
 

 

 

 Ｕ日国委第３４５号 

平成２９年７月３１日 

一般社団法人国立大学協会 

一般社団法人公立大学協会 

日本私立大学団体連合会 

     事務局 ご関係各位 

 

         ＵＭＡＰ日本国内委員会 

        事務局長 鈴木 美智子 

 

ＵＭＡＰ(アジア太平洋大学交流機構）への参加に係る 

    国内大学の実態・意向調査について（依頼） 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃よりＵＭＡＰをご支援いただき誠に有難うございます。 

さて、ＵＭＡＰ日本国内委員会では、今後のＵＭＡＰ活動をより活発にし、国内各大学に

これまで以上に積極的にＵＭＡＰにご参加いただくための方策を検討するために、標記調査

を実施することにいたしました。 

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、貴団体加盟大学にご回答いただきたく、周知に

ご協力くださるようお願いします。 

調査の結果につきましては、日本国内委員会での今後の議論に利用させていただきますが、

個別大学名及びご回答者の個人情報を伏して、必要に応じて、文部科学省、ＵＭＡＰ国際事

務局及びＵＭＡＰ加盟各国・地域と共有させていただくことがありますので、あらかじめご

了承願います。また、取得した個人情報については、本調査の目的以外に使用しないこと、

取り扱いについても十分に留意いたします。 

なお、ＵＭＡＰ参加大学には、別途本委員会からも依頼しておりますことを申し添えます。 

 

記 

回答期限： 平成 29年９月 25日（月） 

回答方法： 下記 webサイトに調査用紙を掲載しています。 

      （１）ＵＭＡＰ参加大学としてご登録いただいている「ＵＭＡＰ参加大学

用」        https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lbp

c-laqeld-5575acf829f036b674f44d17c408ed23 

（２）まだご登録いただいていない「ＵＭＡＰ未参加大学用」 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lbpc-laqinc-dd92e6c8d6f

00c924a00b7718260f519 

      のいずれか一つを選んでご回答ください。 

以 上 

 

本件照会先：ＵＭＡＰ日本国内委員会事務局 

（独立行政法人日本学生支援機構内） 

担当 平野、成瀬 

Tel: 03-5520-6012 

E-mail: umap@jasso.go.jp 
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1 国立 小樽商科大学 55 私立 青山学院大学
2 国立 北見工業大学 56 私立 桜美林大学
3 国立 北海道大学 57 私立 学習院大学
4 国立 室蘭工業大学 58 私立 杏林大学
5 国立 岩手大学 59 私立 慶應義塾大学
6 国立 東北大学 60 私立 国際基督教大学
7 国立 秋田大学 61 私立 昭和女子大学
8 国立 福島大学 62 私立 白百合女子大学
9 国立 筑波大学 63 私立 創価大学

10 国立 宇都宮大学 64 私立 中央大学
11 国立 埼玉大学 65 私立 東海大学
12 国立 千葉大学 66 私立 東洋大学
13 国立 電気通信大学 67 私立 日本大学
14 国立 東京外国語大学 68 私立 文京学院大学
15 国立 東京工業大学 69 私立 法政大学
16 国立 東京農工大学 70 私立 武蔵大学
17 国立 横浜国立大学 71 私立 明治大学
18 国立 長岡技術科学大学 72 私立 目白大学
19 国立 新潟大学 73 私立 早稲田大学
20 国立 金沢大学 74 私立 国際大学
21 国立 福井大学 75 私立 北陸大学
22 国立 岐阜大学 76 私立 愛知大学
23 国立 豊橋技術科学大学 77 私立 愛知淑徳大学
24 国立 名古屋大学 78 私立 愛知東邦大学
25 国立 名古屋工業大学 79 私立 豊田工業大学
26 国立 京都教育大学 80 私立 名古屋外国語大学
27 国立 京都工芸繊維大学 81 私立 南山大学
28 国立 大阪大学 82 私立 京都外国語大学
29 国立 神戸大学 83 私立 京都産業大学
30 国立 岡山大学 84 私立 京都ノートルダム女子大学
31 国立 広島大学 85 私立 同志社大学
32 国立 九州大学 86 私立 立命館大学
33 国立 九州工業大学 87 私立 大阪学院大学
34 国立 熊本大学 88 私立 大阪工業大学
35 国立 宮崎大学 89 私立 大阪商業大学
36 国立 鹿児島大学 90 私立 大阪女学院大学
37 国立 琉球大学 91 私立 関西大学
38 国立 総合研究大学院大学 92 私立 関西外国語大学
39 国立 北陸先端科学技術大学院大学 93 私立 桃山学院大学
40 公立 公立はこだて未来大学 94 私立 関西学院大学
41 公立 札幌市立大学 95 私立 甲南大学
42 公立 青森県立保健大学 96 私立 神戸芸術工科大学
43 公立 秋田県立大学 97 私立 園田学園女子大学
44 公立 国際教養大学 98 私立 姫路獨協大学
45 公立 都留文科大学 99 私立 流通科学大学
46 公立 愛知県立大学 100 私立 吉備国際大学
47 公立 大阪府立大学 101 私立 比治山大学
48 公立 大阪市立大学 102 私立 九州国際大学
49 公立 北九州市立大学 103 私立 西南学院大学
50 私立 宮城学院女子大学 104 私立 福岡女学院大学
51 私立 国際医療福祉大学 105 私立 熊本学園大学
52 私立 聖学院大学 106 私立 立命館アジア太平洋大学
53 私立 西武文理大学 107 私立 志學館大学
54 私立 神田外語大学 平成29年7月21日現在

UMAP参加大学　（UMAP Participating Universities)


