
大学数 件数 大学数 件数 大学数 件数 大学数 件数

国立大学 36 59 53 120 28 37 68 216

公立大学 8 12 11 16 8 8 20 36

私立大学 37 53 27 33 17 17 66 103

全大学 81 124 91 169 53 62 154 355

区分

平成１９年度　大学院教育改革支援プログラム　申請状況一覧

　　　※大学数の合計は、１大学で複数分野（系）への申請があるため、各系の合計数と
　　　　 「合計」欄の数値は一致しない。

医療系理工農系人社系 合計



分 野 別
整理番号

教育プログラムの名称 大学名 主たる研究科・専攻名

a001 人文科学における実証的研究者の育成拠点 北海道大学 文学研究科人間システム科学専攻

a002 バックグラウンド多様化を活かす大学院教育 北海道大学 法学研究科法学政治学専攻

a003 現職教員の高度実践構想力開発プログラム 北海道教育大学 教育学研究科学校臨床心理専攻

a004 イノベーション・マネジャー育成モデル 小樽商科大学 商学研究科現代商学専攻

a005 実践指向型教育専門職の養成プログラム 東北大学 教育学研究科総合教育科学専攻

a006 環境フロンティア国際プログラム 東北大学 環境科学研究科環境科学専攻

a007 連携融合型コミュニティ・マネージャー養成 茨城大学 人文科学研究科

a008 新領域開拓のための人社系異分野融合型教育 筑波大学 人文社会科学研究科文芸・言語専攻

a009 人文学によるスキル開発教育プログラム 埼玉大学 文化科学研究科日本・アジア研究専攻、文化環境研究専攻

a010 実践的公共学実質化のための教育プログラム 千葉大学 人文社会科学研究科

a011 高度な言語運用能力に基づく地域研究者養成 東京外国語大学 地域文化研究科地域文化専攻、言語文化専攻

a012 即戦力通訳者養成のための高度化プログラム 東京外国語大学 地域文化研究科言語応用専攻

a013 平和構築・紛争予防修士英語プログラム 東京外国語大学 地域文化研究科国際協力専攻

a014 チーム双発型指導プログラム 東京学芸大学 連合学校教育学研究科

a015 教科教育の専門性進化プログラム 東京学芸大学 教育学研究科

a016 日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成 お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科比較社会文化学専攻

a017 文系修士課程における金融工学教育モデル 一橋大学 経済学研究科経済理論・経済統計専攻

a018 ディベート教育による新時代のリーダー育成 一橋大学 法学研究科法学・国際関係専攻

a019 キャリアデザインの場としての大学院 一橋大学 社会学研究科総合社会科学専攻、地球社会研究専攻

a020 経済・工学連携による金融プログラム 横浜国立大学 国際社会科学研究科経済学専攻、グローバル経済専攻

a021 経営専門人材の育成 横浜国立大学 国際社会科学研究科企業システム専攻

a022 貿易と開発に関わる専門人材養成プログラム 横浜国立大学 国際社会科学研究科国際開発専攻

a023 学際総合性のある文系研究者養成プログラム 総合研究大学院大学 文化科学研究科

a024 Ph.D.Candidate制度の導入 新潟大学 現代社会文化研究科

a025 プロジェクト研究を通じた自立的研究者養成 金沢大学 人間社会環境研究科人間文化専攻、人間社会環境学専攻

a026 実践的知的財産法務人材育成教育 金沢大学 人間社会環境研究科公共経営政策専攻

a027 グループワークによる知識創造教育 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科知識社会システム学専攻、知識システム基礎学専攻

