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国立大学 3 4 5 1 2 3 5
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私立大学 1 1 2 0 1 0 1

4 6 7 1 3 3 6

令和4年度大学教育再生戦略推進費
「大学の世界展開力強化事業～インド太平洋地域等との大学間交流形成支援～」

申請状況

※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。

主な交流先

合計

30



計４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 未採択※1

U-1 国立 東北大学
レジリエントな社会を創造する日英米
大学の国際連携

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英国）、ヨーク大学（英
国）、イーストアングリア大学（英国）、ワシントン大学（アメ
リカ）〈計４機関〉

U-2 国立 信州大学
繊維をコアとしたサステナビリティの
国際共同教育研究プログラム

マンチェスター大学（英国）、ウィーン天然資源大学（オースト
リア）〈計２機関〉 ✔

U-3 国立 岡山大学
「ESD for 2030」に基づいた地域から
地球社会へ貢献する共感的リーダー
シップの育成

バース大学（英国）、ヨーク大学（カナダ）、慶熙大学校（韓
国）〈計３機関〉

U-4 私立 早稲田大学
デジタルエコシステム時代のイノベー
タ育成プログラム

ノッティンガム大学（英国）〈計１機関〉

計６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 未採択※1

I-1 国立
金沢大学、北陸先端科学技術
大学院大学

持続可能でレジリエントな地域を創る
日本－インド－タイ協働人材育成プロ
グラム

インド工科大学マドラス校（インド）、インド工科大学グワハ
ティ校（インド）、インド情報技術・設計・製造研究所（イン
ド）、融合保健科学技術大学（インド）、チェンマイ大学（タ
イ）、タマサート大学SIIT院（タイ）、泰日工業大学（タイ）
〈計７機関〉

I-2 国立 岐阜大学
グローカルJDPプラットフォーム形成
による北東インド・東海圏における実
践力のある高度人材育成

インド工科大学グワハティ校（インド）〈計１機関〉 ✔

I-3 国立 長崎大学
日印泰におけるプラネタリー課題解決
のための人材育成事業

インドラプラズサ情報技術大デリー校（インド）、ベロール工科
大学チェンナイ校（インド）、バーラ技術科学大学ピラニ校（イ
ンド）、泰日工業大学（タイ）〈計４機関〉

I-4 国立 琉球大学
プラネタリー・サステナビリティを促
す革新的・相互作用的な大学間教育イ
ニシアティブ

アッサム大学シルチャル（インド）、マダン・モハン・マラビヤ
工科大学（インド）、ABV-インドインフォメーションテクノロ
ジー＆マネジメントインスティテュート グワーリオール（イン
ド）、インド工科大学マドラス校（インド）、ハワイ大学ヒロ校
（アメリカ）、カリフォルニア大学サンタクルーズ校（アメリ
カ）〈計６機関〉

I-5 公立 大阪公立大学
持続可能な世界を実現するグローカ
ル・ソーシャル・イノベータ育成プロ
グラム

ウタランチャル大学（インド）、アンドリュース大学（アメリ
カ）、ニューヨーク市立大学リーマン・カレッジ（アメリカ）、
サンフランシスコ州立大学（アメリカ）、デ・ラ・サール大学
（フィリピン）、ロンブロン州立大学（フィリピン）、クワメ・
ンクルマ大学（ザンビア）、ムクバ大学（ザンビア）、ベトナム
国家大学ホーチミン市自然科学大学（ベトナム）、ヘリオット
ワット大学マレーシア校（マレーシア）〈計１０機関〉

