11 単位互換制度
●単位互換先
Ⅰ：他の大学または短期大学における学修による単位を認めている場合
Ⅱ：他の大学または短期大学以外の教育施設における学修による単位を認めている場合
Ⅲ：入学前の既修得単位等を認めている場合

（１）大学
実施大学
青山学院大学

単位
相手方大学等
互換先
【理工学部】青山学院女子短期大学
Ⅰ
【理工学部】大学・短期大学
Ⅲ
【社会情報学部】青山スタンダード科目（青山学院高等部）

桜美林大学

Ⅱ

沖縄国際大学（※国内留学制度による単位互換）、名桜大学（※国内留学制度による単位互換）、沖
縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学（※国内留学制度による単位互換）、放送大学、首都
圏西部大学単位互換協定会参加校、学術・文化・産業ネットワーク多摩加盟校
実用英語技能検定、TOEFL®・TOEIC®、IELTS（TM）、漢語水平考試（HSK)、中国語検定試験、日
商簿記検定3級･2級

Ⅲ

桜美林大学教育交流（高大連携）、実用英語技能検定、TOEFL®・TOEIC®、IELTS（TM）、漢語水
平考試（HSK)、中国語検定試験

Ⅰ

横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、交換留学プログラム（27ヵ国、67協定大学）、語学研
修プログラム（12ヵ国、21協定大学）

Ⅰ

神奈川大学

Ⅱ

Ⅲ
神奈川県立保健福祉大学
鎌倉女子大学
関東学院大学

Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
北里大学

Ⅰ
Ⅲ

慶應義塾大学

Ⅰ
Ⅱ

國學院大學

Ⅰ

Ⅱ
国際医療福祉大学

Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

実用英語技能検定、TOEFL、TOEIC、IELTS、工業英語検定、実用フランス語技能検定、Delf Dalf、
ドイツ語技能検定、Goethe-Zertifikat、D.E.L.E、スペイン語技能検定、ハングル能力検定、漢語水平
考試（HSK）、ロシア語検定試験、ロシア語能力検定、中国語検定、日本漢字能力検定、簿記検定、
簿記能力検定、簿記実務検定
大学・短大で修得した単位に係る申請に対し、教育上有益と認められる場合に限り、審議のうえ認定
（上限あり）している。
ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ
大学・短大、短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修、TOEFL、TOEIC
鎌倉女子大学短期大学部、首都圏西部大学単位互換協定会参加校
大学、短期大学
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校
実用英語技能検定試験、ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ、ドイツ語技能検定試験、フランス語技能検定試験、中
国語検定試験、スペイン語技能検定試験、ロシア語能力検定試験、実用数学技能検定試験「数学検
定」、情報処理技術者試験、3次元ＣＡＤ利用技術者試験、ＣＡＤ利用技術者試験、2級技術者試験
（土木学会認定技術者資格）、測量士および測量士補、法学検定スタンダード〈中級〉、法学検定アド
バンスト〈上級〉ビジネス実務法務検定2級、ビジネス実務法務検定1級、自治体法務検定〈基本法
務〉、自治体法務検定〈政策法務〉、宅地建物取引士、行政書士、社会保険労務士、、司法書士、司
法試験予備試験合格、ＨＳＫ、ハングル能力検定試験、韓国語能力試験、実用フランス語技能検定
試験
高大連携による特別履修生制度（高校との相互交流を目的として県内27校と協定を結び、
高校生による大学の正課授業を履修することを認め、大学入学後には単位認定を行っている）
首都圏西部大学単位互換協定会参加校
教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について
修得した単位を、60 単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修により修得したものとみ
なす。
山形大学農学部
鶴岡工業高等専門学校
首都圏西部大学単位互換協定会参加校、横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校 、ケント
大学（英国）、京畿大學校（韓国）、南開大学（中国）、マニトバ大学（カナダ）、サラマンカ大学（スペイ
ン）、江原大學校（韓国）、プトラマレイシア大学（マレーシア）、世新大学（台湾）、北京師範大學（中
国）、ハーバード大学ライシャワー日本研究所（米国）、復旦大學中文系（中国）、セントマイケルズ大
学（米国）、リンフィールド大学（米国）、モナシュカレッジ（オーストラリア）、南台科技大學（台湾）、ミ
ズーリ大学（米国）、ハノイ大学（ベトナム）、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学（イタリア）、ヨーク・セント・
ジョン大学（英国）、ビンガムトン大学（米国）、アジア･パシフィック テクノロジー&イノベーション大学
（マレーシア）、デュースブルク＝エッセン大学（ドイツ）、西部カトリック大学（フランス）
実用技能英語検定、TOEFL、TOEIC、日商簿記検定3級以上、独語検定、仏語検定、中国語検定、
HSK、EREマクロ・ミクロ、経営学検定初級
大学・短大 高大連携教育協定校（高校）
放送大学
TOEIC、英検
他大学・短期大学等で取得した単位を、本学の単位数にして60単位を超えない範囲で認定してい
る。
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実施大学
相模女子大学

