
助成大学地域別一覧

日本

北海道大学 1 北海道 国士舘大学 13 東京都

東北福祉大学 4 宮城県 武蔵野大学 13 東京都

東北大学 宮城県 創価大学 13 東京都

国際教養大学 5 秋田県 昭和女子大学 13 東京都

山形大学 6 山形県 桜美林大学 東京都

福島大学 7 福島県 桐朋学園芸術短期大学 13 東京都

筑波大学 8 茨城県 防衛大学校 14 神奈川県

平成国際大学 11 埼玉県 フェリス女学院大学 14 神奈川県

明海大学 12 千葉県 文教大学 14 神奈川県

東京理科大学 12 千葉県 関東学院大学 14 神奈川県

流通経済大学 千葉県 慶應義塾大学 14 神奈川県

日本大学 芸術学部 13 東京都 新潟県立大学 15 新潟県

嘉悦大学 13 東京都 新潟産業大学 16 新潟県

東京大学 教養学部 13 東京都 富山大学 16 富山県

東京大学 情報学環 13 東京都 高岡法科大学 16 富山県

早稲田大学大学院 13 東京都 北陸大学 17 石川県

東京学芸大学 13 東京都 山梨学院大学 19 山梨県

一橋大学 13 東京都 日本大学 国際関係学部 22 静岡県

東京外国語大学 13 東京都 愛知大学 23 愛知県

明治大学 13 東京都 愛知県立大学 23 愛知県

帝京大学 13 東京都 立命館大学 26 京都府

青山学院大学 13 東京都 龍谷大学 26 京都府

日本大学 文理学部 13 東京都 平安女学院 京都府

東洋学園大学 13 東京都 桃山学院大学 27 大阪府

早稲田大学 13 東京都 大阪大学 27 大阪府

学習院女子大学 13 東京都 近畿大学 27 大阪府

中央大学 13 東京都 神戸大学 28 兵庫県

東京造形大学 13 東京都 和歌山大学 30 和歌山県

帝京平成大学 13 東京都 広島市立大学 34 広島県
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広島大学 34 広島県

