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2017 年 4 月 1 日現在 

２２２２－－－－１５１５１５１５            文部科学省大学教育改革プログラム選定状況文部科学省大学教育改革プログラム選定状況文部科学省大学教育改革プログラム選定状況文部科学省大学教育改革プログラム選定状況    
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１．大学教育改革プログラムとは・・・１．大学教育改革プログラムとは・・・１．大学教育改革プログラムとは・・・１．大学教育改革プログラムとは・・・    

国公私立大学を通じて、教育の質向上に向けた大学教育改革の取組を選定し、財政的なサポートや幅広い情報提供を行い、各大学 

  などでの教育改革の取組を促進させるため、文部科学省が実施している「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」、「現代的教 

育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」及び「質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）」等を指します。 

 

２．大学教育改革プログラム本学採択プログラム２．大学教育改革プログラム本学採択プログラム２．大学教育改革プログラム本学採択プログラム２．大学教育改革プログラム本学採択プログラム    

 （１）現代的ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ） 

   ○プログラム概要 

     各種審議会からの提言等、社会的要請の強い政策課題に対応したテーマ設定を行い、各大学・短期大学・高等専門学校（以下 

「大学等」という。）から申請された取組の中から、特に優れた教育プロジェクト（取組）を選定し、財政支援を行うことで、 

高等教育の更なる活性化が促進されることを目的としたプログラムです。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 

２００４ 

２００４～

２００６ 

地域の中小企業活性化と実践的体験教育 

－コンサルティングと課題解決教育の構築－ 

地域研究センター 社会学部・教授・岡本義行 

２００４ 

２００４～

２００６ 

新しい国際遠隔教育の構築に向けて 

－コンテンツ開発とオンデマンド教育－ 

ＩＴ研究センター 工学部・教授・小林尚登 

２００４ 

２００４～

２００６ 

大規模私学での大卒無業者ゼロを目指す取組 

－学生が行う「キャリア相談実習」による 

職業意識の質的強化－ 

キャリアデザイン学部 

キャリアデザイン学部 

・教授・笹川孝一 
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 （２）新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム（学生支援ＧＰ） 

   ○プログラム概要 

     学生の人間力を高め人間性豊かな社会人を育成するため、各大学・短期大学・高等専門学校における、入学から卒業までを 

通じた組織的かつ総合的な学生支援のプログラムのうち、学生の視点に立った独自の工夫や努力により特段の効果が期待される 

取組を含む優れたプログラムを選定し、広く社会に情報提供するとともに、財政支援を行うことで、各大学等における学生支援 

機能の充実を図ることを目的としています。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 

２００７ 

２００７～

２０１０ 

「学生の力」を活かした学生支援体制の構築 学生センター 

学生センター長、文学部 

・教授・安東祐希 

 

 （３）大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム 

   ○プログラム概要 

     各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の中から、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組を選定し、 

広く社会に情報提供するとともに、重点的な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資することを目的 

としています。 

 

   ○選定を受けた取組     

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 

２００９ 

２００９～

２０１１ 

高度情報処理技術者を目指す学士力の育成 情報科学部 情報科学部・教授・花泉弘 
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（４）産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業 

○プログラム概要 

産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う大学・短期大学が地域ごとにグループを形成して、地元の企業、経済団体、

地域の団体や自治体等と産学協働のための連携会議を設置して取組を実施することにより、社会的・職業的に自立し、産業界の

ニーズに対応した人材の育成に向けた取組の充実を図る優れた大学グループの取組を国として支援するものです。 

 

  ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 

２０１２ 

２０１２～

２０１４ 

首都圏に立地する大学における産業界の 

ニーズに対応した教育改善  

教育開発支援機構 

 

 

（５）グローバル人材育成推進事業 

○プログラム概要 

  若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極

的に挑戦し活躍できる「人財」の育成を図るため、大学教育のグローバル化を推進する取組を行う事業に対して、重点的に財政

支援することを目的としています。 

 

  ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 

２０１２ 

２０１２～

２０１６ 

法政大学グローバル人材育成推進事業  グローバル教養学部、国際文化学部 
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（６）大学生の就業力支援事業 

   ○プログラム概要 

     大学・短期大学において、大学内組織の有機的な連携による全学的な体制の下、入学から卒業までの間、実学的専門教育を含 

    む体系的な指導を行うことを通じて、学生の卒業後の社会的・職業的自立が図られるよう、大学の教育改革の取組を支援する。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 

２０１０ 

２０１０～

２０１１ 

就業力を育てる３ステップシステム 市ヶ谷キャンパス 

教育支援本部担当常務理事 兼 

教育開発支援機構長（法学部教授） 

      浜村彰 

 

 （７）社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム 

   ○プログラム概要 

     社会人の「学び直し」のニーズに対応するため、大学、短期大学、高等専門学校における幅広い教育研究資源を活かした優れ 

た学修プログラムを開発・実施することにより、学び直しに資する良質な教育プログラムの普及を図り、再チャレンジを可能と 

する柔軟で多様な社会の実現を目指すことを目的としています。 

 

