
Ａ-① Ａ-② 計

申請数 7 16 23 30 53

申請数 0 0 0 3 3

申請数 1 6 7 19 26

申請数 8 22 30 52 82

【申請数について】

【大学数について】

平成２８年度　大学の世界展開力強化事業　申請状況

区　　分 計

国　　立

大学数 16 30 397

タイプＡ
キャンパス・アジア事業の推進 タイプＢ

ASEAN地域における
大学間交流の推進

23

私　　立

大学数 6 19 241 7

公　　立

大学数 0 3 30 0

１大学がタイプＡ－①とタイプＡ－②、及びタイプＢに申請している場合の「大学数」の計は、各タイ
プの「大学数」の計から重複計上分を除外しているため、「申請数」の計と一致しない。（※）

計

大学数 22 52 66

１大学が本プログラムに申請できる件数は、タイプＡ－①、タイプＡ－②、タイプＢそれぞれ１件、計
３件を上限としている。
なお、国内の大学等が複数連携して実施する取組の場合には、代表して申請する大学のみを申請
件数として数える。

8 30

※10大学が2件申請

2大学が3件申請

※12大学が2件申請

2大学が3件申請

※2大学が2件申請



※

※

【タイプＡ－①】

No. 大学等名 設置 事業名

A-①-1 東京大学 国立
北京-ソウル-東京（BESETO）ダブル・ディグリー・プログラ
ム：国際・公共政策共同研究

2 北京大学（中国）、ソウル大学校（韓国）

A-①-2 東京工業大学 国立 日中韓先進科学技術大学教育環高度化プログラム 2 清華大学（中国）、韓国科学技術院（韓国）

A-①-3 一橋大学 国立 アジア・ビジネスリーダー・プログラムⅡ（アドバンスト） 2 北京大学（中国）、ソウル大学校（韓国）

A-①-4 名古屋大学 国立
東アジア「ユス・コムーネ」（共通法）形成にむけた法的・政
治的認識共同体の人材育成

5
中国人民大学（中国）、清華大学（中国）、
上海交通大学（中国）、成均館大学（韓
国）、ソウル国立大学（韓国）

A-①-5 神戸大学 国立
東アジアにおけるリスク・マネジメント専門家養成プログラ
ム

2 復旦大学（中国）、高麗大学校（韓国）

A-①-6 岡山大学 国立
東アジア高等教育圏を見据えた中核的高度実践人＝アジ
アンクラット育成プログラム

2 吉林大学（中国）、成均館大学校（韓国）

A-①-7 九州大学 国立
エネルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学
院協働教育プログラム
－ ダブルディグリープログラムの高度化と定着・恒常化 －

2
上海交通大学（中国）、釜山国立大学校
（韓国）

A-①-8 立命館大学 私立
東アジア人文学リーダー養成のための､日中韓共同運営移
動キャンパス

2
広東外語外貿大学（中国）、東西大学校
（韓国）

【タイプＡ－②】

No. 大学等名 設置 事業名

A-②-1
○北海道大学、
東北大学

国立 フロンティア物質科学国際教育拠点形成 6

南京大学（中国）、北京大学（中国）、上海
交通大学（中国）、ソウル大学校（韓国）、
浦項工科大学校（韓国）、韓国科学技術院
（韓国）

A-②-2 東北大学 国立
アジア型デンティストリーの確立に寄与するグローバルリー
ダー育成教育連携プログラム

2 北京大学（中国）、ソウル大学校（韓国）

A-②-3 千葉大学 国立 植物環境イノベーション・プログラム 3
清華大学（中国）、浙江大学（中国）、延世
大学（韓国）

A-②-4 東京大学 国立
日中韓教養教育アライアンスによる高度教養教育の充実と
「協創型人材」の育成

2 北京大学（中国）、ソウル大学校（韓国）

平成２８年度　大学の世界展開力強化事業　申請一覧

大学名の前に○を付している大学は、代表申請大学を示す。

「相手大学」に記載されている大学名は、各大学から提出された計画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、同一の大学であっても表記が異なる場合がある。

