平成２９年度大学の世界展開力強化事業
―ロシア、インド等との大学間交流形成支援－ 申請状況
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平成２９年度大学の世界展開力強化事業
－ロシア、インド等との大学間交流形成支援－ 申請一覧
タイプＡ ロシア
整理番号 設置形態

計２０件
申請大学等名

事業名

相手大学等名

AR01 国立 埼玉大学

ニジニ・ノヴゴロド・ロバチェフスキー
国立大学、アルタイ国立大学、モスクワ
産業・文化を共創する日露かけはし
工科大学（MIREA）、RUDN大学、カザン
人材育成～埼玉・アルタイ・ヴォル
連邦大学、ITMO大学、ノヴォシビルスク
ガ川流域を中心として～
国立大学、プレハノフ・ロシア経済大学
＜計８機関＞

AR02 国立 千葉大学

極東ロシアの未来農業に貢献できる 国立サハリン総合大学、国立沿海地方農
領域横断型人材育成プログラム
業アカデミー ＜計２機関＞

AR03 国立 東京外国語大学

モスクワ大学、モスクワ国立国際関係大
日露人的交流の飛躍的拡大に貢献す
学、ロシア国立人文大学、国立研究大学
るTUFS日露ビジネス人材育成プログ
高等経済学院、サンクト・ペテルブルク
ラム
国立大学、極東連邦大学 ＜計６機関＞

AR04 国立 東京藝術大学

全ロシア国立映画大学 × 東京藝術
大学 共同映画制作を基盤とした世 全ロシア国立映画大学
界最高峰の映画人材育成プログラム

AR05 国立 東京工業大学

健康・医療産業や原子力・エネル
モスクワ大学、ロシア国立原子力研究大
ギー産業を先導する日露工学系人材
学 ＜計２機関＞
育成プログラム

AR06 国立

＜計１機関＞

極東連邦大学、極東国立交通大学、コム
長岡技術科学大学、長岡工業 環日本海経済圏で活躍できるものづ
ソモリスク・ナ・アムーレ国立工科大学
くり・インフラ技術者の育成
高等専門学校
＜計３機関＞

AR07 国立 金沢大学

カザン連邦大学、クラスノヤルスク医科
大学、ロシア科学アカデミー・極東支
日露をつなぐ未来共創リーダー育成 部、極東連邦大学、国立イルクーツク大
学、国立アルタイ大学、サンクトペテル
プログラム
ブルク医科大学、タタルスタンがんセン
ター ＜計８機関＞

豊橋技術科学大学、沼津工業
ロモノーソフ記念モスクワ国立大学、モ
高等専門学校、鈴鹿工業高等
日露グローバル先端科学者・技術者
AR08 国立 専門学校、奈良工業高等専門
スクワ物理工科大学、極東連邦大学、シ
育成プログラム
ベリア連邦大学 ＜計４機関＞
学校、和歌山工業高等専門学
校、宇部工業高等専門学校

AR09 国立 大阪大学

モスクワ国立大学、ロシア民族友好大
トランス・シベリア・インターン
学、ウラル連邦大学、ノヴォシビルスク
シップ・プロジェクト：教育交流・
国立大学、トムスク国立大学、シベリア
人材育成ネットワークの構築
連邦大学、極東連邦大学 ＜計７機関＞
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整理番号 設置形態

申請大学等名

事業名

相手大学等名

AR10 国立 岡山大学

人文社会科学知が創り出す複言語複
国立アカデミー人文大学
文化発想型の実践人育成

AR11 国立 広島大学、創価大学

モスクワ大学、ノボシビルスク国立大
日露を架ける高い科学技術力・国際 学、オレンブルグ国立大学、トムスク国
性・和の力を持ち合わせた人材開拓 立教育大学、極東連邦大学、ロシア民族
友好大学、バイカル国立大学 ＜計７機
プログラム
関＞

