
公　　　　　　立 35

私　　　　　　立 172

私　　　　　　立 0

合　　　　　　計 298

国　　　　　　立 91

高等専門学校 33

国　　　　　　立 32

公　　　　　　立 1

国　　　　　　立 0

公　　　　　　立 0

私　　　　　　立 34

公　　　　　　立 34

私　　　　　　立 138

短　期　大　学 34

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム　申請状況

国　　　　　　立 59

学　校　種　別 申請件数

大　　　　　　学 231



整理番号 大学等名 設置
1 北海道大学 国立
2 室蘭工業大学 国立
3 帯広畜産大学 国立
4 弘前大学 国立
5 東北大学 国立
6 宮城教育大学 国立
7 秋田大学 国立
8 山形大学 国立
9 福島大学 国立
10 筑波大学 国立
11 宇都宮大学 国立
12 群馬大学 国立
13 埼玉大学 国立
14 千葉大学 国立
15 東京医科歯科大学 国立
16 東京外国語大学 国立
17 東京農工大学 国立
18 東京工業大学 国立
19 一橋大学 国立
20 東京海洋大学 国立
21 横浜国立大学 国立
22 新潟大学 国立
23 富山大学 国立
24 金沢大学 国立
25 福井大学 国立
26 山梨大学 国立
27 信州大学 国立
28 岐阜大学 国立
29 静岡大学 国立
30 浜松医科大学 国立
31 名古屋大学 国立
32 愛知教育大学 国立
33 名古屋工業大学 国立
34 豊橋技術科学大学 国立
35 三重大学 国立
36 滋賀医科大学 国立
37 京都大学 国立
38 大阪大学 国立
39 神戸大学 国立
40 奈良教育大学 国立
41 奈良女子大学 国立
42 鳥取大学 国立
43 島根大学 国立
44 岡山大学 国立
45 広島大学 国立
46 山口大学 国立
47 徳島大学 国立
48 鳴門教育大学 国立
49 香川大学 国立
50 愛媛大学 国立
51 高知大学 国立
52 福岡教育大学 国立
53 九州大学 国立
54 九州工業大学 国立

次世代の歯科医療を拓くバイオデンタル教育
学士中間論文を軸とした学士課程教育の構築
「何を学ぶべきか」を自ら考える初年次教育
相補牽引型教育実践力育成システムの構築
香川大学「２１世紀型学士」育成プログラム
教え合い・高め合う実践的日本語教育
学生の自律的能力の育成と教員の教育力向上
標準教職能力テストの開発と教職課程の改善
シームレス型修学支援体制の推進プログラム
人間形成を重視する技術者キャリア教育改善

客観的指標の導入によるきめ細かな学生指導
スキルマッピングに基づく学士英語力の強化
「４つの力」の全学教育課程体系化と質保証
医療人の「人間力」強化教育プロジェクト
フィールドを活用した生命性と関係性の育成
高度教養教育としての新たな発信型英語教育
国際教養人を育成する英語教育実践への挑戦
ICTが支援する論理抽象思考能力の質保証
国際理解を核とした学士課程教育の体系化
鳥取大学のエントランス教育プログラム
正課と正課外が連動する理工系基盤教育
学士力達成度の可視化と学士教育の最適化

チーム協働学習による経営創造力の育成
自然系基礎学力を育てる学習支援システム
実践で鍛える科学コミュニケーション力
質保証と連動した教養教育の再構築
安全な医療を提供できる実践的医療人養成
学部からの研究医早期育成プログラム
学習成果可視化による学位授与方針の実質化
ＡＣＴファイルによる教育課程の再構築
学び方の学びで導くサーベイマップ指向教育
コンピテンシー育成による医療従事者の養成
人間発達の諸問題を解決する学士力の高度化
経済教育の推進のための教員養成

科学技術系大学における使命志向型言語教育
国と分野の境を越える工学学士の協働力強化
単位実質化マキシマムモデルの実践と普及
海洋学の初年次教育スタンダードの構築

福島大学ＡＢＣＤポリシーの確立に向けて
教育の高度化に対応した障害学生支援の展開
教育の質を改善する内部認証システムの構築
総合的学士力の育成に向けたチーム医療教育
全学で取組む新たな学士課程教育の構築
医療人の基盤となる学士力の育成
模擬症例教材を用いた情報交換能力の育成
批判的思考力を育てる学術リテラシー教育