a028 授業研究アリーナで共創する「臨床の知」 信州大学 教育学研究科

a029 双方向ワークショップ型地域作り社会人教育 信州大学 経済・社会政策科学研究科経済・社会政策科学専攻

a030 法整備支援をデザインできる専門家の養成 名古屋大学 法学研究科総合法政専攻

a031 国際協力型発信能力の育成 名古屋大学 国際開発研究科

a032 地域を舞台とした問題発見解決型大学院教育 三重大学 人文社会科学研究科

a033 リスクリサーチャー養成教育プログラム 滋賀大学 経済学研究科経済経営リスク専攻、経済学専攻

a034 臨床の知を創出する質的に高度な人材養成 京都大学 教育学研究科臨床教育学専攻

a035 国際化に対応した高度人材育成プログラム 京都大学 経済学研究科

a036 人間科学データによる包括的専門教育 大阪大学 人間科学研究科人間科学専攻

a037 文化情報リテラシーを駆使する専門家の養成 神戸大学 国際文化学研究科

a038 正課外活動の充実による大学院教育の実質化 神戸大学 人間発達環境学研究科

a039 国際水準に挑む公共知識人材育成プログラム 神戸大学 法学研究科理論法学専攻

a040 経済学フロンティアに挑む若手研究者の養成 神戸大学 経済学研究科

a041 経営学研究者の先端的養成プログラム 神戸大学 経営学研究科会計システム専攻

a042 教員とカウンセラーの連携教育プログラム 兵庫教育大学 学校教育研究科学校教育学専攻

a043 学校教育実践学研究者・指導者の育成 兵庫教育大学 連合学校教育学研究科

a044 「地域と伝統文化」教育プログラム 奈良教育大学 教育学研究科

a045 新世紀の理数科教育を牽引するリーダー養成 奈良教育大学 教育学研究科教科教育専攻理科教育専修

a046 政策提言能力の高い地域公共政策人の育成 岡山大学 社会文化科学研究科公共政策科学専攻

a047 実質化から未来型教育へブレイクスルー 岡山大学 教育学研究科理科教育専攻

a048 文理融合型リサーチマネージャー養成 広島大学 総合科学研究科総合科学専攻

a049 グローバルインターンシップ推進拠点の形成 広島大学 国際協力研究科

a050 Ｅｄ．Ｄ型大学院プログラムの開発と実践 広島大学 教育学研究科教育人間科学専攻

a051 フィールド経験溢れる指導的専門職業人養成 山口大学 東アジア研究科東アジア専攻

a052 大学院教育の実質化と高度専門職業人の養成 愛媛大学 法文学研究科総合法政策専攻

a053 クラスターによる最先端法学修士課程の構築 九州大学 法学府国際関係法学専攻

a054 海外派遣教育プロジェクト 佐賀大学 経済学研究科

a055 高い授業力へのホップ ステップ ジャンプ実習 長崎大学 教育学研究科

a056 汎アジア企業経営にかかる高度職業人の育成 長崎大学 経済学研究科経済経営政策専攻

a057 IT時代の教育イノベーター育成プログラム 熊本大学 社会文化科学研究科教授システム学専攻

a058 プロジェクト型大学院教育実質化プログラム 鹿児島大学 人文社会科学研究科地域政策科学専攻

a059 教育内容論の研究教育体制 琉球大学 教育学研究科教科教育専攻

a060 実践性を重視する経営経済系の現場型教育 青森公立大学 経営経済学研究科経営経済学専攻

a061 地域政策の実践的体系化による高度人材育成 高崎経済大学 地域政策研究科地域政策専攻

a062 公共経営の人材育成プログラム 首都大学東京 社会科学研究科経営学専攻

a063 地域経済分析のための大学院教育プログラム 名古屋市立大学 経済学研究科

平成１９年度　大学院教育改革支援プログラム　分野別申請教育プログラム一覧　【人社系】



分 野 別
整理番号

教育プログラムの名称 大学名 主たる研究科・専攻名

平成１９年度　大学院教育改革支援プログラム　分野別申請教育プログラム一覧　【人社系】

a064 総合的＜問題解決型＞エコノミストの育成 大阪市立大学 経済学研究科

a065 国際発信力育成インターナショナルスクール 大阪市立大学 文学研究科

a066 組織改革を志向するファシリテーター養成 大阪府立大学 経済学研究科経営学専攻

a067 ミクロ・メゾ・マクロをつなぐ社会福祉学 大阪府立大学 人間社会学研究科社会福祉学専攻

a068 経営実践に明るい若手研究者養成プログラム 兵庫県立大学 経営学研究科経営学専攻

a069 ICT利活用による地域ケア支援の教育実践　　　　　兵庫県立大学　　　　　　　　　　　応用情報科学研究科応用情報科学専攻

a070 東アジア社会福祉研究・教育協働プログラム 福岡県立大学 人間社会学研究科社会福祉専攻

a071 子どもの問題への多元的な援助能力の育成 福岡県立大学 人間社会学研究科心理臨床専攻

a072 科学者実践家モデルに基づく臨床心理学教育 北海道医療大学 心理科学研究科臨床心理学専攻

a073 地域経済課題解決のための研究者養成 富士大学 経済経営システム研究科

a074 遺跡遺物資料処理技能開発の日中韓協同推進 東北学院大学 文学研究科アジア文化史専攻

a075 人間科学の視点に基づく心理学教育 常磐大学 人間科学研究科人間科学専攻

a076 国際性を備えた犯罪被害者支援の専門家養成 常磐大学 被害者学研究科被害者学専攻

