平成３０年度 大学の世界展開力強化事業
―COIL型教育を活用した米国等との大学間交流形成支援－
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平成３０年度 大学の世界展開力強化事業
－COIL型教育を活用した米国等との大学間交流形成支援－ 申請大学一覧
タイプＡ（交流推進プログラム）
整理番号 設置形態

申請大学名（代表申請大学）

計２０件
事業名

相手大学等名

AA01 国立 筑波大学、獨協医科大学

近未来のインクルーシブ社会
を創造する協働プログラム

オハイオ州立大学、カリフォルニア大学
アーバイン校、ユタ州立大学、パデュー
大学、テンプル大学、ケント州立大学、
カリフォルニア大学サンディエゴ校
＜計７機関＞

AA02 国立 宇都宮大学

アメリカ型とアジア型農業を
結ぶ持続可能な農業生産構築
に貢献出来る人材育成のため
のCOIL型教育事業

［米国］
パデュー大学 ＜計１機関＞
［タイ］
カセサート大学 ＜計１機関＞

AA03 国立 千葉大学

アラバマ大学、シンシナティ大学、
COILを使用した日米ユニーク・
ニュースクール大学、ストーニーブルッ
プログラム
ク大学 ＜計４機関＞

AA04 国立 東京大学

日米のCOIL型教育を活用した先
マサチューセッツ工科大学
端ワールド・グローバル工学
＜計１機関＞
人材養成プログラム

「多文化主義的感性とコンフ
リクト耐性を育てる太平洋を
越えたCOIL型日米教育実践」

サンディエゴ州立大学、ニューヨーク州
立大学オルバニー校、ニューヨーク州立
大学ストーニーブルック校、カリフォル
ニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニ
ア大学リバーサイド校、カリフォルニア
大学アーバイン校、カリフォルニア州立
大学ノースリッジ校、カリフォルニア大
学、カリフォルニア大学サンタバーバラ
校、南カリフォルニア大学
＜計１０機関＞

AA06 国立 東京藝術大学

日米ゲームクリエイション共
同プログラム - メディア革新
時代の新しいアーティスト育
成-

南カリフォルニア大学

AA07 国立 金沢大学

タフツ大学、ハーバード大学、ニュー
３層のCOIL型留学による，日米 ヨーク州立大学バッファロー校、ニュー
の「真」のパートナーシップ ヨーク州立大学ニューポルツ校、ネヴァ
ダ大学リノ校、イリノイカレッジ、リー
を構築できる人材の育成
ハイ大学 ＜計７機関＞

AA08 国立 名古屋大学、岐阜大学

日米共同による実世界データ
演習型教育プログラム

ノースカロライナ州立大学
＜計１機関＞

AA09 国立 広島大学

地方創生と国際社会の課題解
決に取り組む日米協働学修プ
ログラム

テキサス大学オースティン校、アリゾナ
州立大学 ＜計２機関＞

AA05 国立

東京外国語大学、国際基督教
大学
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＜計１機関＞

整理番号 設置形態

申請大学名（代表申請大学）

事業名

相手大学等名

AA10 国立 九州大学、鹿児島大学

［米国］
北アリゾナ大学、カンザス州立大学、カ
リフォルニア大学デービス校
＜計３機関＞
九州から発信するCOIL型国際協
［オーストラリア］
調農学教育プログラム
ニューサウスウェールズ大学
＜計１機関＞
［中国］
香港城市大学 ＜計１機関＞

AA11 国立 熊本大学

紛争解決学におけるジョイン
ト・ディグリー・プログラム
の構築によるグローバル人材
の養成

マサチューセッツ州立大学ボストン校
＜計１機関＞

AA12 国立 鹿児島大学

米国から鹿児島、そしてアジ
アへ―多極化時代の三極連携
プログラム

［米国］
ジョージア大学、ノースダコタ州立大
学、サンノゼ州立大学、オクラホマ州立
大学、タスキーギ大学、テキサスA&M大
学、ベレアカレッジ ＜計７機関＞
［インドネシア］
ディポネゴロ大学 ＜計１機関＞
［韓国］
中央大学校 ＜計１機関＞
［中国］
湖南農業大学 ＜計１機関＞
［台湾］
国立成功大学、国立中興大学
＜計２機関＞
［タイ］
メーファールアン大学、チェンマイ大
学、ブーラパー大学 ＜計３機関＞

