の約８割を占め、新しい時代にふさわしい教育研究を担う高等教育機関の基幹として存
在しています。

本資料は、広く私立大学への理解を深めていただくことを目的に、日本私立大学団体連合会を構
成する一般社団法人日本私立大学連盟並びに日本私立大学協会に加盟する全国529大学の私立大学
による“多様で特色ある取り組み”のうち154事例を紹介するものです。この取り組み事例は、編集の
時間的制約から私立大学の全容を示すことができませんでした。また、本資料で取り上げた取り組
みは、私立大学による多様な取り組みのうちのほんの一例にすぎないことをお断りいたします。

編集に当たっては、「Ⅰ. 教育の質的転換」「Ⅱ. 地域社会の振興・活性化」「Ⅲ. グローバル化の
推進」「Ⅳ. イノベーションの推進」の四つのテーマに区分し、各私立大学が立地する地域、大
学の規模、学問分野のバランスや女子教育の重要性等を考慮しました。

なお、本資料は、平成28年11月に刊行した内容に加え、私立大学のより具体的な取り組みの
内容をご理解いただけるよう事例を増やすとともに、そのうちの16事例についてより詳細に紹
介すべく、「増補版」としてまとめたものです。

私立大学は、これまで担ってきた人材育成等の営みを永続的に発展させるため、予測困難性
が高まる新たな時代に向け挑戦しています。しかし、その一方で、新時代の人材育成という社
会的責務の遂行のためには、私立大学の自助努力だけでは限界があり、より一層の社会からの
理解と国の支援なくしては、その目的を達成することはできません。

私立大学の多様で特色のある教育研究の充実こそが、わが国を発展へと導くものです。本資料
が、私立大学に対する未来への投資として、広くご理解とご支援いただく一助となれば幸いです。

2017（平成29）年2月
日本私立大学団体連合会

本資料（増補版）について
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　本資料は、私立大学への理解を深めていただくことを目的に、全国の私立大学による“多様で特色ある取り組み”の一
例を紹介したものです。私立大学の取り組みを推進するためには、より一層の理解と国の支援が必要です。わが国の大
学数及び学部学生数の約8割を占め、高等教育機関の基幹である私立大学の教育研究の充実こそが、わが国を発展へと
導きます。

日本地図内の数字は各地域に所在する日本私立大学連盟と日本私立大
学協会の加盟大学の合計数を、各エリアの大学名は本資料にて取り組み
を紹介した大学名を示しています。

編集に当たっては、各私立大学の取り組みを下記の4テーマに区分しました。次ページより具体的な取り組み内
容をご紹介します。

取り組みのテーマについて

私立大学の多様で特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換 Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進

青山学院大学
亜細亜大学
学習院大学
神田外語大学
北里大学
共愛学園前橋国際大学
共栄大学
共立女子大学
慶應義塾大学
恵泉女学園大学
工学院大学
國學院大學
国際基督教大学
国立音楽大学
相模女子大学
作新学院大学
産業能率大学
芝浦工業大学
十文字学園女子大学
城西国際大学
順天堂大学
上智大学

昭和女子大学
女子栄養大学
聖学院大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
聖路加国際大学
創価大学
高崎商科大学
拓殖大学
多摩大学
千葉工業大学
千葉商科大学
中央大学
津田塾大学
田園調布学園大学
東海大学
東京経済大学
東京女子大学
東京女子医科大学
東京農業大学
東京理科大学

東邦大学
東洋大学
東洋学園大学
獨協大学
日本大学
日本女子大学
文化学園大学
文教大学
法政大学
武蔵大学
武蔵野美術大学
明治大学
明治学院大学
明治薬科大学
明星大学
立教大学
立正大学
麗澤大学
早稲田大学

（63事例）

関東エリア

追手門学院大学
大阪産業大学
大手前大学
関西大学
関西国際大学
関西学院大学
京都外国語大学
京都光華女子大学
京都産業大学
京都精華大学
近畿大学
皇學館大学
神戸女学院大学
鈴鹿医療科学大学
摂南大学

園田学園女子大学
帝塚山大学
同志社大学
奈良大学
梅花女子大学
阪南大学
兵庫医療大学
佛教大学
平安女学院大学
武庫川女子大学
桃山学院大学
立命館大学
龍谷大学

（30事例）

近畿エリア

旭川大学
千歳科学技術大学
北海学園大学
北海道薬科大学

（4事例）

北海道エリア

沖縄大学
鹿児島国際大学
九州産業大学
久留米大学
志學館大学
崇城大学
長崎外国語大学
長崎総合科学大学
西九州大学
日本文理大学
福岡大学
福岡歯科大学
南九州大学
宮崎国際大学

（15事例）

九州・沖縄エリア

愛知大学
愛知学泉大学
金沢工業大学
岐阜経済大学
金城大学
金城学院大学
敬和学園大学
国際大学
静岡産業大学
聖隷クリストファー大学

大同大学
豊田工業大学
長岡大学
名古屋商科大学
南山大学
日本福祉大学
福井工業大学
松本大学
名城大学

（22事例）

北陸・甲信越・東海エリア

吉備国際大学
四国大学
四国学院大学
徳山大学
広島修道大学
広島女学院大学
松山大学
松山東雲女子大学

（8事例）

中国・四国エリア

青森中央学院大学
石巻専修大学
いわき明星大学
仙台大学
東北学院大学
東北芸術工科大学
東北公益文科大学
東北福祉大学
東北文教大学
八戸工業大学
東日本国際大学
弘前学院大学
盛岡大学� （12事例）

東北エリア

2



北海学園大学 北海道

住民・UR・大学が
本気でタッグを組む団地再生
“周回遅れがミクストコミュニティの最先端？”

Ⅱ.地域社会の振興・活性化取り組みのテーマ

目的・目標
　日本全国に点在する「団地」は、高度成長期の残滓であると同時に、急速に進む少子高齢・人口減少社会の未来予想図で
もある。
　建築計画学等を標榜する本学工学部の教員たちとその学生たちが端緒を開いた札幌圏における「団地再生」の試みは、
その後、「団地の大家さん」たるUR都市機構（UR）と本学との包括協定（東北以北初）を結ぶ契機となった（2016年）。今後、
総合大学の強みを活かし、学部の垣根を超えた様々な専門分野の教員たちと学生たちの参加を得て、本プロジェクトの拡
張が計画されている。
　結果、「役割を終えた」と揶揄されることの多い団地群が、気がつけば「周回遅れ」のミクストコミュニティ（※多様な階
層が共棲する社会）の最先端となり得る可能性を大いに秘めている。

概要
　現在、大きくは3つのプロジェクトが本学とURとの共同で進行中である。
①ミクストコミュニティの形成プロジェクト
　��団地が「多世代共棲」をしなやかに受容することで生まれる様々な便益を追求していくプロジェクトである。具体的には、
同一団地内で高齢者が幼な子を見守り、また、年若く未熟な親たちの良き相談相手になる。反対に、若者世代やその子供た
ちが独居老人の見守りを不断に行う、など重層的な関係性の構築が期待される。
②�団地の彩りプロジェクト
　��団地の外壁や内装には、経年劣化に比較的強い「無難な色」が好まれて使用されてきたことが、結果的に、古色蒼然たる
団地のイメージを固定化してきた面が否めない。本プロジェクトでは、研究室や教室で、教員と学生が一緒に検討した
様々な「新しい色」を団地の住民に評価してもらう、ということで「新しい団地」のイメージを強化する試みである。
③交流の場づくりプロジェクト
　��団地の敷地は一般的に広い。がしかし、「広さ」だけではなし得ない様々な交流の導線と場づくりを考えるプロジェクト
である。

成果
　すでに参加の学生からは、「学んだことをすぐに実践
に活かす「現場」を得られたこと
で、適度な緊張と満足が得られた」
との声を多く得た。
　また、指導にあたる教員からは、
「教室で教わったことは分かったよ
うな気がしているだけで知識の定
着もおぼつかないことが多いし、
また、応用もきかない。住んでみ
て楽しさが増した等の住民からの
リアルな反応や声かけを得て、学

生たちははじめて確固たる自信とさらなる向上心を得
る」との声を得た。

事業を推進する、右か
ら岡本浩一、石橋達勇　
両工学部教授

URとの連携・
協力に関する
協定図
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特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学



山形県東北公益文科大学

『人』を通じて『職』と向き合う
「社長インターンシップ」の実践

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマ

目的・目標
　「地元の企業の魅力を知り」地元で働く喜びに気づく地学地就を目的とする。

概要
　経営のトップである『社長』に“かばん持ち”として同行し、社長という『人』から職業観や人生観を学びとり社会人
力を養う密着型のインターンシップである。

成果
▪��2012年度からスタートし、これまでに38名の学生が履
修した。その中から幾つか感想を紹介する。『社長』の仕事、
地域への強い思いに触れ多くの貴重な体験をしている。

　・Kさん（3年・食肉製造加工業）
　��　社長の仕事は決断することだ、と社長や幹部の方が
おっしゃっており、社長の仕事を相対的に見ると、決断
に関することが多かったように思います。しかし、細か
く見ると、決断するための情報収集の時間が一番長
かったように感じます。
　・Sさん（3年・運輸業）
　��　細かい事務作業にも社長自ら携わっていることに驚
きましたが、それが経営戦略を立てる上で重要なのだ
と感じました。社員を自分の家族のように親身に考え
ている社長の姿に感銘を受け、その愛情が社員のモチ
ベーションアップにつながっていると感じました。
　・Yさん（3年・製造業）
　��　「雑用と思った瞬間にその人の伸びは止まる」「頼ま

れごとは試されごと」などたくさんの言葉を通して社
長の人生観を学びました。

　・Mさん（3年・旅館業）
　��　社長に言われた「組織は人事で決まる」という言葉が
強く印象に残っています。また、リーダーとは「人に仕
事を任せられる人」、「人とのつながりを大切にできる
人」と社長に教わりました。信頼関係を築き、相手の立
場で考え、組織のために意欲的に行動できる人材にな
りたいと強く感じました。

▪Iターンで「社長インターンシップ」体験企業に就職
　・Sさん（2015年度卒業生・内装、インテリア業）
　��　合同面接会などに参加し、就職活動を行いましたが、
「社長インターンシップ」で体験した社長・企業の魅力
が忘れられず『自分が働きたい場所はそこしかない』と
思い、募集はありませんでしたが、社長に直接お願いを
して就職を決めました。

来客同席

成果報告会（学校）
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留学生と協働
－グローバル意識の醸成と地域活性化－

Ⅲ.グローバル化の推進取り組みのテーマ

目的・目標
　青森中央学院大学では、成長著しいアジアに目を向け、教育環境のグローバル化をめざし、地域活性化を推進するため
に、留学生及びその背景にあるネットワークを地域の有する優れた人的資源として活用することをめざしている。

概要
　6か国140名の留学生が在籍する本学では、現在、その特色を生かし、様々な活動を展開している。
　その一つが、10年間にわたり本学も一員である「アジアからの観光客誘致推進協議会」が取り組んでいる国際グリー
ン・ツーリズム事業である。青森県も観光・農業振興策の一つとしてグリーン・ツーリズムを推進しているが、元々は、10
年前にグリーン・ツーリズムに海外からも誘致できるのではないかという本学留学生の発案からスタートしている。留学
生は、アジアからの観光客と民泊する農家との間の語学サポーターの役割を引き受け、短期間の滞在にもかかわらず心の
通った交流を可能にしている。さらに快適な滞在ができるよう、観光客の母国の生活習慣や食事の嗜好などの情報を提供
するなど、農家への親身な支援を続けることにより、海外からの観光客、教育旅行生も年々増加している。一方、留学生に
とっては、地域の方々との直接のふれあい、地域の産業や文化を知る良い機会となっている。
　二つ目は、「国際産直プロジェクト」と銘打った、タイ産の希少品種「マハチャノマンゴー」の輸入販売である。日本人学
生と留学生が共同して商品管理から、道の駅での販売、ネット販売まで手掛けるプロジェクトを実施している。このプロ
ジェクトは、留学生の「母国にはもっと美味しいマンゴーがある」という言葉から始まり、今では仕入れたマンゴー3.5ト
ンが完売するほどの人気がある。参加した日本人学生も自信を持って地域課題に取り組むように変化し、またその様子が
マスコミに報道されることにより、地域住民の学生を見る目に大きな変化が生じ、大学や学生を理解していただく良い機
会となっている。
　三つ目は、青森県の食材の魅力を海外に発信する事業であるが、県の委託事業として多くの留学生が参画している。ベ
トナム・ハノイ市で県産の「りんご」「ほたて」を使用したベトナム人向けのメニューを開発し、帰国した卒業生も協力しな
がら、青森県と協働して県産食材の魅力をアピールするまでに至っている。

成果
　以上の様に、日本人学生や地域の人々の交流を通じて
地域のグローバル化やグローバル人材の養成に多大な貢

献を果たし、海外留学を希望する日本人学生が増加し併
設の短期大学の学生にも及ぶようになってきている。

国際グリーン・ツーリズム事業 国際産直プロジェクト（道の駅でのマン
ゴー販売）

青森県産食材を使用したベトナム人向け
メニュー開発（ベトナム・ハノイ市）

青森県青森中央学院大学
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特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学



昭和女子大学

社会人女性の
活躍支援プログラムの開講

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマ

目的・目標
　日本の社会の継続的な発展のためには女性の活躍が不可欠だということは、今や常識である。しかし、働く女性・働きた
い女性が直面する問題の多くは現在も解決されていない。
　女性のニーズに即応し、生涯にわたるキャリアを継続的に応援したいという趣旨のもとに2014年に「昭和女子大学
キャリアカレッジ」を開設し、これを基盤に2016年には「昭和女子大学ダイバーシティ推進機構」を設立し、より発展的に
女性活躍を含むダイバーシティ推進のための事業を展開している。
　仕事の場で活躍するためのパワー、知識、スキル、見識と人間力を身につけたいと願う、意欲のある社会人女性のために
各種プログラムを提供している。