a077 実習科目に重点をおいた臨床心理士養成教育 跡見学園女子大学 人文科学研究科臨床心理学専攻

a078 女性の自立のための高度マネジメント学教育 跡見学園女子大学 マネジメント研究科マネジメント専攻

a079 実践的政策研究者育成の実質的大学院教育 千葉商科大学 政策研究科

a080 ビジネスロー総合専門職養成プログラム 青山学院大学 法学研究科ビジネス法務専攻

a081 心理臨床教育の充実化 大妻女子大学 人間関係学研究科臨床心理学専攻

a082 グローバル大学アドミニストレーターの養成 桜美林大学 国際学研究科大学アドミニストレーション専攻

a083 日本古典の教育・研究者養成プログラム 國學院大學 文学研究科文学専攻

a084 心理学研究者の統合的養成プログラム 上智大学 総合人間科学研究科心理学専攻

a085 地域関連造形素材探求プログラム 女子美術大学 美術研究科美術専攻

a086 日本・中国研究を世界に発信する大学院教育 大東文化大学 文学研究科日本文学専攻

a087 途上国開発計画策定評価能力向上プログラム 拓殖大学 国際協力学研究科国際開発専攻

a088 異文化相互批評が可能にする高度人材育成 多摩美術大学 美術研究科デザイン専攻

a089 研究領域の横断的プロジェクト科目の取組み 東京造形大学 造形研究科造形専攻

a090 食農環境ビジネス専門家育成の国際教育 東京農業大学 農学研究科国際バイオビジネス学専攻

a091 実証的・実践的教育を目指す教育内容の改革 東洋大学 社会学研究科社会学専攻

a092 公民連携人材開発プログラム 東洋大学 経済学研究科公民連携専攻

a093 実社会に貢献する若手教育者・研究者の育成 日本大学 文学研究科

a094 日本語日本文学アーキビスト養成プログラム 日本大学 文学研究科国文学専攻

a095 政策形成への参加による政策提案型人材養成 法政大学 政策科学研究科政策科学専攻

a096 ＜グローバル社会＞を問い直す日本文学教育 立教大学 文学研究科日本文学専攻

a097 「ツーリズム・イノベーター」の戦略的育成 立教大学 観光学研究科観光学専攻

a098 新世紀ジャーナリズムが開くアジアの公共圏 早稲田大学 政治学研究科

a099 日本語日本文学の大学院総合教育プログラム 早稲田大学 文学研究科人文科学専攻日本語日本文学コース

a100 アジア研究と地域文化学 早稲田大学 文学研究科人文科学専攻アジア地域文化学コース

a101 知的クラスタ群による高度適応力の育成支援 早稲田大学 人間科学研究科

a102 地域づくり研究者養成の教育プログラム 愛知大学 文学研究科地域社会システム専攻

a103 高度な専門性を備えた福祉現場の人材養成 日本福祉大学 社会福祉学研究科福祉マネジメント専攻

a104 実践力を備えた国際的神道研究者の育成 皇學館大学 文学研究科神道学専攻

a105 宗教多元世界に貢献する人文学研究者の育成 大谷大学 文学研究科哲学専攻

a106 研究センター連携型オープンフィールド教育 同志社大学 文学研究科心理学専攻

a107 国際的「理論・実践循環型」教育システム 同志社大学 社会学研究科社会福祉学専攻

a108 グローバル･シチズン養成プログラム 同志社大学 アメリカ研究科アメリカ研究専攻

a109 食科学プロフェッショナル養成コース 同志社大学 総合政策科学研究科総合政策科学専攻

a110 アクションリサーチ工房を活用した実践教育 立命館大学 応用人間科学研究科応用人間科学専攻

a111 国際通用性を高めた言語教育専門家の養成 立命館大学 言語教育情報研究科言語教育情報専攻

a112 グローバルプロフェッショナルプログラム 立命館大学 国際関係研究科国際関係学専攻

a113 国際共同研究を核とする若手研究者養成 立命館大学 経済学研究科

a114 ＮＰＯ・地方行政研究コース 龍谷大学 法学研究科法律学専攻

a115 関西大学EU-日本学教育研究プログラム 関西大学 文学研究科総合人文学専攻

a116 地球的課題に取り組む社会情報学教育の充実 関西大学 総合情報学研究科社会情報学専攻、総合情報学専攻

a117 複数教員の共同指導による若手研究者養成 関西学院大学 経済学研究科経済学専攻

a118 地域実践活動を創造できる臨床心理士の養成 神戸女学院大学 人間科学研究科人間科学専攻臨床心理学分野

a119 犯罪科学領域における専門家養成プログラム 関西国際大学 人間行動学研究科人間行動学専攻

a120 地域の伝統文化に関する学際的視野の養成 帝塚山大学 人文科学研究科日本伝統文化専攻

a121 行動力を持つ人社系研究者の育成 西南学院大学 国際文化研究科国際文化専攻

a122 日韓原史金属遺物研究者の育成 福岡大学 人文科学研究科史学専攻

a123 アジア太平洋地域の担い手育成プログラム 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋研究科アジア太平洋学専攻、国際協力政策専攻

a124 立命館アジア太平洋大学MBAプログラム 立命館アジア太平洋大学 経営管理研究科経営管理専攻
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b001 多元的な資質伸長を促す学びの場の創成 北海道大学 情報科学研究科

