
1年目　（42校） 2年目　（43校） 3年目　（31校） 4年目　（19校） 5年目　（14校） 7年目　（13校）

インド アイルランド 中国 イタリア カナダ アメリカ カザフスタン

ジャワハルラール・ネルー大学 コーク大学 井岡山大学 ローマ大学サピエンツァ校 ブリティッシュ・コロンビア大学 セントメアリー大学 カザフ国立大学

オーストラリア アメリカ 済南大学 韓国 韓国 インドネシア 韓国

ウーロンゴン大学 ヒューストン大学 西南林業大学 蔚山大学 韓南大学 マカッサル国立大学 河南大学

カザフスタン イギリス 蘇州大学 国立江原大学 啓明大学 韓国 延世大学経済学部

ナザルバエフ大学 シェフィールド大学 北京連合大学 聖公会大学 順天大学 又石大学 祥明大学

ナルホス大学 オーストラリア 浙江財経大学 光州女子大学 明知大学 ソウル市立大学 仁川大学

韓国 スインバン工科大学 瀋陽大学 全北大学 亜洲大学 朝鮮大学 嘉泉大学

漢拏大学 韓国 安徽新華学院 信韓大学 台湾 培材大学 台湾

韓国国際大学 梨花女子大学 揚州大学 全州大学 国立台中科技大学 キルギス 国立曁南国際大学

慶煕大学水原キャンパス 円光大学 東華大学 新羅大学 中国 キルギス工科大学 中国

建陽大学 京東大学 北京第二外国語大学 韓国交通大学 山東師範大学 タイ 東北財経大学

世宗大学 崇実大学 河南工程学院 成均館大学 大連大学 泰日工業大学 河南大学

大邱大学 西江大学 日本 キルギス 大連民族大学 中国 三亜大学

スペイン 東義大学 慶應義塾大学 アラバエワ記念キルギス大学 魯東大学 浙江工商大学 日本

アルフォンソ・X・エル・サビオ大学 南ソウル大学 佐賀大学 台湾 煙台大学 内蒙古大学 富山大学

台湾 平澤大学 近畿大学 文藻外語大学 延辺科学技術大学 内蒙古師範大学 東京外国語大学

国立高雄大学 ソウル女子大学 山口大学 中山医学大学 大連外国語大学 日本 愛知大学

中国文化大学 忠南大学 ベトナム 国立中興大学 上海杉達学院 東京大学教養学部

真理大学 東西大学 ハノイ建築大学 中国 トルコ 帝京平成大学 8年目　（2校）

中国 東新大学 モンゴル 華東政法大学 カディル・ハス大学 モンゴル 韓国

吉首大学 清州大学 国立モンゴル科学技術大学 北京林業大学 日本 モンゴル国立教育大学 漢陽大学

山東大学 カンボジア 浙江理工大学 東洋学園大学 湖南大学

大連東軟信息学院 ウェスタン大学 中央民族大学 マレーシア 6年目　（11校）

中国伝媒大学 キルギス 嘉興学院 南方大学学院 韓国

長春大学 ビシュケク財経技術大学 青島理工大学 ラオス 檀国大学

長春中医薬大学 スペイン 北京外国語大学 スパーヌウォン大学 釜山外国語大学

武漢理工大学 マドリード・コンプルテンセ大学 上海商学院 慶煕大学

蘭州理工大学 タイ 中国人民大学 キルギス

瀋陽建築大学 タイ商工会議所大学 上海海洋大学 ビシュケク人文大学

聊城大学 パンヤピワット経営学院 日本 日本

南京林業大学 台湾 龍谷大学 一橋大学

安徽外国語学院 逢甲大学 東亜大学 新潟県立大学

首都師範大学 国立中正大学 福島大学 帝京大学

山東理工大学 リトアニア トルコ 東北福祉大学

南通大学 ミーコラス・ロメリス大学 TOBB経済工科大学 フェリス女学院大学

浙江東方職業技術学院 ベトナム ベトナム

上海第二工業大学 ベトナム国家大学 ベトナム国家大学ハノイ校

北京師範大学            ハノイ校外国語大学           人文社会科学大学

鄭州軽工業学院 香港 香港

大連海事大学 香港城市大学 香港理工大学

ハルビン師範大学

日本

久留米大学

鹿児島大学

武蔵野大学

沖縄キリスト教学院大学

創価大学

昭和女子大学

ラオス

ラオス国立大学

2018年 承認済 開講大学一覧 （計175校）※2018年12月現在



1年目　（33校） 2年目　（21校） 3年目　（15校） 4年目　（3校） 6年目　（3校）

アメリカ 中国 インドネシア 日本 オーストラリア 韓国 キルギス

ワシントン大学 大連海洋大学 マラン国立大学 鹿児島国際大学 スインバン工科大学 聖公会大学 キルギス・ロシア スラブ大学

ノバ・サウスイースタン大学 南京師範大学 カザフスタン 久留米大学 韓国 台湾 タイ

インド 常州工学院 ナルホス大学 鹿児島大学 円光大学 文藻外語大学 泰日工業大学

アミティー大学グルガオン校 西北農林科技大学 ナザルバエフ大学 武蔵野大学 東義大学 国立台湾大学 モンゴル

インドネシア 瀋陽師範大学 韓国 早稲田大学 西江大学 モンゴル国立教育大学

パスンダン大学 楽山師範大学 漢拏大学 ラオス 平澤大学 5年目　（9校）

バンカ・ブリトゥン大学 浙江師範大学 世宗大学 ラオス国立大学 南ソウル大学 カンボジア 7年目　（5校）

オーストラリア 西北師範大学 慶煕大学水原キャンパス 梨花女子大学 バッタンバン大学 日本

シドニー大学 中国海洋大学 建陽大学 崇実大学 韓国 帝京大学

南オーストラリア大学 杭州電子科技大学 中国 カンボジア 明知大学 新潟県立大学

カザフスタン 台湾 山東女子学院 王立プノンペン大学 建国大学 一橋大学

トゥラン大学 国立台中教育大学 聊城大学 済南大学 韓南大学 韓国

韓国 日本 山東大学 スペイン 啓明大学 檀国大学

国民大学 福岡女学院大学 吉首大学 マドリード・コンプルテンセ大学 順天大学 釜山外国語大学

水原大学 山口県立大学 瀋陽建築大学 中国 中国

三育大学 山梨学院大学 東北大学 蘇州大学 山東師範大学 8年目　（1校）

誠信女子大学 フィンランド 中国伝媒大学 瀋陽大学 大連民族大学 中国

京畿大学水原キャンパス 東フィンランド大学 上海海事大学 台湾 大連大学 東北財経大学

国立全南大学 ベトナム 逢甲大学

カンボジア ベトナム国立音楽院 国立中正大学

ヘン・サムリン・タボンカムム大学

チア・シム・カンチャイメア大学

国立経営大学

2019年以降 承認済 開講大学一覧 （計90校）※2018年12月現在


