平成２４年度 大学の世界展開力強化事業申請状況
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○ 申請区分Ⅰ： 日本とＡＳＥＡＮにおける大学間で１つのコンソーシアムを形成し、単位の相互認定や
成績管理等の質の保証を伴った交流プログラムを実施する事業
○ 申請区分Ⅱ： SENDプログラム ： Student Exchange – Nippon Discovery
上記Ⅰと同様にＡＳＥＡＮとの質の保証を伴った交流プログラムを実施する事業のう
ち、日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等で
の日本語指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促す
ことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本とＡＳＥＡＮとの架け橋とな
るエキスパート人材の育成を目指す事業

※

１大学が本事業に申請できる件数は、各申請区分１件を上限としている。
なお、国内の大学が複数参加して実施する取組においては、代表して申請する大学のみを申請
件数として数える。

※

１大学がⅠとⅡ両方の申請区分に申請できるため、申請区分ⅠとⅡの計における「大学数」と
「申請数」は一致しないことがある。

平成２４年度大学の世界展開力強化事業 申請一覧
※ 「相手大学等」に記載されている大学等名は、各大学から提出された構想調書に記載されている表記のまま掲載している。
そのため、同一の大学等であっても表記が異なる場合がある。

【申請区分Ⅰ】
No.

大学名

設置

相手大学等

構想名称

6

ボゴール農科大学（インドネシア）、バンドン工科大
学（インドネシア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、
チュラロンコン大学（タイ）、カセサート大学（タイ）、
タマサート大学（タイ）

東北大学

ディペンダブル情報社会基盤を担うグローバル人材育
国立
成

7

チュラロンコン大学（タイ）、ベトナム国家大学ハノ
イ校（ベトナム）、バンドン工科大学（インドネシ
ア）、浙江大学（中国）、北京郵電大学（中国）、浦
項工科大学校（韓国）、シンガポール国立大学（シ
ンガポール）

Ⅰ－ 3

山形大学

国立 グローバルみらい（MIRAI）人材教育プログラム

1

ハノイ農業大学（ベトナム）

Ⅰ－ 4

茨城大学

国立

5

ボゴール農科大学（インドネシア）、ウダヤナ大学
（インドネシア）、ガジャ・マダ大学（インドネシア）、
プーケット・ラチャパット大学（タイ）、ハノイ科学大
学（ベトナム）

筑波大学

持続アジアを牽引するリーダー人財育成のための適
国立
正技術教育プログラム

7

ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナム）、ベトナム国
家大学ホーチミン市校（ベトナム）、ホーチミン市医
科薬科大学（ベトナム）、カセサート大学（タイ）、ボ
ゴール農科大学（インドネシア）、ガジャマダ大学
（インドネシア）、フィリピン大学（フィリピン）

Ⅰ－ 6

埼玉大学

東南アジアにおけるサスティナブルな国造りのためのグ
国立
ローバル人材育成プログラム

8

タマサート大学（タイ）、モラトゥワ大学（スリラン
カ）、ペラデニヤ大学（スリランカ）、ルフナ大学（ス
リランカ）、国立建設大学（ベトナム）、バングラデ
シュ工科大学（バングラデシュ）、ヤンゴン工科大
学（ミャンマー）、ハワイ大学マノア校（アメリカ）

Ⅰ－ 7

千葉大学

国立

4

Chulalongkorn University（タイ）、Gadjah Mada
University（インドネシア）、Sichuan University（中
国）、Seoul National University（韓国）

6

アジア工科大学院（AIT)（国際機関）、チュラロンコ
ン大学（タイ）、タマサート大学（タイ）、マヒドン大学
（タイ）、インドネシア大学（インドネシア）、パジャ
ジャラン大学（インドネシア）