AR12 国立 九州工業大学、山口大学

モスクワ大学、サンクトペテルブルク工
九州・山口における産学連携を活用
科大学、サンクトペテルブルク第一医科
した日露経済発展に貢献する医理工
大学、ノボシビルスク大学、ロシア科学
系人材交流プロジェクト
アカデミーシベリア支部 ＜計５機関＞

＜計１機関＞

［ロシア］
連邦国立高等教育機関「I.I.メーチニコフ
名称国立北西医科大学」、ロシア連邦保
健省「内分泌研究センター」、連邦国立
日露の大学間連携による災害・被ば 機関ロシア連邦保健省「国立医学研究放
AR13 国立 長崎大学、福島県立医科大学 く医療科学分野におけるリーダー育 射線センター」 支部・A.F.ツィブ名称医
学放射線研究センター ＜計３機関＞
成事業
［ベラルーシ］
教育機関「国立ベラルーシ医科大学」、
教育機関「国立ゴメリ医科大学」 ＜計
２機関＞

AR14 国立 大分大学

ロシア国民の健康寿命伸長に資する ピラゴフ名称ロシア国立医学研究大学、
日露内視鏡技術臨床研修プログラム セチェノフ名称モスクワ国立第一医科大
学 ＜計２機関＞
の構築

AR15 公立 愛知県立大学

シベリア連邦大学、シベリア航空宇宙大
日露文化の相互理解力を備えたモノ
学、クラスノヤルスク医科大学 ＜計３
づくりグローバル人材の育成
機関＞

AR16 公立

健康寿命とQOL向上に貢献するコ
山口県立大学、山口東京理科
ミュニティ・ヘルスプロモーショ
大学
ン・リーダーの養成

クバン公立大学、ソチ公立大学、ロシ
ア・コスイギン公立大学 ＜計３機関＞

AR17 私立 東海大学

極東連邦大学、極東総合医科大学、サハ
ライフケア分野における日露ブリッ
リン国立総合大学、モスクワ国立大学、
ジ人材育成－主に極東地域の経済発
国立研究大学高等経済学院 ＜計５機関
展を目的として―
＞

AR18 私立 名古屋外国語大学

「世界教養」の理念に基づく新世代
国立研究大学高等経済学院
グローバル人材育成のための日露協
＞
働プログラム

AR19 私立 近畿大学

モスクワ国立大学、ドゥブナ大学、ITMO
大学、チュメニ大学、極東連邦大学、サ
日露間で活躍できるモノづくり中核
ンクトペテルブルグ国立大学、ファイナ
人材の育成
ンシャル大学、モスクワ工業物理大学
（MEPhI） ＜計８機関＞
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＜計１機関

整理番号 設置形態

申請大学等名

AR20 私立 神戸学院大学

事業名

相手大学等名

クールジャパンを活用した実学的日 モスクワ大学、ニジニ・ノヴゴロド言語
露学生交流と経済関係に資する戦略 大学、ロストフ国立経済大学、ヴォロネ
ジ国立大学 ＜計４機関＞
的人材育成事業

タイプＡ インド
整理番号 設置形態

計１４件
申請大学名

事業名

相手大学等名

AI01 国立 北海道大学

持続可能な輸送システムと社会イン インド工科大学ボンベイ校、インド工科
フラ構築のための国際共同研究力育 大学マドラス校、インド工科大学ハイデ
ラバード校 ＜計３機関＞
成プログラム

AI02 国立 宇都宮大学、東京理科大学

インドとの相補的光工学教育による
国際的に活躍できる高度理工系技術 カルカッタ大学
者の育成

AI03 国立 埼玉大学

パンジャブ大学、インド国立ナノ科学技
術研究所、インド国立科学教育研究機
ダイバーシティエンパワーメントに 構、インド工科大学ローパー校、インド
工科大学ボンベイ校、ティラク・マハラ
よる創造型市民社会の日印共創
シュトラ大学、ビヤニ女子大学（ビヤニ
カレッジグループ） ＜計７機関＞