相手大学

相手大学

1



No. 大学等名 設置 事業名 相手大学

A-②-5 東京学芸大学 国立 東アジア教員養成国際大学院プログラム 2
北京師範大学（中国）、ソウル教育大学校
（韓国）

A-②-6 東京藝術大学 国立
国際アニメーションコース創設に向けた日中韓Co-workカリ
キュラム

2
中国伝媒大学（中国）、韓国芸術総合学校
（韓国）

A-②-7 東京海洋大学 国立
「日中韓版エラスムス」を基礎とした海洋における国際協働
教育プログラム

2
上海海洋大学（中国）、韓国海洋大学校
（韓国）

A-②-8 横浜国立大学 国立
アジア海洋管理学－環境に配慮した海洋利用の統合教育
に資する国際人材育成拠点－

2 上海交通大学（中国）、釜慶大学校（韓国）

A-②-9 富山大学 国立 ボランティア観光を通じた地域専門家育成プログラム 2 延辺大学（中国）、江原大学校（韓国）

A-②-10 金沢大学 国立
東アジアIPValleyをプラットフォームとするイノベーティブIPビ
ジネス・リーダー育成プログラム

2 中国人民大学（中国）、ソウル大学（韓国）

A-②-11 大阪大学 国立
世界的健康問題の解決に向けた医学研究グローバルリー
ダー育成プログラム

5
北京大学（中国）、清華大学（中国）、上海
交通大学（中国）、天津中医薬大学（中
国）、延世大学校（韓国）

A-②-12 鳥取大学 国立
「東アジア地域学」構築を通した「東アジアで生きる越境人」
の養成

2 厦門大学（中国）、翰林大学校（韓国）

A-②-13 広島大学 国立
教育界のグローバルリーダーを養成する－東アジアから世
界に展開する広島/師範大学型教育の開発－

5
北京師範大学（中国）、北京外国語大学
（中国）、首都師範大学（中国）、ソウル大
学校（韓国）、韓国教員大学校（韓国）

A-②-14
○山口大学、
九州工業大学

国立
日中韓協働による分野融合型ものづくり創成デザイン教育
モデルの構築と標準化

5
江蘇大学（中国）、大連理工大学（中国）、
重慶理工大学（中国）、群山大学校（韓
国）、忠北大学校（韓国）

A-②-15 九州大学 国立
アジア都市・建築環境の発展的持続化を牽引する人材育
成のための協働教育プログラム

2 同済大学（中国）、釜山大学（韓国）

A-②-16 長崎大学 国立
日中韓の大学間連携によるインフラストラクチャーを支える
人材育成事業

2 山東大学（中国）、成均館大学校（韓国）

A-②-17 亜細亜大学 私立
東アジア地域の発展に貢献する「日中韓・課題解決実行型
人材」育成プログラム

2
大連外国語大学（中国）、仁川大学校（韓
国）

A-②-18 学習院大学 私立
多文化共生時代に生きる複眼的アジア人材の養成－グ
ローバル・キャンパス・アジアの新展開

5
復旦大学（中国）、陝西師範大学（中国）、
北京郵電大学（中国）、香港中文大学（中
国）、慶北大学校（韓国）

A-②-19 東洋大学 私立
多文化受容性とシティー・レジリエンスを高めるグローバル
人材育成プログラム

2 上海外国語大学（中国）、圓光大学（韓国）

A-②-20 早稲田大学 私立
多層的紛争解決・社会変革のためのグローバルリーダー
共同育成プログラム

2 北京大学（中国）、高麗大学校（韓国）

2



No. 大学等名 設置 事業名 相手大学

A-②-21 創価大学 私立
東アジア型グローバル人材を養成する「Asia Studies
Program」の構築

2 中央財経大学（中国）、慶南大学（韓国）

A-②-22

○名古屋外国語大学、
東京外国語大学、
神田外語大学、
京都外国語大学、
長崎外国語大学

私立
日中韓・外国語大学コンソーシアムを通じた外国語・外国
地域の教育基盤構築と東アジアグローバル人材の育成

6

北京外国語大学（中国）、大連外国語大学
（中国）、上海外国語大学（中国）、西安外
国語大学（中国）、韓国外国語大学校（韓
国）、釜山外国語大学校（韓国）

【タイプＢ】

No. 大学等名 設置 事業名

B-1 北海道大学 国立
流域の脆弱性の克服と持続可能な開発のための国際共同
教育プログラム

14

王立農業大学（カンボジア）、カンボジア工
科大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラ
オス）、パテイン大学（ミャンマー）、ヤンゴ
ン大学（ミャンマー）、カントー大学（ベトナ
ム）、ベトナム国家大学ハノイ校科学大学
（ベトナム）、ベトナム国家大学ホーチミン
校工科大学（ベトナム）、ボゴール農業大
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）