3

チュラロンコン大学（タイ）、インドネシア大学（イン
ドネシア）、ホーチミン医科薬科大学（ベトナム）

Ⅰ－ 1

北海道大学

国立

Ⅰ－ 2

Ⅰ－ 5

人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロン
ティア人材育成プログラム

アジアの持続性に貢献する地域リーダーの育成-学生
の意欲に応える多層的大学院教育コンソーシアム

グローバル時代における看護変革リーダー育成のアジ
ア協働拠点形成

Ⅰ－ 8

東京大学

国立 アジア都市環境保健学際コンソーシアムの形成

Ⅰ－ 9

東京医科歯科大学

国立

東南アジア医療・歯科医療ネットワークの構築を目指し
た大学間交流プログラム

Ⅰ－ 10

東京農工大学

国立

ASEANの発展を牽引する イノベーション創出能力を備
えた21世紀型先導的技術者の育成

6

チュラロンコン大学（タイ王国）、マヒドン大学（タイ
王国）、ハノイ工科大学（ベトナム社会主義共和
国）、ベトナム国家大学ホーチミン市工科大学（ベト
ナム社会主義共和国）、マレーシア工科大学（マ
レーシア）、大連理工大学（中華人民共和国）

Ⅰ－ 11

東京海洋大学

国立

魅力ある養殖産業の創出のためのASEAN・ノルウェー
協働教育推進プログラム

2

カセサート大学大学院 （タイ王国）、ノードランド大
学大学院（ノルウェー王国）

Ⅰ－ 12

横浜国立大学

国立

資源環境リスク管理のためのリーダー育成アジア拠点
構築構想

国際連合大学（国際連合）、マレーシア科学大学
（マレーシア）、フィリピン大学ロスバニョス校（フィリ
ピン）、ランプン大学（インドネシア）、ダナン大学
10 （ベトナム）、カセサート大学（タイ）、シンガポール
国立大学（シンガポール）、アジア工科大学（タ
イ）、プノンペン王立大学（カンボジア）、森林大学
（ミャンマー）

Ⅰ－ 13

○総合研究大学院大学、
東北大学

国立

東アジア分子科学ネットワーク形成のための大学院教
育強化プログラム

5

1

チュラロンコーン大学（タイ）、カセサート大学（タ
イ）、マヒドン大学（タイ）、マラヤ大学（マレーシ
ア）、シンガポール国立大学（シンガポール）

No.

相手大学等

大学名

設置

構想名称

長岡技術科学大学

国立

現地に根差しグローバルに行動する高度技術者養成の
ための連携教育プログラム

Ⅰ－ 15

○金沢大学、新潟大学、
富山大学、福井大学、
長崎大学、同志社大学

Universiti Brunei Darussalam（ブルネイ）、Royal
University of Phnom Penh（カンボジア）、Royal
University of Law and Economic（カンボジア）、
Gadjah Mada University（インドネシア）、University
of Indonesia（インドネシア）、Institu Teknology
Bandung（インドネシア）、Universitas Airlangga（イ
ンドネシア）、National University of Laos（ラオ
ス）、Universiti of Malaya（マレーシア）、Universiti
Sains Malaysia（マレーシア）、Universiti
Kabangsaan Malaysia（マレーシア）、Universiti
Putra Malaysia（マレーシア）、Yangon Institute of
東アジア大学教育共同体形成を目指した多層的教育モ
国立
26 Economics（ミャンマー）、University of Yangon（ミャ
デルの構築
ンマー）、De La Salle University（フィリピン）、
University of the Philippines（フィリピン）、Anteneo
de Manila University（フィリピン）、National
University of Singapore（シンガポール）、Nanyang
Technological University（シンガポール）、
Singapore Management University（シンガポー
ル）、Chulalongkorn University（タイ）、Burapha
University（タイ）、Mahidol University（タイ）、
Chiang Mai University（タイ）、Vietnam National
University, Hanoi（ベトナム）、Vietnam National
University, Ho Chi Minh（ベトナム）