ピアサポートで支える補習教育と初年次教育
裁判員教育から創る！学士力と社会貢献能力
学生相互の研究的学び合いシステムの開発
宮教力スタンダードによる教員養成の質保証
高大接続教育の実践的プロジェクト
医学臨床実習管理システムの開発

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（大学）

取組名称

国際的な工学技術者を育てる外国語教育
総合入試・初年次総合教育支援プロジェクト



整理番号 大学等名 設置

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（大学）

取組名称
55 佐賀大学 国立
56 長崎大学 国立
57 大分大学 国立
58 鹿児島大学 国立
59 琉球大学 国立
60 札幌医科大学 公立
61 札幌市立大学 公立
62 岩手県立大学 公立
63 秋田県立大学 公立
64 国際教養大学 公立
65 山形県立保健医療大学 公立
66 福島県立医科大学 公立
67 茨城県立医療大学 公立
68 高崎経済大学 公立
69 群馬県立女子大学 公立
70 群馬県立県民健康科学大学 公立
71 埼玉県立大学 公立
72 首都大学東京 公立
73 石川県立大学 公立
74 山梨県立大学 公立
75 岐阜薬科大学 公立
76 静岡県立大学 公立
77 名古屋市立大学 公立
78 滋賀県立大学 公立
79 大阪市立大学 公立
80 大阪府立大学 公立
81 神戸市看護大学 公立
82 兵庫県立大学 公立
83 奈良県立医科大学 公立
84 奈良県立大学 公立
85 和歌山県立医科大学 公立
86 岡山県立大学 公立
87 広島市立大学 公立
88 山口県立大学 公立
89 愛媛県立医療技術大学 公立
90 北九州市立大学 公立
91 熊本県立大学 公立
92 宮崎公立大学 公立
93 名桜大学 公立
94 旭川大学 私立
95 函館大学 私立
96 酪農学園大学 私立
97 札幌国際大学 私立
98 北翔大学 私立
99 千歳科学技術大学 私立
100 八戸工業大学 私立
101 東北学院大学 私立
102 東北福祉大学 私立
103 ノースアジア大学 私立
104 日本赤十字秋田看護大学 私立
105 いわき明星大学 私立
106 流通経済大学 私立
107 常磐大学 私立
108 国際医療福祉大学 私立

智のパラダイム創生のためのイグナイト教育
指導力を高める組織的教育システムの構築
「基礎能力」の習得による社会適応力の養成
コアカリキュラムに基づく医療福祉連携教育

看護の専門性の基盤をつくる教養教育
地域共育の経済学士力
ピア・サポートによる学生協同支援
現場実習による農業・食料産業の担い手育成
学士基礎力・社会人基礎力の付加価値の測定
スポーツ系学生への学習力強化プログラム
地球社会の中心で活躍できる理系人材の輩出
多様な学生全員の学力を伸ばす教育の実践
知的基礎力を育む学習支援システムの開発
往還的実践学習プログラムによる学士力向上
観光プロモート能力養成プログラムの構築
人道スキルを核に市民協働型医療人教育推進

住民参加による災害看護教育モデルの構築
社会を動かす環境人間力の育成
まほろばの地で活躍する総合医養成教育
学生による自主的な創造力獲得制度の構築
思考力とチームワーク力を育てる医療人教育
「わたしの希望学」：学部横断型初年次教育
知のトライアスロン：知る・考える・伝える
初年次の知の連結が育む『サステナ学士』
統合力を備えた医療専門職の育成
ＰＤＣＡ稼動が前提の革新的シラバスの導入
自立・主体的活動を促す「人生学」の構築
少人数ゼミで育む「ＭＭＵ学士基礎力」

芸術の現場と協働する創造的芸術教育の取組
診療放射線学教育における教育評価法の開発
コラボで実現！「学士力」倍増プラン
保健医療福祉専門職連携教育の体系化
「言いたい力」養成プログラム
課題対応型ＳＬによる公立大学新教育モデル
気づき、考え、解決する薬学教育プログラム
フィールドワーク型初年次教育モデルの構築
現代的課題に対応した教育課程の再構築
地域学副専攻化による学士力向上プログラム
ビジネス・アナリシス・リテラシーの向上
学士課程教育における数学力育成