b002 世界の水産分野で活躍する若手研究者の育成 北海道大学 水産科学院海洋生物資源科学専攻

b003 進化する全国大学院滞在型専門教育 北海道大学 理学院宇宙理学専攻

b004 生命科学の開拓者養成Ａ型プログラム 北海道大学 生命科学院生命科学専攻

b005 農業生産体系を基盤とする食育指導者の育成 北海道大学 農学院共生基盤学専攻

b006 明確な到達度評価による大学院実質化 北見工業大学 工学研究科システム工学専攻

b007 寒冷圏農学を拓く研究適応力育成プログラム 岩手大学 連合農学研究科

b008 理学の実践と応用を志す先端的科学者の養成 東北大学 理学研究科

b009 機械工学フロンティア創成 東北大学 工学研究科航空宇宙工学専攻

b010 メディカルバイオエレクトロニクス教育拠点 東北大学 工学研究科電子工学専攻

b011 「知の体系」を構築する実践的大学院教育 山形大学 理工学研究科

b012 理学専門知識を活かし実践できる人材育成 茨城大学 理工学研究科地球生命環境科学専攻

b013 専攻横断型システムＬＳＩ／ＩＴ学際教育 茨城大学 理工学研究科情報工学専攻

b014 地域サステイナビリティの実践農学教育 茨城大学 農学研究科

b015 社会のニーズに応える数学人材育成 筑波大学 数理物質科学研究科数学専攻

b016 達成度評価システムによる大学院教育実質化 筑波大学 システム情報工学研究科リスク工学専攻

b017 基礎力を鍛えた先端生物学者・職業人の育成 筑波大学 生命環境科学研究科生物科学専攻、構造生物科学専攻

b018 自立と能力拡張をめざす体系的共通科目群 筑波大学 生命環境科学研究科

b019 地域の問題おしかけ解決実践教育プログラム 宇都宮大学 工学研究科

b020 産学連携国際高度専門技術者の養成 群馬大学 工学研究科

b021 メカノロボット工学コース 埼玉大学 理工学研究科機械科学系専攻

b022 環境社会基盤国際連携大学院プログラム 埼玉大学 理工学研究科環境システム工学系専攻

b023 連携大学院による先端領域を拓く教育の推進 埼玉大学 理工学研究科理工学専攻

b024 高度デザイン教育プログラム 千葉大学 工学研究科デザイン科学専攻

b025 大学院環境園芸学エキスパートプログラム 千葉大学 園芸学研究科

b026 地球診断力育成教育プログラム 千葉大学 理学研究科地球生命圏科学専攻

b027 比較動物医科学の自発型人材育成プログラム 東京大学 農学生命科学研究科獣医学専攻

b028 数理科学のコミュニケーション能力開発 東京大学 数理科学研究科数理科学専攻

b029 先端エネルギーシステムレクチャーシリーズ 東京大学 新領域創成科学研究科基盤科学系先端エネルギー工学専攻

b030 能動的バイオ・環境人材育成プログラム 東京大学 新領域創成科学研究科生命科学研究系先端生命科学専攻

b031 戦略的創造情報教育のシステム化 東京大学 情報理工学系研究科創造情報学専攻

b032 国際産学リンケージプログラム 東京医科歯科大学 生命情報科学教育部バイオ情報学専攻

b033 ラボ・ボーダレス大学院教育の構築と展開 東京農工大学 生物システム応用科学府生物システム応用科学専攻

b034 体系的博士農学教育の構築 東京農工大学 連合農学研究科

b035 先端基礎力を備えた国際派もの創り人材養成 東京農工大学 工学府機械システム工学専攻

b036 科学立国人材育成プログラム 東京農工大学 工学府応用化学専攻

b037 高度化学計測能力を備えた先導的研究者養成 東京工業大学 理工学研究科化学専攻

b038 「研究者高度育成コース」の発展的強化 東京工業大学 理工学研究科地球惑星科学専攻

b039 国際連携を核とした先導的技術者の育成 東京工業大学 理工学研究科工学系

b040 大学院教育プラットフォームの革新 東京工業大学 理工学研究科機械宇宙システム専攻

b041 社会共生型リーダー養成ＩＤＥＡＬ高等教育 東京工業大学 総合理工学研究科物質科学創造専攻

b042 実践・理論融合の国際的社会起業家養成 東京工業大学 社会理工学研究科社会工学専攻

b043 ユビキタス確率統計社会に貢献する女性人材 お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科理学専攻

b044 国際性・実践力育成型ＩＣＴ関連理工学教育 電気通信大学 電気通信学研究科

b045 実践的テクノロジスト育成プログラム 電気通信大学 電気通信学研究科電子工学専攻

b046 創造的実践力を涵養する情報システム学教育 電気通信大学 情報システム学研究科

b047 研究・実務融合による食の高度職業人養成 東京海洋大学 海洋科学技術研究科応用生命科学専攻

b048 研究リーダー育成を目指す実践教育ユニット 横浜国立大学 工学府

b049 医療・福祉分野で活躍できる情報系人材育成 横浜国立大学 環境情報学府情報メディア環境学専攻

b050 学生の志望に沿ったコース別教育体制の導入 総合研究大学院大学 物理科学研究科

b051 高エネルギー加速器科学学際教育プログラム 総合研究大学院大学 高エネルギー加速器科学研究科

b052 全教員参加型博士課程教育の構築 総合研究大学院大学 先導科学研究科

b053 融合のシナジー効果による発展型大学院教育 新潟大学 自然科学研究科

b054 独創的シーズ創出可能な人材養成プログラム 新潟大学 自然科学研究科材料生産システム専攻

b055 地域連携による電子情報支援技術者の育成 新潟大学 自然科学研究科人間支援科学専攻、情報理工学専攻

b056 グリーン技学国際実戦型スペシャリスト養成 長岡技術科学大学 工学研究科

b057 環日本海域交流と未来環境科学への人材育成 金沢大学 自然科学研究科社会基盤工学専攻、環境科学専攻

b058 交換滞在型講義によるキャリア開拓力の醸成 金沢大学 自然科学研究科数物科学専攻
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b059 系統的教育の実現と社会適応力の育成 金沢大学 自然科学研究科電子情報工学専攻、電子情報科学専攻

b060 先端ＩＴ技術者育成の博士一貫プログラム 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科

b061 ナノマテリアル研究リーダーの組織的育成 北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科

b062 学生の個性に応じた総合力を育む大学院教育 福井大学 工学研究科

b063 組込み型統合システム開発教育プログラム 山梨大学 医学工学総合教育部コンピュータ・メディア工学専攻

b064 ピア・カレッジ・プログラム～教えて学ぶ～ 信州大学 工学系研究科機能機械学専攻

b065 山岳地域環境科学を主導する研究者育成 信州大学 総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻

b066 産学連携体制によるナノテク高度人材の養成 信州大学 総合工学系研究科システム開発工学専攻

b067 広域連合獣医学教育の実質化の推進 岐阜大学 連合獣医学研究科獣医学専攻

b068 ものづくりプロデューサー育成プログラム 静岡大学 工学研究科事業開発マネジメント専攻

b069 ナノビジョン創成国際的若手教育プログラム 静岡大学 自然科学系教育部ナノビジョン工学専攻

b070 実践的高度専門情報技術者育成プログラム 静岡大学 自然科学系教育部情報科学専攻

b071 クロスオーバー型科学技術教育プログラム 静岡大学 自然科学系教育部バイオサイエンス専攻

b072 モノから生体をつなぐ物質科学者養成 名古屋大学 理学研究科物質理学専攻物理系

b073 学生プロジェクトを支援する数理科学教育 名古屋大学 多元数理科学研究科多元数理科学専攻

b074 環境学における問題発見型人材養成 名古屋大学 環境学研究科地球環境科学専攻

b075 医学・健康科学と物質科学を繋ぐ人材育成 名古屋工業大学 工学研究科物質工学専攻

b076 エネルギーミニマム・環境志向人材養成 名古屋工業大学 工学研究科都市循環システム工学専攻

b077 π型技術者を育成する機能工学高度化研修 名古屋工業大学 工学研究科機能工学専攻

b078 技術系リーダを養成する実践型MOT教育 名古屋工業大学 工学研究科産業戦略工学専攻

b079 持続環境づくりリーダー育成教育プログラム 豊橋技術科学大学 工学研究科環境・生命工学専攻

b080 ジオサイエンスフィールドミュージーアム 京都大学 理学研究科地球惑星科学専攻

b081 インテック・フュージョン型大学院工学教育 京都大学 工学研究科

b082 産官学連携高度教育プロジェクト 京都大学 エネルギー科学研究科

b083 KIT－5Cプログラム 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科生命物質科学専攻、高分子機能工学専攻