Ⅰ－ 16

アジア興隆を先導するサービスイノベーション・グローバ
北陸先端科学技術大学院大学 国立
ル人材育成協働教育拠点形成

Ⅰ－ 17

山梨大学

国立

Ⅰ－ 18

名古屋大学

国立

京都大学

ブルネイ・ダルサラーム大学 （ブルネイ）、王立プノ
ンペン大学（カンボジア王国）、王立法経大学（カン
ボジア王国）、インドネシア大学（インドネシア共和
国）、ガジャマダ大学（インドネシア共和国）、バンド
ン工科大学（インドネシア共和国）、アイルランガ大
学（インドネシア共和国）、ラオス国立大学（ラオス
人民共和国）、マレーシア理科大学（マレーシア）、
マラヤ大学（マレーシア）、マレーシア国民大学（マ
レーシア）、プトラマレーシア大学（マレーシア）、ヤ
「人間の安全保障」開発を目指した日アセアン双方向人
国立
26 ンゴン経済研究所（ミャンマー）、ヤンゴン大学（ミャ
材育成プログラムの構築
ンマー）、フィリピン大学（フィリピン共和国）、デラ
サレ大学（フィリピン共和国）、アテネオデマニラ大
学（フィリピン共和国）、シンガポール国立大学（シ
ンガポール）、南洋工科大学（シンガポール）、シン
ガポール経営大学（シンガポール）、ブラパ大学（タ
イ）、チュラロンコン大学（タイ）、マヒドン大学（タ
イ）、チェンマイ大学（タイ）、ベトナム国家大学ハノ
イ校（ベトナム）、ベトナム国家大学ホーチミン市校
（ベトナム）

Ⅰ－ 20

大阪大学

国立 ASEANで活躍できる産業バイオ人材育成プログラム

モンクット王トンブリ工科大学（タイ）、マヒドン大学
（タイ）、カセサート大学（タイ）、チュラロンコン大学
（タイ）、ガジャマダ大学（インドネシア）、バンドン工
8
科大学（インドネシア）、フィリピン国立大学ロスバ
ニョス校（フィリピン）、デ・ラ・サール大学（フィリピ
ン）

Ⅰ－ 21

○神戸大学、大阪大学

国立

Ⅰ－ 14

Ⅰ－ 19

Ⅰ－ 22

奈良女子大学

7

ハノイ工科大学（ベトナム）、チュラロンコン大学（タ
イ）、マレーシア理科大学（マレーシア）、タマサート
大学（タイ）、コンケーン大学（タイ）、ホーチミン市
工科大学（ベトナム）、マラヤ大学（マレーシア）

8

ベトナム国家大学ホーチミン校（ベトナム）、チュラ
ロンコン大学（タイ）、タマサート大学（タイ）、アジア
工科大学（タイ）、マラ工科大学（マレーシア）、天
津大学（中国）、北京航空航天大学（中国）、デリー
大学（インド）

流域水問題の解決を担う人材育成拠点の形成‐アジア
における経験知と実践力の共有‐

4

アジア工科大学院（タイ）、北京師範大学（中国）、
トリブバン大学（ネパール）、ニューカッスル大学
（オーストラリア）

太陽エネルギー社会を支えるアジア「ものづくり」リー
ダーの育成

2

チュラロンコン大学（タイ）、ハノイ工科大学（ベトナ
ム）

ASEAN諸国との連携・協働による次世代医学・保健学
グローバルリーダーの育成

国立 日越共同女性高度専門職業人育成プロジェクト

2

5

インドネシア大学（インドネシア共和国）、ガジャマ
ダ大学（インドネシア共和国）、アイルランガ大学
（インドネシア共和国）、マヒドン大学（タイ王国）、
チェンマイ大学（タイ王国）

4

ベトナム国家大学ハノイ 外国語大学（ベトナム）、
ベトナム国家大学ハノイ 人文社会科学大学（ベト
ナム）、ハノイ大学（ベトナム）、ハノイ貿易大学（ベ
トナム）

No.

Ⅰ－ 23

大学名

岡山大学

設置

構想名称

国立

ＡＳＥＡＮ諸国の持続可能社会構築を担うグローバル人
材育成プログラム

Ⅰ－ 24

○広島大学、岡山大学

国立 アジア先端研究連携のための協働教育プログラム

Ⅰ－ 25

山口大学

国立

Ⅰ－ 26

相手大学等

6

ハノイ国家大学（ベトナム）、フエ大学（ベトナム）、
カセサート大学（タイ）、チュラロンコン大学（タイ）、
マラヤ大学（マレーシア）、ガジャマダ大学（インド
ネシア）

チュラロンコン大学（タイ）、カセサート大学（タイ）、
コンケン大学（タイ）、ブライジャヤ大学（インドネシ
ア）、アイルランガ大学（インドネシア）、プトラ大学
（マレーシア）、サバ大学（マレーシア）、ペトロナス
12
工科大学（マレーシア）、ホーチミン市工科大学（ベ
トナム）、ホーチミン市医科薬科大学（ベトナム）、
ダルサラーム大学（ブルネイ）、国立台湾大学（台
湾）