産業能率大学
松蔭大学
湘南工科大学
昭和大学
女子美術大学

星槎大学

単位
相手方大学等
互換先
首都圏西部大学単位互換協定会参加校、海外留学・研修協定校ならびに認定校
Ⅰ
実用英語技能検定、国際コミュニケーション英語能力テスト、Test Of English as a Foreign Langage、
ドイツ語技能検定試験、中国語検定試験、漢語水平考試、中国語コミュニケーション能力判定テス
ト、実用フランス語技能検定試験、デルフ・フランス語学力試験、フランス語学力テスト、フランス語能
力認定試験、韓国語能力試験、ハングル能力検定試験、スペイン語技能検定、外国語としてのスペ
Ⅱ
イン語検定試験、実用イタリア語検定、イタリア語検定試験PLIDA、日商ビジネス英語検定試験、観
光英検、ほんやく検定、旅行地理検定試験（国内、海外）、サービス接遇検定、世界遺産検定、JTA
公認翻訳専門職基礎試験、翻訳文法技能試験、総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管
理者
Ⅲ
大学又は短期大学及び大学以外の教育施設等において修得した単位
首都圏西部大学単位互換協定会参加校
Ⅰ
首都圏西部大学単位互換協定会参加校
Ⅰ
放送大学
Ⅰ
Ⅲ
看護学科第３学年編入生の場合は、認定を行っている
Ⅰ
女子美術大学短期大学部
英検(英語科目)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、実用フランス語技能検定(フランス語科
目)、ドイツ語技能検定(ドイツ語科目)、実用イタリア語技能検定(イタリア語科目)、日本語能力検定(日
Ⅱ
本語科目）、中国語検定(中国語科目)、中国語コミュニケーション能力検定(中国語科目)、実用中国
語技能検定(中国語科目)、漢字水平考査(中国語科目)
大学・短大、英検(英語科目)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、実用フランス語技能検定(フラ
ンス語科目)、ドイツ語技能検定(ドイツ語科目)、実用イタリア語技能検定(イタリア語科目)、日本語能
Ⅲ
力検定(日本語科目）、中国語検定(中国語科目)、中国語コミュニケーション能力検定(中国語科目)、
実用中国語技能検定(中国語科目)、漢字水平考査(中国語科目)
英検(英語科目)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、看護師資格、介護福祉士資格、学生が行
う地方公共団体、公益法人等が行う計画的かつ継続的な体育実技で本学が大学教育に相当する水
Ⅱ
準を認めたもの
Ⅲ