東亜大学 35 山口県

山口大学 35 山口県

山口県立大学 35 山口県

九州大学 40 福岡県

九州国際大学 40 福岡県

久留米大学 40 福岡県

福岡女学院大学 40 福岡県

西九州大学 41 佐賀県

佐賀大学 41 佐賀県

長崎大学 42 長崎県

鹿児島国際大学 46 鹿児島県

鹿児島大学 46 鹿児島県

琉球大学 47 沖縄県

沖縄キリスト教学院大学 47 沖縄県
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韓国

高麗大学 1 ソウル 仁荷大学 2 仁川

建国大学 1 ソウル 嘉泉大学 3 城南

韓国外国語大学 1 ソウル 檀国大学 3 龍仁

漢陽大学 1 ソウル 慶煕大学水原キャンパス 3 龍仁

祥明大学 1 ソウル 韓国外国語大学龍仁キャンパス 3 龍仁

慶煕大学 1 ソウル 桂園芸術大学 3 義王

延世大学 経済学部 1 ソウル 亜洲大学 3 水原

延世大学 アンダーウッド国際学部 1 ソウル 京畿大学水原キャンパス 3 水原

韓国カトリック大学 1 ソウル 芸苑芸術大学 3 楊州

韓国放送通信大学 1 ソウル 信韓大学 3 議政府

韓信大学 1 ソウル 平澤大学 3 平澤

ソウル市立大学 1 ソウル 水原大学 3 華城市

翰林国際大学院大学 1 ソウル 協成大学 3 華城市

京畿大学 1 ソウル カトリック関東大学 4 江陵

明知大学 1 ソウル 江陵原州大学 4 江陵

中央大学 1 ソウル 尚志大学校 4 原州

梨花女子大学 1 ソウル 漢拏大学 4 原州

聖公会大学 1 ソウル 国立江原大学 4 春川

西江大学 1 ソウル 京東大学 4 高城

成均館大学 1 ソウル 培材大学 5 大田

崇実大学 1 ソウル 韓南大学 5 大田

ソウル女子大学 1 ソウル 忠南大学 5 大田

世宗大学 1 ソウル 南ソウル大学 6 天安

国民大学 1 ソウル 祥明大学天安キャンパス 6 天安

三育大学 1 ソウル 建陽大学 6 論山

誠信女子大学 1 ソウル 鮮文大学 6 忠南牙山

ソウル科学技術大学 1 ソウル 又石大学 7 鎭川

淑明女子大学 ソウル 韓国交通大学 7 曽坪

仁川大学 2 仁川 清州大学 7 清州
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韓国

忠北大学 7 清州 済州国際大学 16 済州

啓明大学 8 大邱 翰林大学 江原

東国大学 9 慶州 世明大学 堤川

嶺南大学 9 慶山

大邱大学 9 慶山

大邱韓医大学 9 慶山

蔚山大学 10 蔚山

釜山大学 11 釜山

釜山外国語大学 11 釜山

新羅大学 11 釜山

東義大学 11 釜山

東西大学 11 釜山

東亜大学 11 釜山

韓国海洋大学 11 釜山

昌信大学 12 昌原

慶南大学 12 昌原

国立慶尚大学 12 晋州

韓国国際大学 12 晋州

円光大学 13 益山

全州大学 13 全州

全北大学 13 全州

湖南大学 14 光州

光州大学 14 光州

朝鮮大学 14 光州

光州女子大学 14 光州

国立全南大学 14 光州

順天大学 15 順天

東新大学 15 羅州

国立済州大学 16 済州
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中国

黒龍江大学 黒竜江省 ハルビン 北京大学 国際学部 北京市

ハルビン商業大学 ハルビン 清華大学

ハルビン師範大学 ハルビン 中国外交学院

黒竜江外国語大学 ハルビン 中央民族大学

延辺大学 吉林省 延吉 北京大学 歴史学部

延辺科学技術大学 延吉 中国人民大学

吉林大学 長春 北京林業大学

長春大学 長春 北京外国語大学

長春中医薬大学 長春 北京連合大学

長春師範大学 長春 北京第二外国語大学

琿春第一大学 琿春 中国伝媒大学

遼寧大学 遼寧省 瀋陽 首都師範大学

瀋陽大学 瀋陽 北京師範大学

東北大学 瀋陽 北方工業大学

瀋陽建築大学 瀋陽 中国政法大学

瀋陽師範大学 瀋陽 南開大学 天津市

瀋陽航空航天大学 瀋陽 天津外国語大学

瀋陽工業大学 瀋陽 天津師範大学

東北財経大学 大連 内蒙古大学 内蒙古 自治区 フフホト

大連理工大学 大連 内蒙古師範大学 フフホト

大連大学 大連 河北経貿大学 河北省 石家荘

大連民族学院 大連 同済大学 上海市

大連外国語大学 大連 上海交通大学

大連東軟信息学院 大連 復旦大学

大連海事大学 大連 上海師範大学

大連海洋大学 大連 上海杉達学院

大連財経学院 大連 上海商学院

大連科技学院 大連 華東政法大学

渤海大学 錦州 上海海洋大学
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東華大学 上海市 東南大学 江蘇省 南京

上海海事大学 淮陰師範学院 淮安

上海音楽院 蘇州大学 蘇州

上海第二工業大学 蘇州科技大学 蘇州

上海電力大学 揚州大学 揚州

上海建橋学院 南通大学 南通

華東師範大学 常州工学院 常州

上海工商外国語職業学院 江蘇城郷建設職業学院 安徽省 合肥

青島農業大学 山東省 青島 安徽大学 合肥

青島理工大学 青島 安徽三聯学院 合肥

青島大学 青島 安徽農業大学 合肥

青島科技大学 青島 安徽新華学院 合肥

中国海洋大学 青島 安徽外国語学院 浙江省 杭州

山東科技大学 青島 浙江工商大学 杭州

魯東大学 煙台 浙江大学 杭州

煙台大学 煙台 杭州師範大学 杭州

山東工商学院 煙台 浙江樹人大学 杭州

山東師範大学 済南 浙江農林大学 杭州

済南大学 済南 浙江理工大学 杭州

山東女子学院 済南 浙江財経大学 杭州

山東大学 済南 杭州電子科技大学 杭州

山東青年政治学院 済南 浙江工業大学 嘉興

聊城大学 聊城 嘉興学院 紹興

山東理工大学 湽博 浙江越秀外国語学院 温州

曲阜師範大学 日照 浙江東方職業技術学院 温州

南京大学 江蘇省 南京 浙江安防職業技術学院 金華

南京林業大学 南京 浙江師範大学 湖州

南京師範大学 南京 浙江万里学院 寧波

南京郵電大学 南京 湖州師範学院 江西省 吉安
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井岡山大学 江西省 南昌 重慶師範大学 重慶市