5

カセサート大学（タイ）、コンケン大学（タイ）、カン
トー大学（ベトナム）、ブラビジャヤ大学（インドネシ
ア）、ラオス国立大学（ラオス）

徳島大学

アジアにおける国際環境工学大学院コンソーシアムの
国立
構築

7

ガジャマダ大学（インドネシア）、マラッカ技術大学
（マレーシア）、ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナ
ム）、プネ大学（インド）、西安交通大学（中国）、国
立台湾科技大学（台湾）、韓国海洋大学校（韓国）

Ⅰ－ 27

○香川大学、愛媛大学、
高知大学

国立

健康長寿社会を支える食と健康に関するアジア地域共
生型グローバル人材育成

5

チェンマイ大学（タイ王国）、チュラロンコン大学（タ
イ王国）、カセサート大学（タイ王国）、ガジャマダ大
学（インドネシア共和国）、ブルネイ・ダルサラーム
大学（ブルネイ・ダルサラーム国）

Ⅰ－ 28

○愛媛大学、香川大学、
高知大学

国立

日本・インドネシアの農山漁村で展開する6大学協働
サービスラーニング・プログラム

3

ガジャマダ大学（インドネシア）、ボゴール農業大学
（インドネシア）、ハサヌディン大学（インドネシア）

Ⅰ－ 29

高知大学

国立

東南アジアの環境配慮型第一次産業リーダー育成のた
めのコンソーシアム

3

カセサート大学（タイ）、コンケン大学（タイ）、マレー
シア・プトラ大学（マレーシア）

7

チュラロンコン大学（タイ）、バンドン工科大学（イン
ドネシア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、フィリピ
ン大学（フィリピン）、マレーシア科学大学（マレーシ
ア）、ホーチミン市工科大学（ベトナム）、カンボジア
工科大学（カンボジア）

1

マレーシアプトラ大学（マレーシア）

5

チュラロンコン大学（タイ）、カセサート大学（タイ）、
プリンス・オブ・ソンクラ大学（タイ）、フィリピン大学
ロス・バニョス校（フィリピン）、ハノイ農業大学（ベト
ナム）

東南アジア生物資源の永続的共同開発のためのバイ
オテクノロジー国際教育プログラム

地球資源工学グローバル人材養成のための学部・大学
院ビルドアップ協働教育プログラム

Ⅰ－ 30

○九州大学、早稲田大学

国立

Ⅰ－ 31

○九州工業大学、
北九州市立大学

国立 海外キャンパス活用型グローバル人材養成プログラム

Ⅰ－ 32

宮崎大学

アジア圏域における食の危機管理を担うグローバルデ
国立
ザイナー育成プログラム

Ⅰ－ 33

琉球大学

国立

アジア太平洋域生物多様性ホットスポットで展開する国
際連携教育拠点形成

6

ボゴール農業大学（インドネシア）、ディポネゴロ大
学（インドネシア）、サムラトランギ大学（インドネシ
ア）、チュラロンコン大学（タイ）、ベトナム国立大学
ハノイ校（ベトナム）、グアム大学（アメリカ合衆国）

Ⅰ－ 34

滋賀県立大学

公立

ASEAN大学 との連携による環境人材育成フィールド・
ベイスド・ラーニング

5

ダナン大学（ベトナム）、チャパサック大学（ラオ
ス）、ウドンタニ ラジャパット大学（タイ）、パジャ
ジャラン大学（インドネシア）、ジャハンギルナガル
大学（バングラディシュ）

Ⅰ－ 35

城西大学

私立

アジア太平洋地域の民間療法を人々の健康の確保に
活用する事業で活躍する人材の育成

1

Management＆Science University (MSU)（マレー
シア）

Ⅰ－ 36

麗澤大学

私立 アセアン マネジメント・コミュニケーションプログラム

3

マラヤ大学（マレーシア）、マレーシア・プトラ大学
（マレーシア）、マレーシア・サラワク大学（マレーシ
ア）

6

バンドン工科大学（インドネシア）、フィリピン大学
ディリマン校（フィリピン）、マラヤ大学（マレーシ
ア）、マレーシア科学大学（マレーシア）、チュラロン
コン大学（タイ）、シンガポール国立大学（シンガ
ポール）