B-2

○山形大学、
山形県立米沢栄養大学、
東北公益文科大学、
鶴岡工業高等専門学校

国立
知徳体の調和あるアジアのリーダー（ＩＶｉＴ）育成-日越柬の
食・農・環境・貿易プログラム-

4
ベトナム国家農業大学（ベトナム）、フエ大
学（ベトナム）、カントー大学（ベトナム）、カ
ンボジア工科大学（カンボジア）

B-3

○筑波大学、
東京工業大学、
国際基督教大学、
茨城工業高等専門学校

国立
メコン圏新興地域社会基盤構築を牽引するコーチ人材育成
恊働プログラム

11

カンボジア王立農業大学（カンボジア）、ラ
オス国立大学（ラオス）、ラオス国立医科大
学（ラオス）、パティン大学（ミャンマー）、ベ
トナム国家大学ホーチミン校（ベトナム）、
ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナム）、
ホーチミン市医科薬科大学（ベトナム）、ベ
トナム国家農業大学（ベトナム）、ホーチミ
ン市師範大学（ベトナム）、交通通信大学
（ベトナム）、国立台湾大学（台湾）

B-4
○宇都宮大学、
小山工業高等専門学校

国立
「ものづくり」「まちづくり」「食づくり」を担うグローカルリー
ダー人材育成事業

3
王立プノンペン大学（カンボジア）、王立農
業大学（カンボジア）、ダナン科学技術大学
（ベトナム）

B-5 千葉大学 国立 スポーツ・健康国際ネットワーク(シャイン) 2
王立プノンペン大学（カンボジア）、ベトナム
国家大学ハノイ校教育大学（ベトナム）

B-6 東京大学 国立
「水の安心・安全」開発を目指した日・ASEAN協同教育プロ
グラム

4

ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナム）、ベト
ナム国家建設大学（ベトナム）、ヤンゴン工
科大学（ミャンマー）、カンボジア王立農業
大学（カンボジア）

B-7 東京医科歯科大学 国立
医歯学領域のグローバルリーダー養成を目指した大学間
交流プログラム

6

カンボジア健康科学大学（カンボジア）、ラ
オス保健科学大学（ラオス）、ヤンゴン歯科
大学（ミャンマー）、ホーチミン医科薬科大
学（ベトナム）、チュラロンコーン大学（タ
イ）、インドネシア大学（インドネシア）

B-8 東京外国語大学 国立
日本発信力強化に貢献するミャンマー・ラオス・カンボジア
知日人材養成プログラム

3
ヤンゴン大学（ミャンマー）、ラオス国立大
学（ラオス）、王立プノンペン大学（カンボジ
ア）

B-9 東京藝術大学 国立
日ASEAN芸術文化交流が導く多角的プロモーション
～協働社会実践を通じた心のインフラと質保証フレームの
構築～

8

カンボジア王立芸術大学（カンボジア）、ラ
オス国立美術学校（ラオス）、ミャンマー国
立文化芸術大学（ミャンマー)、バガン漆芸
技術大学（ミャンマー）、ベトナム美術大学
（ベトナム）、ベトナム国家音楽学院（ベトナ
ム）、ホーチミン市美術大学（ベトナム）、シ
ラパコーン大学（タイ）