I-6 私立 桜美林大学
多文化共生社会をリードする「融合
知」人材育成プログラム

サビトリバイフールプネ大学（インド）、シンビオシス国際大学
（インド）〈計２機関〉

 令和4年度大学教育再生戦略推進費
「大学の世界展開力強化事業～インド太平洋地域等との大学間交流形成支援～」

申請大学一覧

主な交流先：英国

主な交流先：インド



計７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 未採択※1

A-1 国立 東京大学
ポストコロナにおける日豪星学生オン
ライン・オンサイト交流プラット
フォーム構築プログラム

オーストラリア国立大学（オーストラリア）、ニューサウス
ウェールズ大学（オーストラリア）、ニューカッスル大学（オー
ストラリア）、ウーロンゴン大学（オーストラリア）、ウェスタ
ンシドニー大学（オーストラリア）、シンガポール国立大学（シ
ンガポール）〈計６機関〉

A-2 国立 名古屋大学、岐阜大学
ポストSDGs時代の経済安全保障に貢
献できる自律協働型国際プロフェッ
ショナル人材育成

モナシュ大学（オーストラリア）、アデレード大学（オーストラ
リア）、西オーストラリア大学（オーストラリア）、クイーンズ
ランド大学（オーストラリア）〈計４機関〉

A-3 国立 三重大学
環境循環型社会に資する地域環境人材
育成プログラム

タスマニア大学（オーストラリア）〈計１機関〉 ✔

A-4 国立 神戸大学
世界的課題解決に向けた工学系グロー
バル人材育成のための国際共修/協働
学修プログラム

ロイヤルメルボルン工科大学（オーストラリア）、ジョージア工
科大学（アメリカ）、マヒドン大学（タイ）〈計３機関〉

A-5 国立 山口大学
アジア・オセアニアにおける気候変動
下での食料安全保障問題の解決を目指
す農業技術者育成プログラム

西オーストラリア大学（オーストラリア）〈計１機関〉

A-6 私立 上智大学

アジア・太平洋地域の持続可能な社会
の構築を先導する日豪グローバルリー
ダー育成プログラム：Sustainability
Student Summit

オーストラリア国立大学（オーストラリア）〈計１機関〉

A-7 私立 東京都市大学
アジア大洋州国際キャンパスにおける
カーボンニュートラル社会の実現に貢
献できる人材養成プログラム

エディスコーワン大学（オーストラリア）、デ・ラ・サール大学
（フィリピン）、タマサート大学（タイ）、マレーシア工科大学
（マレーシア）〈計４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 相手大学等名 未採択※1

UI-1 国立 長岡技術科学大学
マルチディメンジョン・キャンパスで
のデュアルインターンシップを活用し
た国際協働学習プログラム

ヨーク大学（英国）、インド工科大学マドラス校（インド）〈計
２機関〉

計３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 未採択※1

UA-1 国立 東京外国語大学
TUFS日英豪国際日本学共同教育プロ
グラム－学部・大学院ＤＤプログラム
を中心に

セントラル・ランカシャー大学（英国）、メルボルン大学（オー
ストラリア）〈計２機関〉

UA-2 国立 お茶の水女子大学
グローバルリーダー育成のための「女
子大学発」実学型EDIプログラム

イーストアングリア大学（英国）、シドニー工科大学〈オースト
ラリア）、セントメアリーズ大学（アメリカ）、ブレシア大学
（カナダ）〈計４機関〉

✔

UA-3 私立 東洋大学
ビジネス日本語教育を通じた高度日本
語人材と多文化共生グローバル人材の
育成プログラム

ヨークセントジョン大学（英国）、カーディフ大学（英国）、
カーティン大学（オーストラリア）、カレッジオブニュージャー
ジー（アメリカ）、釜山外国語大学校（韓国）、仁荷大学校（韓
国）、大邱大学校（韓国）、チュラロンコン大学（タイ）、シー
ナカリンウィロート大学（タイ）、チェンマイ大学 （タイ）、
ダルマプルサダ大学（インドネシア）〈計１１機関〉