Ⅰ－ 37

慶應義塾大学

私立

アジアの新出課題解決に向けたエビデンスベースドア
プローチ大学コンソーシアム

Ⅰ－ 38

芝浦工業大学

私立

東南アジア工科系大学におけるシグマ型統合能力人材
育成拠点の形成

8

マレーシア工科大学（マレーシア）、バンドン工科大
学（インドネシア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、
ハノイ理工科大学（ベトナム）、ホーチミン市工科大
学（ベトナム）、キングモンクット工科大学トンブリ校
（タイ）、スラナリ―工科大学（タイ）、泰日工業大学
（タイ）

Ⅰ－ 39

順天堂大学

私立

医学・医療分野における次世代のリーダーとなる高度
専門者養成のための基盤形成事業

2

チュラルンコン大学（タイ国）、マヒドン大学（タイ国）

3

No.

大学名

設置

4

Chulalongkorn University（タイ王国）、
Muhammadiyah University of Aceh （インドネシア
共和国）、Univeristy of Philippines Manila（フィリピ
ン共和国）、University of Colombo（スリランカ）

2

マレーシア工科大学（マレーシア）、モンクット王ラ
カバン工科大学（タイ）

5

フィリピン大学ロスバニオス校（フィリピン）、カセ
サート大学（タイ）、マレーシアプトラ大学（マレーシ
ア）、ボゴール農科大学（インドネシア）、ガジャマダ
大学（インドネシア）

国連PPPイニシアチブと連携したアジアの経済発展に
寄与するPPPリーダー育成コンソーシアム

7

国際イスラム大学マレーシア（マレーシア）、フィリ
ピン大学（フィリピン）、カラガ州立大学（フィリピ
ン）、ファザーサトゥルニノウリオス大学（フィリピ
ン）、セントジョセフ工科大学（フィリピン）、サンホセ
リコルトス大学（フィリピン）、国連PPPイニシアチブ
（スイス）

日本ASEANリテラシーを重視した実務型リーダー育成
プログラム

インドネシア大学（インドネシア）、バンドン工科大
学（インドネシア）、ラオス国立大学（ラオス）、マラ
ヤ大学（マレーシア）、マレーシア工科大学（マレー
シア）、フィリピン大学ディリマン校（フィリピン）、ア
テネオ・デ・マニラ大学（フィリピン）、シンガポール
16 国立大学（シンガポール）、チュラロンコン大学（タ
イ）、シーナカリンウィロート大学（タイ）、キングモン
クット工科大学ラカバン校（タイ）、カセサート大学
（タイ）、泰日工業大学（タイ）、ハノイ貿易大学（ベト
ナム）、ハノイ国家大学外国語大学（ベトナム）、
ホーチミン市国家大人文社会科学大（ベトナム）

アジア・太平洋地域における公衆衛生専門家リーダー
連携強化プログラム

Ⅰ－ 40

帝京大学

私立

Ⅰ－ 41

○東海大学、九州大学、
大阪大学

私立 日本-ASEAN グローバルエンジニア養成プログラム

Ⅰ－ 42

東京農業大学

私立

Ⅰ－ 43

Ⅰ－ 44

Ⅰ－ 45

東洋大学

私立

相手大学等

構想名称

SEARCA大学コンソーシアムの農学系大学院における
ダブルディグリー制度の確立

明治大学

私立

早稲田大学

アジア・リベラルアーツ・キャンパス構想 －社会・文化
私立
的差異を乗り越える挑戦－

7

インドネシア大学（インドネシア）、シンガポール国
立大学（シンガポール）、チュラローンコーン大学
（タイ）、デ・ラ・サール大学（フィリピン）、マラヤ大
学（マレーシア）、ソウル大学校（韓国）、香港大学
（中国）

Ⅰ－ 46

創価大学

私立

KAWAN（朋友）プログラム
ーACTSを活用した多国間協働教育システムの構築ー

8

南洋理工大学（シンガポール）、インドネシア大学
（インドネシア）、マラヤ大学（マレーシア）、マレー
シア・プトラ大学（マレーシア）、タマサート大学（タ
イ）、ブルネイ・ダルサラーム大学（ブルネイ）、フィ
リピン大学（フィリピン）、デラサール大学（フィリピ
ン）

