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令和２年度 大学の世界展開力強化事業
－アフリカ諸国等との大学間交流形成支援－
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※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。
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計18件

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

A①
01

国立 山形大学
アフリカの持続可能な発展を支え
る環境調和型食料生産教育プログ
ラム

ジョモケニヤッタ農工大学（ケニア）、ヤウンデ第一大学
（カメルーン）、マケレレ大学（ウガンダ）、バハルダー
ル大学（エチオピア）、アレキサンドリア大学（エジプ
ト）＜計5機関＞

A①
02

国立 筑波大学

臨地型協働学習を取り入れた国際
バカロレア教員養成手法による適
応型グローバル人材育成プログラ
ム

マラウイ大学（マラウイ）、ジョモ・ケニヤッタ農工大学
（ケニア）、ルワンダ大学（ルワンダ）、エジプト日本科
学技術大学（エジプト）、カルタゴ大学（チュニジア）＜
計5機関＞

A①
03

国立 宇都宮大学
アフリカの潜在力と日本の科学技
術融合によるSDGs貢献人材育成プ
ログラム

ジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケニア）、アジスアベバ大
学（エチオピア）、メル科学技術大学（ケニア）、ダルエ
スサラーム大学（タンザニア）、ネルソンマンデラアフリ
カ科学技術機構（タンザニア）、ガーナ大学（ガーナ）＜
計6機関＞

A①
04

国立 千葉大学
持続的水資源開発プログラム：
SDGs 9 and 15

マケレレ大学（ウガンダ）＜計1機関＞

A①
05

国立 新潟大学
森・里・海複合生態系の保全と利
活用をデザインする国際フィール
ド科学人材養成プログラム

アンタナナリボ大学（マダガスカル）＜計1機関＞

A①
06

国立 金沢大学
アフリカの健康課題を解決できる
領域横断型国際人材育成プログラ
ム

ナイロビ大学（ケニア）、ケニア中央医学研究所（ケニ
ア）、モイ大学（ケニア）＜計3機関＞

A①
07

国立 福井大学
グローバルな公教育改革の協働的
主体を育てるアフリカ・日本共創
プログラムの組織化

カイロ大学（エジプト）、ナリクレ教員養成大学（マラウ
イ）＜計2機関＞

A①
08

国立 山梨大学、山梨県立大学
環境管理によりアフリカ諸国の
SDGs実現を牽引する国際的人材育
成プログラム

ガーナ大学（ガーナ）＜計1機関＞

A①
09

国立 神戸大学
シティズンシップとコンヴィヴィ
アリティに関する実践・研究プロ
グラム

ケープタウン大学（南アフリカ）、マケレレ大学（ウガン
ダ）、ルーヴェン大学（ベルギー）、プレトリア大学（南
アフリカ）＜計4機関＞

A①
10

国立 岡山大学
持続可能なヘルスシステムを追究
するAfrica-Japan社会実装人材育成
プログラム

カフレルシェイク大学（エジプト）、メノフェイア大学
（エジプト）＜計2機関＞

A①
11

国立 山口大学
アジア・アフリカにおけるOne
Health問題の解決に向けた感染症対
策を担う獣医師育成プログラム

ナイロビ大学（ケニア）＜計1機関＞

A①
12

国立 大分大学
アフリカ諸国との次世代を見据え
た医療交流プログラム

ムブジマイ大学（コンゴ民主共和国）、キンシャサ大学
（コンゴ民主共和国）、ケニア中央医学研究所（ケニ
ア）、アガカーン大学（ケニア）＜計4機関＞

A①
13

私立 芝浦工業大学
サブサハラアフリカにおける自律
的で持続可能な居住環境向上のた
めの教育研究プロジェクト

アジスアベバ大学（エチオピア）＜計1機関＞

A①
14

私立 中央大学
SDGs課題の発見・解決を加速する
トランスフォーマティブ理工学人
材育成プログラムの共創

アボメ・カラビ大学（ベナン）＜計1機関＞

令和２年度 大学の世界展開力強化事業
－アフリカ諸国等との大学間交流形成支援－ 申請大学一覧

タイプＡ①（交流推進プログラム　スタートアップ型）
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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

A①
15

私立 山梨学院大学
カレッジスポーツ拠点・スポーツ
科学を活用した日本・ケニア大学
間交流事業

アメリカ国際大学アフリカ校（ケニア）＜計1機関＞

A①
16

私立 南山大学
個・社会・世界のレジリエンスを
高められる人材養成プログラム～
人間の尊厳のために～

メケレ大学（エチオピア）、ナイロビ大学（ケニア）、ケ
ニヤッタ大学（ケニア）、ストラスモア大学（ケニア）＜
計4機関＞

A①
17

私立 京都精華大学

西アフリカ諸国・日本国双方の現
代文化および伝統文化を深く理解
したサスティナブル促進人材育成
プログラム

シェイク・アンタ・ジョップ大学（セネガル）、クワラ州
立大学（ナイジェリア）、マルア大学（カメルーン）、国
立人文科学研究所（マリ）＜計4機関＞

A①
18

私立 神戸情報大学院大学
SDGｓ実現に貢献する日・ルワンダ
ICT高度人材育成プログラム

ルワンダ大学（ルワンダ）＜計1機関＞

計13件

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

A②
01

国立 北海道大学

アフリカと日本の架け橋となる次
世代の人材を育成する国際獣医
学・保全医学教育プログラム　～
ザンビア‐北大の頭脳循環成果を
基盤として～

ザンビア大学（ザンビア）＜計1機関＞

A②
02

国立 秋田大学、九州大学
南部アフリカの持続的資源開発を
先導するスマートマイニング中核
人材の育成

ヴィッツウォーターズランド大学（南アフリカ）、ザンビ
ア大学（ザンビア）、テテ工科大学（モザンビーク）、ボ
ツワナ国際科学技術大学（ボツワナ）、ボツワナ大学（ボ
ツワナ）＜計5機関＞