江西師範大学 南昌 長江師範学院

江西財経大学 河南省 開封 四川大学 四川省 成都

河南大学 開封 楽山師範大学 楽山

河南大学民生学院 新郷 雲南大学 雲南省 昆明

河南科技学院 河南省 鄭州 西南林業大学 昆明

鄭州大学 鄭州 華僑大学 福建省 泉州

河南工程学院 鄭州 福建師範大学 福州

鄭州軽工業大学 鄭州 厦門大学 厦門

平頂山大学 平頂山 厦門大学嘉庚学院 漳州

武漢大学 湖北省 武漢 中山大学 広東省 広州

中南財経政法大学 武漢 曁南大学 広州

華中師範大学 武漢 広東財経大学 広州

武漢理工大学 武漢 広東外語外貿大学 広州

武漢紡績大学 武漢 広東工業大学 広州

湖北第二師範学院 武漢 広東東軟学院 佛山

湖北民族大学 恩施 連合国際学院 珠海

湖北文理学院 襄陽 三亜学院 海南省 三亜

漢江師範学院 十堰 海南大学 海口

湘潭大学 湖南省 湘潭 海南熱帯海洋学院 三亜

湖南師範大学 長沙 山西財経大学 山西省 太原

湖南大学 長沙 玉林師範学院 広西チワン族自治区 玉林

吉首大学 張家界 広西民族大学 南寧

西安交通大学 陝西省 西安 広西師範大学 桂林

西北農林科技大学 楊凌

銀川能源学院 寧回族自治区 銀川

蘭州大学 甘粛省 蘭州

蘭州理工大学 蘭州

西北師範大学 蘭州
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香港 タイ

香港理工大学 九龍 チュラロンコン大学サシン経営大学院 バンコク

香港城市大学 九龍 泰日工業大学 バンコク

香港大学 薄扶林 タイ商工会議所大学 バンコク

香港教育学院 大埔 バンコク大学 バンコク

パンヤピワット経営学院 ノンタブリ県

台湾

モンゴル

国立曁南国際大学 南投県

国立政治大学 台北 ラジオテレビ大学（モンゴル国立文化芸術大学） ウランバートル

国立台湾大学 台北 モンゴル国立教育大学 ウランバートル

中国文化大学 台北 モンゴル科学技術大学 ウランバートル

元智大学 桃園県

国立中央大学 桃園県 ベトナム

国立台中科技大学 台中

逢甲大学 台中 ベトナム国家大学ホーチミン校人文社会科学大学 ホーチミン

国立中興大学 台中 ベトナム国家大学ハノイ校人文社会科学大学 ハノイ

中山医学大学 台中 貿易大学 ハノイ

国立台中教育大学 台中 ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学 ハノイ

文藻外語大学 高雄 ハノイ建築大学 ハノイ

国立高雄大学 高雄 ベトナム国立音楽院 ハノイ

国立中正大学 嘉義県 貿易大学 ハノイ

真理大学 新北 ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学 ハノイ

輔仁大学 新北 ハノイ建築大学 ハノイ

国立台北大学 新北 ベトナム国立音楽院 ハノイ

南台科技大学 台南

シンガポール

南洋理工大学 シンガポール
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カンボジア インドネシア

王立プノンペン大学 プノンペン インドネシア教育大学 バンドン

カンボジア教育大学 プノンペン バンドン工科大学 バンドン

ヴィトイェスタンアピワットニエット大学 プノンペン パジャジャラン大学 バンドン

国立経営大学 プノンペン パスンダン大学 バンドン

財務会計大学 プノンペン ヤパリ経済観光大学 バンドン

ケムエドビジネス学校 プノンペン ガジャマダ大学 ジョグジャカルタ

バッタンバン大学 バッタンバン ダルマ・プルサダ大学 ジャカルタ

ミエンチェイ大学 ミエンチェイ マカッサル国立大学 マカッサル

ウェスタン大学 コンポンチャム タドゥラコ大学 中部スラウェシ州パル

ビルドブライト大学 シアヌークビル マラン国立大学 東ジャワ州

ヘン・サムリン・タボンカムム大学 タボンカムム バンカ・ブリトゥン大学 バンカ

チア・シム・カンチャイメア大学 プレイベン パティムラ大学 アンボン

東南アジア大学 シェムリアップ

ブライトホープ大学 カンポンチャナン 東ティモール

スワイリエン大学 スワイリエン