Ⅰ－ 47

中部大学

私立

持続可能なアジアを構築するための空間情報科学の国
際教育研究協働ネットワーク

3

アジア工科大学院Asian Institute of Technology
（タイ王国）、福州大学Fuzhou University（中国）、
釜慶大学Pukyong National University（韓国）

Ⅰ－ 48

名古屋商科大学

私立

名古屋商科大学、チュラロンコン大学、マラヤ大学によ
るＧＩＭプログラム実践

2

チュラロンコン大学（タイ）、マラヤ大学（マレーシ
ア）

Ⅰ－ 49

京都外国語大学

私立

ムスリムマーケット対応「Intercultural Mediator」育成へ
の戦略的アプローチ

1

マレーシア科学大学（マレーシア）

Ⅰ－ 50

同志社大学

私立 西太平洋コンピューター科学人材育成構想

立命館大学

タマサート大学（タイ王国）、ガジャマダ大学（インド
ネシア）、バンドン工科大学（インドネシア）、パジャ
ジャラン大学（インドネシア）、フエ大学（ベトナム）、
ハノイ国家大学（ベトナム）、ホーチミン国家大学
（ベトナム）、SEARCA（フィリピン）、パナサストラ大
コミュニティ・エクスチェンジ型学習促進のための大学間
私立
19 学（カンボジア）、国民大学（韓国）、釜山大学（韓
コンソーシアムの形成
国）、韓国海洋大学（韓国）、淑明女子大学（韓
国）、東北財経大学（中国）、北京理工大学（中
国）、ポーランド日本情報工科大学（ポーランド）、
南デンマーク大学（デンマーク）、ウォーリック大学
（イギリス）、サリー大学（イギリス）

Ⅰ－ 51

4

フィリピン大学ディリマン校（フィリピン）、南洋理工
3 大学（シンガポール）、ニューキャッスル大学（オー
ストラリア）

No.

大学名

設置

構想名称

相手大学等

Ⅰ－ 52

大阪工業大学

私立

知的財産高度専門家育成のためのASEANと国内大学
間の教育ネットワークの形成

Universiti Brunei Darussalam（ブルネイ・ダルサ
ラーム国）、Royal University of Phnom Penh（カン
ボジア）、Royal University of Law and Economic
（カンボジア）、Universitas Indonesia（インドネシ
ア）、Universitas Gadjah Mada（インドネシア）、
Institut Teknologi Bandung（インドネシア）、
Universitas Airlangga（インドネシア）、National
University of Laos（ラオス）、Universiti Malaya（マ
レーシア）、Universiti Sains Malaysia（マレーシ
ア）、Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシ
ア）、Universiti Putra Malaysia（マレーシア）、
University of Yangon（ミャンマー）、Yangon
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Institute of Economics（ミャンマー）、Ateneo de
Manila University（フィリピン）、De La Salle
University（フィリピン）、University of the
Philippines（フィリピン）、National University of
Singapore（シンガポール）、Nanyang Technological
University（シンガポール）、Singapore
Management University（シンガポール）、Burapha
University（タイ）、Chulalongkorn University（タイ）、
Mahidol University（タイ）、Chiang Mai University
（タイ）、Vietnam National University, Hanoi（ベトナ
ム）、Vietnam National University, Ho Chi Minh
City（ベトナム）

Ⅰ－ 53

関西学院大学

私立

日本・アセアン協働「ビジネスカレッジ」－多文化理解を
通じたビジネスリーダー育成－

5

サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学（インドネシ
ア）、シンガポール・マネジメント大学（シンガポー
ル）、ブラパ大学（タイ）、マラヤ大学（マレーシア）、
ヤンゴン経済大学（ミャンマー）

Ⅰ－ 54

九州保健福祉大学

私立

ASEANにおける医学と工学を兼ね備えた人材中核拠点
の形成

2

フィリピン国立大学ロスバニョス校（フィリピン）、ラ
サール大学（フィリピン）

設置

構想名称

国立

アセアンジュニアエキスパート育成プログラムと北東北
再発見プログラム

4

アジアの体育・スポーツの未来を拓くエキスパート人材
の育成

チュラロンコーン大学（タイ）、カセサート大学（タ
イ）、チェンライ・ラチャパット大学（タイ）、NPO ハー
ト・オブ・ゴールド（カンボジア）、王立体育研究所
（カンボジア）、ナンヤン工科大学（シンガポール）、
10
シンガポールスポーツカウンシル（シンガポール）、
マレーシア工科大学（マレーシア）、インドネシア教
育大学（インドネシア）、バンドン工科大学（インドネ
シア）