専修大学

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

洗足学園音楽大学

Ⅰ
Ⅲ

多摩大学
Ⅰ
鶴見大学

田園調布学園大学

大学・短大、短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修、英検(英語科目)、
TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)
檀国大学（韓国）、上海大学（中国）、西北大学（中国）、国立中山大学（台湾）、モンゴル国立大学
（モンゴル）、オレゴン大学（アメリカ）、ネブラスカ大学リンカーン校（アメリカ）、サスクェハナ大学（アメ
リカ）、カルガリー大学（カナダ）、イベロアメリカーナ大学（メキシコ）、ウーロンゴン大学（オーストラリ
ア）、ワイカト大学（ニュージーランド）、ダブリン大学トリニティカレッジ（アイルランド）、マルティン・ル
ター大学ハレ・ヴィッテンベルク（ドイツ）、リヨン政治学院（フランス）、バルセロナ大学（スペイン）、
ゲーテ・インスティトゥート ブレーメン校（ドイツ）、リュミエール・リヨン第2大学CIEF（フランス）、延世大
学（韓国）、トゥーレーヌ語学センター（フランス）、CIE オックスフォード（イギリス）
英検(英語科目)、TOEFL iBT(英語科目)、TOEIC(英語科目)
【全学部】
英検(英語科目)、TOEFL iBT(英語科目)、TOEIC(英語科目)
【経済学部・文学部・人間科学部のみ】
ドイツ技能検定試験（ドイツ語科目）、Goethe-Institut ドイツ語検定試験（ドイツ語科目）、GoetheInstitut ドイツ語検定試験（ドイツ語科目）、オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験（ドイツ語科
目）、実用フランス語技能検定試験（フランス語）、DELF-DALF フランス語資格試験（フランス語）、中
国語検定試験（中国語）、HSK漢語水平考試（中国語）、スペイン語技能検定（スペイン語）、DELEス
ペイン語検定試験（スペイン語）、ロシア語能力検定試験（ロシア語）、インドネシア語技能検定試験
（インドネシア語）、ハングル能力検定試験（コリア語）、韓国語能力試験（コリア語）
放送大学、バークリー音楽大学（米国）
大学・短期大学、大学・短期大学・高等専門学校の専攻科
名桜大学国際学群人間健康学部、ブレーメン州立経済工科大学、ロイヤルメルボルン工科大学
（RMIT）、レイクランド大学、アルゴマ大学、バルドスタ州立大学、ウィニペグ大学、ナンヤンポリテク
ニック（NYP）、マカオ大学、テイラーズ大学、国立曁南国際大学、ビヌス大学、真理大学、国立東華
大学、雲南師範大学、雲南民族大学

Ⅰ

【歯学部】特定の大学はないが、申請があった場合、認めることができる
【文学部】横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、韓国外国語大学校（韓国）

Ⅱ

【歯学部】申請があった場合、認めることができる
【文学部】短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修

Ⅲ

【歯学部】申請があった場合、認めることができる
【文学部】大学・短大、短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修

Ⅱ

放送大学、首都圏西部大学単位互換制度参加校、行内外の他大学・短期大学
高等専門学校の専攻科、学校教育法第58条の2に規定する高等学校の専攻科、文部科学大臣が別
に定める学修

Ⅲ

大学、短期大学、高等専門学校の専攻科、学校教育法第58条の2に規定する高等学校の専攻科、
文部科学大臣が別に定める学修

Ⅰ

33

実施大学
桐蔭横浜大学
東海大学

単位
相手方大学等
互換先
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校
Ⅰ
放送大学（一部）、海外派遣留学プログラム協定参加校
Ⅰ
英検、TOEFL、TOEIC、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、測量士補または測量士、甲
Ⅱ
種危険物取扱者試験或いは乙種危険物取扱者試験 他多数
Ⅲ