国際経済人養成に向けた経済経営教育の展開
地域医療を担うプロフェッショナリズム教育
琉大グローバルシティズン・カリキュラム
医療系学生のための初年次日本語教育
横断型異分野連携教育による創造力の育成
学年混成型演習による自主性・協調性の涵養
職業人として必要な英語運用能力の育成
アット・リスク学生支援体制の構築
学科横断的・学年縦断的「チーム医療」教育
能動的学習態度を醸成する臨床実習システム
しなやかな地域連携に基づく保健医療人育成
地域リーダーとしての問題解決能力の育成

地域と学生の架橋ヘルスプロモーション育成
一学科制導入による新しい工学教育への転換



整理番号 大学等名 設置

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（大学）

取組名称
109 共愛学園前橋国際大学 私立
110 東京福祉大学 私立
111 城西大学 私立
112 獨協大学 私立
113 日本工業大学 私立
114 文教大学 私立
115 駿河台大学 私立
116 共栄大学 私立
117 敬愛大学 私立
118 千葉商科大学 私立
119 聖徳大学 私立
120 江戸川大学 私立
121 城西国際大学 私立
122 東京成徳大学 私立
123 千葉科学大学 私立
124 青山学院大学 私立
125 慶應義塾大学 私立
126 工学院大学 私立
127 國學院大学 私立
128 駒澤大学 私立
129 芝浦工業大学 私立
130 昭和大学 私立
131 昭和女子大学 私立
132 中央大学 私立
133 東海大学 私立
134 東京医科大学 私立
135 東京音楽大学 私立
136 東京慈恵会医科大学 私立
137 東京女子医科大学 私立
138 東京造形大学 私立
139 東京電機大学 私立
140 東京農業大学 私立
141 東京理科大学 私立
142 東邦大学 私立
143 東洋大学 私立
144 文化女子大学 私立
145 法政大学 私立
146 星薬科大学 私立
147 武蔵野大学 私立
148 明治学院大学 私立
149 明治薬科大学 私立
150 明星大学 私立
151 立正大学 私立
152 早稲田大学 私立
153 創価大学 私立
154 東京工科大学 私立
155 日本赤十字看護大学 私立
156 麻布大学 私立
157 神奈川歯科大学 私立
158 神奈川工科大学 私立
159 桐蔭横浜大学 私立
160 嘉悦大学 私立
161 東京医療保健大学 私立
162 東京未来大学 私立

教育情報の多層的集積による教学体制の強化
先進的協調学習支援環境下での学士力の養成
国際実践力をもつ看護師育成プログラム
動物生命実践的ジェネラリスト育成教育
質の高い医療人育成のための学士課程再構築
大学の枠を越えた学部学科横断型環境教育
医用工学教育の実質化プログラム
新入生のやる気を育てる双方向型初年次教育
医療のコラボレーション教育の推進
学士力達成のためのＰＤ活動の構築

クロスディシプリンとしての大学教育
実践的臨床力を備えた薬剤師養成
経済学基礎科目の有機的学習支援モデル構築
ファッション循環型社会対応教育の新展開
学びのワンストップサービス
クリティカルシンキングを導入した薬学教育
武蔵野学士力の構築に向かっての協働型授業
シティズンシップ教育の共同性構築
高機能患者シミュレータによる薬学教育改革
学士力涵養をはかる初年次教育の充実
クリッカー活用教育による教育効果向上
全学規模で行う学術的文章作成指導

PDCA化とIR体制による教育の質保証
高い学士力、人間力を育む初年次教育の構築
コミュニティリテラシー教育推進プログラム
国際共通語による統合的実践知教育の構造化
発信能力を伸ばす１万４千人の必修英語教育
コア・カリ到達度の可視化による学習支援
音楽教育の教養・専門課程融合プログラム
学生一人ひとりを育てる学習評価システム
国際基準の医学教育実践と質保証
「知識利用とデザイン」プログラム
たくましい知性を育てる協創型実践演習
食料自給力に学ぶ学士力向上と地域連携教育

「食」と「農」で「職」と「能」を拓く
「学問・企業・活動から学ぶ」教育を創る
女子大学のアサーティブ・ウーマン育成
自己達成感の形成と向上を目指して
薬学と介護福祉のIPEプログラム開発
学士力を高める「心のボランティア」育成
情報活用力向上プログラム
学生主導型国際社会共生能力育成プログラム
科学的思考力を育む文系学生の実験の開発
ウェブシラバスによる質保証サイクルの構築
文化発信型英語力の開発をめざす國學院英検
チームで問題解決を行う医療人の育成

