
（単位：件）

国立 公立 私立 計

大学数 13 1 2 16

申請数 13 1 2 16

大学数 44 11 38 93

申請数 44 11 38 93

大学数 53 11 40 104

申請数 57 12 40 109

平成２６年度　スーパーグローバル大学等事業
「スーパーグローバル大学創成支援」申請状況

　　世界大学ランキングトップ１００を目指す力のある、世界レベルの教育研究を行うトップ
　　大学を対象。

　　これまでの実績を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国の社会のグローバル化を牽引する
　　大学を対象。

　　※１つの大学が本事業に申請できる件数は、タイプＡ及びタイプＢそれぞれについて１件
　　　であり、１大学がタイプＡとタイプＢ両方の申請区分に申請できるため、「大学数」の
　　　計は「申請数」の計と一致しない。

　○タイプＡ：トップ型

　○タイプＢ：グローバル化牽引型

申請区分

タイプＡ
トップ型

タイプＢ
グローバル化

牽引型

計
※4大学が

A,B両方に申請

※1大学が

A,B両方に申請

※5大学が

A,B両方に申請



【タイプA：トップ型】

No. 大学名
設置
形態

構想名

1 北海道大学 国立
Ｈｏｋｋａｉｄｏユニバ－サルキャンパス・イニシアチブ　～世界に開か
れ世界と協働～

2 東北大学 国立 東北大学グロ－バルイニシアティブ構想

3 筑波大学 国立 トランスボ－ダ－大学がひらく高等教育と世界の未来

4 東京大学 国立 東京大学グロ－バルキャンパスモデルの構築

5 東京医科歯科大学 国立
ＴＭＤＵ型グロ－バルヘルス推進人材育成構想：地球規模での健康
レベル向上への挑戦

6 東京農工大学 国立
農学・工学及びその融合分野で世界を牽引する研究者・技術者を
育成する大学の創成

7 東京工業大学 国立
真の国際化のためのガバナンス改革によるＴｏｋｙｏＴｅｃｈＱｕａｌｉｔｙの
深化と浸透

8 名古屋大学 国立 ２１世紀、Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅな世界を構築するアジアのハブ大学

9 京都大学 国立 京都大学ジャパンゲ－トウェイ構想

10 大阪大学 国立 ＧＬＯＢＡＬ　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ「世界適塾」

11 広島大学 国立 世界をキャンパスとして展開する広島大学改革構想

12 九州大学 国立
戦略的改革で未来へ進化するトップグロ－バル研究・教育拠点創成
（ＳＨＡＲＥ－Ｑ）

13 熊本大学 国立 熊大ＦｌｅＣＳを基軸としたグロ－バル大学への大展開

14 首都大学東京 公立 研究のピ－クが先導するグロ－バル研究教育拠点

15 慶應義塾大学 私立 「実学（サイエンス）」によって地球社会の持続可能性を高める

16 早稲田大学 私立
Ｗａｓｅｄａ　Ｏｃｅａｎ構想　～開放性、多様性、流動性を持つ教育研
究ネットワ－クの構築～

平成２６年度　スーパーグローバル大学等事業
「スーパーグローバル大学創成支援」申請一覧
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【タイプＢ：グロ－バル化牽引型】

No. 大学名
設置
形態

構想名

1 岩手大学 国立
課題先進地域協働型グロ－バルキャンパス創成　～「内向き」岩手
の「前向き」な挑戦～

2 秋田大学 国立 国際資源学部が牽引する秋田大学グロ－バルプラン

3 山形大学 国立
山形大学ＭＥＧＡプログラム　－全学生と地域と新興国を牽引する
グロ－バル化－

4 茨城大学 国立
地域サステイナビリティを担うグロ－カル人材の育成　－アジア・茨
城協働プラン

5 群馬大学 国立 世界で輝く国際的教育研究拠点・群馬大学の創生戦略

6 埼玉大学 国立 首都圏北部におけるグロ－バル・キャンパスの創成

7 千葉大学 国立 グロ－バル千葉大学の新生　－Ｒｉｓｉｎｇ　Ｃｈｉｂａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ－