AA13 国立 琉球大学

［米国］
ハワイ大学マノア校、ハワイ大学ヒロ
校、ハワイ大学マウイカレッジ、ハワイ
大学カウアイコミュニティカレッジ、ハ
ワイ大学ハワイコミュニティカレッジ、
ハワイ大学ホノルルコミュニティカレッ
ジ、ハワイ大学カピオラニコミュニティ
カレッジ、ハワイ大学リーワードコミュ
COIL型教育を活用した太平洋島
ニティカレッジ、ハワイ大学ウィンド
嶼地域の持続的発展に資する
ワードコミュニティカレッジ、グアム大
グローバルリーダーの育成
学 ＜計１０機関＞
［パラオ］
パラオ地域短期大学 ＜計１機関＞
［ミクロネシア］
ミクロネシア連邦短期大学
＜計１機関＞
［マーシャル諸島］
マーシャル諸島短期大学 ＜計１機関＞

AA14 公立 大阪市立大学

日米をつなぐ共創的ソーシャ
ルイノベーター育成プログラ
ム
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［米国］
アンドリュース大学、イリノイ大学アー
バナ・シャンペーン校 ＜計２機関＞
［フィリピン］
デラサール大学 ＜計１機関＞

整理番号 設置形態

申請大学名（代表申請大学）

事業名

相手大学等名

AA15 公立 山口県立大学

COIL型教育を活用したライフ・
［米国］
イノベーション・リーダー育
ハワイ大学マウイ校
成プログラム

AA16 私立 桜美林大学

日米協働サービス・ラーニン
グ プログラム

［米国］
カリフォルニア州立大学モントレーベイ
校 ＜計１機関＞

上智大学、お茶の水女子大
AA17 私立
学、静岡県立大学

人間の安全保障と多文化共生
に係る課題発見型国際協働オ
ンライン学習プログラムの開
発

［米国］
カリフォルニア大学デービス校、ボスト
ン・カレッジ、シアトル大学、ロヨラメ
リーマウント大学、ゴンザガ大学、ポー
トランド大学、ノースカロライナ大学
シャーロット校、マルケット大学、サン
フランシスコ大学、ヴァッサー大学
＜計１０機関＞

AA18 私立 東京農業大学

「食・農・環境を考える世界
［米国］
学生サミット」を核としたCOIL
ミシガン州立大学
型日米教育連携プログラム

＜計１機関＞

＜計１機関＞

［米国］
ノースジョージア大学、ノーザンケン
タッキー大学、メリーランド大学ボル
ティモアカウンティ校、アリゾナ州立大
学、ニューヨーク市立大学クイーンズ
校、ディキンソン大学、ジョージタウン
大学、パデュー大学ノースウエスト校
＜計８機関＞

AA19 私立 南山大学

日米をつなぐNU4-COIL2 〜地
域に根ざしたテイラーメイド
型教育プログラム〜

AA20 私立 熊本学園大学

グローバル化の時代を担う人
［米国］
材育成のためのCOIL型国際教育
キャロル大学
プログラム

＜１機関＞

タイプＢ（交流推進・プラットフォーム構築プログラム）
整理番号 設置形態

AB01 私立 関西大学

申請大学名

事業名（交流推進プログラム）

グローバル・キャリアマイン
ドを培うCOIL Plusプログラム

※ 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。
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計１件
相手大学等名
［米国］
北アリゾナ大学、カリフォルニア大学
バークレー校、ハワイ大学ヒロ校、ハワ
イ大学カピオラニ・コミュニティ・カ
レッジ、北イリノイ大学、イリノイ大学
アーバナシャンペーン校、ニューヨーク
州立ファッション工科大学、ニューヨー
ク州立大学アルバニー校、クレムソン大
学、ジェームズマディスン大学、ミシガ
ン州立大学 ＜１１機関＞