【申請区分Ⅱ】
No.
Ⅱ－ 1

Ⅱ－ 2

Ⅱ－ 3

大学名
○弘前大学、岩手大学、
青森中央学院大学

○筑波大学、鹿屋体育大学

千葉大学

国立

チェンマイ大学及び附属高校（タイ王国）、コンケン
大学及び附属高校（タイ王国）、ナレースワン大学
（タイ王国）、泰日工業大学（タイ王国）

国立 ツイン型学生派遣プログラム（ツインクル）

インドネシア大学（インドネシア）、バンドン工科大
学（インドネシア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、
ウダヤナ大学（インドネシア）、ボゴール農業大学
10 （インドネシア）、マヒドン大学（タイ）、カセサート大
学（タイ）、ベトナム国家大学ハノイ校教育大学（ベ
トナム）、ナンヤン理工大学（シンガポール）、王立
プノンペン大学（カンボジア）
王立プノンペン大学（カンボジア）、ガジャマダ大学
（インドネシア）、インドネシア大学（インドネシア）、
ラオス国立大学（ラオス）、マレーシア国民大学（マ
9 レーシア）、フィリピン国立大学（フィリピン）、シンガ
ポール国立大学（シンガポール）、シーナカリンウィ
ロート大学（タイ）、ハノイ国家大学人文・社会科学
大学（ベトナム）

Ⅱ－ 4

東京外国語大学

国立 TUFS-ASEAN 文化交流エキスパート養成プログラム

Ⅱ－ 5

静岡大学

国立

名古屋大学

ASEAN地域発展のための次世代国際協力リーダー養
国立
成プログラム

Ⅱ－ 6

相手大学等

グローカル時代の国際交流を活性化する単位認定シス
テムの構築－国際メディエイター養成を目指して－

5

4

インドネシア教育大学（インドネシア）、アジア工科
大学院（タイ）、国立台湾師範大学（台湾）、東北師
範大学（中国）

7

シンガポール国立大学（シンガポール）、チュラロン
コン大学（タイ）、フィリピン大学ロスバニョス校（フィ
リピン）、ガジャ・マダ大学（インドネシア）、ホーチミ
ン市法科大学（ベトナム）、ハノイ法科大学（ベトナ
ム）、王立法経大学（カンボジア）

No.

Ⅱ－ 7

大学名

京都大学

設置

国立

相手大学等

構想名称

「開かれたASEAN＋６」による日本再発見―SENDを核
とした国際連携人材育成

シンガポール国立大学（シンガポール）、チュラロン
コーン大学（タイ）、ハサヌディン大学（インドネシア
共和国）、フィリピン大学（フィリピン共和国）、ベト
ナム社会科学院（ベトナム）、プトラマレーシア大学
（マレーシア）、台湾大学（台湾）、ソウル大学（大韓
民国）、慶北大学（大韓民国）、北京大学（中華人
民共和国）、北京師範大学（中華人民共和国）、人
23 民大学（中華人民共和国）、復旦大学（中華人民共
和国）、南京大学（中華人民共和国）、北京外国語
大学（中華人民共和国）、デリー大学（インド）、トリ
ブバン大学（ネパール）、カタール大学（カタール）、
メルボルン大学（オーストラリア）、シドニー大学
（オーストラリア）、ハワイ大学マノア校（アメリカ合
衆国）、ハイデルベルグ大学（ドイツ）、ヨハン・ヴォ
ルフガング・ゲーテ大学（ドイツ）