東京工業大学

Ⅰ
Ⅱ

東京工芸大学

Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

東京都市大学

東京農業大学
東洋英和女学院大学
日本映画大学
日本女子大学

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

日本体育大学
Ⅰ

フェリス女学院大学

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

文教大学

Ⅰ
Ⅲ

放送大学
Ⅰ
明治学院大学

横浜国立大学

横浜商科大学

横浜市立大学
横浜美術大学

大学・短大、短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修、英検、TOEFL、TOEIC、基本
情報技術者試験、応用情報技術者試験、測量士補または測量士、甲種危険物取扱者試験或いは乙
種危険物取扱者試験 他多数
一橋大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、慶應義塾大学経済学部
実用英語技能認定試験、TOEIC公開テスト、TOEFL iBT、TOEFL PBT、IELTS（英語科目、上限８単
位）
大学等において修得した単位（60単位を超えない範囲）
放送大学、和光大学表現学部
短期大学、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修（既存科目
に読み替え）
大学・短期大学、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修（既
存科目に読み替え）
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、東京理工系４大学における学術と教育の交流協定
校、エディスコーワン大学（濠）
ＴＯＥＩＣ（英語科目）
大学、短期大学、高等専門学校(上限３０単位まで)
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、首都圏西部大学単位互換協定会参加校
大学・短大において履修した授業科目について修得した単位
５大学間単位互換制度(f-campus 学習院大学、学習院女子大学、立教大学、早稲田大学、日本女
子大学）
英検(英語科目)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、IELTS(英語科目）
大学等（外国の大学等は除く。上限３０単位）
海外における本学との学術・スポーツ交流協定締結校（北京体育大学・上海体育学院（中国）、国立
体育大学・国立台湾体育運動大学（台湾）、慶煕大学校、龍仁大学校、国立韓国体育大学（韓国）、
ドイツスポーツ大学ケルン（ドイツ）、モンゴル国立体育大学（モンゴル）、国立パラツキー大学（チェ
コ）、国立カンピーナス大学（ブラジル）、リンネ大学（スウェーデン）、ウズベキスタン体育大学（ウズベ
キスタン）、リトアニア体育大学（リトアニア）、スタフォードシャー大学（イギリス））
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、同志社女子大学薬学部及び看護学部を除く全学
部（国内交流制度に基づく単位認定）、放送大学
実用英語技能検定（語学科目）、TOEFL（語学科目）、TOEIC（語学科目）、実用フランス語技能検定
（語学科目）、ドイツ語技能検定（語学科目）、スペイン語技能検定（語学科目）、中国語検定（語学科
目）、「ハングル」能力検定（語学科目）
大学又は短大等で修得した単位(学内規定に基づき認定)
名桜大学国際学群学科、名桜大学人間健康学部学科、文教大学と名桜大学との単位互換に関する
協定
他大学・短期大学、短期大学専攻科・高等学校専攻科(学部が認定する科目(60単位まで))
国際医療福祉大学小田原保健医療学部、横浜国立大学、東京工芸大学（厚木キャンパス）、東京工
芸大学（中野キャンパス）、麻布大学、神奈川工科大学、産業能率大学、湘南工科大学、洗足学園
音楽大学、鶴見大学、田園調布学園大学、桐蔭横浜大学、フェリス女学院大学、横浜商科大学、東
海大学、北里大学（海洋生命科学部）

Ⅰ

【法学部】芝浦工業大学デザイン工学部
【法学部・国際学部】共愛学園前橋国際大学
【社会学部・国際学部（横浜キャンパス）】横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校

Ⅰ

横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、放送大学（横浜国立大学と放送大学との間におけ
る単位互換に関する協定）、エジンバラ大学等海外の協定校39か国・地域110大学

Ⅱ

短期大学又は高等専門学校の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修
TOEFL iBT・ITP、IELTS、TOEIC、英検（英語科目）、ドイツ語技能検定試験 等

Ⅲ

大学・短大、高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修、TOEFL(英語科目)、
IELTS(英語科目)、TOEIC(英語科目)、英検(英語科目)

Ⅰ

横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校、放送大学、札幌国際大学、名桜大学、北京第二外
国語学院大学(中華人民共和国)、ピッツバーグ大学ブラッドフォード校大学(アメリカ合衆国)

Ⅱ

ITパスポート試験(企業経営と情報システム1・2)、日商簿記検定3級、全商簿記検定2級、全経簿記検
定2級(簿記論１・2)、基本情報技術者試験(情報システムとプログラミング1・2)

Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ

高大連携「観光概論」(観光概論)、高大連携「ホテル実習」(企業インターンシップB)
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校
TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、英検(英語科目)、IELTS(英語科目)
他大学(外国の大学を含む)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、英検(英語科目)、IELTS(英語
英検(英語科目)、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、IELTS（英語科目）
大学・短大・高専、英検（英語科目）、TOEFL(英語科目)、TOEIC(英語科目)、IELTS（英語科目）
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（２）短期大学
実施大学
神奈川歯科大学短期大学部
鎌倉女子大学短期大学部
相模女子大学短期大学部

聖セシリア女子短期大学
鶴見大学短期大学部

単位
互換先
Ⅲ
Ⅰ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ

大学、短期大学、高等専門学校の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修
（上記のうち、本学が教育上有益と認めるものを、３０単位を超えない範囲で認める）

Ⅰ

他の短期大学又は大学において修得した単位の認定について、申請がなされれば入学前、入学後
にかかわらず審議のうえ認定している。他の短期大学又は大学との協定締結はしていない。

Ⅱ

Ⅱ

他の短期大学又は高等専門学校の専攻科及び文部科学大臣が別に定める科目
（１）短期大学又は大学で学修した場合
（２）短期大学又は高等専門学校の専攻科で学修した場合
（３）文部科学省認定実用英語技能検定２級以上を合格した場合
（４）外国の短期大学又は大学で学修した場合
東海大学
・高等専門学校の専攻科における学修
・文部科学大臣が別に定める学修

Ⅲ

大学・短大、短大・高専の専攻科、文部科学大臣が別に定める学修

Ⅲ
東海大学医療技術短期大学

相手方大学等
大学又は短期大学等で修得した単位（個別審査により認定単位数を決める）
鎌倉女子大学
大学、短期大学
首都圏西部大学単位互換協定会参加校、海外留学・研修協定校ならびに認定校
実用英語技能検定、国際コミュニケーション英語能力テスト、Test Of English as a Foreign Langage
短期大学又は大学及び大学以外の教育施設等において修得した単位（科目等履修生として修得し
た単位を含む）

Ⅰ

（３）大学院
実施大学
青山学院大学
神奈川大学
神奈川工科大学
神奈川歯科大学
鎌倉女子大学
関東学院大学
北里大学
相模女子大学
湘南工科大学
情報セキュリティ大学院大学
昭和大学
女子美術大学
専修大学

相手方大学等
【理工学研究科】神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
横浜市内大学間学術・教育交流協議会参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
他大学院において修得した単位
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
東京大学大学院情報理工学系研究科、中央大学大学院理工学研究科、神奈川県内の大学間にお
ける大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校、
沖縄県立芸術大学×女子美術大学単位互換プログラム
本大学院との協定締結大学院、神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校、首都大
学院コンソーシアム学術交流協定校、
国際交流は、18ヶ国・地域、32協定（米国 3大学、カナダ 1大学、中国5大学、オーストラリア1大学、
英国1大学、韓国4大学・機関、アイルランド1大学、ニュージーランド1大学、モンゴル1大学、ドイツ1
大学、フランス1大学、ベトナム5大学・機関、メキシコ1大学、スペイン1大学、台湾1大学、ラオス1大
学、カンボジア1大学、タイ2機関）と教員並びに学生の相互交流を目的とした国際交流協定・国際交
流組織間協定を締結。国際交流協定校は、ネブラスカ大学リンカーン校（米国・ネブラスカ州リンカー
ン）とサスクェハナ大学（米国・ペンシルバニア州セリンズグローブ）