AI04 国立 千葉大学

統合型デザイン思考による社会イノ ナショナル・インスティテュート・オ
ベーション創生プログラム
ブ・デザイン ＜計１機関＞

AI05 国立 東京藝術大学

日印 クリエイティブパートナー
シップ構想：デザイン・先端技術・ インド国立デザイン大学、インド工科大
メディアアートを融合し世界へ発信 学ハイデラバード校 ＜計２機関＞
する先駆的クリエータ人材育成

AI06 国立 横浜国立大学

インド工科大学マドラス校、アンナ大
横浜－南インド産官学連携による
水・エネルギーインフラ技術を担う 学、べロール工科大学、インド理科大学
院 ＜計４機関＞
実践的理工系人材の育成

AI07 国立 新潟大学

インド理科大学院大学、ジャワハルラー
地球環境保全と産業発展を持続的に
ル・ネルー大学、カリカット大学、イン
両立できる日印フィールド科学人材
ド宇宙科学技術大学、タータ基礎科学大
育成プログラム
学院大学 ＜計５機関＞

AI08 国立 岐阜大学

日印協働教育による企業参画型の工
インド工科大学グワハティ校、アッサム
学・農学系グローカル高度専門職業
大学 ＜計２機関＞
人の養成

AI09 国立 島根大学

日印の地域産官学連携による理工系 コチ理工大学、ラジャギリ工業技術大
人材育成
学、SCMS工業技術大学 ＜計３機関＞
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＜計１機関＞

整理番号 設置形態

申請大学等名

事業名

相手大学等名
インド工科大学デリー校（IIT-D）、イン
ド工科大学ムンバイ校（IIT-B）、インド
技術科学大学シブプール校（IIEST-S）、
ビルラ技術科学大学ピラニ校(BITS-P)、
インド中央電子工学研究所（CSIRCEERI）、インド経営大学院アーメダ
バード校（IIM-A） ＜計６機関＞

AI10 国立 広島大学

先端技術を社会実装するイノベー
ション人材養成のための国際リン
ケージ型学位プログラム

AI11 国立 琉球大学

6年一貫のGEプログラムによる、ア インド工科大学カーンプル校、マダン・
ジアにおける新産業創出に貢献でき モハン・マラビヤ工科大学 ＜計２機関
＞
る工学系人材の育成

AI12 私立 桜美林大学

［インド］プネ大学、シンビオシス大学
日印・南アジアの相互理解に貢献す ＜計２機関＞
る知日人材の育成のための「学而事 ［バングラデシュ］アメリカンインター
人プログラム」
ナショナル大学、BRAC大学 ＜計２機
関＞

AI13 私立 東洋大学

インド工科大学デリー校、インド工科大
学マドラス校、スリー・チトラ・トゥリ
挑戦するグローバル・イノベーター ニュアル医療科学技術研究所、C.M.S.
College、マンガラン教育協会（マンガラ
育成プログラム～日印ヴィジョン
ン工科大学）、マハトマ・ガンディー大
2025に向けて～
学、ジャワハルラール・ネルー大学 ＜
計７機関＞

AI14 私立 早稲田大学

平和と成長のための｢アジアからの
グローバル・リーダーシップ｣プロ
グラム

タイプＢ ロシア
整理番号 設置形態

ジャワハラル・ネルー大学、デリー大
学、南アジア大学、プレジデンシー大
学、ゴア大学 ＜計５機関＞

計２件
申請大学名

BR01 国立 北海道大学、新潟大学
BR02 国立 東北大学、筑波大学

タイプＢ インド
整理番号 設置形態

計２件
申請大学名

BI01 国立 東京大学
BI02 私立 東洋大学

※ 国内複数大学合同申請の場合、代表申請大学名に下線を付している。また、一覧中の表記は、各大学から提出された計画調書の記載
のとおりとしている。
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