学びの共愛へ向けた学士課程教育の再体系化
教職への意識を高める教職課程のあり方
学部連携による耕作放棄地活用プロジェクト
地域連携に基づく環境共生志向型人材の育成
ものづくり環境学による技術者教育の再構築
変容する社会に対応した実践力ある教員養成
自主学習広場を拠点とした英語力向上の取組
ICT機器を活用した新たな大学教育の構築



整理番号 大学等名 設置

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（大学）

取組名称
163 新潟薬科大学 私立
164 長岡造形大学 私立
165 長岡大学 私立
166 金沢星稜大学 私立
167 金沢工業大学 私立
168 金沢医科大学 私立
169 金城大学 私立
170 福井工業大学 私立
171 山梨英和大学 私立
172 長野大学 私立
173 松本大学 私立
174 岐阜経済大学 私立
175 岐阜女子大学 私立
176 岐阜聖徳学園大学 私立
177 中部学院大学 私立
178 静岡理工科大学 私立
179 聖隷クリストファー大学 私立
180 愛知大学 私立
181 愛知学院大学 私立
182 愛知工業大学 私立
183 金城学院大学 私立
184 大同大学 私立
185 中部大学 私立
186 名古屋商科大学 私立
187 名古屋女子大学 私立
188 南山大学 私立
189 日本福祉大学 私立
190 名城大学 私立
191 びわこ成蹊スポーツ大学 私立
192 京都外国語大学 私立
193 京都産業大学 私立
194 京都橘大学 私立
195 同志社大学 私立
196 立命館大学 私立
197 龍谷大学 私立
198 大阪経済大学 私立
199 大阪工業大学 私立
200 大阪体育大学 私立
201 大阪電気通信大学 私立
202 関西大学 私立
203 関西外国語大学 私立
204 近畿大学 私立
205 阪南大学 私立
206 大阪成蹊大学 私立
207 甲南女子大学 私立
208 神戸学院大学 私立
209 兵庫大学 私立
210 関西国際大学 私立
211 近大姫路大学 私立
212 帝塚山大学 私立
213 畿央大学 私立
214 山陽学園大学 私立
215 広島文教女子大学 私立
216 福山大学 私立

多面的連携による“学士基礎力”の育成
「愛と奉仕」を実践できる学士の育成
文教言語パスポートによる学士力の保証
学び集団形成による学習意欲向上プログラム

医療人の自己確立ができる初年次教育と評価
リベラルアーツを基盤とするGSW教育
評価基準の可視化と構造化による学びの支援
看護学士力育成に資する新たな教育法の展開
心理福祉分野の学士力基準構築と人材の育成

他大学のＧＰに学ぶ教育改革プロジェクト
文学士を実質化する〈学びの環境リンク〉
PDCAサイクルによる教育課程の質保証
質的向上を目指す学部横断型教育能力評価
学生反応に基づいた教育力向上手法と管理
成蹊人育成のための初年次教育
学内での里山体験を活用した環境教育の取組

教育の質保証に資する福祉大学型ＩＲの構築
薬物治療に貢献できる薬剤師育成プログラム
スポーツ学士力の質保証の取組
多様な学生に対応する英語力向上推進事業
学士力総合練磨拠点形成のための初年次教育
プライマリファミリーと歩む看護教育開発
多重ループによる専門基礎科目の初年次教育
自ら学び、自ら修める学習サイクルの形成
理工系基礎学力の定着を実現する初年次教育
地域との共生による「人間的実学」の推進
キャリアに気づくための工学実感初年次教育
競技力優秀者の知的アスリートへの成長支援

専門性探求に向けた基礎力育成支援システム
参加型学習で創る理工系の主体的な学び
実践力を培うコミュニティエデュケーション
専門教育の効果をあげるための経済基礎教育
２１世紀型歯科医療人を志す初年次歯学教育
｢ものづくり体験｣による実践的技術者養成
教室外学習支援システムの構築
初年次におけるトータル教育システムの構築
地域防災力に寄与する学士力育成の連携教育
国際認証に基づく教育の質保証
女子大学における学士課程教育の再構築
未習外国語教育と非英語圏地域研究の再構築