8 東京医科歯科大学 国立 日本発！医歯学・医療分野のグロ－バルリ－ダ－育成モデル

9 東京外国語大学 国立
「世界から日本へ、日本から世界へ」　－人と知の循環を支えるネッ
トワ－ク中核大学－

10 東京芸術大学 国立 “藝大力”創造イニシアティブ　～オンリ－ワンのグロ－バル戦略～

11 お茶の水女子大学 国立 グロ－バルに活躍する女性リ－ダ－育成のための国際拠点の形成

12 電気通信大学 国立 レジリエントなＵＥＣグロ－バルリ－ダ－人材創成への挑戦

13 一橋大学 国立 社会科学における研究、教育、キャリア形成のグローバル拠点

14 東京海洋大学 国立
学内英語公用語化　－首都ウォ－タ－フロントで東京海洋大学をス
－パ－グロ－バル特区へ

15 横浜国立大学 国立 世界に通用する就業力を研くユニバ－サル・キャンパス構想

16 総合研究大学院大学 国立 トリプルグロ－バル・ス－パ－研究者育成大学院大学の創成

17 新潟大学 国立
教育改革を起点とした新潟の国際化　－「食」と「共生」のグロ－バ
ルデザイン－

18 長岡技術科学大学 国立
グローバル社会を牽引する実践的技術者育成プログラム　～グ
ローバル産学官融合キャンパス構築～

19 金沢大学 国立
徹底した国際化による、グロ－バル社会を牽引する人材育成と金沢
大学ブランドの確立

20 北陸先端科学技術大学院大学 国立
世界的課題の解決に挑戦する知的にたくましい先導的科学者・技
術者の育成

21 福井大学 国立
Ｆｕｋｕｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｄｇｅ　－地域と共に世界を切り拓くグローバル高
度専門人材育成－

22 山梨大学 国立
シ－ムレスな学びの場の構築によるグロ－バル人材を育む大学へ
の転換

23 信州大学 国立
グローバル教育センターと学部横断学位プログラムによる国際通用
力強化の全学グランドデザイン

平成２６年度　ス－パ－グロ－バル大学等事業
「ス－パ－グロ－バル大学創成支援」申請一覧
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No. 大学名
設置
形態

構想名

24 岐阜大学 国立 地域の豊かな未来を創造するグロ－カル拠点形成プログラム

25 静岡大学 国立
新成長国グロ－バル人材育成ネットワ－クの構築　－地域と一体と
なった国際化の推進－

26 豊橋技術科学大学 国立 『グロ－バル技術科学ア－キテクト』養成キャンパスの創成

27 三重大学 国立
地域圏総合大学のグロ－バル化モデルとなる高等教育の創造的改
革

28 京都工芸繊維大学 国立
ＯＰＥＮ－ＴＥＣＨ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ　～世界に、社会に、地域に開か
れた工科大学構想～

29 神戸大学 国立 神戸グロ－バル・ハブ・キャンパス構想

30 奈良先端科学技術大学院大学 国立
先端科学技術を担うグロ－バルリ－ダ－育成のための世界水準の
大学院大学の構築

31 鳥取大学 国立
持続性ある生存環境社会の構築　－世界と地域をつなぐグロ－カ
ルＨｕｂ大学

32 島根大学 国立
島根発アジアを中心とする双方向派遣課題解決型グロ－カル人材
育成包括連携事業

33 岡山大学 国立 ＰＲＩＭＥプログラム：世界で活躍できる「実践人」を育成する！

34 広島大学 国立 世界に展開する広島大学平和科学アカデミ－構想

35 山口大学 国立 アジア地域の発展と日本再生を担う維新マインド人材育成

36 徳島大学 国立
学生のグロ－バル力底上げを基礎としたボ－ダ－レス医療人とグ
ロ－カル理工系人材の育成

37 愛媛大学 国立
大学と国際地域が共創して展開する未来創成グロ－バル・インタ－
フェ－ス構想

38 高知大学 国立 ス－パ－グロ－カルな高知大学の形成

39 九州大学 国立
アジア太平洋の産業創出を先導するグロ－バルストラテジスト育成
プラットフォ－ム

40 長崎大学 国立
柔軟な学士プログラムと強み特化型大学院教育により個性輝くス－
パ－グロ－バル大学

41 熊本大学 国立 地域と世界をつなぐグロ－バル大学Ｋｕｍａｍｏｔｏ

42 宮崎大学 国立
宮崎大学グロ－バルキャンパス創成：学部ジョイントディグリ－によ
る教育改革の加速化

43 鹿児島大学 国立
新たなる鹿児島大学の創成　－全地球的課題に挑む「進取の精神」
を目指して

44 琉球大学 国立 『２１世紀「知のグロ－バルクロスロ－ド」プログラム』

45 宮城大学 公立 Ｍｉｙａｇｉ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ：　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａ　Ｇｌｏｃａｌ　Ｔｏｈｏｋｕ

46 国際教養大学 公立 日本発ワ－ルドクラスリベラルア－ツカレッジ構想

47 会津大学 公立 「心・技・体」三位一体による世界で活躍する革新的ＩＣＴ人材の輩出

48 首都大学東京 公立 卓越した研究が先導する研究教育のグロ－バル化

49 横浜市立大学 公立
未来都市創成のためのグロ－バルな人材を生み出すス－パ－グロ
－バル大学

50 新潟県立大学 公立
環日本海圏・新潟から我が国社会のグロ－バル化を牽引する大学
の創造
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No. 大学名
設置
形態