経営経済大学 ポーサット 国立東ティモール大学 ディリ

コンポントム州工科大学 コンポントム州

マレーシア

南方大学学院 スクダイ

マラヤ大学 クアラルンプール

スリランカ

ケラニヤ大学 ダルガマ

ジョン・コテラワラ将軍防衛大学 ラスマラナ
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インド カザフスタン

ジャワハルラール・ネルー大学 ニューデリー アバイ記念カザフ国立教育大学 アルマティ

アミティー大学 デリー カザフ国立大学 アルマティ

パンジャーブ大学 チャンディーガル ナルホス大学 アルマティ

国立法大学ジョードプル ラジャス州マンドア トゥラン大学 アルマティ

カザフ国際関係外国語大学 アルマティ

バングラデシュ ナザルバエフ大学 アスタナ

ユーラシア国立大学 ヌルスルタン

イースタン大学 ダッカ

オーストラリア

ラオス

オーストラリア国立大学 キャンベラ

スパーヌウォン大学 ルアンパバーン スインバン工科大学 ヴィクトリア

ラオス国立大学 ビエンチャン ウーロンゴン大学  ニューサウスウェールズ

チャンパサック大学 パクセー シドニー大学  シドニー

サワンナケート教員養成大学 カイソンポムヴィハン 南オーストラリア大学 アデレード

サワンナケート大学 カイソンポムヴィハン

パンジャーブ大学 チャンディーガル ニュージーランド

国立法大学ジョードプル ラジャス州マンドア

オークランド大学 オークランド

キルギス

キルギス国立大学 ビシュケク

キルギス・ロシア スラブ大学 ビシュケク

ビシュケク人文大学 ビシュケク

キルギス工科大学 ビシュケク

アラバエワ記念キルギス大学 ビシュケク

ビシュケク財経技術大学 ビシュケク
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アメリカ フランス

セントメアリー大学 テキサス フランス国立東洋言語文化学院 パリ

サム・ヒューストン州立大学 テキサス

ヒューストン大学 テキサス アイルランド

テキサスA&M大学キングスヴィル校 テキサス

ワシントン大学 シアトル コーク大学 コーク

ノバ・サウスイースタン大学 フロリダ

ロリンズ大学 フロリダ イタリア

ジョージ・ワシントン大学 ワシントン

ニューヨーク市立大学クイーンズ校 ニューヨーク ローマ大学サピエンツァ校 ローマ

ラトガーズ大学 ニューブランズウィック シエナ外国人大学 シエナ

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ロサンゼルス

ペンシルベニア大学 フィラデルフィア スペイン

カンザス州立大学 マンハッタン

マドリード・コンプルテンセ大学 マドリード

カナダ アルフォンソ・X・エル・サビオ大学 マドリード

マドリード自治大学 マドリード

ブリティッシュ・コロンビア大学 バンクーバー ブルゴス大学 ブルゴス

ラヴァル大学 ケベック

ポルトガル

エクアドル

コインブラ大学 コインブラ

アメリカ大学 キト

ドイツ

イギリス

ミュンスター大学 ミュンスター

シェフィールド大学 シェフィールド

ミドルセックス大学 ロンドン オーストリア

ウィーン大学 ウィーン
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助成大学地域別一覧

フィンランド トルコ

東フィンランド大学 ヨエンスー TOBB経済工科大学 アンカラ

バシケント大学 アンカラ

デンマーク カディル・ハス大学 イスタンブール

オールボルグ大学 オールボルグ モロッコ

ロシア アルアハワイン大学 イフレン

極東連邦大学 ウラジオストック コンゴ民主共和国

極東国際関係大学 ハバロフスク

コンゴ・カトリック大学 キンシャサ

ウクライナ

キエフモヒラーアカデミー国立大学 キエフ

ポーランド

国立ストシェミンスキ美術大学 ウッチ

リトアニア

ミーコラス・ロメリス大学 ヴィリニュス

ブルガリア

ソフィア大学 ソフィア
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