学士力確保のためのPDCAシステム
問題解決のための実践力と知の総合力育成
学生の成長支援型ＩＲシステムの構築
最新の音声認識機器を用いた臨床技能の育成
多様な学生に対する協働・連携型履修支援
工学基礎能力の再定義としての「視る力」
ミッションを具現化する学内国際交流の推進
自ら学ぶ能力の育成を通じた学士力の醸成
学習成果目標を明確化した、学生成長戦略
地域力を生かす演習教育による学士力の向上
実践力のある専門教育の充実と学習評価
実践フィールドを活用した人間関係能力育成

情報統合による学士力・教育力強化基盤構築
「丁寧な仕事」を実現する基礎造形力の徹底



整理番号 大学等名 設置

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（大学）

取組名称
217 梅光学院大学 私立
218 四国大学 私立
219 松山大学 私立
220 九州産業大学 私立
221 西南学院大学 私立
222 中村学園大学 私立
223 福岡歯科大学 私立
224 産業医科大学 私立
225 長崎総合科学大学 私立
226 長崎ウエスレヤン大学 私立
227 熊本学園大学 私立
228 立命館アジア太平洋大学 私立
229 九州保健福祉大学 私立
230 沖縄大学 私立

共同申請
整理番号 大学等名 設置

1
徳島文理大学
徳島文理大学短期大学部

私立

国　　立 59
公　　立 34
私　　立 138
合　　計 231

現実体験による専門的技能・人間力の養成
地域の教育力を活かした人材育成

コミュニケーション・スキルの評価システム
健康体育教育を軸とした初年次教育の推進

学習習慣を確立し情報を活用する初年次教育
芸術的社会性を育てる教育イノベーション
自主的学び力養成支援環境の体系的整備
患者の行動変容を導く管理栄養士の育成
多施設連携による高齢社会対応型臨床実習
産学連携による多職種協働産業保健教育支援

※大学等名欄の下線は、取組の主となる大学等を表す。

取組名称

自立協同の建学精神を具現化する教養教育

ナガサキ型新産業に貢献する創造的人材育成
国際的教育連携による留学導入教育への取組
長期インターンシップを軸とする教育力向上
最終年次教育の再構築を通じた学びの質保証



整理番号 大学等名 設置
1 北翔大学短期大学部 私立
2 青森明の星短期大学 私立
3 いわき短期大学 私立
4 浦和大学短期大学部 私立
5 千葉明徳短期大学 私立
6 女子栄養大学短期大学部 私立
7 立教女学院短期大学 私立
8 昭和女子大学短期大学部 私立
9 創価女子短期大学 私立
10 昭和音楽大学短期大学部 私立
11 湘南短期大学 私立
12 帝京学園短期大学 私立
13 松本大学松商短期大学部 私立
14 大垣女子短期大学 私立
15 中部学院大学短期大学部 私立
16 名古屋女子大学短期大学部 私立
17 愛知産業大学短期大学 私立
18 高田短期大学 私立
19 池坊短期大学 私立
20 京都光華女子大学短期大学部 私立
21 大阪薫英女子短期大学 私立
22 四天王寺大学短期大学部 私立
23 神戸山手短期大学 私立
24 兵庫大学短期大学部 私立
25 奈良佐保短期大学 私立
26 山陽学園短期大学 私立
27 川崎医療短期大学 私立
28 鈴峯女子短期大学 私立
29 比治山大学短期大学部 私立
30 高松短期大学 私立
31 久留米信愛女学院短期大学 私立
32 西南女学院大学短期大学部 私立
33 中村学園大学短期大学部 私立
34 長崎女子短期大学 私立

国　　立 0
公　　立 0
私　　立 34
合　　計 34

学童保育支援を通じた体験的学習と地域貢献

体系的学士力向上プログラム
発達障がい児への対応に強い保育者の養成
「こつこつワーク」学び直しプランの構築

長崎食育学を活かした食文化伝承と情報発信
入学前教育システムと学習ポートフォリオ化

学士力向上のための統合的教育戦略
個を生かすオーダーメイド型支援プログラム
スキをスキルにする保育者養成プログラム
受益者参加による教育水準の維持・向上
建学の精神に基づく「短期大学士力」教育