Ⅱ－ 8

○岡山大学、山口県立大学

国立

日本の近代をアジアと共有する 日本・ＡＳＥＡＮ ルネ
サンス学生交流システムの構築

ブルネイ・ダルサラーム大学（ブルネイ・ダルサ
ラーム）、王立プノンペン大学（カンボジア）、王立
法律経済大学（カンボジア）、インドネシア大学（イ
ンドネシア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、バン
ドン工科大学（インドネシア）、アイルランガ大学（イ
ンドネシア）、ラオス国立大学（ラオス）、マレーシア
科学大学（マレーシア）、マラヤ大学（マレーシア）、
国立マレーシア大学（マレーシア）、マレーシアプト
ラ大学（マレーシア）、ヤンゴン経済大学（ミャン
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マー）、ヤンゴン大学（ミャンマー）、フィリピン大学
（フィリピン）、デラサール大学（フィリピン）、アテネ
オデマニラ大学（フィリピン）、シンガポール国立大
学（シンガポール）、南洋理工大学（シンガポー
ル）、シンガポール経営大学（シンガポール）、ブラ
ファ大学（タイ）、チュラロンコン大学（タイ）、マヒ
ドール大学（タイ）、チェンマイ大学（タイ）、ベトナム
国家大学ハノイ校（ベトナム）、ベトナム国家大学
ホーチミン校（ベトナム）

Ⅱ－ 9

九州大学

国立

スパイラル型協働教育モデル：リーガルマインドによる
普遍性と多様性の均衡を目指して

4

シンガポール国立大学（シンガポール）、マラヤ大
学（マレーシア）、チュラロンコン大学（タイ）、アテネ
オ・デ・マニラ大学（フィリピン）

Ⅱ－ 10

佐賀大学

サガ・インドシナ循環型協働教育プロジェクト(SAINプロ
国立
ジェクト)

5

ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学（ベトナ
ム）、ベトナム国家大学ハノイ校工科大学（ベトナ
ム）、ベトナム国家大学ハノイ校自然科学大学（ベ
トナム）、ハノイ農業大学（ベトナム）、王立プノンペ
ン大学（カンボジア）

Ⅱ－ 11

琉球大学

国立

「医療と教育の連携による世界展開力を備えた地域保
健医療・教育人材育成プロジェクト」

2

ラオス健康科学大学（ラオス国）、ラオス国立大学
（ラオス国）

Ⅱ－ 12

国際教養大学

公立 日本語教育を核とした日本・ASEAN双方向の教育交流

Ⅱ－ 13

愛知県立大学

公立

Ⅱ－ 14

Ⅱ－ 15

Ⅱ－ 16

Ⅱ－ 17

インドネシアとの国際交流を通じたグローバル人材の育
成

2

～言葉がわかると心がつながる～ 日本とASEANの循
環型相互理解推進プログラム

ブラパー大学（タイ）、チェンマイ大学（タイ）、マラン
クセスワラ大学（インドネシア）、アトマジャヤ大学
7 （インドネシア）、リア外国語大学（インドネシア）、
ホーチミン市人文社会学科大学（ベトナム）、ハノイ
大学（ベトナム）

神田外語大学

私立

早稲田大学

「日本語教育学」総合学習プログラムを通じた重層的・
私立
循環的人材育成事業

創価大学

関西外国語大学

私立

私立

淡江大学（台湾）、開南大学（台湾）、マレーシア科
学大学（マレーシア）、ブルネイ・ダルサラーム大学
（ブルネイ・ダルサラーム）、ナンヤン工科大学（シ
8
ンガポール）、アテネオ大学（フィリピン）、マヒドン
大学インターナショナル・カレッジ（タイ）、カセサー
ト大学付属高校（タイ）

サンライズ・プログラムを活用した日本語・日本文化教
育・学習支援

日本語・日本文化学習支援を軸にした中核人材育成プ
ログラム

6

ガジャマダ大学（インドネシア）、インドネシア大学
（インドネシア）

6

パジャジャラン大学（インドネシア）、シンガポール
国立大学（シンガポール）、タマサート大学（タイ）、
チュラロンコーン大学（タイ）、デ・ラ・サール大学
（フィリピン）、マラヤ大学（マレーシア）

9

インドネシア大学（インドネシア）、チュラロンコン大
学（タイ）、ハノイ国家大学（ベトナム）、王立プノン
ペン大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオス）、
湖南師範大学（中国）、マカオ大学（中国）、グアナ
ファト大学（メキシコ）、ハバナ大学（キューバ）

6

バンコク大学（タイ）、アサンプション大学（タイ）、ア
テネオデマニラ大学（フィリピン）、マレーシアサイ
ンス大学（マレーシア）、 ベトナム国立大学社会・
人文科学大学（ベトナム）、サティアワチャナ大学
（インドネシア）

