
短期大学の姉妹・友好提携及びその他交流状況

学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

カピラノ大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州
交換留学生の相互派遣（4ヵ月間）  交換教員の相互派
遣（1ヵ月間）  夏季研修（1ヵ月間）

1983/8

北京第二外国語大学 中華人民共和国 北京市
交換教員1名の相互派遣  夏季語学研修（1ヵ月間）  交
換留学生の相互派遣（1年間）

1987/9

烏山大学 大韓民国 烏山市
交換留学生の相互派遣（1年間）  交換教員・職員の相
互派遣  学術資料交換  学生会交流  語学研修

2007/12

慈済科技大学 台湾 花蓮市
学生派遣（2週間）　短期研修（1週間）受入　交換留学
生の相互派遣（1年間）

2012/11

龍仁松潭大学 大韓民国 京畿道 学術交流　学生交流 2010/7

バートン＆サウスダービーシャーカレッジ 英国 バーミンガム 語学研修　学生交流 2016/9

モンゴル国立教育大学 モンゴル国 ウランバートル 学術交流 2015/9

セルカーク大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 語学研修　教員の相互交流 1994/7

国立ミクロネシア短期大学 ミクロネシア連邦 ポンペイ州 学術交流協力協定  語学研修 2012/7

南開大学 中華人民共和国 天津市 学術・教育交流 1980/10

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1980/10

北京第二外国語学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1984/11

上海外国語大学 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 1984/11

復旦大学 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 1985/11

上海交通大学 中華人民共和国 上海市 学術交流 1994/10

雲南大学 中華人民共和国 雲南省 学術・教育交流 2002/8

南通大学 中華人民共和国 南通市 学術・教育交流 2002/10

中国人民大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2004/1

国立台湾師範大学 台湾 台北市 学術・教育交流 1999/7

東呉大学 台湾 台北市 学術・教育交流 2003/10

バーミンガム大学 英国 バーミンガム市 学生派遣 2000/12

オックスフォード・ブルックス大学 英国 オックスフォード市 語学研修プログラム 2002/6

サウスイーストミズーリ州立大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学術・教育交流 1992/6

ハワイ大学コミュニティカレッジ アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2010/6

ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2011/2

トリード大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学術・教育交流 2007/1

中央大学校 大韓民国 ソウル市 学術・教育交流 1995/7

建国大学校 大韓民国 ソウル市 学術・教育交流 2009/8

檀国大学校 大韓民国 京畿道龍仁市・忠清南道天安市 学術・教育交流
2012/7

オルレアン大学 フランス共和国 オルレアン 学術・教育交流 1996/2

パリディドロ（第7）大学 フランス共和国 パリ 学術・教育交流 2012/2

ナレースワン大学 タイ王国 ピサヌローク市 学術・教育交流 2000/3

ブレーメン州立経済・工科大学 ドイツ連邦共和国 ブレーメン州 学術・教育交流 1994/1

モナシュ大学 オーストラリア連邦 メルボルン 語学研修プログラム 2004/5

愛知学泉短期大学

愛知工科大学自動車短期大学

愛知江南短期大学

愛知大学短期大学部
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

クイーンズ大学 カナダ オンタリオ州 学術・教育交流 2008/10

ムラワルマン大学 インドネシア共和国 東カリマンタン州 学術・教育交流 2010/3

中央民族大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2010/5

中国労働関係学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2010/11

内蒙古大学 中華人民共和国 フフホト市 学術・教育交流 2011/8

東北財経大学 中華人民共和国 大連市 学術・教育交流 2011/8

南京大学 中華人民共和国 南京市 学術・教育交流 2011/12

東北師範大学 中華人民共和国 長春市 学術・教育交流 2011/12

厦門大学 中華人民共和国 厦門市 学術・教育交流 2014/7

東南大学 中華人民共和国 南京市 学術・教育交流 2015/7

輔仁大学 台湾 台北市 学術・教育交流 2015/10

国立金門大学 台湾 金門県 学術・教育交流 2015/11

貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術・教育交流 2016/5

ミーコラス・ロメリス大学 リトアニア共和国 ビリニュス 学術・教育交流 2016/6

トンプソンリバーズ大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学術・教育交流 2020/3

シンラパコーン大学 タイ王国 バンコク市 学術・教育交流 2020/6

愛知文教女子短期大学 University of  Southern Queensland オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生交流（短期留学） 2002/9