相手大学

3



No. 大学等名 設置 事業名 相手大学

B-10 東京海洋大学 国立
海洋関連産業における新しい時代の日越貿易を牽引する
高度専門職業人養成プログラム

3
カントー大学（ベトナム）、ニャチャン大学
（ベトナム）、ベトナム海事大学（ベトナム）

B-11
○横浜国立大学、
埼玉大学、
和歌山大学

国立
グローバル新時代のリスクと共生しうる実践的人材育成-
分野横断型思考開拓プログラム

5

ダナン大学（ベトナム）、マンダレー大学
（ミャンマー）、ヤンゴン工科大学（ミャン
マー）、プノンペン王立大学（カンボジア）、
ラオス国立大学（ラオス）

B-12 政策研究大学院大学 国立
２１世紀のアジアと協働する公共政策・インフラ政策分野の
中核的人材育成事業

10

カンボジア国家行政学院（カンボジア）、ラ
オス国立大学（ラオス）、ヤンゴン工科大学
（ミャンマー）、ホーチミン国家政治行政学
院（ベトナム）、フィリピン大学ディリマン校
（フィリピン）、シンガポール国立大学（シン
ガポール）、インドネシア大学（インドネシ
ア）、タマサート大学（タイ）、韓国開発研究
院（韓国）、清華大学（中国）

B-13 新潟大学 国立
メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による
理工系人材育成

4
王立プノンペン大学（カンボジア）、ラオス
国立大学（ラオス）、ハノイ工科大学（ベトナ
ム）、チュラロンコン大学（タイ）

B-14

○長岡技術科学大学、
鶴岡工業高等専門学校、
茨城工業高等専門学校、
小山工業高等専門学校、
長岡工業高等専門学校、
富山高等専門学校

国立
日越連携教育１５年の実績を礎とした原子力インフラ人材
育成プラットフォームの構築

3
ハノイ工科大学（ベトナム）、ホーチミン市
工科大学（ベトナム）、ダナン工科大学（ベ
トナム）

B-15 富山大学 国立 アジアにおけるハイパーアルミエンジニア養成プログラム 3
ハノイ工科大学（ベトナム）、チェンマイ大学
（タイ）、山東大学（中国）

B-16
○金沢大学、
北陸先端科学技術
大学院大学

国立
メコン地域の持続可能な発展を支える日越協働人材育成
プログラム

4
カントー大学（ベトナム）、ホーチミン市工科
大学（ベトナム）、ニャチャン大学（ベトナ
ム）、ラックホン大学（ベトナム）

B-17 福井大学 国立
ASEAN諸国の大学・地域との連携の下でのアクティブ・ラー
ニングによる21世紀型人材育成

6

ホーチミン市外国語情報技術大学（ベトナ
ム）、ホーチミン市師範大学（ベトナム）、ベ
トナム国家大学ホーチミン市人文社会科学
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）、王立プノン
ペン大学（カンボジア）、フィンドレー大学
（アメリカ合衆国）

B-18 岐阜大学 国立
持続可能な地域社会形成に資する国際農環境科学技術者
養成プログラム

4
チュイロイ大学（ベトナム）、ハノイ工科大学
（ベトナム）、スブラス・マレット大学（インド
ネシア）、アンダラス大学（インドネシア）

B-19 名古屋大学 国立
ASEANと日本を繋ぐ「グローバル・ソフトインフラ基礎人材」
育成プログラム

6

ハノイ貿易大学（ベトナム）、ヤンゴン大学
（ミャンマー）、ラオス国立大学（ラオス）、王
立農業大学（カンボジア）、王立プノンペン
大学（カンボジア）、シンガポール国立大学
（シンガポール）

B-20

○豊橋技術科学大学、
岐阜工業高等専門学校、
明石工業高等専門学校、
宇部工業高等専門学校

国立
日越間の双方向性交流に基づくグローバル技術科学人材
の育成 8

国立土木大学（ベトナム）、ハノイ工科大学
（ベトナム）、ベトナム国家大学ホーチミン
市校工科大学（ベトナム）、ベトナム国家大
学ホーチミン市校国際大学（ベトナム）、フ
エ医科薬科大学（ベトナム）、ダナン大学・
工科大学（ベトナム）、ホーチミン市天然資
源環境大学（ベトナム）、ラオス国立大学
（ラオス）

B-21
○京都大学、
関西大学

国立
 気候変動下でのレジリエントな社会発展を担う国際インフ
ラ人材育成プログラム

12

ベトナム国家大学ハノイ校科学大学（ベト
ナム）、フエ大学（ベトナム）、ハノイ工科大
学（ベトナム）、ダナン大学（ベトナム）、ヤン
ゴン工科大学（ミャンマー）、マンダレー工
科大学（ミャンマー）、王立農科大学（カン
ボジア）、チャンパサック大学（ラオス）、ア
ジア工科大学（タイ）、チュラロンコン大学
（タイ）、カセサート大学（タイ）、マヒドン大
学（タイ）

