
大学の名称 所在地（協定書の住所） 協定締結日

1 愛知大学 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番6 令和２年７月１４日

2 青山学院大学 東京都渋谷区渋谷4-4-25 令和２年７月１４日

3 秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1番1号 令和２年７月２７日

4 秋田県立大学 秋田県秋田市下新城中野字街道端西241番438 令和元年７月５日

5 亜細亜大学 東京都武蔵野市境5-8 令和２年７月１３日

6 茨城大学 茨城県水戸市文京二丁目1-1 令和元年７月１７日

7 茨城キリスト教大学 茨城県日立市大みか町6-11-1 令和元年７月５日

8 茨城県立医療大学 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地2 令和元年７月１０日

9 茨城県立農業大学校 茨城県東茨城郡茨城町長岡4070-186 令和３年７月１４日

10 岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目18-34 令和３年７月２６日

11 宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350 令和元年７月１９日

12 桜美林大学 東京都町田市常盤町3758 令和元年７月３１日

13 大阪府立大学 大阪府堺市中区学園町1番1号 令和２年７月１０日

14 大原簿記情報公務員専門学校水戸校 茨城県水戸市宮町1-9-18 令和元年７月５日

15 お茶の水女子大学 東京都文京区大塚2-1-1 令和元年７月１６日

16 神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角橋三丁目27番1号 令和元年７月３１日

17 金沢工業大学 石川県野々市市扇が丘7-1 令和２年７月９日

18 学習院大学 東京都豊島区目白1-5-1 令和２年７月２１日

19 木更津工業高等専門学校 千葉県木更津市清見台東2丁目11番1号 令和３年７月１９日

20 北里大学 神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号 令和元年７月３１日

21 岐阜大学工学部 岐阜県岐阜市柳戸1番1 令和元年７月３１日

22 京都大学 京都府京都市左京区吉田本町 令和３年７月２６日

23 京都女子大学 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 令和元年７月１２日

24 共立女子大学 東京都千代田区一ツ橋二丁目2番1号 令和元年７月３１日

25 群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地 令和元年１２月５日

26 群馬大学大学院理工学府・理工学部 群馬県桐生市天神町1丁目5－1 令和元年７月１２日

27 慶應義塾大学 東京都港区三田2-15-45 令和元年７月３１日

28 高知大学 高知県高知市曙町二丁目5番1号 令和３年７月１９日

29 公立鳥取環境大学 鳥取県鳥取市若葉台北1丁目1番1号 令和３年７月２１日

30 工学院大学 東京都新宿区西新宿一丁目24番2号 令和２年７月１６日

31 國學院大學 東京都渋谷区東四丁目10番28号
令和元年７月３１日
令和３年７月２１日

32 国際医療福祉大学 栃木県大田原市北金丸2600－1 令和元年７月３１日

33 国際基督教大学 東京都三鷹市大沢3－10－2 令和元年７月１７日

34 国士舘大学 東京都世田谷区世田谷4－28－1 令和元年７月３１日

35 駒澤大学 東京都世田谷区駒沢1－23－1 令和元年７月３１日

36 埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 令和元年７月４日

37 静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836 令和元年７月３１日

38 自治医科大学看護学部 栃木県下野市薬師寺3311－159 令和元年７月８日

39 芝浦工業大学 東京都江東区豊洲3－7－5 令和元年７月１９日

40 東京都立大学（首都大学東京） 東京都八王子市南大沢1－1 令和元年７月１７日

41 順天堂大学スポーツ健康科学部 千葉県印西市平賀学園台1－1 令和元年７月３１日

42 城西国際大学 千葉県東金市求名1 令和元年７月１０日

43 上智大学 東京都千代田区紀尾井町7番1号 令和元年７月１９日

44 昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂1-7-57 令和３年７月１３日

45 女子栄養大学 埼玉県坂戸市千代田3丁目9番21号 令和元年７月１９日

46 信州大学工学部 長野県長野市若里4-17-1 令和３年７月１６日

47 信州大学農学部 長野県上伊那郡南箕輪村8304 令和元年７月８日

48 清和大学 千葉県木更津市東太田3－4－5 令和２年１月２９日

49 専修大学 神奈川県川崎市多摩区東三田2－1－1 令和元年７月１９日

50 大正大学 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 令和２年７月１３日

51 大東文化大学 東京都板橋区高島平1－9－1 令和元年７月１０日

52 高崎経済大学 群馬県高崎市上並榎町1300番地 令和元年７月１０日

53 拓殖大学 東京都文京区小日向3-4-14 令和２年７月２０日

54 千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1－33 令和元年７月１９日

55 千葉工業大学 千葉県習志野市津田沼2-17-1 令和３年７月３０日

56 中央大学 東京都八王子市東中野742－1 令和元年７月３１日

57 中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家451 令和元年７月３１日

58 筑波大学 茨城県つくば市天王台1－1－1 令和元年７月３１日

59 津田塾大学 東京都小平市津田町2－1－1 令和元年７月９日
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60 都留文科大学 山梨県都留市田原三丁目8番1号 令和元年７月８日