概要
　以下の4つのコースプログラムにおいて、学内外の多彩な講師陣によるきめ細やかな指導を行っている。
①��ビジネスベーシックコース（女性対象）：仕事の場で求められるビジネスの基礎知識とコミュニケーションや女性の
キャリアデザインを効率よく学ぶ（7回講座）。
②��マネジメントステップアップコース（女性対象）：組織の中でマネジメントに関わりたい方のための講座。リーダーに求
められる資質や行動を理解し、女性のリーダーが直面する課題とその解決法などを学ぶ（7回講座）。
③��エグゼクティブ共創コース（男女管理職対象）：日本企業が置かれた状況を理解し、その中でなぜ今ダイバーシティが必
要なのか。経営の観点から「ダイバーシティ」をどう戦略に取り込んでいくべきかを学ぶ（5回講座）。
④��起業家養成コース（女性対象）：女性の起業家の多くが遭遇する課題にどう対処するかなどを起業家から実践的に学び、
事業計画書を作成する（9回講座）。
　上記の他、単発のセミナー・シンポジウムや研究会を年間15回程度運営している。

成果
　2014年度～2016年度までに、186人が受講した。　
受講者からは、以下のような賞賛の声が寄せられている
（アンケートより抜粋）。
　・��女性の働き方について考え方が大きく変わりました。
今回のセミナーを通して女性だからこそ見える視点で、
会社に貢献できるよう、努めたいと感じました。とて
も前向きに自分の未来を、働き方を考える良い機会と
なりました（ビジネスベーシックコース�参加）。

　・��社会や、仕事、自分自身のキャリアについて、一人
で考えるのではなく、新たな視点を仲間と学び合え
た事が、これからの糧となると思います（マネジメ
ントステップアップコース�参加）。

　・��受講するたびに、企業におけるダイバーシティの意
義、“何のために”という目的が明確になり、心構え
が整いました（エグゼクティブ共創コース�参加）。

東京都

「昭和女子大学キャリアカレッジ」授業風景
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女子栄養大学

先進的な栄養学による
坂戸市民の健康づくり

Ⅱ.地域社会の振興・活性化取り組みのテーマ

目的・目標
　2006年に埼玉県坂戸市と「坂戸市民の健康づくりに関する連携協力協定書」を締結し、両者が連携協力して「坂戸市葉
酸プロジェクト」を進めることとなった。これは、本学の香川靖雄副学長を代表としてビタミンＢ群の一種である葉酸の
摂取を市の健康施策に取り入れ、市民の健康づくりをサポートする事業である。
　当時、同市が実施した「セカンドライフアンケート調査※」で、「将来かかることに不安を感じている病気」として「認知
症」と「脳血管疾患」が上位であったが、葉酸の摂取が貧血や胎児の先天異常に加えて認知症や脳梗塞などに予防効果があ
ると公表されていた。そこで葉酸摂取により市民のQALY（質調整余命Quality�Adjusted�Life�Years）を増進すると共
に医療介護費を削減し、更にその成果が全国民の健康確保にも参考となる指針作りとすることも目指している。
※（参考）http://www.city.sakado.lg.jp/sp/22,2863,197,887.html

概要
　具体的には、「産官学ネットワークの形成」、「女子栄養大学内研究組織と行政・地域住民の連携」を柱に進めている。実施
面では、同市の健康増進部健康政策課（行政）、小中学校など（教育機関）、そして「元気にし隊」など（民間ボランティア団
体）の協力体制をベースに、市民対象セミナーの実施や葉酸代謝をはじめ生活習慣病関連の遺伝子多型の実測、時間栄養
学に基づく「あさごはん運動」、「朝食の栄養バランス」、「夜食の軽減と分食」、「野菜から先に食べる」などによるきめ細か
な指導を展開し、市民の食生活改善を図る努力をしている。これらは、本学の主要な教育研究中の、（A）基礎栄養学、（B）臨
床栄養学、（C）公衆栄養学の3つを総合した「先進的な栄養学」を地域に応用したものといえる。

成果
　このプロジェクトは健康づくりを通じて、同市の医療
介護費の削減に寄与しただけでなく、食育ボランティア
育成や学校現場での食育等、市民の健康のための組織的
連携の形成等にも成果を上げている。また、本学ではこ
れらを次の先端的研究にも繋げる努力をしている。なお、
本件は2012～2014年度において埼玉県健康長寿埼玉
プロジェクトのモデル都市に指定され、2016年には埼
玉県健康長寿優秀市町村表彰で「優秀賞」を受賞している。
　また、本学では産業界と連携して葉酸を多く摂取でき
る食品の開発や「食を通じた健康づくり応援店」へのメ
ニュー提供などにも取り組んでおり、葉酸米やさかど葉
酸ブレッド等の開発、栄養指導レストランの創設や遺伝
子解析装置の開発による起業などに繋がっている。大学
の教育研究を基礎に市民の健康づくりのサポートが更に

埼玉県

地域を越えた皆様方の健康にも広がるよう、引き続き地
域との連携に微力を尽くしていきたい。

市民対象セミナー例企業との共同開発による「葉酸米」
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特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学



共愛学園前橋国際大学

次世代の地域社会を牽引する
グローカルリーダーの養成
KYOAI�GLOCAL�PROJECT

Ⅲ.グローバル化の推進取り組みのテーマ

目的・目標
　今、本学が位置する群馬県を含む多くの地方に、生活・産業・教育等いずれの場面においてもグローバルの波が押し寄せ
ている。まさに、地方こそがグローバル力を持った人材を求めているのであり、それは世界に羽ばたく人材のみならず、地
方創生時代の地域において、地域と世界とを繋げ、地域を牽引することができるリーダーなのであり、本学はそれを次世
代の地域社会を牽引するグローカルリーダーと定義し、その育成を目標に据えている。

概要
　群馬県が誇るグローバル企業サンデンホールディングスや伊勢崎市教育委員会と共に、学生と社会人や子どもたちも
共に学ぶグローバル人材育成のための地域連携スキームを立ち上げ、協働でプログラムを構築した。例えば、同社の海外
現地法人で展開されるミッショングローバル研修では日々のビジネスミッションを英語も通じないアウェイの地でこな
す。また、海外研修サポートインターンは地元中学生の海外研修に同行しサポートする。毎日開講される英語のみのアク
ティブラーニング授業には社会人も参加する。海外での実践的な学びに加え、地域と協働することで改めて地域人アイデ
ンティティを育む仕掛けだ。それら多様なプログラムはGlobal�Career�Training副専攻として正課カリキュラムに位置
づく。もちろん、スカイプで海外講師と1対1で英語を学ぶOne�on�One�Englishや外国語センターにおけるSelf�Study
の義務化、年2回のTOEIC®のプレイスメント活用、中国語インテンシブの設置、多様な留学プログラム、入試への外部試験
活用等、語学力も強化している。一方で、前橋市と一体となって地域人材育成プログラムも展開している。4か月間の長期
インターンシップなどがそれだ。この1）地域連携によるグローバル人材育成、2）地学一体となった地域人材育成に加え、
3）共愛12の力（学修成果指標）とPortfolioとShowcaseによる学修成果可視化を柱とするKYOAI�CAREER�GATEを
三位一体の学修プログラム―KYOAI� GLOCAL� PROJECT―として展開している。もちろん、新校舎KYOAI�
COMMONSを中心に75％の授業にアクティブラーニングを活用することやナンバリング等カリキュラムの国際化もグ
ローカルリーダー育成に不可欠となっている。

成果
　本学はCOC＋（地（知）の拠点大学による創生推進事
業）の拠点大学として若者定着に群馬県や県産業界、県内
外大学と連携して取り組んでいる。実際、本学で育成され
たグローカルリーダーが群馬県の特徴であるものづくり
企業に採用され国際部門で活躍している事例が出てきた。
また、アウェイの
地での厳しいビ
ジネス研修を経
て、在学中に県内
で起業した学生
た ち も 現 れ て�
いる。 ミッショングローバル研修：バンコクの街でミッ

ションをこなすためにインタビューする学生

KYOAI GLOCAL PROJECT

若者定着による地方創生推進

地学一体による
地域人材育成
プログラム

地域連携による
グローバル

人材育成プログラム

学修プログラム

学生

KYOAI CAREER GATE
学修成果可視化

学修質保証

次世代の
地域社会を
牽引する
グローカル
リーダー

コースによる
専門教育

Active learning

学修プログラム
PDCA

群馬県
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千葉工業大学

高い走破性を誇る災害対応ロボットが
福島第一原子力発電所の建屋内で活躍
放射線量・温度測定や塵採集、写真撮影など

Ⅳ.イノベーションの推進取り組みのテーマ

目的・目標
　東日本大震災の津波で破壊され、高レベルの放射能に汚染されて人が立ち入ることのできない東京電力福島第一原子
力発電所の原子炉建屋内で、本学未来ロボット技術研究センター（fuRo）が開発した遠隔操縦の災害対応ロボットが活躍
している。
　2011年3月11日の震災発生以来、東京電力は事故の安定化と廃炉の推進のためにロボット技術を幅広く活用している。
中でも発生から3カ月後に国産ロボットとしては初めて投入された「Quince（クインス）」＝当初1台。その後2台追加＝と
「Rosemary（ローズマリー）」、「Sakura（サクラ）」は、放射線量や温度測定、ダストサンプル採集、写真・動画撮影などの情
報収集に優れた成果を挙げている。
　fuRoが開発したロボットが人に代わって原子炉建屋内で行うこれらの調査の結果は、その後の作業計画に反映され、
被ばくなどの作業リスクの低減に寄与している。また、建屋内高線量エリアでの除染作業や、原子炉格納容器/圧力容器内
などの燃料デブリ取り出しに向けたさまざまな作業において、さらなる活用が期待されている。

概要
　Quince（3台）、Rosemary、Sakuraの計5台はいずれも優れた耐放射線性能、耐熱・耐衝撃性能をもち、遠隔操縦で斜度
45度（Rosemaryは60度以上）の急な階段を昇降し、狭い踊り場でも旋回できる世界一の走破性を誇っている。原子炉建
屋内には各種の災害対応ロボットが投入されているが、5階建ての建屋の最上階（地上からの床面の高さ24m）まで階段
を昇り、無事に降りてこられたのは本学のロボットだけだ。
　Quince1号機の投入以降も、福島原発で作業に当たっている人たちと情報交換しながらロボットの改良・改造を重ねて
きた。また、現地作業員のロボット操縦訓練場の構築、教習マニュアルの作成からオペレーターの養成まで、必要なあらゆ
る技術を開発してきた。

成果
英国財務相も視察、海外からも高い関心
　日本原子力発電㈱の「原子力緊急事態支援センター」
（福井県敦賀市）では現在、Sakuraの運用で得た知見を
ベースにした「原発対応版櫻

サクライチゴウ

壱號」
が稼働している。fuRoからの技術
提供で民間企業が製造した、極限
の環境下で情報収集するための先
行探査型の遠隔操作移動ロボット
である。1年365日、24時間、い
つでも原子力緊急事態に対応する
態勢に組み込まれている。

　また、2016年7月、兄弟機の「櫻
サクライチゴウ

壱號」を使って英
国で老朽化した鉄道施設の保全状況を調べる実験を行い、
同年末には同国のハモンド財務相が最先端ロボットを視
察するため東京スカイツ
リータウン®キャンパス
を訪れるなど、本学が誇
る「人の役に立つ」ロ
ボット技術は海外からも
高く評価されている。

クインスが撮影した建
屋内部の映像

Sakura（サクラ）

千葉県
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特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学



東洋大学

持続可能な開発目標（SDGs）と
国際貢献

Ⅳ.イノベーションの推進取り組みのテーマ

目的・目標
　東洋大学国際共生社会研究センター（以下「センター」）は、2001年度に文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業
であるオープン・リサーチ・センター整備事業のスキームで東洋大学大学院国際地域学研究科に設置され、2008年度まで
8年間にわたって活動を行ってきた。2009年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止していたが、2010年度か
らセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援事業として採択され2014年度まで実施。2015年度
からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させていく活動計画が再採択され、さらに5年間の予
定で新たに始動した。
　センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」の
もと「研究拠点を形成する研究」の観点からアジア諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活
動を行っている。さらに途上国協力においてポストMDGsの新たな指標となる、持続可能な開発目標（SDGs）の実施に向
けた国際貢献のあり方に関する研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動してきたアジ
ア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手
法の開発を目指している。

概要
　センターでは国際協力における研究や実務の成果の情報発信を目的に毎年国際シンポジウムを開催。2015年度は
SDGsをテーマに「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。2016年度は「アフリカにおける開発と環境―技術と社会
の連携を目指した人材育成」をテーマとし、東アフリカを代表するジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケニア共和国）から2名の
学識者を招聘し、ABEイニシアティブやアフリカにおける技術と人材育成についてご講演いただいた。

成果
　これらの活動を通して、ジョモ・ケニヤッタ農工大学
と東洋大学は大学間協定を締結した。これにより現地の
研究拠点の拡大に伴うアフリカ研究の促進、よりよい人
材の発掘が可能になる。
　2017年度本学は130周年を迎え、さらに新学部を開
設する。このグローバル化の時代に、当センターは世界
における研究者や実務者が集う国際開発学会と共同して

国際シンポジウムを開催する予定である。さらに、アジ
ア・アフリカにおける内発的発展や国際貢献の現状に関
する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実
施、研究成果の社会への還元などを構想している。今後
センター関係者一同、一丸となって使命の実現のために
努力していきたい。�
国際共生社会研究センターWEBサイト ≫ 

http://www.toyo.ac.jp/site/orc/

ネパール地震被災地における現地調査 SDGsに関するシンポジウムの様子 東洋大学国際共生社会研究センター刊行書籍

東京都
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静岡産業大学

学生の大化けを導く
地域課題解決型スタディ
地域を巻き込み相互に教え学びあう

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマ

目的・目標
　本学は静岡県磐田市と藤枝市にキャンパスを持つ私立大学である。経営学部と情報学部の2学部を持ち、学生総数は合
わせて約2,000人、規模で言えば小規模に属する。地方で小規模な私立大学が存在する意義は、地域のニーズにしっかり
応える高等教育を行い、地域にとって必要な人材を輩出していくことにつきる。そのことを怠っていては、ますます少子
化が進み大学進学希望者が減少する中で、存在していくことはできない。幸いにして本学は磐田市、藤枝市と公私協力方
式で設立された経緯から、2006年には大学初の「県民大学宣言」を公表し地域社会に貢献する大学像を明確にした。