b084 知識編集能力を基礎とした創造性育成 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科造形科学専攻、デザイン科学専攻

b085 テキスタイル技術専門職育成教育システム 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科先端ファイブロ科学専攻

b086 インテグレーティッド大学院理学教育 大阪大学 理学研究科生物科学専攻

b087 複合システムデザインのためのＸ型人材育成 大阪大学 工学研究科機械工学専攻

b088 継続的交換留学制度の構築に基づく人材育成 大阪大学 基礎工学研究科物質創成専攻

b089 大学連合による計算科学の最先端人材育成 神戸大学 工学研究科

b090 生活を科学する高度な女性専門職業人の育成 奈良女子大学 人間文化研究科生活健康・衣環境学専攻、共生自然科学専攻

b091 創造力と国際競争力を育む情報科学教育コア 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科

b092 2コース制によるバイオ人材育成プログラム 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科

b093 システム設計スペシャリスト育成プログラム 和歌山大学 システム工学研究科システム工学専攻

b094 複眼的観点を養うバイオサイエンス教育 岡山大学 自然科学研究科生物圏システム科学専攻、バイオサイエンス専攻

b095 環境学を織るエコインフォマティクス 岡山大学 環境学研究科

b096 世界レベルのジオエキスパートの養成 広島大学 理学研究科地球惑星システム学専攻

b097 食料・環境系高度専門技術者養成プログラム 広島大学 生物圏科学研究科

b098 数理生命科学融合教育コンソーシアムの形成 広島大学 理学研究科数理分子生命理学専攻

b099 デバイスイノベーション教育 山口大学 理工学研究科電子デバイス工学専攻、物質工学系専攻

b100 創発力を生む専攻横断型教育プログラム 徳島大学 先端技術科学教育部環境創生工学専攻

b101 国際的マルチセンスのある理系専門家の育成 香川大学 工学研究科

b102 国際学会・産学官連携による国際バイオ教育 香川大学 農学研究科希少糖科学専攻

b103 国際標準の実体験型大学院教育を目指して 愛媛大学 理工学研究科物質生命工学専攻機能材料工学コース

b104 複数の養成する人材像に即した大学院教育 愛媛大学 農学研究科生物資源学専攻

b105 Φ型融合「持続都市建築学」実践プログラム 九州大学 人間環境学府都市共生デザイン専攻

b106 先端研究者と高度専門家育成の理学教育 九州大学 理学府

b107 産業技術が求める数学博士と新修士養成 九州大学 数理学府数理学専攻

b108 環境共生型研究人材の戦略的育成 九州大学 総合理工学府

b109 モジュール積み上げ方式の分野横断型コース 九州工業大学 情報工学研究科

b110 ソフトウェアエンジニアリング統合教育 九州工業大学 情報工学研究科

b111 グローバル研究マインド強化教育プログラム 九州工業大学 生命体工学研究科生体機能専攻

b112 工学系研究科国際教育パートナーシップ 佐賀大学 工学系研究科

b113 大学院科学技術教育の全面英語化計画 熊本大学 自然科学研究科

b114 ソーシャルキャピタル創成能力の育成教育 熊本大学 自然科学研究科環境共生工学専攻、社会環境工学専攻

b115 産学協同による実践的ＩＴ技術者の育成 大分大学 工学研究科知能情報システム工学

b116 資源保全と防災を基盤とした環境教育拠点 宮崎大学 農学工学総合研究科資源環境科学専攻環境共生科学教育コース

b117 農林畜産物対象の高度デジタル技術者の育成 宮崎大学 工学研究科機械システム工学専攻

b118 応用生物科学分野における高度技術者教育 宮崎大学 農学研究科応用生物科学専攻

b119 練習船を利用した地域共同のフィールド教育 鹿児島大学 連合農学研究科



b120 亜熱帯地域の自然エネルギー変換技術者育成 琉球大学 理工学研究科電気電子工学専攻、総合知能工学専攻

b121 創造工房とアリーナに基づく革新的IT教育 会津大学 コンピュータ理工学研究科情報システム学専攻

b122 物理と化学に立脚し自立する国際的若手育成 首都大学東京 理工学研究科物理学専攻

b123 企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成 首都大学東京 理工学研究科生命科学専攻

b124 超複雑系「都市環境」の達人育成プログラム 首都大学東京 都市環境科学研究科都市システム科学専攻

b125 品質保証型・多元教育プログラム 首都大学東京 システムデザイン研究科

b126 計算科学を活用した実践型ナノ科学人材養成 横浜市立大学 国際総合科学研究科ナノ科学専攻

b127 環境調和型高度ものづくり能力の育成 富山県立大学 工学研究科機械システム工学専攻

b128 工学と芸術の統合をめざすメディア表現教育 情報科学芸術大学院大学 メディア表現研究科メディア表現専攻

b129 生命・環境科学における先進的な学際教育 京都府立大学 農学研究科生物生産環境学専攻

b130 零からの発想を可能とする国際的研究者育成 大阪市立大学 理学研究科物質分子専攻