主な交流先：オーストラリア

主な交流先：英国・オーストラリア

主な交流先：英国・インド



計３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 未採択※1

IA-1 国立 横浜国立大学
レジリエントな社会への変革をリード
する産官学連携ヨコハマ国際教育プロ
グラム

アンナ大学（インド）、インド工科大学カンプール校（イン
ド）、パンジャブ大学（インド）、ベロール工科大学（イン
ド）、グリフィス大学（オーストラリア）、ニューカッスル大学
（オーストラリア）〈計６機関〉

✔

IA-2 国立 新潟大学
インド太平洋地域の「仮想フィール
ド」を利活用したハイブリッド型
フィールド科学人材育成プログラム

インド理科大学院大学（インド）、インド宇宙科学技術大学（イ
ンド）、コーチン科学技術大学（インド）、インド工科大学ルー
ルキー校（インド）、インド工科大学カーンプル校（インド）、
カーティン大学（オーストラリア）、マッコーリー大学（オース
トラリア）、ウーロンゴン大学（オーストラリア）、ペラデニア
大学（スリランカ）〈計９機関〉

IA-3 国立 島根大学

インド太平洋地域における大学間交流
を通じたグローバルSTEAM人材育成プ
ログラム～持続可能社会の実現に向け
た豊かな人間性、情報分析能力、課題
解決能力を備えた創造的人材の育成～

コチ理工大学（インド）、ラジャギリ工業技術大学（インド）、
SCMS工業技術大学（インド）、インド工科大学ハイデラバード
校（インド）、モナシュ大学（オーストラリア）〈計５機関〉

✔

計６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 未採択※1

UIA-1 国立 筑波大学
人間総合科学を推進する国際研究人材
育成プログラム

エディンバラ大学（英国）、ラクシュミバイ国立体育大学（イン
ド）、西オーストラリア大学（オーストラリア）、オハイオ州立
大学（アメリカ）〈計４機関〉

UIA-2 国立 千葉大学
グローバル地域ケアIPEプラス創生人
材の育成（GRIP Program）

レスター大学（英国）、シンビオシス国際大学（インド）、モナ
シュ大学（オーストラリア）〈計３機関〉

UIA-3 国立 東京芸術大学

Shared Campus（国際共創キャンパ
ス）を活用した日英豪印 SDGs x ARTs
グローバルリーダー養成プログラム－
世界を幸福にするイノベーション創出
－

ロンドン芸術大学（英国）、ナショナル・インスティテュート・
オブ・デザイン（NID）（インド）、モナシュ大学（オーストラ
リア）〈計３機関〉

UIA-4 国立 広島大学
国際協働学習を通じて醸成するアジャ
イル・アントレプレナーシップ

シェフィールド大学（英国）、ビルラ技術科学大学ピラニ校（イ
ンド）、インド経営大学院バンガロール校（インド）、ニューサ
ウスウェールズ大学（オーストラリア）〈計４機関〉

UIA-5 国立 九州大学
SDGsデザイナー養成のための国際的
に共有されるマイクロクレデンシャル
制度の構築

ラフバラー大学（英国）、オープン大学（英国）、インド工科大
学ハイデラバード校（インド）、ジャダフプール大学（イン
ド）、インド工科大学グワハティ校（インド）、国立鉄道輸送大
学（インド）、ニューサウスウェールズ大学（オーストラリ
ア）、アデレード大学（オーストラリア）〈計８機関〉

UIA-6 私立
関西国際大学、神戸芸術工科
大学、宮崎国際大学

産学官連携ベンチャー・エコ・システ
ム創成による起業家育成カリキュラム
の展開

キール大学（英国）、デリー大学サウスキャンパス（インド）、
シドニーアントレプレナーシップ（オーストラリア）、西シド
ニー大学（オーストラリア）、バンクーバーアイランド大学（カ
ナダ）〈計５機関〉

✔

※
１
これまで大学の世界展開力強化事業またはスーパーグローバル大学創成支援事業に採択されていない大学→評点に一定の係数（１．２）を乗じる。

主な交流先：インド・オーストラリア

主な交流先：英国・インド・オーストラリア
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