概要
　本学のディプロマポリシーは「地域社会に貢献する職業人・リーダーの育成」である。偏差値によらない、学生一人一人
の興味と能力を大事に考え、少人数の中で丁寧に指導して本人の能力を大きく伸ばしていく、それを私たちは「大化け教
育」と呼んでいる。これまでは、掛け声だけに終わりそうな状況もあったが、産官学連携を進める中で教育改革の方向が見
えてきた。それは地域の課題解決型スタディである。知識を伝授する講義と組み合わせて、必ずしも一つの答えにはなら
ない現実の課題を考えさせる教育である。本学では、「冠講座（寄付講座）」、「総合研究所」、「総合スポーツクラブ」の3つの
事業を通じて地域と深く結びつき、この3つの事業を通じて学生が色々な授業で地域課題解決型スタディができるよう、
場の設定を行っている。

成果
　地域を巻き込んだこれらの取り組みを通じて、地域と
のWin-Winの関係が見えるようになり、自治体や産業界
から様々な課題解決プロジェクトが持ち込まれている。
これを可能な限り学生の正規科目として立ち上げ、半期
もしくは通期の地域課題解決プロジェクト授業として受
け入れている。幻のお茶を再現し里山を元気にする「百
年番茶づくりプロジェクト」、焼津市の「お土産」新ブ
ランドの開発、ふくろい遠州花火におけるブランディン
グ、掛川市の大学生等Uターン就職に向けた施策の調査

と提案、インバウンド戦略で藤枝市の活性化等々、直近
では全学で20件ほどのプロジェクトを実施した。
　地域課題解決型スタディは、理論と実践どっちが先か
の理屈は後回しにしても、まず学生自らが社会の現場に
出て、実際起きている現象や課題を自分の目で見て聞い
て体験し持ち帰ることに意味がある。グループワーク等
を通じて正解のない問題に取り組むことで、主体的な学
習へと変わり「大化け」が体現される。学生の成長に繋
がる効果に大いに期待している。

プロジェクトを紹介した静岡新聞と『オオバケBOOKS』 学生によるキッズスクールの指導・運営風景

静岡県
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特色ある取り組み

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学



松本大学

運動を通じた、
地域の「健康づくり」への取り組み

Ⅱ.地域社会の振興・活性化取り組みのテーマ

目的・目標
　2002年総合経営学部・総合経営学科の単科で創設された松本大学は、2017年4月の教育学部設立で3学部5学科の体制
となり、大学院健康科学研究科を加えて収容定員1,652名となった。地域貢献をミッションとする地方の小規模大学である。
　2007年4月、人間健康学部は「運動と食を通じた、健康で活力ある地域づくり」を目指して立ち上げられた。特にスポー
ツ健康学科では、市民生活の中で「運動することを日常化」できれば、地域社会の「健康づくり」が推進できると考え、それ
を実践する指導者育成を教育目標とした。また高齢者が元気になれば、医療費削減の道を開くこともできる。

概要
　スポーツ健康学科は設立当初から、「健康づくり」「保健体育及び養護教諭の教員養成」「スポーツ振興」を三つの柱とし
て運営されてきた。今回のテーマである「健康づくり」に関しては、誰もがどこでも簡単に実行可能な『インターバル速歩』
という歩行運動（負荷のかかる速歩の採用が特徴）を広めることで、「血圧」「血糖値」「BMI」「脚筋力」、持久力の指標である
「最大酸素摂取量」等の諸要素を改善できるため、予防医療の視点から取り組もうとしている。健康状態を維持し、寝たき
り状態になることを防止できるので、高齢化が進む社会にあって、元気な高齢者の増加は地域社会の活性化に直接の影響
を与える。結果的には、医療機関を利用する機会が減少するため、医療費の減少にもつながる。もう一つの課題は、こうし
た運動を市民の間で習慣化するために、学生に対する教育活動と関連づけて、地域社会と連携した普及活動を定着させる
ことである。

成果
　「健康づくり」の運動に参加した方と、一般の松本市
民の医療費には約20％の差があることが分かった。こ
うした事情に将来性を感知し、福祉施設、病院やホテル
業界でもビジネスチャンスととらえ、「健康づくり」に
取り組む企業も出てきている。一方、本学学生は、行政、
町内会或いは企業と結びついた「健康づくり」の場を、
実践教育の機会として活用している。広がりという面で
は当初目標を超えた成果と言える。しかし医療費削減と
いう面では、運動への参加者数が年々増加しなければ、

行政の視点では医療費が年々減少しているようには見え
てこない。この頭打ち状態を打破し、参加者をさらに増
やすには、若い層にもターゲットを広げ、「運動の習慣
化」を促すことが重要である。しかし、この層は仕事に
忙しく、時間的な余裕がない。これを乗り越えるのが
「健康経営」の考え方であり、企業自身が「社員の健康
増進が会社の利益になる」と考え方を変えるのが近道で
ある。企業と連携して得られたデータに基づき、「利益」
を見える化することが、今後の研究テーマになってくる。

学生による高齢者対象運動指導風景 『インターバル速歩』時に使用する活動量計と日々のデータ

長野県

医療費の削減と健康産業との連携
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関西大学

3次元ナノ・マイクロ構造の創成と
バイオミメティクス・医療への応用

Ⅳ.イノベーションの推進取り組みのテーマ

目的・目標
　本プロジェクトでは、MEMS技術と3D造形法を組み合わせた新しい3Dナノ・マイクロ構造物の創成法の開発と、それ
を実用化するための研究拠点の形成を目指す。成果の応用分野として、医療（蚊を模倣した無痛針など）、メカトロニクス
（蛸の吸盤を模倣した何でも掴めるロボットグリッパなど）を想定している。

図1　蚊の口器とこれを模倣して3D光造形装置で作製した医療用微細針の電子顕微鏡（SEM）像

（c）小顎およびその先端の拡大図

先端の
拡大図

鋸歯状突起の
拡大図

（d）蚊の口針を模擬したマイクロ針（試作品）

図2　蛸の吸盤の構造とこれを模倣したロボット用真空グリッパ

概要
　生物は進化の過程で最適な形状・動作を獲得しており、これを科学的に模倣することで高い機能が容易に実現できる。
これがバイオミメティクス（生体模倣）である。生体構造は微小構造がボトムアップ的にアセンブリされて成り立ってお
り、その模倣には微細加工技術が必須となる。半導体の微細加工技術をベースとしたMEMS（Micro-Electro-
Mechanical�Systems）加工は、ナノ・マイクロメートルオーダの微細構造の創成が可能であるが、形状を深さ方向に転
写するため2.5次元の構造は作製できるものの、真に3次元の複雑な微細構造を作製することは困難である。生体構造は3
次元構造から成っているため、これを模倣するためにはMEMSと3D造形法（近年話題になっている3Dプリンタの加工原
理）を組み合わせることが有効である。

成果
・蚊を模倣した無痛注射針の開発
　蚊は無痛針の最適のモデルである。極細径の針で皮膚
の痛点を避けるとともに、中央の血を吸う針とその両脇
の鋸歯状の針、合計3本をそれぞれ位相差を持たせて協
調的に振動させながら徐々に皮膚内に挿入することで、
皮膚への侵襲を最小限に留めている。これを模倣して、
蚊の口器を忠実に再現したエポキシ製の針の作製に既に
成功している（図1）。この作製には超高精度3D光造形
装置を用いている。この作製法は時間がかかるため母型
の作製に用い、母型を転写することで大量生産可能なプ
ラスチック・金属製の形状を作製することが可能となる。
本プロジェクトでは、この転写法も含めて、総合的な3
次元ナノ・マイクロ加工法の確立を目指す。

・蛸を模倣したロボットハンドの開発
　蛸の足の先には多数の吸盤があり、これで任意の物体
を把持することができる。これを模倣して、対象物の形
状、大きさ、重量、姿勢の変化に対応できるロボットハ
ンド（グリッパ）をMEMS製造装置群を用いて開発中で
ある（図2）。蛸の強力な吸着力は、吸盤の微細構造にあ
る。具体的には吸盤の中にさらに微細な突起や吸盤があ
りこれらが表面積を大きくしている、と言われている。
本プロジェクトではこのメカニズムを理論的に解明し、
MEMS加工、3D光造形、ナノインプリント等を用いた
吸盤の微細構造の作製法を開拓する。

φ40μm

上唇

小顎

小顎

ギザギザの
部分

冶具
フィルタ

エラストマ
粒子
ジャミング転移効果
によって物体表面に
ならう
微細構造
MEMS加工、ナ
ノインプリン
ト、3Dプ リ ン
タなどにより
作製する

吸盤
真空吸着による
把持ができるの
でグリッパより
も大きな物体も
把持可能

大顎

下唇

上唇

小顎

咽頭

拡大

（b）蚊の口針全体の模式図（a）上唇と2本の小顎

大阪府

真空排気

100μm
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溝

マイクロ吸盤
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関西学院大学

パイスター分子制御による
未来型物質変換研究

Ⅳ.イノベーションの推進取り組みのテーマ

目的・目標
　地球環境問題が顕在化している現代社会では、有限な化石燃料を用いた熱エネルギーや電気エネルギーによる“熱的”な
分子活性化に依存した物質生産に代わり、すべての合成反応が常温・常圧で起こるような新たな分子活性化に基づく究極
の合成プロセスの開拓が必要である。本研究では、太陽光を中心とする“光”活性化に基づいてパイスター分子を適切に発
生させ、これを分子構造構築の切り札とする未来型の分子変換手法の開発を目指している。

概要
　物質生産における合成プロセスの現状は熱エネルギーや電気エネルギーに大きく依存している。一般的に熱反応は、分
子の振動・回転・並進の活性化によって高反応性中間体を生成させ、それに内在する化学エネルギーを様々な反応様式に
よる物質変換に利用している。しかし、近い将来の化石燃料の価格の高騰や資源の枯渇を考慮すれば、これからの物質生
産に求められるのは、各工程の基本的な反応が最小限のエネルギーで推進できるような新しい合成プロセスの創案とそ
の実践である。本研究では、新たな分子活性化として光エネルギーに着目し、これを利用した物質変換研究を多面的に展
開している。光エネルギーによる分子活性化は、エネルギー準位の低い軌道にある電子をエネルギー準位の高い空軌道に
励起することである。通常、有機分子の最低空軌道はパイスター軌
道であるため、光活性化によるパイスター軌道への電子励起に
伴って生じるパイスター分子を精密に制御できれば、これを構成
ユニットとする幅広い物質生産への利用が可能となる。特に、パイ
スター分子の生成には熱エネルギーは不要であること、また、熱的
に不安定な高エネルギー分子を直接構築できることから、化学エ
ネルギーを分子内にひずみエネルギーの形で“貯蔵”することがで
きる。この「化学エネルギーの貯蔵」と光触媒を電子メディエー
ターとする「化学エネルギーの伝搬」を巧みに利用し、分子構造の
多様性を格段に産み出す合成プロセスの開拓が、本研究拠点の目
指す光エネルギーに真骨頂の未来型の物質変換である。

成果
　光エネルギーと光触媒に特徴的な分子活性化法に基づ
いて、熱的プロセスにはない独創的な分子変換法が編み
出されることが期待される。また、多様な物質群の新物
性・新機能開拓に基づく材料創成研究により、電気的・
光学的に優れた機能性材料創成への展開が拓ける。本研
究は、研究開始からまだ日が浅いが、有機光触媒と可視
光の組み合わせによるパイスター分子の効率的発生を鍵
とした高温を要しない新しいタイプの芳香環連結反応の
開発（右図：実際の反応の様子）、など画期的な成果が
着実に得られている。 可視光照射なしの条件 可視光照射の条件：反応の加速

光活性化によるパイスター分子の効率的生成と未来型物質変換

兵庫県
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松山東雲女子大学

学修の自己管理体制づくりと
eポートフォリオ

目的・目標
　eポートフォリオは、多くの大学にとって決して新しいものではない。しかし、地方の小規模大学にとっては、実施した
くともなかなか実現の難しいシステムである。
　本学での導入の目的は、4年間の学びを可視化し、学びの道筋を明確化して学修の自己管理体制をつくること、そして、
学習履歴の蓄積をもとに、学生自身が次学期に向けて目標を設定し、将来の人生設計を考えるようにすること、その実現
のためである。デジタル世代の学生たちにとっては、スマートフォンからも書き込める本システムは、「学生による学生の
ための、学びと成長過程の記録」ツールとして有効である。導入にあたっての主たる目標は、学びの道筋を教員・学生が共
に確認することを通して、学びのプロセスを保証し、学生の質の保証につなげるシステムの構築を目指すことである。

概要
　2014年度の文部科学省「私立大学等改革総合支援事業」に採択されたことにより、本学の状況に合わせたeポートフォ
リオシステムの開発に着手することができた。翌2015年度より導入し、2016年度入学の1年生は、必修科目「学びの基礎
Ⅰ・Ⅱ」の中で、各自入力させている。2年生以上の学生にも周知し、書き込みを継続して行うよう指導している。あわせて
教員対象の説明会も実施し、教員サイドの支援体制作りも進めている。
　学生は、半期ごとの学期末の成績通知時に、各授業での成績や学習状況を振り返り、次学期の目標を書き込む。この作業
を学期ごとに繰り返し、PDCAサイクルに基づく自己管理を行う。書き込む内容は、学生生活での目標達成状況、課外活動
への参加、自己評価等である。教職員による具体的支援としては、それをゼミ教員や授業担当教員、学内関係部署の職員が
閲覧できるようにし、学習の理解が深まるよう、また学生生活の充実や将来設計について考えられるよう、アドバイスや
励ましなどの書き込みを行っている。各自が将来の目的に合わせて的確な履修計画を立てていくためにも、学生自身によ
る振り返りと個々人の学びに合わせた教職員の指導体制の構築を進めているところである。

成果
　学生からは、「ゼミ担当の先生のコメントが役に立っ
た」「前の学期の授業の反省ができ、次学期に向けてや
る気が出た」という声がある。
　本学のような小規模校ならではの、「ひとりひとりに
寄り添った教育」の実現には、日常の触れ合いに加えて、
互いの顔や考え方が見える学習支援ツールとして、eポー
トフォリオは有効である。何のために何を学ぶか、教職
員と共に考えることができる。本システム導入後2年目
の現在、完全実施にはまだ至っていないが、4年間の集
大成としてのeポートフォリオが、学生にとって生涯の
宝物となるよう、さらなるバージョンアップと体制づく
りを目指していく予定である。

