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e-STARTプログラム
コース
番号

コース名 Course Name
コース内
使用言語

対象学年 あると望ましい知識 担当教員
参加

学生数

1
社会課題解決に向けた日印の科学技
術の応用とSDGsの達成

Application of Science and Technology
in Japan and India for Solving Social
Problems and Achievement of SDGs

インド, 日本

インド工科大学ムンバイ校，
インド工科大学グワハティ
校，ビルラ技術科学大学ピラ
ニ校，岐阜大学

英語 1～3年生

日印の科学技術(主に工学系)や海外
の研究活動に興味があることが望ま
しい。
Interest in science and technology
(mainly engineering) in Japan and
India as well as overseas research
activities

先進理工系科学研究科
理工学融合プログラム
藤原　章正 教授

3

2

日本とタイの大学生が考える国際教
育開発目標（SDG4）達成プロジェク
ト

Design a Project for Achieving the
Sustainable Development Goal 4
(Quality Education for All):
Through collaboration between
Japanese and Thai undergraduate
students

タイ カセサート大学 英語 1～3年生

日本や海外の教育に強い関心をもっ
ている、もてることが望ましい。
It is desirable to have a strong
interest in educational issues in
Japan and abroad.

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
牧　貴愛 准教授

8

3
SDGsの相互関係：健康・福祉，教
育，貧困や食料安全保障との関係

Inter-relationship between the SDGs:
Relation of good health & wellbeing
and education with (no) poverty and
food security

エジプト(E)，
ザンビア(Z)，
マラウィ(M)

E: カイロ大学，アインシャム
大学，アスワン大学，ベニス
エフ大学，Z: ザンビア大学，
M:マラウィ大学

英語 1～3年生
A general background knowledge
on international cooperation is
recommended, but not mandatory.

人間社会科学研究科
国際経済開発プログラム
Niraj Prakash JOSHI 准教授

11

4 持続可能な社会のための化学 Chemistry for Sustainable Society
台湾(Ｔ)，ベ
トナム(V)，イ
ンドネシア(I)

T: 国立中央大学，中正大学，
V: ベトナム国家大学ホーチミ
ン市校自然科学大学，ベトナ
ム国家大学ハノイ校自然科学
大学，I: ガジャマダ大学，
ジェンベル大学，バンドン工
科大学，マウラナ・マリッ
ク・イブラヒム国立イスラム
大学マラン校

英語 1～3年生
原子、分子、集合体の化学
Atom, Molecule, Chemical
Assembly

先進理工系科学研究科
安倍　学 教授

2

5 身心文化論から紐解く「快」
An exploration of pleasure and body,
mind, and culture

アメリカ ソールズベリー大学 日本語/英語 1～3年生

哲学、認知科学、異文化交流につい
ての積極性とオープンマインド、人
間と感覚についての探求心。
Philosophy, cognitive science,
active and open-minded about
intercultural exchange, inquiring
mind about people and the
senses.

国際室
裵　芝允 特任助教

11

6
異文化理解とSDGsプロジェクトを通
しての日本語学習支援

Japanese learning support through
intercultural understanding and SDGs
projects

インドネシア
オーストラリ
ア
または台湾

ダルマプルサダ大学
UNSWまたはメルボルン大学
または国立台湾大学

日本語/英語 1～3年生

異文化理解  ，SDGs，外国語教育
に関する知識
Knowledge of intercultural
understanding, SDGs and foreign
language education

森戸国際高等教育学院
柳本　大地 特任講師

10

7 グローバルな視点から見た歯科医療 Dentistry in a global perspective インドネシア アイルランガ大学 英語 1～3年生

自国の歯科医療制度に関する基本的
な知識
Basic knowledge of the dental
care system in home country

医系科学研究科
加藤　功一 教授

15

交流する大学
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