4



No. 大学等名 設置 事業名 相手大学

B-22 京都工芸繊維大学 国立
Mekong TechnoLink　〜メコン流域大学間連携によるTECH
LEADER育成〜

8

王立農業大学（カンボジア）、王立プノンペ
ン大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオ
ス）、ヤンゴン大学（ミャンマー）、カント大学
（ベトナム）、ハノイ工科大学（ベトナム）、国
立建設大学（ベトナム）、ベトナム国立大学
ホーチミン理科大学（ベトナム）

B-23 神戸大学 国立
メコン川流域諸国におけるソーシャルニーズ解決型人材養
成プログラム

10

教育ユース・スポーツ省（カンボジア）、ラオ
ス国立大学（ラオス）、貿易大学（ベトナ
ム）、フエ大学（ベトナム）、ハノイ医科大学
（ベトナム）、ベトナム国家大学ホーチミン
市（ベトナム）、ダナン大学（ベトナム）、ノン
ラム大学（ベトナム）、国民経済大学（ベト
ナム）、フィリピン大学ロスバニョス校（フィリ
ピン）

B-24
○広島大学、
広島経済大学

国立
CＬMV諸国の持続可能な平和、幸福、発展に貢献する研究
力と社会起業力の融合人財育成

12

王立プノンペン大学（カンボジア）、カンボジ
ア国立健康科学大学（カンボジア）、ラオス
国立大学（ラオス）、ヤンゴン大学（ミャン
マー）、ヤンゴン歯科医学大学（ミャン
マー）、ミエック大学（ミャンマー）、国家大
学ハノイ校（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）、ベトナム交通運輸大学
（ベトナム）、貿易大学（ベトナム）、カセ
サート大学（タイ）

B-25

○愛媛大学、
徳島大学、
香川大学、
高知大学

国立
未来インフラ開発人材を養成する 四国〜ミャンマー巡礼型
国際地域協働プログラム

3
パテイン大学（ミャンマー）、タンリン工科大
学（ミャンマー）、ヤンゴン第一医科大学
（ミャンマー）

B-26 九州大学 国立
海外オープンラボを基軸とするASEANアグリバイオ教育・
研究プラットフォームへの展開

7

カンボジア林野庁（カンボジア）、バッタンバ
ン大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオ
ス）、イエジン農業大学（ミャンマー）、ベトナ
ム国立農業大学（ベトナム）、トゥイロイ大
学（ベトナム）、カントー大学（ベトナム）

B-27 九州工業大学 国立
ASEAN諸国での課題解決に寄与するグローバル・エンジニ
ア養成のための教育拠点の形成

2
カンボジア工科大学（カンボジア）、タマ
サート大学（タイ）

B-28
○佐賀大学、
佐賀女子短期大学

国立
保健衛生の視点を交えた生活インフラ専門職業人養成プロ
グラム

5

ヤンゴン工科大学（ミヤンマー）、マンダ
レー工科大学（ミヤンマー）、タンリン工科
大学（ミヤンマー）、チュイロイ大学（ベトナ
ム）、カントー大学（ベトナム）

B-29

○宮崎大学、
都城工業高等専門学校、
鹿児島
工業高等専門学校

国立
地域の総合的社会基盤に貢献するグローカル専門職業人
材育成モデルの構築

9

ヤタナポン工科大学（ミャンマー）、ヤンゴ
ンコンピューター大学（ミャンマー）、マンダ
レイコンピューター大学（ミャンマー）、ヤン
ゴン工科大学（ミャンマー）、パテイン大学
（ミャンマー）、獣医科学大学（ミャンマー）、
第一医科大学（ミャンマー）、第二医科大学
（ミャンマー）、伝統医療大学（ミャンマー）

B-30 琉球大学 国立
アセアン地域で活躍できる多様な次世代型コミュニティー
リーダーの育成

10

ラオス国立大学（ラオス）、ラオス健康科学
大学（ラオス）、情報技術大学（ミャン
マー）、獣医科学大学（ミャンマー）、タイグ
エン大学（ベトナム）、ベトナム国立大学ハ
ノイ校（ベトナム）、ハノイ科学技術大学（ベ
トナム）、ハノイ医科大学（ベトナム）、チェン
マイ大学（タイ）、コンケン大学（タイ）