学期が始まる前に、次の学期
の目標を計画。より高い目標
設定をおこなう。

次の学期に向けて改
善ポイントや方向性
を考える。アドバイ
ザーの先生もしっか
りサポート。

学期末に成績を確認。半期、一年
毎に歩みと成果を振り返り自己評
価。先生からのコメントも参考に。

授業を履修し、学習
活動をおこなう。目
標に沿って、課外活
動、ボランティアな
どにも力を入れる。

1 年生の入学直後に、
自分の将来の夢や目
標を立てる。

e ポートフォリオを活用した学びの PDCA

Plan

Action
（改善）

Check
（評価）

Do
（実行）

Plan
（計画）

愛媛県

Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマ
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広島女学院大学

ピース＆リーダーシップ　サマーセミナーと
国際交流の一環としての平和学習

目的・目標
　本学では、2011年から3年連続で「ピース＆リーダーシップセミナー」を開催した。広く世界から高い問題意識を持っ
た女性の大学生が平和について学び議論を交わし、より平和な世界を築くためのリーダーシップを養成するという目的
のもと、考えに賛同した公益法人ウェスレー財団が財政的支援を申し出、実現したのである。

概要
　このセミナーの大きな特徴は、広島における被爆の実相を学ぶことを基調にすることはもちろんであるが、①多角的な
視点から次世代を担う世界の若者に平和への行動を起こす動機づけをすること　②参加者の出身国が多彩さ（アジア各
国に加え、中東、アフリカなど）　③プログラムの進行はすべて英語で行われること　であった。
　被爆の実相を学ぶとともに、アジアを中心に参加した彼女らにはもう一つのテーマがあった。それは「平和」とは何か、
である。参加者によるプレゼンテーションにおいてそれは問題提起され、全員で共有される。女性が満足に教育を受けら
れない国、子どもが誘拐され人身売買が横行する国、社会的不正義がビルトインされている国…。彼女らは改めて「平和」
の多義性を知った。

成果
　一週間という凝縮された時間の中で議論は広がりと深
まりを見せた。「反核」「核廃絶」は平和問題を考える上
で起点の一つであるが、それは終着点ではない。核のな
い世界への実現までの気の遠くなるようなはるかな道の
りの傍らで、さまざまな形で理不尽な状況が目の前で繰
り広げられている現実がある。そのような事実を知り、
それに向き合い、未来に向かってその現実を変えていく
力を持った人材として育つ。そしてこのセミナーの参加
者が帰国後もさらに成長し、ここで得られた人的ネット
ワークを活用しつつ、いつの日かそれぞれが所属する社
会を少しでも変える力になる―そんな確信が持てるセミ
ナーであった。

　残念ながら当該セミナーは諸事情により現在中断して
いるが、本学の海外提携校の学生を招いて実施するピー

スセミナーは2001年より連綿と続いている。隔年でア
メリカのセント・エリザベス大学（ニュージャージー州）、
ボーリング・グリーン州立大学（オハイオ州）と交互に
迎え、合同のピースセミナーを開催している。昨年は前
者にフィリピンの姉妹校アサンプション・カレッジから
も参加があり、新たな視点での議論や平和に関する思い
の共有ができた。参加した同校学生たちは帰国後、学内
でセミナーの成果をもとにワークショップを開催し、好
評を得たと聞いている。

被爆地以外の視点でも
「広島」について解説

白熱する議論を真剣に
受け止める参加者たち

浴衣を着せてもらって
みんな大興奮！

広島県

Ⅲ.グローバル化の推進取り組みのテーマ
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福岡大学

共創チャレンジセミナー
Ⅱ.地域社会の振興・活性化

目的・目標
　福岡大学は向こう10年の長期ビジョン「福岡大学ビジョン2014-2023」を策定し、4つの重点項目の1つに、「福岡を中
心とする地域の活性化と発展の促進」を位置づけている。これに先駆け、2014年3月に福岡大学と福岡市は相互の知的・
人的・物的資源の交流・連携を図り、地域社会の発展と人材育成に貢献していくため、包括連携協定を締結した。福岡大学
と福岡市の包括連携協定を踏まえて、福岡大学と城南区役所との連携事業の一環として、学生の福岡市の未来について関
心を高めるとともに、今後の地域活動につなげていくことを目的としている。

概要
　福岡大学と城南区役所との連携事業の一環として、2016年12月6日（火）に福岡大学ヘリオスプラザ2階地域交流サロ
ンにて、（公財）福岡アジア都市研究所（URC）の協力を得て共創チャレンジセミナーが開催された。内容は、ゲームやICT
などの情報コンテンツやデバイスを地域活性化やまちおこしにどう活用していくかという内容で、福岡大学の学生25名、
教職員5名で合計30名がセミナーに参加した。年代別では、10代～20代が25名、30代～40代が5名であった。なお、今回
の共創チャレンジセミナーは、福岡大学の学生を対象に学生が福岡市の活性化、まちおこしに関心を持ってもらい、地域
と連携して今後の地域活動につなげていくことを目的としていたため、今回は学外の参加者を予定していなかった。

成果
　共創チャレンジセミナー終了後、参加者にアンケート
を記入してもらった。テーマについて、「関心があった」
が11名、「少しあった」が13名、「あまりなかった」が
6名であった。共創チャレンジセミナーの内容について、
「よかった」と回答した人数は22名、「まあよかった」
と回答した人数は4名、「普通」と回答した人数は4名で
あった。セミナーの理解度について、「理解できた」が

18名、「少し難しかった」が12名であった。今後聞いて
みたいと思う関心のあるテーマについて、「福岡市の成
長戦略」が14名、「データから見た福岡市」が11名、
「福岡市の国際化戦略」が9名、「地域コミュニティ関係」
が8名、「区役所の取組み」が7名、「福岡市の福祉政策」
が4名、「スタートアップ」が4名、「今回のセミナーの
発展的内容」が1名という回答であった。

共創チャレンジセミ
ナーの様子

セミナー後、質問をす
る参加者

福岡県

取り組みのテーマ
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崇城大学

英語学習施設SILCの取り組み

目的・目標
　文部科学省の「学士課程教育の構築に向けて」（平成20年12月中央教育審議会答申）を受けて本学では教育改革に積極
的に取り組んできた。その一つとして英語教育において英語教授法の資格を持っている外国人教員による、全学生を対象
とした「コミュニケーション型の英語教育」への大転換を行い下記の目標を設定した。
①国際社会で活躍出来る人材を育成するため、実践的な英語教育を導入する。
②��全学部1、2年生の英語基礎能力を定着させ、将来大学院や社会に進んだ時に国際学会等でコミュニケーション、ディス
カッションができる科学者、技術者を育成する。
③多くの学生が英語に興味を持ち、英語が好きになり、英語の基礎能力を向上させる。

概要
　上記の目標を達成するため2010年4月に英語学習施設SILC（SOJO�International�Learning�Center）を設置した。
全学部全学科で英語を必修化し、週2回少人数クラスで開講。外国人教員による日本語を使わない授業形態で学生中心の
アクティブラーニングを行っている。また、オンラインを使った独自の自律型学習システムを開発しているので、学生は
場所を問わずアクセスでき、英語のスキル向上ができる。
　さらに学生の英語の自律学修を促すための支援センターSALC�（Self-Access�Learning�Center）を併設している。こ
こでは3人のラーニングアドバイザーの助言やカウンセリングにより、学生が自ら学習計画を立て、その達成度を評価す
る過程を通して、学習者としての自分を振り返り、自律した学習者に育てることを目標としている。
　またラーニングコモンズとしても機能しており、カンバセーションラウンジ、グループアクセスエリア、コンピュータ
アクセスエリア、スピーキングセンター、ライティングセンター等、「聞く、読む、書く、話す」等のスキルを修得するための
様々な学修環境を提供している。

成果
　SILCの英語教育を受けた学生から、「海外にいるかの
ようで、使える英語を学びたい学生にとっては、最高の
環境」、「英語への苦手意識がなくなった」といった声が
寄せられている。
　このような英語教育を通して、学生の海外への関心も
高まり毎年多くの学生が海外渡航をしている。2015年度

の海外研修参加者は150名を超えて、2016年度も熊本地
震があったにもかかわらず100名を超える予測である。
　また、クラブ活動の一環である国際交流サークルが企
画する様々なイベントを通し、外国人留学生と日本人学
生との交流が活発に行われており、学内のグローバル化
が進んでいる。

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2011年度前期 2012年度前期 2013年度前期 2014年度前期 2015年度前期 2016年度前期

（人）
●SALC 学生利用人数推移

熊本地震で
建物移転等
による減少

Borrowing SALC 2F Conversation Lounge Speaking Center Writing Center Advising

1,177
2,020
1,378

2,719

2,388
1,258

2,997

5,060

1,398

40
150

53
7,200

4,818 20

73
6,731 64

258

729,849

261

45

273
2,877 3,288

6,418

1,532

2,580

2,829
1,477

4,875

1,060 86 303

66

63

207

78

29

9,204

11,670

SILCスタッフ

熊本県

Ⅲ.グローバル化の推進取り組みのテーマ

18



Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学

東北エリア

北海道エリア

東北公益文科大学

企業等での実習体験を通したスキルを獲得す
る ｢社長インターンシップ」、地域や社会の
諸課題について解決策を検討するプロジェク
ト型応用演習、企業等から提示された課題に
取り組む競争型課題解決演習を実践している。

スキル獲得のための
「社長インターンシップ」の実践

仙台大学

学科演習として、数あるスポーツの部活動
と連携し、選手（学生）の栄養指導や各競
技の情報戦略立案を授業として行う。『仙台
大学の専門教養演習』という科目も部活ご
とに受講する。

スポーツの部活動と連携した
学科演習

東北文教大学

教職実践センターでは、校長経験者がスタッ
フとして常駐し、年間250回の勉強会で授
業法や面接指導が行われる。教育ボランティ
ア、僻地小規模校、都市部大規模校実習な
どを行い教育現場で経験を積む。

教職実践センター教員の１対１の
きめ細かい対策指導

東北学院大学

課題解決能力を持った地域人材育成及び産
業活性化を目指し、地域連携や復興にかか
る喫緊の課題を教育・研究に直結させ、解
決につなげる全学的な一貫体制（地域共生
教育）を構築し、実践している。

地域共生教育による持続的な
『ひと』づくり『まち』づくり

千歳科学技術大学

独自開発したeラーニングシステムを用い
て道内60校近くの高校と協定を締結。コン
テンツは教員同士が協力して開発する。

eラーニングを介した道内高校と
高大接続

北海道薬科大学

初年次教育として、ケースメソッドを用い
た課題解決型学習やアクティブラーニング
手法の一つ「ジクソー法」を行う。

ジクソー法とふり返りによる
能動的学習法

旭川大学

市内で生まれた子どもに、旭川に関係のあ
るデザイナーや職人が、木材でつくった椅
子を贈る、大学から生まれた取り組みで、
全国に広がりつつある。

君の椅子プロジェクト

北海学園大学

時代のなかに取り残される団地、しかし、
そこには多世代共生の未来がある！UR都市
機構との協定を基礎に、本学に集う様々な
専門分野の教員と学生、および団地に住ま
う「現場の専門家」の共同プロジェクト。

住民・UR・大学が本気でタッグ
を組む団地再生

東北芸術工科大学

山形市中心市街地で2年に1回開催する、現代
芸術の祝祭「みちのおくの芸術祭�山形ビエン
ナーレ」を主催。2016年秋は、45組のアー
ティストがアート・音楽・文学・ファッショ
ン・料理など多彩なプログラムを展開した。

「東北学」を探求、美術をテーマ
に地域振興

盛岡大学

1,000人収容のホールで、教育委員会委員
や現役講師を迎えて学生が模擬授業や教育
劇を行い、優秀賞を決定する。教員として
の実践力が養成される。

授業コンテスト・テーマ劇コンテ
スト

石巻専修大学

研究と教育の高度化や復興を担う人材の育成
を目指す「復興共生プロジェクト」を機動的
に展開。被災地域の防災と復興に関する事業
（シンポジウム、被災者支援、産業支援、防
災・復興関連研究など）を実施している。

復興共生プロジェクト推進の
ためのセンター的機能整備事業

東北福祉大学

特別養護老人施設、特別養護老人ホーム、
グループホーム、ショートステイ、デイサー
ビス、訪問介護など様々な事業を行う複合
体施設を開設。それぞれ地域のコミュニティ
センターとしての役割も果たしている。

特別養護老人施設をはじめ様々な
福祉施設を開設

弘前学院大学

教職員のほか、地元企業社長、医師、芸術
家等を招き講演してもらう「ヒロガク教養
講話」では、各分野の最先端の課題を解説
され、学生の心に火をつける。

地域の多彩な人材が講師となる
「ヒロガク教養講話」
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関東エリア

八戸工業大学

東日本大震災後、防災対策の検討や復興計
画の策定などを行い、地震・津波対策、港
湾プラン、火災防止、復旧復興経済活動、
原子力安全工学、放射線防護、被災心理ケ
アなど、地域に根ざした多面的な検討を行う。

防災技術社会システム研究セン
ター設立で被災地域協力

明治学院大学

グループワークによる ｢参加型授業」によ
り、ボランティア、NPO、NGOの環境、
福祉、教育、まちづくりにかかる運営の基
礎的理論を学び、学生自らによる課題発見、
解決を目指したNPO設立に挑戦している。

学生自身による課題の発見、解決
を目指したNPO設立への挑戦

千葉商科大学

学生たちに起業のチャンスを提供するため、
学内食堂スペース3店舗で、飲食店を出店・
経営する学生ベンチャーを募り、実際に学
生が営業している。

学内食堂スペースで学生ベン
チャーが営業

多摩大学

学長の教育方針が反映され、教員と学生が
共同研究する「インターゼミ」をはじめ、
３種類のゼミ活動（アクティブラーニング）
で学生を育成する。

学長の教育方針が反映された
ゼミ等

青森中央学院大学

地域・企業との連携による課題解決・参加
型プログラムなどの実践力を育成する教育
を徹底するとともに、地域連携に留学生を
参加させるなど地元の国際化への貢献や国
際交流を推進する。

留学生を活用したグローバル意識
の醸成と地域活性化

いわき明星大学、東日本国際大学

外国人留学生が、福島県いわき市の「現在」
を各々の視点で取材し発信する多言語ウェ
ブサイト「GLOBAL�NETWORK」の共同
運営などを行う。

福島の「今」を発信する多言語サイト
「GLOBAL�NETWORK」を運営

産業能率大学

上級生によるSA（スチューデント・アシス
タント）がサポートし、独自教材のもと、
グループワークやペアワーク、プロジェク
ト型学習を多用したアクティブラーニング
授業を行う。