構想名

51 静岡県立大学 公立
世界の健幸を牽引するグロ－バルタレントの輩出：「ふじのくに」大
学改革プラン

52 愛知県立大学 公立
地域・産業界の発展とグローバル化を牽引するグローバルリーダー
とブリッジパーソンの育成

53 大阪市立大学 公立
トランス・ロ－カリズムに基づくス－パ－グロ－バル公立大学モデル
の構築

54 兵庫県立大学 公立
世界とともに　未来はここに　兵庫県立大学　～地域との戦略的提
携と中高大連携～

55 北九州市立大学 公立
地域経済の世界展開に貢献する「地域グロ－バル人材創出拠点構
想」

56 共愛学園前橋国際大学 私立
国際標準「教育型大学」の創成　～未来型ガバナンスで確立する質
保証と地域国際化拠点～

57 東京国際大学 私立
日米グロ－バルキャンパスの構築とスポ－ツ・女性リ－ダ－育成プ
ログラム

58 神田外語大学 私立
アジア・イベロアメリカ　グロ－バルキャンパス構想　～多言語・多文
化教育展開事業～

59 青山学院大学 私立 世界と繋がり、未来を切り拓く『知力』を育む教育研究構想

60 亜細亜大学 私立
アジアビジネスコ－スを核とした「アジアス－パ－グロ－バル大学構
想」

61 桜美林大学 私立
桜美林大学“ＲＥＤＥＭＰＴＩＯＮ　２１”構想　～世界から人が集まる
大学を目指して～

62 北里大学 私立
生命科学・医療分野での生涯教育に強い動機付けを与える革新的
国際化教育研究拠点

63 国際基督教大学 私立 信頼される地球市民を育むリベラルア－ツのグロ－バルな展開

64 芝浦工業大学 私立
価値共創型教育を特徴とする理工系人材育成モデルの構築と世界
の発展への貢献

65 順天堂大学 私立
医療・健康分野における「仁」を備えたグロ－バル人材養成の先駆
的モデルの構築

66 上智大学 私立
多層的ハブ機能を有するグロ－バルキャンパスの創成と支援ガバ
ナンスの確立

67 昭和女子大学 私立 リ－ダ－シップを育てるス－パ－グロ－バル女子大学

68 大東文化大学 私立
Ｄａｉｔｏ　Ｇｌｏｂａｌ　「知」のアジアン・プラットフォ－ムの創成　－アジア
から世界へ－

69 中央大学 私立
実学の伝統を学際的かつグロ－バルに展開し、新しい地平を拓く大
学

70 東海大学 私立
ＡＵＧＵＳＴＯによる全学グロ－バル化　－米国アクレディテ－ション
による大学改革－

71 東洋大学 私立
ＴＯＹＯ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＡＭＯＮＤＳ　グロ－バルリ－ダ－の集うアジ
アのハブ大学を目指して

72 法政大学 私立
課題解決先進国日本からサステイナブル社会を構想するグロ－バ
ル大学の創成

73 武蔵大学 私立 「ゼミの武蔵」　×　国際化　⇒　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｉｔｉｚｅｎ

74 東京都市大学 私立 オ－ストラリアキャンパスをコアとしたグロ－バル人材育成の展開

75 明治大学 私立
世界へ！ＭＥＩＪＩ８０００　－学生の主体的学びを育み、未来開拓力
に優れた人材を育成－

76 明治学院大学 私立 エビデンスベ－スで進化するグロ－バル人材育成システムの構築

77 立教大学 私立
グロ－バルリベラルア－ツ×リ－ダ－シップ教育×自己変革力　－
世界で際立つ大学への改革－
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No. 大学名
設置
形態

構想名

78 創価大学 私立
人間教育の世界的拠点の構築　—平和と持続可能な繁栄を先導す
る「世界市民」教育プログラム—

79 神奈川大学 私立
ＫＵ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　神奈川大学グローバル化戦略
１０年構想

80 国際大学 私立
ＩＵＪ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　－アジアのグロ－バル・スタンダ－ドを世界標準
へ－

81 愛知大学 私立
地域社会と連携した日本語・英語・中国語トライリンガル人材育成構
想

82 名古屋商科大学 私立 国際認証と海外拠点によるグロ－バルフロンティアスピリット構想

83 南山大学 私立
多様な「個」の価値観の尊重と国際性の涵養に基づく国境のない学
びの場の創成

84 同志社大学 私立
同志社大学グロ－バル・ビジョン２０２５　－創立１５０周年に向けて
－

85 立命館大学 私立 グロ－バル・アジア・コミュニティに貢献する多文化協働人材の育成

86 関西大学 私立
インターカルチュラル・イマージョン・イニシアティブによるボーダーレ
スキャンパスの創出

87 関西外国語大学 私立
「キャンパスは“ちきゅう”－学びのフィ－ルドを広げる」　～国際交流
拠点をめざして

88 関西学院大学 私立
国際性豊かな学術交流の母港「グロ－バル・アカデミック・ポ－ト」の
構築

89 神戸女学院大学 私立 持続可能な社会を実現する女性のグロ－バルネットワ－ク

90 武庫川女子大学 私立
総合女子大学としての牽引型グローバル人材育成プロジェクト「Ｍ
ＷＵ＿ＬＰＧ８０」

91 関西国際大学 私立
セーフティマネジメント人材育成のためのＡｓｉａｎ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｐｒ
ｏｇｒａｍ

92 神戸情報大学院大学 私立 ＫＩＣス－パ－グロ－バル構想

93 立命館アジア太平洋大学 私立 Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ：大学教育の新しい地平を目指す
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