A②
03

国立 東京海洋大学
ブルーエコノミーを先導する海洋
科学技術人材育成プログラム

シュテレンボッシュ大学（南アフリカ）、ネルソンマンデ
ラ大学（南アフリカ）、ダーバン工科大学（南アフリ
カ）、ケープ半島工科大学（南アフリカ）、ナミビア大学
（ナミビア）、ナミビア科学技術大学（ナミビア）、ナイ
ロビ大学（ケニア）、ケニア海洋水産研究所（ケニア）＜
計8機関＞

A②
04

国立 鳥取大学

実践型科学・技術者養成プログラ
ムの構築　～グローバル・ハブ・
リーダー育成システムの拡充に向
けて～

マケレレ大学（ウガンダ）、バハルダール大学（エチオピ
ア）、ジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケニア）＜計3機関＞

A②
05

国立 岡山大学
東アフリカ農学のゲートウェイ人
材育成プログラム

ジョモ・ケニアッタ農工大学（ケニア）、マケレレ大学
（ウガンダ）＜計2機関＞

A②
06

国立 広島大学
南北アフリカとの互恵的パート
ナーシップ構築のためのトライア
ングル海外学習プログラム

カイロ大学（エジプト）、アスワン大学（エジプト）、ア
インシャムス大学（エジプト）、ベニスエフ大学（エジプ
ト）、ザンビア大学（ザンビア）、マラウイ大学（マラウ
イ）＜計6機関＞

A②
07

国立 長崎大学
プラネタリーヘルスの実現に向け
た日ア戦略的共同教育プログラム

ケニア中央医学研究所（ケニア）、マセノ大学（ケニ
ア）、ケニヤッタ大学（ケニア）、ジョモケニヤッタ農工
大学（ケニア）＜計4機関＞

A②
08

国立 熊本大学
熊大アフリカオフィスをハブとし
た日阿連携によるヘルスリテラ
シー人材育成事業

ハルツーム大学（スーダン）、ムヒンビリ医科学大学（タ
ンザニア）＜計2機関＞

A②
09

公立 大阪市立大学
日本とアフリカをつなぐグローカ
ル・ソーシャル・イノベーター育
成プログラム

マウントケニア大学（ケニア）、キンシャサ大学（コン
ゴ）、クワメ・ンクルマ大学（ザンビア）＜計3機関＞

タイプＡ②（交流推進プログラム　加速・進展型）
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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

A②
10

私立 上智大学
持続可能な未来に向けた 日本-ア
フリカ ハイブリッド型ネットワー
ク形成事業

エジプト日本科学技術大学（エジプト）、中央アフリカカ
トリック大学（カメルーン）、ヘキマ・ユニバーシティ・
カレッジ（ケニア）、平和研究・活動センター（コートジ
ボワール）、フェリックス・ウフェ＝ボワニ大学（コート
ジボワール）、ソコイネ農業大学（タンザニア）、スース
大学（チュニジア）、ステレンボッシュ大学（南アフリ
カ）、プレトリア大学（南アフリカ）＜9機関＞

A②
11

私立 聖路加国際大学、佐久大学

日本とアフリカ諸国が取組む地球
的健康課題を解決する看護学・公
衆衛生学のグローバルヘルスリー
ダー育成

国立ムヒンビリ健康科学大学（タンザニア）、国立マヒド
ン大学（タイ）＜計2機関＞

A②
12

私立 東京農業大学
アフリカの栄養改善活動をフィー
ルドとする協働実践型教育プログ
ラム

ソコイネ農業大学（タンザニア）、ジョモケニヤッタ農工
大学（ケニア）＜計2機関＞

A②
13

私立 創価大学

アフリカ大地溝帯地域における里
湖（SATOUMI）循環型社会構築の
ための文理融合人材育成プログラ
ム

バハルダール大学（エチオピア）、インジバラ大学（エチ
オピア）、ナイロビ大学（ケニア）、マケレレ大学（ウガ
ンダ）、ザンビア大学（ザンビア）＜計5機関＞

計1件

整理番号 設置形態 申請大学名（代表申請大学） 事業名（交流推進プログラム） 相手大学等名（交流推進プログラム）

B01 国立 京都大学、東京外国語大学
アフリカにおけるSDGｓに向けた高
度イノベーション人材育成のため
の国際連携教育プログラム

アディスアベバ大学（エチオピア）、カイロ大学（エジプ
ト）、マケレレ大学（ウガンダ）、ソコイネ農業大学（タ
ンザニア）、キンシャサ大学（コンゴ民主共和国）、ガー
ナ大学（ガーナ）、アンタナナリヴ大学（マダガスカ
ル）、ザンビア大学（ザンビア）、ボツワナ大学（ボツワ
ナ）、ヤウンデ第I大学（カメルーン）、ジョモケニアッタ
農工大学（ケニア）プレトリア大学（南アフリカ）、ステ
レンボッシュ大学（南アフリカ）、プロテスタント人文・
社会科学大学（ルワンダ）＜計14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）

※ 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。

4


	申請状況
	申請一覧