ジェネリックスキル習得目指す
初年次ゼミ

明星大学

7学部11学科からなる多様な学生たちが入
り混じり、30名程度の少人数クラスでアク
ティブ・ラーニングに取り組む初年次教育
を行う。

1学年（2,000人）が必修の
アクティブ・ラーニング

聖路加国際大学

看護分野における新しい要請に応え、「教育」
と「臨床」を担当する新しい専門職CNE
（臨床の場と教育の橋渡しを担う看護師）の
養成を大学院で行う。

時代の要請に応じたCNEの養成

共栄大学

実際に結婚式・披露宴を産学連携で学生が
半年の準備を経てプロデュースする。その
中でコミュニケーションスキルやホスピタ
リティスキルといった「社会学力」が磨か
れる。

実際に結婚式をプロデュースする
科目「ワールドラン」

法政大学

専従職員とともに学生アシスタント・教員ス
タッフ・職員スタッフを配し、学生のピアサ
ポート、学生と教職員の協働により、学習モ
チベーションを高め、自然と学習行動につな
がる「学習ステーション」を設置している。

「単位の実質化」を目的とした
学習ステーションの設置

高崎商科大学

提携高校の生徒が地域社会で活躍する職業
会計人（公認会計士など）を目指して、大
学の提供する教育環境の中で学ぶプロジェ
クト。

商業科高校生のための高大連携
「Haul-A」プロジェクト

共立女子大学

授業で学んだ教養と技術を全学部・学科横断
授業において実践に結びつけた｢総合表現ワー
クショップ」の実施により、技術、社会に通
用する総合的コミュニケーション能力の獲得
を目指した演劇作品を創作、上演している。

アクティブラーニング授業による
演劇作品の創作、上演

昭和女子大学

女性のニーズに即応し、生涯にわたるキャ
リアを継続的に応援するとの趣旨のもと、
企業でキャリアアップを目指す女性、起業
家を目指す女性の活躍を応援する「キャリ
アカレッジ」を開設している。

女性起業家の支援プログラム等の
開講

津田塾大学

学年・学科を問わず、英語の専門家から、
無料で直接発音指導を受けることができる
30～40分のミニ講座 ｢発音クリニック」
の開講や607タイトル2,100冊の原書の中
から選ぶ多読の授業を実践している。

英語の発音をブラッシュアップ
「発音クリニック」の開講
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聖学院大学

高齢化が進み自治会活動の担い手が不足す
るなど、コミュニティ活動の維持、継続に
支障が出てきている団地に学生が入居し、
既入居者との支え合いの関係を築き、コミュ
ニティの活性化を図っている。

共助による高齢化団地活性化
モデル事業

田園調布学園大学

「ミニたまゆり」は、子供向け就業体験イベ
ントであり、当日は川崎市長が視察に来た
り、2,000人の集客がある。

子供向け就業イベント
「ミニたまゆり」

東洋学園大学

東京オリンピック開催に向け観光業を支える
人材育成を目的に「観光ビジネスコース」を
開講。旅行・宿泊･ガイド業務の資格習得や
外国人観光客に対応する英語力等、即戦力を
身につけることで社会人の再就職につなげる。

離職者等再就職訓練「実践的人材
育成コース」

亜細亜大学

海外からの留学生等の意見に基づき多言語
ホームページを作成。留学生のニーズに沿っ
た情報発信を可能とした。大学案内やシラ
バスの科目概要を英語化することにより、
教育内容を海外へ情報発信している。

多言語ホームページや
英語のシラバスの作成

共愛学園前橋国際大学

地域連携・協働による「Gunma�Global��
Project�Work」や「Global�Career�Training
副専攻」など、学生、地域の社会人、児童・
生徒も参画する人材育成プログラムを中心
に、教育や運営のグローバル化を推進する。

次世代の地域社会を牽引する
グローカルリーダーの育成

文教大学

寒川町と包括協定を締結し、学生がフィー
ルドワークや町役場職員とのディスカッ
ション等を行い、町課題の解決に向けた政
策提案を実施。あわせて、移住促進を目的
としたプロモーションビデオを作成した。

さむかわ地方創生プロジェクト

東京経済大学

大学院コミュニケーション学研究科において入学時
に満52歳以上の人を対象とした博士課程入試を
2017年4月から開始する。修士課程で社会人コース
を設ける大学が増えているが、正規の博士課程でシ
ニア向けに特化した入試を行うのは、全国で初の試み。

日本初！シニア向け
大学院博士課程入試を開始

東京農業大学

津波・放射能汚染被害地域の農林業の復旧・
復興支援。土壌復元と営農再開（そうま復
興米の生産）、森林再生に向けた除染活動を
通じて、新たな農業創造に向けた支援活動
等を行っている。

東日本支援プロジェクト
（福島県相馬市他）

女子栄養大学

坂戸市の栄養運動指導で医療介護費の抑制
を始め、大学周辺の坂戸市民の健康づくり
に応用し、年間約10億円に及ぶ医療介護費
削減の成果がでている。

先進的な栄養学による坂戸市民の
健康づくり

東京女子大学

女性の生涯にわたるキャリア構築、共生社
会の担い手の育成をめざし、女性の生き方
を示唆する講演会、女性起業家育成講座、
連続シンポジウム、高等学校教員等を対象
としたセミナー等を開催している。

エンパワーメント・センターに
よる講演会・シンポジウム

日本女子大学

生涯にわたって女性のキャリア形成ができ
るセカンドチャンス社会の形成をめざし、
女性の再就職のためのプログラムを開発し
ている。合わせて、さまざまなシンポジウ
ムや公開講演会を開催している。

現代女性キャリア研究所による
女性のキャリア形成支援

聖心女子大学

学生が支援を通じて被災地を理解し、次世
代を担う若者として震災に向き合い何がで
きるのかを考える契機とすべく、現地NPO
法人との協働による「みちくさルーム」で
被災児童への教育復興支援を行っている。

東日本大震災復興支援
（陸前高田市子ども支援活動）

立正大学

学生の主体性向上、基礎学力の定着、教育の
効率化並びに教員指導能力の向上を目標とし
て、タブレットや予習用動画を活用した双方
向授業の展開、バーチャル教材とリアル教材
の併用により、知的好奇心を喚起している。

バーチャル教材とリアル教材を
併用した知的好奇心の喚起

青山学院大学

塩竈市（宮城県）の復興に向けた地域文化・
福祉・産業等の活性化のため協定を締結し、
東日本大震災以降、学生ボランティア活動
（教育支援、保育支援、復興スタディ、イベ
ント補助、PR等）を継続して行っている。

「青山学院ボランティア・ステー
ション」によるボランティア活動

作新学院大学

2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク及び2022年栃木国体の開催に向けて、
栃木の地からスポーツ振興と地域活性化の
好循環を創出することを目指した取り組み
が行われている。

プロスポーツ振興、「栃木モデル」
構築

神田外語大学　他

「東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」などの各種国際イベントに向けて、全
国の7つの外国語大学は、共に外国語大学
であることの専門性を活かした通訳ボラン
ティアとしての人材育成を行っている。

オリンピック・パラリンピックに向け
外大連合で通訳ボランティア養成

立教大学

海外の大学生と同レベルの ｢英語で」の勉強
を可能にすべく、2年次後期から専門科目の
ほとんどを英語で学び、3年次以降は留学生
と授業を履修する「バイリンガル・ビジネス・
リーダー・プログラム」を実施している。

英語で国際経営学の専門科目を
履修可能にする能力育成

相模女子大学

予め目標を設定し、全国での地域協働活動
やプロジェクト活動、インターンシップで
実践する課外活動プログラムを行っている。

課外活動プログラム「マーガレッ
トスタディ」
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国立音楽大学

アジア地域の6音楽大学・音楽院が参加し
てシンポジウムと記念コンサートを実施す
る。また、音楽系文献や楽譜の保存・修復
技術は世界的に有名で、各国から視察や研
修に訪れる。

アジア音楽大学学長会議2016を
開催

国際基督教大学

「英語で書く能力」にも重きを置き、1年次
から育成に取り組む。その集大成として、
Research�Writing（論文作成）科目を履
修し、卒業論文を英語で執筆する力を身に
つける。

英語によるアカデミック
ライティング力の向上

成城大学

1）語学検定試験対策や留学時に必要な基礎
技能、2）プレゼン・ディスカッションスキ
ル、3）留学先の政治・経済・文化・風土、
4）母国に関する知識、等について、留学生
と共に英語で学ぶ授業等を展開している。

各学部の特色を生かした
語学プログラムと国際交流科目

中央大学

日本で学びたい外国の学生や日本を外国に紹
介したい学生等のために、「日本」のさまざ
まな側面について英語と日本語で紹介。また、
日本法、日本史、国文学科目は、外国語で教
えるための教材開発に取り組んでいる。

グローバル・パーソン育成のための
Wiki�for�Studying�in�Japan

武蔵大学

武蔵大学の教員による英語でのロンドン大
学の国際プログラムに基づく講義が、武蔵
大学の講義としても認められる。日本にい
ながらにして4年と約1ヶ月で両大学の学位
が取得できる。

日本の大学初、ロンドン大学と
パラレル・ディグリー・プログラム

工学院大学

『まず海を渡る！』ことを最優先にする。必
要最低限の科目は教員を現地へ派遣して日
本語で実施し、それ以外の英語の授業や生
活は全て英語で過ごすというハイブリッド
環境による留学制度である。

「ハイブリッド留学」プログラム
を実施

上智大学

公益財団法人日本英語検定協会と共同で開
発。「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技
能の充実によるコミュニケーションを重視
した「使える」英語の習得を目指した試験
を行っている。

「使える」英語の習得を目指す
TEAP利用型入試

創価大学

徹底した英語教育を学部横断型で実施。海外
研修は給付奨学金により全員が参加できる。
教員1人当たり5～10名の少人数体制を組ん
で、週に一度の集まりや個別相談・指導等を
通して、学生生活を全力でサポートしている。

国際社会で活躍を目指すグローバル・
シティズンシップ・プログラム

獨協大学

草加市民が国際理解を深めるため、参加・体
験型イベントとして開始。第1回開催時から
大学を会場として提供。学生や外国人学生等
の協力も得ており、イベントを通じてキャン
パスの国際化と地域貢献を促進している。

草加市主催の国際交流フェスティバル
共催による国際化と地域貢献

武蔵野美術大学

美術・デザインにおけるグローバル化とは
何かを考え、海外で活躍する諸先輩とのディ
スカッションやプレゼンテーション、海外
からの訪問教授を招聘し、グローバル教育
を実施している。

美術・デザイン分野のグローバル
人材養成

國學院大學

日本文化を世界に発信できる知識と技能を
身につけるべく実施。指定の副専攻科を修
了し、国際標準の語学力、海外留学、国際
交流の領域で、一定のポイントを獲得した
学生には、プログラム修了証を交付する。

グローバル・チャレンジ・
プログラム

成蹊大学

やさしい英語で書かれた絵本などから始め
て、自分のペースで楽しみながら読み進め
ていく。ネイティブスピーカーが使う口語
表現など、知らず知らず自然な英語が身に
ついていく。

全国初の多読専用教室
「多読教育プログラム」

拓殖大学

日本語教育が盛んな中国やタイ、ベトナム
などにおける高校、大学の現地日本語教師
を対象に、日本語教授法についての講習会
やセミナーを実施して、日本語教育の普及
と推進に務めている。

タイ・ベトナムで海外日本語
セミナー（日本語教授法プログラム）

文化学園大学

「Fashionista」（海外のファッションサイ
ト）のランキングは、学生の満足度や関係
者からの話や授業内容などを考慮し、ファッ
ション業界人等による判定の結果、高く評
価されている。

世界のファッションスクール
ランキングで3位

明治大学

職員を海外に派遣し、現地で先端的な取り
組みを学ぶ研修を実施。現地でのプログラ
ムはすべて英語。帰国後は、大学の経営陣
（理事長、理事）らに、研修成果の報告と大
学の運営に関する提言を行う。

大学職員も国際化へ！
海外での留学・就労体験型研修

十文字学園女子大学

栄養学の教員が、ベトナムのハノイ医学大
学に日本の栄養学教育制度・専門人材育成
スキームを「輸出」した。

日本の栄養学教育をベトナムに
「輸出」

恵泉女学園大学

約5ヶ月にわたってタイに滞在し、タイ国立
チェンマイ大学で学んだのち現地のNGOや
農山村などで体験学習をする長期フィールド
スタディと、設定された国へ1～2週間程度
行く短期フィールドスタディを行っている。

自分の足と目、心を使って体験する
「フィールドスタディ」

城西国際大学

千葉東金キャンパスにある当寮は、隣接する高
円宮殿下記念スポーツパークに建設され、国際
交流活動に尽力した高円宮殿下のご功績を称え
た高円宮殿下記念ギャラリーなど、学生や地域
との交流活動に資する施設を設置している。

国際学生寮「JOSAI� I-HOUSE�
グローバル・ヴィレッジ」を開設
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Ⅰ.教育の質的転換取り組みのテーマについて： Ⅱ.地域社会の振興・活性化 Ⅲ.グローバル化の推進 Ⅳ.イノベーションの推進 女子大学

立教大学

ESD研究を発展させ、またどの地域でもカ
スタマイズ可能なESD地域創生プログラム
を提示し、活用を促すことで、国際的に活
躍できるグローカル人材の育成に寄与し、
地域におけるESD推進の基盤を形成する。

ESD（持続可能な開発のための教育）
地域創生拠点の形成に関する研究

東洋大学

「持続可能な開発目標」の実施に向けた国際
貢献のあり方に関する研究と実践とを行い、
グローバル化時代に即した内発的発展を社
会インフラの充実を通して実現する普遍的
手法を開発する。

アジア・アフリカにおける
国際貢献手法の開発

早稲田大学

身体活動不足解消方策を総合的に研究し、
その成果を健康スポーツ関連の施策や指針
へ反映させ、「身体活動不足対策」を、限ら
れた社会資源の中で効果的・効率的に推進
する。

身体活動不足解消を具現化する
健康スポーツ科学研究の基盤形成

日本大学

既存の治療法では効果が少ない難治例の病
態解明のために、臨床検体を基に臨床医、
免疫・アレルギー学者と生物学者が連携し
研究拠点を形成し、難治性免疫・アレルギー
疾患の予防と治療に資する研究を行う。