課程教育と連携した入学前からの初年次教育

学科間交流による「食育力」の育成

“あそびすと”から“あそびスター”へ
総合的学習カルテによる自己評価プログラム
面接授業と連携したメディア授業の開発
FD × SD=学士力向上
対話力向上へホップ・ステップ・ジャンプ!
自己教育を内包した教育モデルの展開
遊び力向上をめざした教育プログラムの開発
協同的な学びによる「保育者基礎力」の形成

伝える心と業をはぐくむ
教授法の改革による学生主体型授業の体系化
ゼミナールを中心とした学士力確保の取組
学士力をふまえた音楽教育充実プログラム
医療系短期大学における臨地協働学習
履修カルテを中心とした評価システムの構築

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（短期大学）

取組名称
多様な学生に対する履修学生生活支援の工夫
地域専門職適職化プログラムの改善と拡充

到達指標と基準の「見える化」プロジェクト

能動的に問題解決に取り組む保育者の養成
生涯に亘る学習力の涵養による学士力強化
教養教育の展開から保育の専門力を高める！
栄養学共有教材による進捗度別演習の開発



整理番号 大学等名 設置
1 函館工業高等専門学校 国立
2 釧路工業高等専門学校 国立
3 一関工業高等専門学校 国立
4 仙台高等専門学校 国立
5 福島工業高等専門学校 国立
6 小山工業高等専門学校 国立
7 東京工業高等専門学校 国立
8 長岡工業高等専門学校 国立
9 富山高等専門学校 国立
10 石川工業高等専門学校 国立
11 岐阜工業高等専門学校 国立
12 豊田工業高等専門学校 国立
13 鈴鹿工業高等専門学校 国立
14 舞鶴工業高等専門学校 国立
15 明石工業高等専門学校 国立
16 奈良工業高等専門学校 国立
17 和歌山工業高等専門学校 国立
18 米子工業高等専門学校 国立
19 松江工業高等専門学校 国立
20 津山工業高等専門学校 国立
21 徳山工業高等専門学校 国立
22 阿南工業高等専門学校 国立
23 香川高等専門学校 国立
24 新居浜工業高等専門学校 国立
25 弓削商船高等専門学校 国立
26 久留米工業高等専門学校 国立
27 北九州工業高等専門学校 国立
28 佐世保工業高等専門学校 国立
29 熊本高等専門学校 国立
30 大分工業高等専門学校 国立
31 鹿児島工業高等専門学校 国立
32 大阪府立工業高等専門学校 公立

共同申請
整理番号 大学等名 設置

1
沖縄工業高等専門学校
長野工業高等専門学校
鶴岡工業高等専門学校

国立

国　　立 32
公　　立 1
私　　立 0
合　　計 33

※大学等名欄の下線は、取組の主となる大学等を表す。

ロボット関連事業の統合的教育体制の確立
キャリア支援のためのメンタルサポート
社会を教室とする新しいエンジニア教育
多様な学生へのＯＤ型学習支援体制の構築
地域と連携したフィールドワーク型教育
ポートフォリオを活用した学生の学士力確保

FD高度化支援ＴＰ－ＩＲプログラムの構築
自己形成力強化プログラム
ビークルを題材とした総合的学習環境の構築
まとめ力向上を目指した技術者教育の取組

取組名称

”見える学生像”による自律化と高専力育成

多読・多聴による英語教育の発展、高度化
知財と英語で目指す創造性国際性技術者教育

文化財と先輩を活用する教養・職業観の育成

医療福祉と工学融合領域の創造的技術者育成
ICTの活用による国際性豊かな技術者養成
エンジニアリングリテラシー教育の確立
やってはいけないことをやってみる実験実習
学生と共に歩むための電子ポートフォリオ
特別支援の視点からの技術英語教育
OB・OGを活用した実務的複合教育の展開

パーソナルポートフォリオによる初年次教育

見える化による体系的学士力養成プログラム
仙台高専発オンデマンド型教育システム
ＩＣカードを利用した教育成果評価と可視化
学科横断型安全教育プログラムの体系化
現場型技術者センス涵養インターンシップ
アウトプットを重視した実践英語教育の充実
他分野の連携支援による商船学教育の再生
数学と物理を軸とする早期専門教育の体系化
あたらしい「学び」のためのしくみを創る

技術者力を育成する異学年・異空間交流教育

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業
大学教育推進プログラム 申請取組一覧（高等専門学校）

取組名称
高専における特別支援教育モデルの確立
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