B-31 横浜市立大学 公立
横浜市と連携したアジア大学間ネットワークによる社会制
度インフラ人材育成プログラム

8

ベトナム国家社会科学人文大学（ベトナ
ム）、ベトナム国家貿易大学（ベトナム）、ベ
トナム国家建設大学（ベトナム）、ラオス国
立大学（ラオス）、王立プノンペン大学（カン
ボジア）、マレーシア科学大学（マレーシ
ア）、タマサート大学（タイ）、フィリピン大学
（フィリピン）

B-32
○大阪市立大学、
大阪大谷大学

公立
先制医療を軸とするユニバーサルヘルスカバレッジを実践
できるグローバル人材の育成

4

ハノイ医科大学（ベトナム）、ベトナム国家
大学ハノイ校・経済経営大学（ベトナム）、
ナムディン看護大学（ベトナム）、ホーチミン
医科薬科大学（ベトナム）

B-33
○大阪府立大学、
大阪大学

公立
ＡＳＥＡＮにおける食循環型社会構築と生物資源の有効利
用に向けた高度グローバル人材の育成

2
カントー大学（ベトナム）、カセサート大学
（タイ）

5



No. 大学等名 設置 事業名 相手大学

B-34 千葉工業大学 私立
日越文化の相互理解を有する次世代グローバル教育者及
び技術者の育成プログラム

5

ハノイ国家大学工科大学（ベトナム）、ハノ
イ国家大学外国語大学（ベトナム）、ハノイ
工科大学（ベトナム）、タイグエン大学（ベト
ナム）、ＦＰＴ大学（ベトナム）

B-35 麗澤大学 私立
ベトナムにおける人事・労務・現地経営の即戦力となるミド
ル・マネジメント育成プログラム

1
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科
学大学（ベトナム）

B-36 桜美林大学 私立 日越アセアン国際協働プログラム 4
ダナン大学（ベトナム）、国民経済大学（ベ
トナム）、貿易大学（ベトナム）、ホーチミン
市人文社会科学大学（ベトナム）

B-37 慶應義塾大学 私立
LL.M.を用いたメコン地域諸国大学との協働によるアジア発
グローバル法務人材養成プログラム(PAGLEP)の形成

6

パニャサストラ大学（カンボジア）、ラオス国
立大学（ラオス）、ヤンゴン大学（ミャン
マー）、経済・法科大学（ベトナム）、ハノイ
法科大学（ベトナム）、タマサート大学（タ
イ）

B-38 芝浦工業大学 私立
社会基盤インフラ技術の世界展開へ向けたASEAN地域連
携による理工系人材育成事業

6

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）、カンボジア工科大
学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオ
ス）、モンクット王トンブリー工科大学（タ
イ）、マレーシア工科大学（マレーシア）

B-39 上智大学 私立
ASEAN共同体に資するメコン地域の発展と連結性強化の
ための産学官協働教育プラットフォーム

10

王立プノンペン大学（カンボジア）、王立芸
術大学（カンボジア）、パンニャサストラ大
学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラオ
ス）、サバナケット大学（ラオス）、ヤンゴン
大学（ミャンマー）、ベトナム国家大学ハノイ
校・社会人文学院（ベトナム）、貿易大学
（ベトナム）、チェンマイ大学（タイ）、チュラ
ロンコン大学（タイ）

B-40 大東文化大学 私立
Daito Global 「知」のASEANプラットフォームの創成－
ASEANから世界へ

10

王立プノンペン大学（カンボジア）、ベトナム
国家大学ハノイ（ベトナム）、ベトナム国家
大学ホーチミン（ベトナム）、チュラーロン
コーン大学（タイ）、チェンマイ大学（タイ）、
シーナカリンウイロート大学（タイ）、シラパ
コーン大学（タイ）、クアラルンプール大学
（マレーシア）、プトラ大学（マレーシア）、パ
ジャジャラン大学（インドネシア）