難治性免疫・アレルギー疾患の
病態の解明と新規治療法の開発

順天堂大学、東京理科大学、
明治薬科大学、立教大学　他

医科系大学と非医科系大学とをICTと循環
型人材交流で結び、臨床・研究・教育に一
気に風穴をあける医療維新を引き起こし、
地域から世界まで更に基礎から臨床まで俯
瞰するがん研究者・医療人を養成する。

ICTと人で繋ぐがん医療維新プラン

慶應義塾大学　他

各診療科の専門分野にとらわれることなく
内視鏡手術を実施することができ、かつ国
際的に活躍できるグローバルな視野を持っ
た内視鏡手術エキスパートを育成する。

領域横断的内視鏡手術
エキスパート育成事業

慶應義塾大学

人間のダイナミックなシステムを包括的・統
合的に理解してコミュニケーション行動の
「困難さ・つまずき」の原因となる心的、神
経的システムを明らかにし、それを埋める
ツール等を開発して臨床の現場で活用する。

コミュニケーション行動の
生涯発達についての研究拠点形成

千葉工業大学

2011年3月11日の東日本大震災で事故が発生。
高度に汚染された福島第一原子力発電所建屋
内での情報収集に活用。大学で開発されたロ
ボット「Quince」が即実戦配備された例は極
めて少なく、原子力災害対応で世界初である。

災害対応ロボットが福島第一原子
力発電所建屋内で活躍

東海大学

臓器線維症について臓器を横断して研究す
る研究拠点を形成し、多彩なバックグラウ
ンドを有する研究者と臨床医が系統的な研
究を推進することで、臓器線維症の診断・
予防・治療法の開発につなげる。

臓器線維症の病態解明と新たな
診断法等開発の拠点形成

芝浦工業大学

川口市に所在する中小企業と連携し、シス
テム思考の工学を用いた演習を通じて、イ
ノベーションを創出するためのアイデア創
出、産学連携によるプロトタイピング、問
題発見、開発を進める。

地域連携による技術イノベーション
創出のための実践教育プロジェクト

東京女子医科大学

革新的な医療機器の開発と普及に不可欠な医
療機器開発プロセスに通じ、実用化を推進で
きるリーダー人材を、先進医療機器開発に必
要な深い知見と、様々な困難の乗り越え方を
体得させる“場”の提供により養成する。

医療機器実用化のための
突破力促成プログラム

東邦大学

都市部の超高齢社会における諸問題を解決
するため、シビックプライドを持ち、まち
の力を生かした支援が提供できる看護師を
大学と地域が一体となって育てるとともに、
継続的に輩出する仕組みを作る。

都市部の超高齢社会に挑む看護師
養成事業

麗澤大学

道徳の実践機会として学生同士のピアサ
ポートを重視するとともに、学生の送り出
しでは第一外国語・第二外国語を同時に習
得できるクロス留学制度による外国語教育
を実践している。

道徳科学（モラロジー）の徹底と
クロス留学制度

学習院大学

環境に負荷をかけない持続可能な省エネル
ギー社会の実現には飛躍的に高効率の新た
な機能性材料の開発が望まれることから、
効率的エネルギー利用の実現のために、格
段に優れた機能性材料を創製する。

効率的なエネルギー利用のための
新規機能性材料の創製

北里大学

大村智特別栄誉教授が2015年受賞。寄生虫
（線虫類など）に有効な16員環マクロライド化
合物を発見し、エバーメクチン（Avermectin）
と命名。その発見により感染症などの予防・
撲滅、創薬、生命現象の解明に貢献している。

線虫感染症の新治療法の発見で
ノーベル生理学・医学賞
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愛知大学

建学の精神「地域社会への貢献」に基づき、
連携協定を締結した地方自治体等との定期的
な協議がもたれている。また、企業との連携
により、国際ビジネスセミナーや留学生と地
域企業との交流会を実施している。

建学の精神に基づく社会連携・
貢献活動の展開

岐阜経済大学

自治体からの委託事業をはじめ、都市と農村
との交流等を軸に据えたコミュニティビジネ
ス事業、体験型観光商品の企画・開発、日系
ブラジル人の小学生を対象とした放課後学習
支援室など多様な取り組みを実施している。

まちなか共同研究室「マイスター
倶楽部」

愛知学泉大学

社会人基礎力について、正課内はもちろん、
正課外の社会活動や、スポーツでも意識さ
せる。教員や学生の動機づけとして、「社会
人基礎力学内グランプリ」を開催する。

社会人基礎力育成を正課内外教育
で徹底

豊田工業大学

工業分野の基本技術の融合化・複合化の加
速を受け、様々な分野が発展、融合する「ハ
イブリッド工学」という独自の概念を標榜し、
その実現に向けて哲学の必修化、1年次全寮
制等の様々な取り組みを実施している。

「ハイブリッド工学」実現のため
の哲学の必修化、1年次全寮制

聖隷クリストファー大学

小グループに分かれ、一つの疾患（シナリ
オ）をもとに、課題解決型学習（PBL）→
成果発表→講義を繰り返して学びを深め、
学生の実践力と専門性を育成する。

学生の実践力と専門性を育成する
「講義」と「PBL」を織り交ぜた授業

国際大学、明治大学、立教大学

3大学のキャンパスで地球規模の課題対応、
解決するための知識・能力育成に資する英語
による共同教育プログラム、組織的アクティ
ブラーニングを、インターネット上での公開、
ポートフォリオを用いて実践している。

3大学の学びあいを通じた「国際
協力人材育成プログラム」の実践

大同大学

授業研究会は授業参観＋討論で行い、約7
年で全教員が授業公開を経験する。授業終
了後に授業方法、授業内容に司会を付け討
論が行われる。討論結果は所報「授業批評」
に掲載される。

全国に先駆けた全教員の授業公開

日本福祉大学

同大学が事務局を担当する「知多ソフィア・
ネットワーク」が開発した「知多半島ワイ
ン」が伊勢志摩サミット愛知・名古屋歓迎
レセプションで振る舞われた。

伊勢志摩サミットでの「知多半島
ワイン」の提供

長岡大学

長岡大学まちの駅は、市民が立ち寄って憩
える場所として、学食、図書館、学生ホー
ルなど施設を開放している。

大学自体が「まちの駅」

松本大学

市内の高齢者の健康増進活動を展開し、半
年で1人当たり約23,000円（2005年下期）
の医療費を減少させている。また、リゾー
ト施設における健康づくりプログラムを共
同開発している。

健康増進活動による医療費の削減
金沢工業大学

CDIO（Conceive�Design�Implement�Operate）
イニシアチブに加盟し、考える、設計する、実行
する、運用するのキーワードの基に、工学の基盤
知識となるサイエンスと実践・スキルのバランス
を重視した質の高い教育の実現を目指している。

世界レベルの工学教育を推進する
国際的組織CDIOに加盟

南山大学

東海地域に所在する10大学が連携し、各大
学の生涯学習活動やその運営方法について
定期的に意見交換し、また、課題解決に向
けた情報交換等を実施している。

あいち生涯学習・
エクステンション研究会の開催

北陸・甲信越・東海エリア
金城大学

100人の受講生に対して5人の教員が担当
し、講義とグループディスカッションを行
い、レポートを学生同士が採点する。

学生同士の学びによるスタディ・
スキル修得の大人数授業

金城学院大学

WLI（Women's�Leadership�Initiative）は、
1年次から3年次まで、6つの科目群により
構成されており、問題解決型学習やプロジェ
クト型学習を通して協調型リーダーシップ
を学ぶ。

女性リーダーシップ育成のための
プロジェクト型学習など

静岡産業大学

「冠講座（寄付講座）」「総合研究所」「総合スポーツク
ラブ」を通じて地域を巻き込み相互に教え学びあう
Win-Winの関係性を築いてきた。自治体や産業界から
持ち込まれる地域課題解決型スタディ（正課）によっ
て主体的学習へと変わり「大化け」が体現される。

学生の大化けを導く地域課題解決
型スタディ

名古屋商科大学

国際ビジネスで活躍できるグローバルリーダーの育成に
必要な教育プログラムの質が絶賛され、教育の品質保証
を重視し、学部教育として国内で初の国際認証（AACSB�
International）を取得。ビジネススクールとしても国
内で初の2国際認証（AACSBとAMBA）を取得している。

日本で初、学部教育での国際認証
（AACSB）を取得

国際大学

全ての授業を英語で行う大学院大学。修士
プログラムへの社員派遣、社員研修、学生
の採用等に協力。世界水準の経営マインド
とスキルを会得し、グローバル経営をリー
ドできる人材を養成している。

パートナーシップ企業・機関の
社員のグローバル・リーダー養成

敬和学園大学

英語能力別のクラス編成で、読む、書く、
聴く、話す、を軸に、それぞれの学生ニー
ズにあう英語教育を実施。ネイティブの教
員の演習のほか、異文化コミュニケーショ
ン授業により、諸外国の文化を学ぶ。

英語教育プログラム【KEEP】Keiwa�
Extensive�English�Program
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帝塚山大学

立地地域の奈良を実践的な学びのフィールド
としてとらえ、地域と連携したプロジェクト
型共同学習や体験学習を重視。春日大社宮司
や東大寺長老・薬師寺長老といった奈良の著
名人を講師に迎えた教育を展開している。

奈良全体が学びのフィールド
「奈良まるごとキャンパス」

阪南大学

全学を対象に、事業企画書の立案を通じた
学内における模擬起業への挑戦をはじめ、
地元商店街の店舗への経営支援など、様々
な取り組みを実践的に行う「起業塾」を実
践している。

模擬起業への挑戦をはじめとする
全学対象「起業塾」の実践

奈良大学

国文学部では天平衣装を着たり、文化財学
科では発掘調査を行ったりして、奈良なら
ではの体験的な知識を習得する。また、全
国から様々な文化遺産等の修復・保護の依
頼があり、その体験学習も行われる。

全国から様々な文化遺産等の
修復・保護の依頼に対応

園田学園女子大学

尼崎市の健康づくり、学校教育、生涯学習、
子ども・子育て支援の複眼的・多面的課題に
向き合う専門職人材育成のため、理論と実践
の結合、｢知識」を ｢知恵」へ変える力の涵
養を目指した「経験値教育」を実践している。

地域社会が抱える諸課題を題材に
した「経験値教育」の実践

梅花女子大学

大阪府中央卸売市場との事業連携により、
食にかかわる人材育成、食の安全、安心、
食育等の情報を発信するとともに、市場見
学や市場からの依頼に基づいたメニューを
開発している。

大阪府中央卸売市場との事業連携
に基づくメニュー開発

鈴鹿医療科学大学

チーム医療を担う医療人に求められる基礎
的な技能・知識・資質を育成する合同基礎
講義とグループ学習で1年生600人が学部
の垣根を越えて介護体験や救命講習などの
共同学習を行う。

「医療人底力教育」の実施

近畿エリア
大手前大学

困難な問題を解決して価値を生み出す人材
を育成するため、問題解決に必要な10の力
を設定しC-PLATS®と名付け、すべての科
目はこの10の問題解決能力を修得するよう
設計されている。

「C-PLATS®」が身につくカリ
キュラムの設計

京都産業大学

個としての学生を活性化し自律を促すうえ
でのファシリテーション・スキルの有益性
を踏まえ、すべての学生層を対象にファシ
リテーションを織り込んだプログラムを提
供するための「F工房」を設置している。

ファシリテーション・センター
「F工房」の設置

京都光華女子大学

授業の予習・復習を課題化し、担当教員に
よる支援、セルフチェックシートを活用し
て学生自らが学習成果を把握し点検するこ
とで、勉強するための時間管理などを行う
「マネジメント力」等を身につける。

「学習・学修マネジメント力」
向上の学習支援体制構築

名城大学

赤﨑勇理工学研究科終身教授が2014年に
受賞。1985年に窒化ガリウムの高品質単
結晶を世界で初めて作り出し、その後、
1989年に世界初のpn接合型青色LED実現
に成功する。

青色発光ダイオードの発明でノー
ベル物理学賞

金沢工業大学

革新素材と革新製造プロセスの融合により、鉄
やコンクリートに代わる革新構造材料を開発し、
次世代インフラシステムに実装することで社会
コストの低減と新たな価値の創造を目指す。私
立大で唯一の「COI」中核拠点に選定される。

革新的イノベーション創出プログ
ラムの中核拠点に

豊田工業大学

最先端の研究設備とその活用ノウハウを幅広
く提供し、技術的課題解決に向けた研究設備
の利用、技術補助、技術代行、技術相談等の
支援を行うことで、最先端の研究開発・技術
開発・利用文化創成の支援を実現する。

シリコンと各種物質のナノ微細加工
によるハイブリッド化ものづくり

福井工業大学

担当教員の助言とコミュニケーション能力を指
導する「フリー・トーキング・アワーズ」と問
題発見やその解決能力を養う「創成科学」を実
施。地域企業の要請から英会話を中心とした独
自の英語教育プログラム「SPEC」を実践する。

SPECの実践などアクションプラ
ン60
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兵庫医療大学

自然科学、人文科学等の教養科目や専門基礎
科目の学びを支える「共通教育センター」に
おいて、薬、看護、リハビリテーションの3
学部、姉妹校の兵庫医科大学医学部の4学部
合同によるチーム医療教育を実践している。

薬学、看護、リハビリテーション
3学部横断混成によるグループ学習

佛教大学

京都府内の「公共政策系大学・大学院」や
「自治体」「NPO」が連携して開発したプロ
グラムに「課題解決型学習（PBL）」形式
による「インターンシップ」参加で「地域
公共人材」を育成する。

初級地域公共政策士への取り組み

京都精華大学

地域の伝統工芸分野での創造的発展に貢献
できる人材の育成を目指し、京都の伝統美
術・工芸に関する研究者や作家、職人、デ
ザイナー等、異なる分野の講師が各々の専
門テーマで講演を行う講座を開講している。

地域の工房・企業との連携による
「京都の伝統美術工芸」講座の開講

摂南大学

私立総合大学が存在しない和歌山県のすさ
み町をフィールドとして、少子高齢化と過
疎化を題材に、大学生による過疎地域社会
の活性化を見据えて活動する。

隣県の和歌山県すさみ町の地域活
性化

同志社大学

広島県と相互に連携・協力し、広島県内の企
業による合同企業説明会を開催するなど、学
生の就職活動を支援し広島県へのUターン・
Iターン就職を促進している。同様の協定を
中国・四国地方を中心に8県と締結している。