ボンド大学カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学研修 2013/11

カリフォルニア大学リバーサイド校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 語学研修 2014/1

ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 語学研修 2014/1

セントマーチンズ大学 アメリカ合衆国 ワシントン州 教職員  学生の交流  留学  研修プログラム 1996/4

カトリック上智大学 大韓民国 安東市 教職員  学生の交流  留学  研修プログラム 2011/8

育達高級商業家事職業高校 台湾 台北 学生交流  留学生受入 1968/1

ハンガラム高等学校 大韓民国 ソウル市 記念式典参加による相互交流 1984/10

陽川高等学校 大韓民国 ソウル市 記念式典参加による相互交流 1992/1

育達科技大学 台湾 苗栗県 教育・学術交流 2009/11

セントラル・ランカシャー大学 英国 学生短期留学 1999/7

ニューカレッジノッティンガム 英国 学生交流 2005/10

ウィリアムウッズ大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学生交流　教員・研究者交流 1995/6

ミシガン州立大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生短期留学 1999/5

ウーロンゴン大学 オーストラリア連邦 学生交流 2003/7

クライストチャーチカレッジ･オブ･イングリッ
シュ

ニュージーランド 学生交流
2005/11

ユニバーシティー･カレッジ･オブ･ザ･フレイ
ザー･バレー

カナダ 学生交流
2005/10

ブルゴーニュ大学 フランス共和国 学生交流 2006/1

Imagine Education Australia オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育　保育資格取得 2009/2

CHARLTON　BROWN オーストラリア連邦 クイーンズランド州 保育資格取得 2014/9

BROWNS オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育 2016/8

Shafston International オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育　保育資格取得 2018/9

INUS ENGLISH オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学教育 2019/7

ZOI education オーストラリア連邦 ビクトリア州 保育者養成 2019/7

名古屋経営短期大学

名古屋女子大学短期大学部

愛知みずほ短期大学

岡崎女子短期大学

保育科

愛知大学短期大学部

名古屋短期大学

19



学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

エルマイラ大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 語学教育　教育プログラム 2003/6

ベルビュー・コミュニティ･カレッジ アメリカ合衆国 ワシントン州 語学教育　教育プログラム 2003/6

セントラル・フロリダ大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 語学教育　教育プログラム 2009/8

シェーフィールド大学 英国 シェーフィールド市 語学教育　教育プログラム 1999/11

ユニテック工科大学 ニュージーランド オークランド 語学教育　教育プログラム 1999/12

セミノール・ステート･カレッジ アメリカ合衆国 フロリダ州 語学教育　教育プログラム 2015/4

ポートランド州立大学（P・S・U） アメリカ合衆国 オレゴン州ポートランド市 短期留学　語学研修 2005/9

中華大学 台湾 新竹市 3大学共同グローバルプログラム 2019/11

中華大学 台湾 新竹市 交換留学 2020/7

サンダーランド大学 英国 サンダーランド市 3大学共同グローバルプログラム 2019/11

西イングランド大学 英国 西イングランド市 3大学共同グローバルプログラム 2019/11

新竹市世界高級中學 台湾 新竹市 友好姉妹校 2020/2

シェフィールドロザラムカレッジ 英国
サウスヨークシャー州シェフィー
ルド市

語学教育　研修プログラム
2017/9

ポートランドコミュニティカレッジ アメリカ合衆国 オレゴン州ポートランド市 姉妹校協定 1988/9

※姉妹提携によらない交流の場合、提携年月は交流開始年となります。

※国名は外務省の表記に準じます。

短期大学（すべて私立）総計

11校　88件

名古屋文化短期大学

名古屋短期大学

英語
コミュニケーション
学科
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