   ○選定を受けた取組     

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 

２００７ 

２００７～

２００９ 

地域づくりを担う人材の育成に向けた 

学び直しの遠隔授業プログラム 

地域研究センター 

大学院イノベーション・マ

ネジメント研究科・教授・

岡本義行 

２００７ 

２００７～

２００９ 

転職・再就職希望者に対する 

「トータルキャリア教育」 

キャリアセンター 

キャリアセンター 

・次長・勝又秀夫 
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 （８）大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム 

   ○プログラム概要 

     国公私立大学間の積極的な連携を推進し、各大学における教育研究資源を有効活用することにより、当該地域の知の拠点とし 

て、教育研究水準のさらなる高度化、教育活動の質保証、個性・特色の明確化に伴う機能別分化と相互補完、大学運営基盤の強 

化等とともに、地域と一体となった人材育成の推進を図ることを目的としています。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 備考 

２００９ 

２００９～

２０１１ 

全国の地域で活躍できるプロフェッ

ショナル＜まちづくリスト＞ 

育成プログラム 

大学院政策創造

研究科 

大学院政策創造研究

科・教授・岡本義行 

共同申請（主管校） 

共同校：高知工科大

学、札幌学院大学、

沖縄大学 

 

 （９）専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム 

   ○プログラム概要 

     国公私立の大学が行う、産業界、学協会、職能団体及び地方公共団体等との連携に基づいた教育方法等の充実に資する先導的 

な取組について、国公私を通じた競争的な環境の中で重点的に支援することにより、高等教育機関における高度専門職業人養成 

等の一層の強化を図ることを目的としています。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 取組担当者 備考 

２００８ 

２００８～

２０１０ 

諏訪地域「地力・知力アップ 

人材育成講座 

大学院政策創造

研究科 

大学院政策創造研究

科・教授・岡本義行 

共同申請（主管校） 

共同校：信州大学 
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 （10）大学教育の国際化加速プログラム（２００７年度までは大学教育の国際化推進プログラム） 

   ○プログラム概要 

     高等教育の国際競争力の強化及び国際的認知度の向上及び国際的に活躍できる優秀な人材の育成を図るため、大学等が行う教 

    職員や学生の海外派遣の取組や海外の大学との積極的な連携等を行う取組のうち、特に優れた取組を支援。 

    

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 区分 取組名称 申請部局 

２００７ ２００７ 海外先進研究実践支援 海外拠点を結ぶグローバル研究ネットの構築 ＩＴ研究センター 

２００５ ２００５ 海外先進教育実践支援 ＦＤ活動と教育テクノロジーの高度な融合 ＦＤ推進センター 

２００８ ２００８ 長期海外留学支援 「長期海外留学・学位取得支援制度」の実施 国際交流センター 

２００６ ２００６ 長期海外留学支援 海外長期留学による国際化リーダー養成 国際交流センター 

 

 

 （11）法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム 

   ○プログラム概要 

     専門職大学院において行われる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れた教育プロジェクトを国公私立を通じた競争的 

環境の中で第三者評価により選定し、重点的な財政支援を実施するものです。これにより、専門職大学院制度の定着と本格展開 

を促進し、高度専門職業人養成の推進を図るとともに、もって我が国の国際競争力の強化・向上に資することを目的としていま 

す。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 備考 

２００７ ２００７～ 全国法曹キャリア支援 大学院法務研究科 共同申請 
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２００８ プラットフォーム 主管校：明治大学 

計１３大学で実施 

２００５ 

２００５～

２００６ 

会計大学院教育課程の国際水準 

への向上 

大学院イノベーション・マネジメン

ト研究科アカウンティング専攻 

共同申請 

主管校：東北大学 

計９大学で実施 

 

 

 

（12）21 世紀 COE プログラム 

   ○プログラム概要 

     21 世紀 COE（Center of Excellence）プログラムは、文部科学省が 2002 年度より、「我が国の大学に世界最高水準の研究教育

拠点を学問分野ごとに形成し、研究水準の向上と世界をリードする創造的な人材育成を図り、国際競争力のある個性輝く大学づ

くりを推進すること」を目的に実施している事業です。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 

２００２ 

２００２～ 

２００６ 

日本発信の国際日本学の構築 国際日本学研究センター 

 

(13) スーパーグローバル大学等事業 

  〇プログラム概要 

    若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的 

に挑戦し活躍できる人材の育成を図るため、大学教育のグローバル化のための体制整備を推進する事業です。 

 

   ○選定を受けた取組 

採択年度 取組期間 取組名称 申請部局 
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２０１４ 

２０１４～ 

２０２３ 

課題解決先進国日本からサステイナブル 

社会を構想するグローバル大学の創成 

学務部教学企画課 

 

 

※申請部局及び取組担当者の所属・身分は申請当時。 

 