広島県等との就職支援に関する
協定の締結

桃山学院大学

地域の方々の知的ニーズにこたえ、より充
実した豊かな時間を過ごしてもらうため、
社会人を対象とした講座等を開講。『南大阪
歴史探訪ウォーク』は2012年度に始まっ
て以来、南大阪の名所・旧跡を探訪している。

MOMOYAMAエクステンション・
カレッジ

追手門学院大学

地域の初等・中等教育機関を訪問。相互に異
文化に興味を持つ機会とコミュニケーション
の機会を提供。子供達に馴染みがあるトピッ
クを取り上げ、その対比を通じてそれぞれの
習慣や文化に違いがあることを学ぶ。

交換留学生を中心とした
School�Visit（国際理解教室）

関西大学

大阪における留学生の増加促進、卒業後の
就職等による定住等、「大阪＝第２のふるさ
と」の創生を目指し、産・官・学・金融・
地域が、留学生の「住居」「地域交流」「就
活支援」「雇用サポート」等を行っている。

大阪・留学生住環境・就職支援
サポートプロジェクトCARES-Osaka

京都外国語大学

英語教員と別の外国語を専門とする教員が
同時に教壇に立ち、同一内容の教材を用い
て授業を進める。二言語を比較対照し、両
言語の発音、語彙、文法、表現、意味の共
通点、類似点、相違点の明確化を図る。

ティームティーチングによる
2言語同時学習

関西国際大学

東南アジアの協定校とグローバルネット
ワークを構築し、「安全・安心」なアジアの
発展をマネジメントできる人材の育成のた
めに、ACPを発足した。

東南アジアグローバルプログラム
を開始

近畿大学

世界最大級のベルリッツと連携。国際学部は学
生全員が1年次後期から1年間留学するが、留
学前の集中トレーニングと「留学セミナー」等
の準備教育でスムーズに留学できるようサポー
トし、15人以下の少人数授業を行っている。

少人数教育と留学必須でビジネス
英語を習得

大阪産業大学

南米チリにある世界最大の電波望遠鏡「アル
マ望遠鏡」で、地球から131億光年離れた銀
河を観測。同銀河の酸素が出した光を検出し、
138億年前に宇宙が誕生して7億年後の初期
宇宙に酸素が存在することを証明した。

131億光年離れた銀河に酸素の存
在を発見

関西大学

3次元構造からなる生体構造の模倣には微
細加工技術が必須となることから、MEMS
と3D造形法を組み合わせ、新しい3Dナノ・
マイクロ構造物の創成法の開発と、それを
実用化するための研究拠点を形成する。

3次元ナノ・マイクロ構造の創成
とバイオミメティクス等への応用

皇學館大学

『伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン』に基づ
く総合学修プログラム『伊勢志摩定住自立圏
共生学』により学生が主体的に地域資源や圏
域の現況と課題を学び、自治体職員等と協働
し新事業創出の方法等について学修する。

『伊勢志摩定住自立圏共生学』教
育プログラムによる地域人材育成

立命館大学

将来や学生生活における目標を明確に持ち、
その夢を実現するために、正課での学び、
課外自主活動に意欲的に取り組む個人・集
団・団体を支援する成長支援型奨学金・助
成金制度を構築している。

主体的な学び支援のための成長
支援型奨学金・助成金制度の構築

平安女学院大学

東京オリンピックを目前に控え、世界の要
人を接遇できる豊かな教養とコミュニケー
ションスキルを身につけ、世界最高レベル
のおもてなしのできる能力を証明する大学
独自の資格取得ができる。

世界からの来賓を接遇できる
「国際儀礼士」の独自資格

神戸女学院大学

地域社会のリーダーとして必要な資質を養
成するために、地域で活躍する講師による
講義を通じて地域の課題や取組みを理解し
たうえで、学生が実際に地域社会の人々を
対象としたイベントを企画、実施している。

地域創りリーダー養成プログラム

武庫川女子大学

地域の一人暮らし高齢者や傷病者に対する
栄養支援と生きがいの高揚による自立支援
システムの開発を目標に実践的な教育・研
究活動を通して、将来の地域医療を支える
社会貢献の意欲の高い人材を育成している。

ひとり暮らし高齢者への栄養支援
連携システムの開発
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広島女学院大学

原爆投下された８月に、国内外から学生が集
まり、被爆体験を実際に聞き、平和資料館に
行くことにより、広島における平和を体感し、
様々な観点から平和について学ぶ。すべて英
語で複数の国の学生と意見交換する。

原爆投下地広島で学ぶ「ピース＆
リーダーシップサマーセミナー」

中国・四国エリア
四国大学

建学の精神である「全人的自立」の具体的な
プログラムを「四国大学スタンダード」とし
て位置づけ、社会人基礎力、自己教育力、人
間・社会関係力の三つからなり、この修得の
ための具体的な授業科目が組まれている。

四国大学スタンダード
四国学院大学

著名な演劇人である平田オリザ氏自らが全
面プロデュースする「演劇教育」は、今の
学生が苦手とする自己表現、身体表現、コ
ミュニケーションを、セリフを通してその
人になりきることで体感的に育成する。

人間力育成のための「演劇教育」
を導入

徳山大学

こころの知能指数と言われるEQを養うため、
4年間を通して、自己主張スキルトレーニ
ング、チームビルディング、リーダーシッ
プを学習、ケーススタディやロールプレイ
を通じてマネジメント能力を身につける。

社会人に必要な"人間力"を養う
EQ教育プログラム

松山東雲女子大学

1年生対象の ｢学びの基礎｣ の時間を利用し
て、学修時間や学修行動を自己管理するため
の ｢一週間の行動履歴｣ を記録させるととも
に、全学に導入したeポートフォリオを入学
時や成績通知時に入力するよう指導している。

学修の自己管理体制づくりと
eポートフォリオ

広島修道大学

教育、研究、社会貢献の3領域を好循環させ
ながら、「地域イノベーション人材」を育成
し、地域の活性化につながる持続的な仕組み
を創るため、学生が近隣の自治体とともに地
域課題解決に向けた取り組みを行っている。

イノベーションブリッジによる
ひろしま未来協創プロジェクト

吉備国際大学

学部の専門性を生かし、6次産業化の展開、
育種による新たな農産品創出、地域施設で
の園芸療法実施など多彩な地域プログラム
を行う。

高齢者向け園芸療法・障害者の
社会復帰就労支援等

松山大学

「障害者差別解消法」の施行に向け、より充
実した支援体制を構築していくため、愛媛
大学と「障がいのある学生への合理的配慮
提供のための支援体制作り」というテーマ
で、連携事業を実施している。

連携事業「合理的配慮提供の
ための、障がい学生支援体制作り」

近畿大学

1970年から研究を開始し、2002年6月に
完全養殖に成功。完全養殖は、人工ふ化し
た仔魚を親魚まで育て、その親魚から採卵
し、人工ふ化させて次の世代を生み出して
いく技術である。

クロマグロの完全養殖に成功
関西学院大学

新たな分子活性化に基づく究極の合成プロ
セスとして、太陽光を中心とする“光”活性
化に基づいてパイスター分子を発生させ、
これを分子構造構築の切り札とする未来型
の分子変換手法を開発する。

パイスター分子制御による
未来型物質変換研究拠点

龍谷大学

日本仏教の教学的・歴史的展開を新たな視点
より見直し，その現代的な可能性を明らかに
するために多様な分野の研究者の協力を得て
研究を進め、日本仏教研究の推進・交流を世
界的レベルで行える研究基盤を形成する。

日本仏教の通時的・共時的研究
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私立大学の多様な取り組み

リオデジャネイロ
五輪入賞者

意外と知らない
私立大学豆知識

※（公財）日本オリンピック委員会Webサイトに基づき日本私立大学団体連合会にて作成

その他
28.6%

国立
1.3%

その他
17.2%
国立
0.0%

リオデジャネイロ五輪
入賞者

リオデジャネイロ五輪
メダリスト

 私立
70.1%

 私立
82.8%2



日本文理大学

大分県農業のブランド化、要介護者のコミュ
ニケーション支援システム開発、徘徊老人
の位置検出システムの開発などを行ってい
る。

おおいた地域創生人材の育成

沖縄大学

沖縄県の離島の地域づくりをテーマとした
公開講座でまちづくりにちなんだ講演等を
離島で行っている。

「移動市民大学」を開催

鹿児島国際大学

南大隅町と人的・知的資源や機能等の活用
を図りながら幅広い分野で相互協力する包
括連携協定を締結し、「地域福祉」「まちづ
くり」「農業振興」「観光」「地域文化」など
過疎地が直面する課題に取り組んでいる。

大隅半島の地域づくりと産業の
育成

志學館大学

心理相談センター、発達支援センターが地
域市民に向けて、心理臨床的支援や子ども・
成人の発達障害の療育・療法を行う。

地域での心理的ケア活動

福岡大学

福岡市と包括連携協定を締結し、地域と大
学が日常的に対話・交流し、社会の様々な
課題解決や新しい価値の創造に取り組んで
いくための拠点として「地域交流サロン」
を開設している。

地域交流サロンの開設

西九州大学

食育リーダーの育成、食育情報の発信、食
育学生ボランティアを通して、保育所、幼
稚園、小・中学校などへの食育指導者の派
遣などを行う。

食育サポートセンターの地域連携

福岡歯科大学

福岡県の限界集落等で、高齢者歯科学分野
が自治体などと合同で健康診断を実施して
いる。

地域と連携した限界集落の健康
診断

九州産業大学

履修学生の志向に応じて、「自動車開発」
「家具開発」「伝統産業振興」「地域企業振興」
等の各プロジェクトから選択し、他学部学
科生と連携しながら取り組む産学連携型学
習を実施している。

学生の志向に応じた産学連携プロ
ジェクトの実施

崇城大学

起業家育成プログラムでは、産官学連携に
より、正課教育や部活動、ビジネスプラン
コンテストを通して同大学からの起業家輩
出を推進している。

実践的な起業家教育

九州・沖縄エリア

南九州大学

みどりの会は、南九州大学環境園芸学部の
学生が高鍋や周辺地域に住む、庭の手入れ
が困難な高齢者の方々などに対して庭の剪
定などをしてくれるボランティアグループ
である。

高齢者を対象に庭の維持を行う
「みどりの会」

崇城大学

出身国もさまざまな英語ネイティブ講師が在
籍。自律学修センター「SILC」を併設し、
レベルに合わせた自律学習を支援するエリア、
カンバセーションラウンジ、ラーニングアド
バイザーを配置し、英語学修を支援している。

英語学習施設「SILC（シルク）」
長崎外国語大学

英語で授業を行うアメリカやイギリス等からの短期
留学制度のJASIN（Japan�Studies�in�Nagasaki）
と日本語で行うアジア各国からの短期留学制度の
NICS（Nagasaki� International�Communication�
Studies）でち密な教育を実施している。

外国人留学生へのJASINプログ
ラムとNICSプログラム

宮崎国際大学

国際教養学部では、全て英語で授業を行い、
外国人教員比率は約8割を超えている。また、
全ての学生は2年次の後期には5か国15大
学へ16週間の海外留学が必須となっている。

2年次留学を必須とした英語教育
の実施

久留米大学

医学・医療の発展及び産業と地域の発展に
寄与することを目的として、次世代創薬等
の研究開発についてベンチャー企業との間
で共同研究を締結し、学内施設を一部ベン
チャー企業に提供している。

地域ベンチャー企業との包括的
研究連携に関する協定締結

長崎総合科学大学

温室効果ガスを抑制した水熱処理と担体式
高温消化による固形燃料化技術について、
実証研究の成果をふまえて技術的事項を明
らかにし、導入の促進に資する事業である。
（下水汚泥の肥料化）

下水道革新的技術実証事業
（B-DASHプロジェクト）の実施

28

ソチ五輪入賞者

意外と知らない
私立大学豆知識

※（公財）日本オリンピック委員会Webサイトに基づき日本私立大学団体連合会にて作成

その他
50.8%

国立
1.6%

その他
70.0%

ソチ五輪
入賞者

ソチ五輪
メダリスト 国立

0.0%

 私立
47.6%

 私立
30.0%3



大学数と学生数（平成28年度）

   私立
   600校
　（77.2%）

公立91校
 （11.7%）

国立
444,207人
 　（17.3%）

公立
131,408人
   　（5.1%）

私立
1,991,499人
　     （77.6%）

国立86校
（11.1%）

学部学生数
（2,567,114人）

大学総数
（777校）

（1）大学数 （2）学生数

私立大学の大学数及び学部
学生数は、高等教育全体の
約77%を占めており、学部
教育の約8割を私立大学が
担っています。

わが国の大学生一人当たりの
公財政支出額は年間69万円
（加重平均）で、OECD各国平均
の99万円を大きく下回って
います。さらに、これを私立大学
で見た場合、わずか17万円
（国立大学の約13分の1）で
あり、OECD各国の中で最下位
です。

私立大学等経常費補助金に
おける補助割合は、私立学校
振興助成法（附帯決議）において
「速やかに2分の1とする」と
されたにもかかわらず、昭和
55年度（29.5％）をピークに
減り続け、平成27年度は9.9％
へと減少の一途をたどって
います。

（出典）OECD『図表でみる教育』OECDインディケータ（2015年版）より作成
※国立大学については、各法人の『財務諸表付属明細書』（平成26年度）における「運営費交付金債務」等をもとに作成
※私立大学については、『今日の私学財政』（平成26年度）における「消費収支計算書（大学部門）」をもとに作成

（出典）文部科学省「平成28年度学校基本調査（速報値）」より作成
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私立大学等経常費補助金における補助割合（昭和45年度～平成27年度）
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DATA-2
国公私別留学生の割合（昭和62年度～平成27年度）
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（年）

国費留学生（903名）の87.6％
を国立大学が占める一方で
私費留学生（50,302名）の
87.6％は私立大学が担って
います。

経常的経費に対する公財政支
出に加え研究開発費について
も、国際比較に基づいた政府
拠出・助成額の低位性は明ら
かです。

学部女子学生の約８割が私
立大学で学んでおり、女性活
躍社会の実現は私立大学な
くしては立ち行きません。

（出典・参照）OECD
※各国で運用・支出された研究開発費における政府の拠出・助成額
　米ドルへの換算はPPPレート（購買力平価）ベース。イタリアの2001～2004年はデータがない