b131 国際武者修行実践教育プログラム 大阪府立大学 工学研究科

b132 農学的生命科学における専門応用能力の育成 大阪府立大学 生命環境科学研究科応用生命科学専攻

b133 ヘテロ環境でのコミュニケーション能力開発 大阪府立大学 理学系研究科

b134 新一貫教育・多重選択肢プログラムの展開 兵庫県立大学 物質理学研究科物質科学専攻

b135 ニーズ対応プロジェクトによる実践力養成 広島市立大学 情報科学研究科

b136 環境共生に挑む高度職能人の養成 熊本県立大学 環境共生学研究科環境共生学専攻

b137 ユビキタス社会に向けた物質科学研究者教育 城西大学 理学研究科物質科学専攻

b138 アジアの文化財修復に関わる建築技術者養成 日本工業大学 工学研究科建築学専攻

b139 ナノテクに精通した実践的技術者養成 日本工業大学 工学研究科システム工学専攻

b140 電気電子系複合知の実践教育プログラム 上智大学 理工学研究科電気・電子工学専攻

b141 人間環境支援型科学技術英語教育 上智大学 理工学研究科化学専攻

b142 地域連携活動参加型の実践的環境教育の展開 東海大学 人間環境学研究科人間環境学専攻

b143 バイオプランナーとプラクティカル博士育成 東京薬科大学 生命科学研究科

b144 大学院教養教育の導入による高度人材育成 東京理科大学 理学研究科化学専攻

b145 インタラクティブな修士課程授業の展開 東邦大学 理学研究科

b146 グローバル人材育成のための大学院教育改革 東洋大学 工学研究科情報システム専攻

b147 理学工学融合の研究基盤活用教育プログラム 日本大学 理工学研究科量子理工学専攻

b148 高度先端ナノテク技術開発を担う研究者養成 武蔵工業大学 工学研究科電気工学専攻

b149 国際社会と協調するリカレント型技術者教育 明治大学 理工学研究科電気工学専攻

b150 社会に数理科学を発信する次世代型人材創発 明治大学 理工学研究科基礎理工学専攻

b151 学理に立脚した研究者・技術者の養成 早稲田大学 基幹理工学研究科機械科学専攻

b152 超専攻型融合テーマスタディクラスター教育 早稲田大学 先進理工学研究科生命理工学専攻

b153 円滑な学位授与への体系的な教育プログラム 創価大学 工学研究科環境共生工学専攻

b154 技術社会における中核的人材養成プログラム 神奈川大学 理学研究科化学専攻

b155 ケミカルループプログラム 神奈川工科大学 工学研究科応用化学専攻

b156 アート・エンジニア育成プログラム 神奈川工科大学 工学研究科情報工学専攻

b157 歴史的建造物保存修復技術者・職人の養成 長岡造形大学 造形研究科造形専攻

b158 大学院ポートフォリオ教育による単位実質化 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻

b159 電力・通信インフラ研究者・技術者育成課程 同志社大学 工学研究科電気工学専攻

b160 国際力を備えた技術系大学院学生の育成 立命館大学 理工学研究科創造理工学専攻、総合理工学専攻

b161 東洋の倫理観に根ざした国際的技術者養成 龍谷大学 理工学研究科物質化学専攻

b162 先導的アントレプレナーエンジニア教育 大阪産業大学 工学研究科アントレプレナー専攻

b163 シニアコーディネーター活用型派遣実習教育 関西大学 工学研究科

b164 東大阪モノづくりイノベーションプログラム 近畿大学 総合理工学研究科東大阪モノづくり専攻

b165 社会の要求に応える動物生命工学の実践教育 近畿大学 生物理工学研究科生物工学専攻

b166 コミュニティー型の国際的バイオ教育大学院 関西学院大学 理工学研究科生命科学専攻

b167 環境と健康のために行動する女性科学者養成 神戸女学院大学 人間科学研究科人間科学専攻環境科学分野

b168 境界技術領域のブリッジ・エンジニアの育成 福岡大学 工学研究科電子情報工学専攻

b169 生命科学の実学的リーダー育成プログラム 崇城大学 工学研究科応用生命科学専攻



分 野 別
整理番号

教育プログラムの名称 大学名 主たる研究科・専攻名

c001 地域格差克服の医療スキルアッププログラム 弘前大学 保健学研究科保健学専攻

c002 多層的かつ双方向性の大学院医学教育実質化 東北大学 医学系研究科医科学専攻

c003 先端学術融合クラスターによる教育改革推進 秋田大学 医学系研究科医学専攻

c004 現代医療の課題に挑むヒューマン・ケア科学 筑波大学 人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻

c005 先進的医学系大学院教育の拡充・展開と実践 群馬大学 医学系研究科医科学専攻

c006 地域・大学院循環型保健学リーダーの育成 群馬大学 医学系研究科保健学専攻

c007 専門看護師育成・強化プログラム 千葉大学 看護学研究科看護学専攻

c008 世界規模の治験・臨床研究を担う医療人育成 千葉大学 医学薬学府創薬生命科学専攻

c009 メディカルゲノムサイエンス・プログラム 東京大学 新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻

c010 大学院から医療現場への橋渡し研究者教育 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科口腔機能再構築学系専攻