61 帝京大学 東京都八王子市大塚359番地 令和３年７月１６日

62 東海大学 神奈川県平塚市北金目4－1－1 令和元年７月４日

63 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 東京都文京区弥生1-1-1 令和２年７月１６日

64 東京外国語大学 東京都府中市朝日町3-11-1 令和３年７月２０日

65 東京海洋大学 東京都港区港南4－5－7 令和元年７月１９日

66 東京家政大学 東京都板橋区加賀1－18－1 令和元年７月５日

67 東京工科大学 東京都八王子市片倉町1404-1 令和３年７月２０日

68 東京女子大学 東京都杉並区善福寺2－6－1 令和元年７月８日

69 東京電機大学 埼玉県比企郡鳩山町石坂 令和元年７月８日

70 東京都市大学 東京都世田谷区玉堤1丁目28番1号 令和２年７月１６日

71 東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1－1－1 令和元年７月５日

72 東京農工大学 東京都府中市晴見町3－8－1 令和元年７月１９日

73 東京薬科大学 東京都八王子市堀之内1432－1 令和元年７月１２日

74 東京理科大学 東京都新宿区神楽坂1-3 令和３年７月２１日

75 同志社大学 京都府京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103番地 令和元年７月２９日

76 東邦大学 東京都大田区大森西5－21－16 令和元年７月１６日

77 東北大学農学部 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468－1 令和元年７月３１日

78 東北大学文学部 宮城県仙台市青葉区川内27番1 令和元年７月８日

79 東北大学法学部 宮城県仙台市青葉区川内27番1 令和元年７月１０日

80 東北大学経済学部 宮城県仙台市青葉区川内27番1 令和元年７月８日

81 東北大学理学部・理学研究科 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6－3 令和元年７月３１日

82 東北大学薬学部 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6－3 令和元年７月１０日

83 東北大学工学部 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6－6 令和２年７月２１日

84 東北大学大学院環境科学研究科 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 令和２年７月２１日

85 東北大学大学院生命科学研究科 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1 令和３年７月２６日

86 東北工業大学 宮城県仙台市太白区香澄町35番1号 令和元年７月１９日

87 東北福祉大学 宮城県仙台市青葉区国見一丁目八番一号 令和２年７月９日

88 東洋大学 東京都文京区白山5－28－20 令和元年７月１７日

89 常磐大学 茨城県水戸市見和１－430－1 令和元年７月８日

90 獨協大学 埼玉県草加市学園町1番1号 令和元年７月１０日

91 富山大学 富山県富山市五福3190 令和２年７月２１日

92 長崎大学 長崎県長崎市文教町14番1号 令和２年７月１３日

93 長野大学 長野県上田市下之郷658-1 令和２年７月１７日

94 新潟大学 新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050番地 令和元年７月１９日

95 新潟県立大学 新潟県新潟市東区海老ケ瀬471 令和元年７月９日

96 日本大学 東京都千代田区九段南4－8－24 令和元年７月１０日

97 日本ウェルネススポーツ大学 茨城県北相馬郡利根町布川1377 令和２年１月２３日

98 日本獣医生命科学大学 東京都武蔵野市境南町1－7－1 令和元年７月３１日

99 日本女子大学 東京都文京区目白台2-8-1 令和３年７月１９日

100 日本文化大學 東京都八王子市片倉977 令和元年７月５日

101 白鷗大学 栃木県小山市駅東通り2－2－2
令和元年７月１９日
令和３年７月２１日

102 一橋大学 東京都国立市中2-1 令和３年７月２０日

103 広島大学 広島県東広島市鏡山1-7-1 令和２年７月２０日

104 福島大学 福島県福島市金谷川1番地 令和元年７月４日

105 文教大学 神奈川県茅ケ崎市行谷1100番地 令和２年２月２２日

106 法政大学 東京都千代田区富士見2－17－1 令和元年７月２５日

107 星薬科大学 東京都品川区荏原2－4－41 令和元年７月３１日

108 北海道大学 北海道札幌市北区北8条西8丁目 令和元年７月１２日

109 北海道教育大学 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号 令和元年７月１９日

110 前橋工科大学 群馬県前橋市上佐鳥町460番地1 令和元年７月１９日

111 三重大学 三重県津市栗真町屋町1577 令和元年７月１１日

112 武蔵大学 東京都練馬区豊玉上1－26－1 令和元年７月１２日

113 武蔵野大学 東京都江東区有明三丁目3番3号 令和元年７月１９日

114 明治大学 東京都千代田区神田駿河台1－1 令和元年７月３１日

115 明治学院大学 東京都港区白金台1－2－37 令和元年７月８日

116 明治薬科大学 東京都清瀬市野塩2－522－1 令和元年７月８日

117 明星大学 東京都日野市程久保2丁目1番地1 令和２年７月１７日

118 山形大学 山形県山形市小白川町一丁目4－12 令和元年７月１９日
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119 横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22－2 令和元年７月１９日

120 横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 令和２年７月２０日

121 酪農学園大学 北海道江別市文京台緑町582番地 令和元年７月３１日

122 立教大学 東京都豊島区西池袋3－34－1 令和元年７月４日

123 立正大学 埼玉県熊谷市万吉1700 令和２年７月１６日

124 立命館大学 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町8番地 令和３年７月３０日

125 流通経済大学 茨城県龍ケ崎市120 令和元年７月３１日

126 早稲田大学 東京都新宿区戸塚1－24－1 令和元年８月１日

127 和洋女子大学 千葉県市川市国府台2－3－1 令和元年７月１９日


