
2020年 承認済 開講大学一覧 （177校） 2020年9月現在

1年目（47校） 南通大学 東華大学

日本 国際教養大学 浙江師範大学 河南工程学院

高岡法科大学 大連海洋大学 カンボジア 王立プノンペン大学

韓国 芸苑芸術大学 常州工学院 スペイン マドリード・コンプルテンセ大学

ソウル科学技術大学 山東理工大学 リトアニア ミーコラス・ロメリス大学

桂園芸術大学 大連海事大学 5年目（12校）

忠北大学 中国海洋大学 日本 東亜大学

韓国海洋大学 杭州電子科技大学 福島大学

中国 連合国際学院 曲阜師範大学 龍谷大学

北方工業大学 河南大学民生学院 長崎大学

広東東軟学院 上海電力大学 韓国 新羅大学

玉林師範学院 タイ バンコク大学 光州女子大学

広西民族大学 ベトナム ベトナム国立音楽院 全北大学

中国政法大学 カンボジア 国立経営大学 中国 上海商学院

山西財経大学 ヘン・サムリン・タボンカムム大学 同済大学

厦門大学 チア・シム・カンチャイメア大学 台湾 国立台湾大学

湖北文理学院 インドネシア バンカ・ブリトゥン大学 ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学

上海建橋学院 パスンダン大学 トルコ TOBB経済工科大学

河北経貿大学 インド アミティー大学 6年目（11校）

青島科技大学 カザフスタン トゥラン大学 日本 東洋学園大学

浙江工業大学 オーストラリア 南オーストラリア大学 韓国 明知大学

山東工商学院 ニュージーランド オークランド大学 順天大学

浙江安防職業技術学院 アメリカ ラトガーズ大学 韓南大学

江西財経大学 ノバ・サウスイースタン大学 啓明大学

厦門大学嘉庚学院 ドイツ ミュンスター大学 中国 大連民族大学

瀋陽航空航天大学 3年目（19校） 山東師範大学

台湾 輔仁大学 日本 早稲田大学 魯東大学

国立台北大学 久留米大学 煙台大学

カンボジア ブライトホープ大学 韓国 世宗大学 延辺科学技術大学

スワイリエン大学 建陽大学 台湾 国立台中科技大学

財務会計大学 中国 聊城大学 7年目（9校）

インドネシア パティムラ大学 山東大学 日本 東京大学教養学部

スリランカ ジョン・コテラワラ将軍防衛大学 東北大学 帝京平成大学

インド パンジャーブ大学 井岡山大学 韓国 培材大学

ラオス チャンパサック大学 安徽農業大学 朝鮮大学

サワンナケート教員養成大学 台湾 国立高雄大学 建国大学

カザフスタン ユーラシア国立大学 真理大学 タイ 泰日工業大学

アメリカ ワシントン大学 中国文化大学 モンゴル モンゴル国立教育大学

ジョージ・ワシントン大学 カンボジア ウェスタン大学 インドネシア マカッサル国立大学

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ヴィトイェスタン・アンピワット・ニエット大学 アメリカ セントメアリー大学

ペンシルベニア大学 インドネシア マラン国立大学 8年目（10校）

イギリス ミドルセックス大学 ラオス ラオス国立大学 日本 新潟県立大学

イタリア シエナ外国人大学 カザフスタン ナルホス大学 帝京大学

スペイン マドリード自治大学 オーストラリア オーストラリア国立大学 一橋大学

ブルゴス大学 アメリカ ヒューストン大学 東北福祉大学

デンマーク オールボルグ大学 4年目（23校） 韓国 檀国大学

ブルガリア ソフィア大学 日本 佐賀大学 祥明大学

トルコ バシケント大学 山口大学 仁川大学

2年目（40校） 韓国 平澤大学 釜山外国語大学

日本 福岡女学院大学 円光大学 慶煕大学

山梨学院大学 西江大学 香港 香港理工大学

山口県立大学 高麗大学 9年目（6校）

桜美林大学 南ソウル大学 日本 東京外国語大学

平成国際大学 梨花女子大学 愛知大学

韓国 水原大学 東西大学 富山大学

京畿大学水原キャンパス 釜山大学 中国 東北財経大学

三育大学 清州大学 河南大学

国立全南大学 東新大学 カザフスタン カザフ国立大学

大邱韓医大学 中国 嘉興学院

韓国外国語大学龍仁キャンパス 済南大学

誠信女子大学 浙江樹人大学

中国 瀋陽師範大学 蘇州大学

西北師範大学 安徽大学

浙江大学 北京外国語大学



202１年 承認済 開講大学一覧 （28校） 2020年9月現在

1年目（18校）

日本 流通経済大学

韓国 世明大学

淑明女子大学

翰林大学

中国 南京郵電大学

長春師範大学

広東財経大学

湖州師範学院

広東外語外貿大学

湖北第二師範学院

武漢紡績大学

湖北大学

銀川能源学院

台湾 南台科技大学

カザフスタン カザフ国際関係外国語大学

カンボジア ケムエドビジネス学校

ポルトガル コインブラ大学

モロッコ アルアハワイン大学

2年目（2校）

アメリカ ジョージ・ワシントン大学

フィンランド 東フィンランド

3年目（3校）

日本 神戸大学

中国 吉首大学

安徽新華学院

4年目（1校）

中国 揚州大学

5年目（2校）

中国 済南大学

スペイン マドリード・コンプルテンセ大学

6年目（1校）

中国 上海杉達学院

8年目（1校）

モンゴル モンゴル国立教育大学
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