c011 学生ニーズに応える大学院教育の組織的展開 新潟大学 医歯学総合研究科口腔生命科学専攻

c012 幅広い研究技能を持つ人材の養成プログラム 新潟大学 保健学研究科保健学専攻

c013 心と体の障害のための融合スパイラル教育 富山大学 生命融合科学教育部

c014 臨床研究指導者育成集中教育プログラム 福井大学 医学系研究科

c015 次世代予防医療実践指導者養成プログラム 信州大学 医学系研究科加齢適応医科学系専攻

c016 研究能力を備えた臨床医養成プログラム 浜松医科大学 医学系研究科

c017 専攻横断型の包括的保健医療職の育成 名古屋大学 医学系研究科看護学専攻

c018 メディカル・ビジネスPh.D.プログラム 三重大学 医学系研究科生命医科学専攻

c019 学際的医療人育成のための統合プログラム 滋賀医科大学 医学系研究科生体情報解析系専攻

c020 共通・分野別教育統合による医学研究者育成 京都大学 医学研究科医学専攻

c021 医科学修士の健康医療問題解決能力の涵養 大阪大学 医学系研究科医科学専攻

c022 創薬推進教育プログラム 大阪大学 薬学研究科応用医療薬科学専攻

c023 拠点融合型プロフェッショナル臨床医教育 神戸大学 医学系研究科医科学専攻

c024 ユニット教育による国際保健実践の人材育成 岡山大学 医歯薬学総合研究科社会環境生命科学専攻

c025 医療系大学院高度臨床専門医養成コース 岡山大学 医歯薬学総合研究科機能再生・再建科学専攻

c026 地域医療問題解決型医療人教育プログラム 広島大学 医歯薬学総合研究科展開医科学専攻

c027 研究マインドを有する高度専門医療人の育成 山口大学 医学系研究科システム統御医学系専攻

c028 人獣共通感染症の疫学実務リーダーの養成 山口大学 連合獣医学研究科獣医学専攻

c029 社会人を対象とした再学習支援プログラム 愛媛大学 医学系研究科看護学専攻

c030 異分野交流による歯学国際指導者育成事業 九州大学 歯学府

c031 ヒューマンケア包括医療専門職者養成 佐賀大学 医学系研究科

c032 食べる機能回復の専門家養成プログラム 長崎大学 医歯薬学総合研究科医療科学専攻

c033 感染症創薬専門家養成コースワーク 長崎大学 医歯薬学総合研究科新興感染症病態制御学系専攻

c034 発生・再生医学の実現をめざす研究者の育成 熊本大学 医学教育部

c035 代謝情報学エキスパート育成プログラム 熊本大学 医学教育部病態制御学専攻

c036 創薬研究者養成プログラム 熊本大学 薬学教育部分子機能薬学専攻

c037 多彩な研究力を備えた生命科学研究者の養成 鹿児島大学 医歯学総合研究科先進治療科学専攻

c038 地域と共に育む高度専門医師養成プログラム 札幌医科大学 医学研究科分子器官制御医学専攻

c039 セルフプランニングに基づく創薬研究者養成 岐阜薬科大学 薬学研究科薬学専攻

c040 長期在学コースによる看護実践指導者育成 岐阜県立看護大学 看護学研究科看護学専攻

c041 創薬センスあふれる実戦的研究者養成　　　　　　　名古屋市立大学　　　　 薬学研究科

c042 先端的ヘルスサイエンス研究者自立支援 京都府立医科大学 医学研究科統合医科学専攻

c043 地域ケアを担うPh.D.臨床栄養師の養成 大阪市立大学 生活科学研究科生活科学専攻食・健康科学コース

c044 高度実践型看護専門職活性化プログラム 大阪府立大学 看護学研究科看護学専攻

c045 在宅リエゾン看護教育の実践的開発と体系化 高知女子大学 看護学研究科看護学専攻

c046 言語聴覚士卒後研修プログラムを含む大学院 北海道医療大学 心理科学研究科言語聴覚学専攻

c047 新時代の地域医療学を創る人材の包括的養成 自治医科大学 医学研究科医科学専攻

c048 栄養のスペシャリスト養成のための連携教育 城西大学 薬学研究科医療栄養学専攻

c049 チーム医療を中心とした高度専門医療人育成 北里大学 医療系研究科医学専攻

c050 総合的、戦略的視野をもつ創薬リーダー育成 共立薬科大学 薬学研究科薬学専攻

c051 研究能力と専門性を育む大学院教育の実践 順天堂大学 医学研究科

c052 薬剤師の薬学的臨床研究能力養成プログラム 昭和大学 薬学研究科医療薬学専攻

c053 助産マイスター制を導入した教育プログラム 聖路加看護大学 看護学研究科ウィメンズヘルス・助産学専攻

c054 優れた臨床医学研究者養成プログラム 帝京大学 医学研究科

c055 国際共同医学研究に必要な学際的人材の育成 東海大学 医学研究科先端医科学専攻

c056 次世代口腔保健リーダー養成プログラム 東京歯科大学 歯学研究科

c057 臨床に特化した創薬学教育研究プロジェクト 東京薬科大学 薬学研究科薬学専攻

c058 グローバルな視野をもつ薬学指導者の養成 明治薬科大学 薬学研究科薬学専攻

c059 専門医取得と融合した探求型臨床良医の育成 聖マリアンナ医科大学 医学研究科医科学系専攻

c060 国際的医用工学者育成プログラム 桐蔭横浜大学 工学研究科医用工学専攻

c061 歯科医療の継続的改善を実現する教育の支援 松本歯科大学 歯学独立研究科口腔疾患制御再建学専攻

c062 通信制大学院の教育水準向上プログラム 九州保健福祉大学 保健科学研究科保健科学専攻

平成１９年度　大学院教育改革支援プログラム　分野別申請教育プログラム一覧　【医療系】



合計 人社系 理工農系 医療系 合計 人社系 理工農系 医療系
1 北海道大学 7 2 5 79 名古屋市立大学 2 1 1