（出典）学校基本調査

（出典）学校基本調査
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国立教育政策研究所が試算した
結果によれば、高等教育への
公財政支出はその支出額の
約2.4倍の効果があるとされて
います。この効果を私立大学
のみでみた場合、学生（大学院
学生を含む）一人当たり71万
円の公的投資額で約8.6倍の
効果があると推計されます。
OECDにおいても、「教育の
経済的・社会的効果は大きい」
としたうえで、「教育投資に対
する経済的リターンは、とくに
高等教育段階で大きい」と
されています。
経済的・社会的効果の極めて
高い私立大学への公財政支出は、
社会的コストであり、その充実
によって国力は発展します。

わが国の高等教育機関に対す
る公財政支出額はOECD各国
の中で非常に低い水準にあり
ます。一方で、高等教育機関へ
の公財政支出が多い国ほど労
働生産性が高いという指摘も
あります。高等教育全体の約8
割の学生の教育を担っている
私立大学への公財政支出を増
やすことが労働生産性を高め、
国力の発展につながります。

（出典）�文部科学省委託調査「教育投資が社会関係資本に与える影響に関する調査研究」三菱総合研究所（2010）をもとに国立教育政策研究所にて試算（2012時点試算）、
� 私立大学生の効果額については、上記、国立教育政策研究所の試算をもとに国公私立大学の便益が同額と想定し日本私立大学連盟にて試算

（出典）�公的支出はOECD�Education�at�a�Glance2015、労働生産性はOECD.Stat
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私立大学と国立大学の収支構
造を比較すると、支出面では、
教育研究経費や人件費の構成割
合に大きな違いはありません。
一方、収入面では、国立が「学
生：17.6％」「政府等：58.3％」
であるのに対し、私立は「学生：
69.8％」「政府等：13.1％」と、
国立は「政府等」、私立は「学
生」の負担割合が極めて高く
なっています。

私立大学は、公財政支出によ
る補助金が伸び悩むなか、学
費や人件費を抑制しつつ、教
育研究経費の充実に努めてい
ます。

（出典）�「今日の私学財政（平成26年度：大学法人：消費収支計算
書）」（日本私立学校振興・共済事業団）並びに「国立大学法
人等の平成26事業年度決算について（損益計算書）」（文
部科学省）に基づき日本私立大学団体連合会にて作成

※��「私立」については帰属収入から医療収入（資金収支計算書）を、
「国立」については附属病院収益を除く

（出典）�「今日の私学財政（平成26年度：大学法人：消費収支計算書）」（日本
私立学校振興・共済事業団）並びに「国立大学法人等の平成26事業
年度決算について（損益計算書）」（文部科学省）に基づき日本私立大
学団体連合会にて作成

※��「私立」については消費支出の部合計から医療経費支出（資金収支計算書）、
減価償却額、退職給与引当金繰入額を、「国立」については診療経費を除く

（出典・参照）�「今日の私学財政」（日本私立学校振興・共済事業団）消費収支計算書（大学部門）
� 文部科学省公表資料
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一般社団法人日本私立大学連盟加盟大学一覧  122大学

愛知大学
青山学院大学
亜細亜大学
跡見学園女子大学
石巻専修大学
追手門学院大学
大阪医科大学
大阪学院大学
大阪女学院大学
大阪薬科大学
大谷大学
学習院大学
学習院女子大学
関西大学
関西学院大学
関東学院大学
関東学園大学
京都産業大学
京都精華大学
京都橘大学
共立女子大学
久留米大学
慶應義塾大学
恵泉女学園大学
敬和学園大学

日本私立大学団体連合会は、私立大学および加盟団体に共通した重要事項に関する意思決定機関
として、また加盟団体を対外的に代表する機関として昭和59年4月に設立されました。本連合会は、
加盟団体相互の提携・協力により、私立大学における教育と研究の振興発展に寄与することを目的
としています。

設立の目的

日本私立大学団体連合会は、日本私立大学協会および一般社団法人日本私立大学連盟で構成され
ています。

2017（平成29）年2月現在

構成団体

108 法人

122 大学

一般社団法人
日本私立大学連盟

385 法人

407 大学

日本私立大学協会

493 法人

529 大学

日本私立大学団体連合会

皇學館大学
甲南大学
神戸海星女子学院大学
神戸女学院大学
國學院大學
国際大学
国際基督教大学
国際武道大学
駒澤大学
実践女子大学
芝浦工業大学
順天堂大学
城西大学
城西国際大学
上智大学
昭和女子大学
白百合女子大学
聖学院大学
聖カタリナ大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
清泉女子大学
西南学院大学
西武文理大学

専修大学
仙台白百合女子大学
創価大学
園田学園女子大学
大正大学
拓殖大学
筑紫女学園大学
中央大学
中京大学
津田塾大学
天理大学
東海大学
東京医療保健大学
東京経済大学
東京歯科大学
東京情報大学
東京女子大学�
東京女子医科大学
東京農業大学
同志社大学
同志社女子大学
東邦大学
東北学院大学
東北公益文科大学
東洋大学

東洋英和女学院大学
東洋学園大学
常磐大学
獨協大学
獨協医科大学
苫小牧駒澤大学
豊田工業大学
名古屋学院大学
南山大学
日本女子大学
日本大学
ノートルダム清心女子大学
梅花女子大学
白鷗大学
阪南大学
姫路獨協大学
兵庫医科大学
兵庫医療大学
広島修道大学
広島女学院大学
フェリス女学院大学
福岡大学
福岡女学院大学
福岡女学院看護大学
文教大学

法政大学
松山大学
松山東雲女子大学
宮城学院女子大学
武蔵大学
武蔵野大学
武蔵野美術大学
明治大学
明治学院大学
桃山学院大学
山梨英和大学
四日市大学
四日市看護医療大学
立教大学
立正大学
立命館大学
立命館アジア太平洋大学
龍谷大学
流通科学大学
流通経済大学
和光大学
早稲田大学

（50音順）
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旭川大学
札幌大学
札幌大谷大学
札幌学院大学
札幌国際大学
札幌保健医療大学
千歳科学技術大学
天使大学
道都大学
日本医療大学
函館大学
藤女子大学
北翔大学
北星学園大学
北海学園大学
北海商科大学
北海道医療大学
北海道科学大学
北海道情報大学
北海道文教大学
北海道薬科大学
酪農学園大学
稚内北星学園大学
青森大学
青森中央学院大学
東北女子大学
八戸学院大学
八戸工業大学
弘前学院大学
富士大学
盛岡大学
尚絅学院大学
仙台大学
東北医科薬科大学
東北工業大学
東北生活文化大学
東北福祉大学
東北文化学園大学
秋田看護福祉大学
ノースアジア大学
東北芸術工科大学
東北文教大学
いわき明星大学
奥羽大学
郡山女子大学
東日本国際大学
福島学院大学
茨城キリスト教大学
筑波学院大学
足利工業大学
宇都宮共和大学
国際医療福祉大学
作新学院大学
文星芸術大学
共愛学園前橋国際大学
群馬医療福祉大学
上武大学
高崎健康福祉大学
高崎商科大学
東京福祉大学
浦和大学
共栄大学
埼玉医科大学
埼玉学園大学
埼玉工業大学
十文字学園女子大学
尚美学園大学
女子栄養大学
駿河台大学
東京国際大学
東都医療大学
東邦音楽大学
日本医療科学大学
日本工業大学
日本薬科大学
人間総合科学大学
平成国際大学
武蔵野学院大学
明海大学
愛国学園大学
植草学園大学
江戸川大学

日本私立大学協会加盟大学一覧  407大学

開智国際大学
川村学園女子大学
神田外語大学
敬愛大学
三育学院大学
淑徳大学
聖徳大学
千葉科学大学
千葉経済大学
千葉工業大学
千葉商科大学
中央学院大学
東京基督教大学
麗澤大学
和洋女子大学
上野学園大学
桜美林大学
大妻女子大学
嘉悦大学
北里大学
杏林大学
国立音楽大学
工学院大学
国士舘大学
駒沢女子大学
昭和大学
昭和薬科大学
女子美術大学
白梅学園大学
杉野服飾大学
聖路加国際大学
大東文化大学
高千穂大学
多摩大学
玉川大学
多摩美術大学
帝京大学
帝京科学大学
帝京平成大学
東京医療学院大学
東京音楽大学
東京家政大学
東京家政学院大学
東京工科大学
東京工芸大学
東京純心大学
東京女子体育大学
東京聖栄大学
東京成徳大学
東京造形大学
東京電機大学
東京都市大学
東京富士大学
東京未来大学
東京薬科大学
東京理科大学
桐朋学園大学
二松学舎大学
日本医科大学
日本歯科大学
日本社会事業大学
日本獣医生命科学大学
日本女子体育大学
日本赤十字看護大学
日本体育大学
文化学園大学
文化ファッション大学院大学
文京学院大学
星薬科大学
武蔵野音楽大学
明治薬科大学
明星大学
目白大学
ヤマザキ学園大学
ルーテル学院大学
麻布大学
神奈川大学
神奈川工科大学
神奈川歯科大学
鎌倉女子大学
相模女子大学
産業能率大学

松蔭大学
湘南工科大学
昭和音楽大学
洗足学園音楽大学
鶴見大学
田園調布学園大学
桐蔭横浜大学
日本映画大学
横浜商科大学
横浜創英大学
横浜美術大学
横浜薬科大学
長岡大学
新潟医療福祉大学
新潟経営大学
新潟工科大学
新潟国際情報大学
新潟青陵大学
新潟薬科大学
新潟リハビリテーション大学
健康科学大学
身延山大学
山梨学院大学
高岡法科大学
富山国際大学
金沢医科大学
金沢学院大学
金沢工業大学
金沢星稜大学
金城大学
北陸大学
北陸学院大学
仁愛大学
福井工業大学
佐久大学
諏訪東京理科大学
清泉女学院大学
長野大学
松本大学
松本歯科大学
朝日大学
岐阜医療科学大学
岐阜経済大学
岐阜女子大学
岐阜聖徳学園大学
中京学院大学
中部学院大学
東海学院大学
静岡英和学院大学
静岡産業大学
静岡福祉大学
静岡理工科大学
聖隷クリストファー大学
常葉大学
浜松学院大学
愛知学院大学
愛知学泉大学
愛知工科大学
愛知工業大学
愛知産業大学
愛知淑徳大学
愛知東邦大学
愛知文教大学
愛知みずほ大学
桜花学園大学
岡崎女子大学
金城学院大学
至学館大学
修文大学
椙山女学園大学
星城大学
大同大学
中部大学
東海学園大学
同朋大学
豊橋創造大学
名古屋音楽大学
名古屋外国語大学
名古屋学芸大学
名古屋経済大学
名古屋芸術大学
名古屋産業大学

名古屋商科大学
名古屋女子大学
名古屋造形大学
名古屋文理大学
日本福祉大学
人間環境大学
名城大学
鈴鹿大学
鈴鹿医療科学大学
成安造形大学
びわこ学院大学
びわこ成蹊スポーツ大学
京都外国語大学
京都学園大学
京都華頂大学
京都光華女子大学
京都嵯峨芸術大学
京都情報大学院大学
京都女子大学
京都ノートルダム女子大学
京都文教大学
京都薬科大学
花園大学
佛教大学
平安女学院大学
明治国際医療大学
大阪青山大学
大阪大谷大学
大阪音楽大学
大阪河﨑リハビリテーション大学
大阪観光大学
大阪経済大学
大阪経済法科大学
大阪芸術大学
大阪工業大学
大阪国際大学
大阪産業大学
大阪歯科大学
大阪樟蔭女子大学
大阪商業大学
大阪成蹊大学
大阪総合保育大学
大阪体育大学
大阪電気通信大学
大阪人間科学大学
大阪保健医療大学
関西医療大学
関西外国語大学
関西福祉科学大学
近畿大学
滋慶医療科学大学院大学
四條畷学園大学
四天王寺大学
摂南大学
千里金蘭大学
相愛大学
太成学院大学
帝塚山学院大学
常磐会学園大学
羽衣国際大学
東大阪大学
プール学院大学
森ノ宮医療大学
芦屋大学
大手前大学
関西国際大学
関西福祉大学
甲子園大学
甲南女子大学
神戸医療福祉大学
神戸学院大学
神戸芸術工科大学
神戸国際大学
神戸松蔭女子学院大学
神戸女子大学
神戸親和女子大学
神戸常盤大学
神戸薬科大学
神戸山手大学
宝塚大学
宝塚医療大学
姫路大学

兵庫大学
武庫川女子大学
畿央大学
帝塚山大学
奈良大学
奈良学園大学
鳥取看護大学
岡山学院大学
岡山商科大学
岡山理科大学
環太平洋大学
吉備国際大学
倉敷芸術科学大学
くらしき作陽大学
山陽学園大学
就実大学
中国学園大学
美作大学
比治山大学
広島経済大学
広島工業大学
広島国際大学
広島国際学院大学
広島文化学園大学
広島文教女子大学
福山大学
福山平成大学
安田女子大学
宇部フロンティア大学
東亜大学
徳山大学
梅光学院大学
山口学芸大学
四国大学
徳島文理大学
四国学院大学
高松大学
九州栄養福祉大学
九州共立大学
九州国際大学
九州産業大学
九州情報大学
九州女子大学
久留米工業大学
純真学園大学
西南女学院大学
聖マリア学院大学
第一薬科大学
中村学園大学
西日本工業大学
日本経済大学
福岡工業大学
福岡歯科大学
西九州大学
長崎ウエスレヤン大学
長崎外国語大学
長崎国際大学
長崎純心大学
長崎総合科学大学
九州看護福祉大学
九州ルーテル学院大学
熊本学園大学
熊本保健科学大学
尚絅大学
崇城大学
平成音楽大学
日本文理大学
別府大学
九州保健福祉大学
南九州大学
宮崎国際大学
宮崎産業経営大学
鹿児島国際大学
鹿児島純心女子大学
志學館大学
第一工業大学
沖縄大学
沖縄キリスト教学院大学
沖縄国際大学
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日本私立大学団体連合会

「新しい多様な価値の創造」
「活力あふれる人材の育成」のために

明日を拓く
私立大学の多様で特色ある取り組み
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