B-41
○中央大学、
尚絅学院大学

私立
就業通用力・大学院留学可能性の向上を目指すグローバ
ル・ラーニング教育プログラム （Global LEAP）

8

王立プノンペン大学（カンボジア）、ヤンゴン
大学（ミャンマー）、ハノイ国民経済大学（ベ
トナム）、ハノイ工科大学（ベトナム）、ハノ
イ水利大学（ベトナム）、上海理工大学（中
国）、浙江工業大学（中国）、成均館大学
（韓国）

B-42 津田塾大学 私立
女性グローバルリーダー育成のための国際交流プログラム
とその環境整備

2
ダゴン大学（ミャンマー）、経済法科大学
（ベトナム）

B-43 帝京大学 私立
帝京・アジア交流プログラム（TAEP)の推進によるASEAN地
域のグローバル人材育成

7

ホーチミン市外国語情報技術大学（ベトナ
ム）、ヤンゴン経済大学（ミャンマー）、パ
ニャサストラ大学（カンボジア）、ラオス国立
大学（ラオス）、ジェンデラル・スディルマン
大学（インドネシア）、パンヤピワット経営学
院（タイ）、アダムソン大学（フィリピン）

B-44 東京理科大学 私立 ベトナムにおける防火規制の国際化支援 1 国立建設大学（ベトナム）

6
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B-45 東洋大学 私立
アジア新興国公民連携インフラ整備（PPP）リーダー育成プ
ログラム

6

王立プノンペン大学（カンボジア）、ラオス
国立大学（ラオス）、ヤンゴン大学（ミャン
マー）、国立経営大学（ミャンマー）、ベトナ
ム国家大学ホーチミン人文社会科学大学
（ベトナム）、土木工学大学（ベトナム）

B-46 法政大学 私立
日本-メコン：持続可能な社会実現に向けた現場主導の協
働型教育プログラム

7

王立プノンペン大学（カンボジア）、BELTEI
国際大学（カンボジア）、ラオス国立大学
（ラオス）、モーラミャイン大学（ミャン
マー）、カントー大学（ベトナム）、ホーチミン
市工業大学（ベトナム）、FPT大学（ベトナ
ム）

B-47 明治大学 私立
ＣＬＭＶの持続可能な都市社会を支える共創的教育システ
ムの創造

15

王立芸術大学（カンボジア）、カンボジア工
科大学（カンボジア）、ラオス国立大学（ラ
オス）、ヤンゴン工科大学（ミャンマー）、貿
易大学（ベトナム）、ハノイ大学（ベトナム）、
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科
学大学（ベトナム）、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）、
ホーチミン市建築大学（ベトナム）、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）、モンクット王工科大学ラカバン
校（タイ）、タマサート大学（タイ）、シンガ
ポール国立大学（シンガポール）

B-48 早稲田大学 私立
カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム（CLMV）の大学院
能力強化～東アジア大
学院（EAUI）拠点形成に向けて

8

ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナム）、プノ
ンペン王立大学（カンボジア）、ヤンゴン大
学（ミャンマー）、ラオス国立大学（ラオス）、
南洋理工大学（シンガポール）、タマサート
大学（タイ）、北京大学（中国）、高麗大学校
（韓国）

B-49 金沢工業大学 私立
共通のプロジェクトデザイン教育を基盤とする文化を超えた
教育の場の構築

1 ホーチミン市工業大学（ベトナム）

B-50 大阪医科大学 私立
国際交流による生活習慣病に対応する総合診療能力を有
する医療人とそれを養成する人材の育成

1 ベトナム国家大学（ベトナム）

B-51 関西大学 私立
地域開発と異文化対応のあり方を多国籍チームで考える
課題解決型学習プログラム

4

貿易大学（ベトナム）、ベトナム国家大学
ホーチミン市人文社会科学大学（ベトナ
ム）、ホーチミン市工科大学（ベトナム）、モ
レロス州立自治大学（メキシコ）

B-52 関西国際大学 私立
日本・ミャンマーを軸とする国際協力による 「安全・安心教
育」履修証明・資格プログラムの推進

7

ヤンゴン大学（ミャンマー）、ダナン大学（ベ
トナム）、ベトナム国家大学ホーチミン市人
文社会科学大学（ベトナム）、ノートン大学
（カンボジア）、マレーシア北大学（マレーシ
ア）、タマサート大学（タイ）、ガジャマダ大
学（インドネシア）

7