2 北海道教育大学 1 1 80 京都府立大学 1 1
3 小樽商科大学 1 1 81 京都府立医科大学 1 1
4 北見工業大学 1 1 82 大阪市立大学 4 2 1 1
5 弘前大学 1 1 83 大阪府立大学 6 2 3 1
6 岩手大学 1 1 84 兵庫県立大学 3 2 1
7 東北大学 6 2 3 1 85 広島市立大学 1 1
8 秋田大学 1 1 86 高知女子大学 1 1
9 山形大学 1 1 87 福岡県立大学 2 2
10 茨城大学 4 1 3 88 熊本県立大学 1 1
11 筑波大学 6 1 4 1 合計（20大学） 36 12 16 8
12 宇都宮大学 1 1
13 群馬大学 3 1 2
14 埼玉大学 4 1 3 合計 人社系 理工農系 医療系
15 千葉大学 6 1 3 2 89 北海道医療大学 2 1 1
16 東京大学 6 5 1 90 富士大学 1 1
17 東京医科歯科大学 2 1 1 91 東北学院大学 1 1
18 東京外国語大学 3 3 92 常盤大学 2 2
19 東京学芸大学 2 2 93 自治医科大学 1 1
20 東京農工大学 4 4 94 跡見学園女子大学 2 2
21 東京工業大学 6 6 95 城西大学 2 1 1
22 お茶の水女子大学 2 1 1 96 日本工業大学 2 2
23 電気通信大学 3 3 97 千葉商科大学 1 1
24 一橋大学 3 3 98 青山学院大学 1 1
25 東京海洋大学 1 1 99 大妻女子大学 1 1
26 横浜国立大学 5 3 2 100 桜美林大学 1 1
27 総合研究大学院大学 4 1 3 101 北里大学 1 1
28 新潟大学 6 1 3 2 102 共立薬科大学 1 1
29 長岡技術科学大学 1 1 103 國學院大學 1 1
30 富山大学 1 1 104 順天堂大学 1 1
31 金沢大学 5 2 3 105 上智大学 3 1 2
32 北陸先端科学技術大学院大学 3 1 2 106 昭和大学 1 1
33 福井大学 2 1 1 107 女子美術大学 1 1
34 山梨大学 1 1 108 聖路加看護大学 1 1
35 信州大学 6 2 3 1 109 大東文化大学 1 1
36 岐阜大学 1 1 110 拓殖大学 1 1
37 静岡大学 4 4 111 多摩美術大学 1 1
38 浜松医科大学 1 1 112 帝京大学 1 1
39 名古屋大学 6 2 3 1 113 東海大学 2 1 1
40 名古屋工業大学 4 4 114 東京歯科大学 1 1
41 豊橋技術科学大学 1 1 115 東京造形大学 1 1
42 三重大学 2 1 1 116 東京農業大学 1 1
43 滋賀大学 1 1 117 東京薬科大学 2 1 1
44 滋賀医科大学 1 1 118 東京理科大学 1 1
45 京都大学 6 2 3 1 119 東邦大学 1 1
46 京都工芸繊維大学 3 3 120 東洋大学 3 2 1
47 大阪大学 6 1 3 2 121 日本大学 3 2 1
48 神戸大学 7 5 1 1 122 法政大学 1 1
49 兵庫教育大学 2 2 123 武蔵工業大学 1 1
50 奈良教育大学 2 2 124 明治大学 2 2
51 奈良女子大学 1 1 125 明治薬科大学 1 1
52 奈良先端科学技術大学院大学 2 2 126 立教大学 2 2
53 和歌山大学 1 1 127 早稲田大学 6 4 2
54 岡山大学 6 2 2 2 128 創価大学 1 1
55 広島大学 7 3 3 1 129 神奈川大学 1 1
56 山口大学 4 1 1 2 130 聖マリアンナ医科大学 1 1
57 徳島大学 1 1 131 神奈川工科大学 2 2
58 香川大学 2 2 132 桐蔭横浜大学 1 1
59 愛媛大学 4 1 2 1 133 長岡造形大学 1 1
60 九州大学 6 1 4 1 134 金沢工業大学 1 1
61 九州工業大学 3 3 135 松本歯科大学 1 1
62 佐賀大学 3 1 1 1 136 愛知大学 1 1
63 長崎大学 4 2 2 137 日本福祉大学 1 1
64 熊本大学 6 1 2 3 138 皇學館大学 1 1
65 大分大学 1 1 139 大谷大学 1 1
66 宮崎大学 3 3 140 同志社大学 5 4 1
67 鹿児島大学 3 1 1 1 141 立命館大学 5 4 1
68 琉球大学 2 1 1 142 龍谷大学 2 1 1

合計（68大学） 216 59 120 37 143 大阪産業大学 1 1
144 関西大学 3 2 1
145 近畿大学 2 2

合計 人社系 理工農系 医療系 146 関西学院大学 2 1 1
69 札幌医科大学 1 1 147 神戸女学院大学 2 1 1
70 青森公立大学 1 1 148 関西国際大学 1 1
71 会津大学 1 1 149 帝塚山大学 1 1
72 高崎経済大学 1 1 150 西南学院大学 1 1
73 首都大学東京 5 1 4 151 福岡大学 2 1 1
74 横浜市立大学 1 1 152 崇城大学 1 1
75 富山県立大学 1 1 153 立命館アジア太平洋大学 2 2
76 岐阜薬科大学 1 1 154 九州保健福祉大学 1 1
77 岐阜県立看護大学 1 1 合計（66大学） 103 53 33 17
78 情報科学芸術大学院大学 1 1 総合計（154大学） 355 124 169 62

大学名（公立）

大学名（私立）

平成１９年度　大学院教育改革支援プログラム　大学別申請状況一覧

大学名（国立） 大学名（公立）




