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採択年度 類型
整理
番号

大学名 プログラム名称 プログラムオフィサー

A01 京都大学 京都大学大学院思修館 岩澤　康裕、餌取　章男

A02 大阪大学 超域イノベーション博士課程プログラム 池上　清子、長澤　紘一

A03 慶應義塾大学 超成熟社会発展のサイエンス 秋山　弘子、松田　晃一

G01 東京工業大学 グローバルリーダー教育院 久村　春芳

G02 名古屋大学 PhDプロフェッショナル登龍門 大岩　烈、瀧口　克己

P01 東京大学 社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プログラム　 新川　達郎、松田　晃一

P02 九州大学 持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　 大岩　烈、北村　聖

B01 東京大学 サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム 和田　英太郎

B02 東京工業大学 環境エネルギー協創教育院 鈴木　浩

B03 名古屋大学 グリーン自然科学国際教育研究プログラム 齋藤　善正

B04 慶應義塾大学 グローバル環境システムリーダープログラム 瀧口　克己

H01 東京農工大学 グリーン・クリーン食料生産を支える実践科学リーディング大学院の創設 高橋　迪雄

H02 九州大学 グリーンアジア国際戦略プログラム 藤野　陽三

C01 筑波大学 ヒューマンバイオロジー学位プログラム 板倉　光夫

C02 東京大学 ライフイノベーションを先導するリーダー養成プログラム 井上　和秀

C03 東京工業大学 情報生命博士教育院 鈴木　浩

C04 大阪大学 生体統御ネットワーク医学教育プログラム 北村　聖

I01 京都大学 充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム 北　潔

I02 熊本大学 グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO 宮田　直樹

J01 東京大学 統合物質科学リーダー養成プログラム 巽　和行

J02 大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム 林　秀樹

J03 九州大学 分子システムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育研究拠点形成 林　秀樹

Q01 北海道大学 物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム 原口　和敏

Q02 東北大学 マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム　 石田　英之

Q03 大阪府立大学 システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム 原口　和敏

平成23年

複合領域型
（生命健康）

平成24年

平成24年

複合領域型
（物質）

平成25年

平成２９年度博士課程教育リーディングプログラム　プログラムオフィサー担当プログラム

平成23年

オールラウンド型

平成24年

平成25年

平成23年

複合領域型
（環境）

平成24年
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大学名 プログラム名称 プログラムオフィサー

K01 東京大学 ソーシャルICT　グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム 桂　晃洋

K02 京都大学 デザイン学大学院連携プログラム 桂　晃洋

K03 大阪大学 ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム 小粥　幹夫

R01 筑波大学 エンパワーメント情報学プログラム 熊田　孝恒

R02 名古屋大学 実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム 太田　賢治

R03 豊橋技術科学大学 超大規模脳情報を高度に技術するブレイン情報アーキテクトの育成 太田　賢治

R04 早稲田大学 実体情報学博士プログラム 旭　寛治

L01 金沢大学 文化資源マネージャー養成プログラム 山本　真鳥

L02 大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム 山本　真鳥

L03 同志社大学 グローバル・リソース・マネジメント 黒田　一雄

S01 東京大学 多文化共生・統合人間学プログラム　 黒田　一雄

S02 名古屋大学 「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム 池上　清子

S03 広島大学 たおやかで平和な共生社会創生プログラム　 小林　茂

平成23年 D01 京都大学 グローバル生存学大学院連携プログラム 藤野　陽三

M01 東北大学 グローバル安全学トップリーダー育成プログラム 藤野　陽三

M02 高知県立大学 災害看護グローバルリーダー養成プログラム 那須　民江

E01 東京大学 フォトンサイエンス・リーディング大学院 加藤　義章

E02 広島大学 放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム 本田　浩

N01 名古屋大学 フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム 永宮　正治

N02 早稲田大学 リーディング理工学博士プログラム 餌取　章男

T01 東京大学 活力ある超高齢社会を共創するグローバル・リーダー養成プログラム 熊田　孝恒

T02 お茶の水女子大学 「みがかずば」の精神に基づきイノベーションを創出し続ける理工系グローバルリーダーの育成 鈴木　浩

複合領域型
（安全安心）

平成24年

平成23年

複合領域型
（横断的テーマ）

平成24年

平成25年

平成24年

複合領域型
（情報）

平成25年

平成24年

複合領域型
（多文化共生社会）

平成25年
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F01 北海道大学 Ｏne Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム 高橋　迪雄

F02 群馬大学 重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラム 永宮　正治

F03 東京工業大学 グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント養成 早野　龍五

F04 山梨大学 グリーンエネルギー変換工学 岩澤　康裕

F05 名古屋大学 法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム 林　紘一郎

F06 兵庫県立大学 フォトンサイエンスが拓く次世代ピコバイオロジー 加藤　義章

O01 秋田大学 レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム 武田　義信

O02 山形大学 フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院 相馬　芳枝

O03 千葉大学 免疫システム調節治療学推進リーダー養成プログラム 北　潔

O04 東京大学 数物フロンティア・リーディング大学院 旭　寛治

O05 長崎大学 熱帯病・新興感染症制御グローバルリーダー育成プログラム 宮田　直樹

U01 政策研究大学院大学 グローバル秩序変容時代のリーダー養成プログラム 大嶽　秀夫

U02 信州大学 ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダーの養成 石田　英之

U03 滋賀医科大学 アジア非感染性疾患（ＮＣＤ）超克プロジェクト 那須　民江

U04 京都大学 霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院 萩原　篤志

平成23年

オンリーワン型

平成24年

平成25年
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