総合研究大学院大学

東京工業大学、お茶の水女子大学、名古屋大学大学院医学系研究科・工学研究科、東京大学大学
院理学系研究科・情報理工学系研究科、国際基督教大学アーツ・サイエンス研究科、京都大学大学
院アジア・アフリカ地域研究研究科、大阪大学大学院人間科学研究科、神戸大学大学院国際文化
学研究科・人間発達環境学研究科、京都文教大学大学院文化人類学研究科、千葉大学大学院人
文社会科学研究科・理学研究科、北陸先端科学技術大学院、大学先端科学技術研究科、津田塾大
学理学研究科、早稲田大学基幹理工学研究科、九州大学大学院薬学府、神奈川県内の大学間に
おける大学院学術交流協定参加校、
科学技術総合大学院大学（大韓民国）、バイロイト大学（ドイツ）、チュラロンコーン大学（タイ）理学
部、カセサート大学（タイ）理学部、Indian Institute of Science Education and Research Pune（イン
ド）、国立台湾大学（台湾）、マヒドン大学（タイ）理学部、南洋理工大学（シンガポール）理学部、マラ
ヤ大学（マレーシア）理学部、シンガポール国立大学インタラクティブ電子メディア研究所（シンガポー
ル）、ベトナム国立自然科学大学生物学部(ベトナム）、ベトナム国立農業大学動物科学学部（ベトナ
ム）、ベトナム社会科学院考古学研究所（ベトナム）

鶴見大学

【文学研究科】神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校、大学院英米文学・英語
学分野の単位互換制度に関する協定、大学院国文学・国語学分野の単位互換制度に関する協定

東海大学

神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
１１大学大学院特別聴講生史学専攻に関する協定参加校、モンクット王ラカバン工科大学（タイ）

東京工業大学

東京大学、お茶の水女子大学、東京外国語大学、東京医科歯科大学、
総合研究大学院大学、一橋大学、神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校

東京工芸大学

神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
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実施大学

相手方大学等

東京都市大学

東京理工系４大学における学術と教育の交流に関する協定校、神奈川県内の大学間における大学
院学術交流協定参加校

日本大学
日本女子大学

神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、神奈川県内の大学間における大学院学術交
流協定参加校、東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程、学習院女子大学大学院国際文化交
流研究科修士課程、立教大学大学院文学研究科教育学専攻、大学院社会福祉学専攻課程協議会
協定校、大学院社会学分野の単位互換制度に関する協定参加校、白百合女子大学大学院文学研
究科発達心理学専攻、東京女子大学大学院人間科学研究科人間社会科学専攻心理 コミュニケー
ション科学分野

フェリス女学院大学
横浜国立大学

神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校
上海交通大学等海外の協定校39か国・地域108大学、
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校、国連大学高等研究所、横浜市立大学
大学院国際マネジメント研究科、4大学間の単位互換に関する協定における協定校、単位互換プロ
グラムに関する横浜国立大学（YNU）および、国連大学高等研究所（UNU-IAS）ならびに国連大学サ
ステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP）間の協定における協定校、イノベーション人材養成機構に
関する横浜国立大学及び東京工業大学との間における学生交流
横浜国立大学大学院国際社会科学府、神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定参加校

横浜市立大学
主な単位互換制度
○首都圏西部大学単位互換協定会

桜美林大学、鎌倉女子大学、北里大学、國學院大學、国士舘大学、相模女子大学、相模女子大学
短期大学部、産業能率大学、松蔭大学、高千穂大学、玉川大学、田園調布学園大学、東洋英和女
学院大学、山野美容芸術短期大学

○横浜市内大学間学術・教育交流
協議会

神奈川大学：法学部、経済学部、経営学部、外国語学部、人間科学部、理学部、工学部
関東学院大学：国際文化学部、社会学部、経済学部、経営学部、法学部、理工学部、
建築・環境学部、人間環境学部、人間共生学部、栄養学部、教育学部、看護学部
國學院大學：文学部、法学部、経済学部、神道文化学部、人間開発学部
鶴見大学：文学部
桐蔭横浜大学：法学部、医用工学部、スポーツ健康政策学部
東京都市大学：環境学部、メディア情報学部
東洋英和女学院大学：人間科学部、国際社会学部
フェリス女学院大学：文学部、国際交流学部、音楽学部
明治学院大学：社会学部、法学部、国際学部
横浜国立大学：教育学部／教育人間科学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部
横浜商科大学：商学部
横浜市立大学：国際総合科学部、医学部

○神奈川県内の大学間における
大学院学術交流協定

青山学院大学、麻布大学、神奈川大学、神奈川工科大学、神奈川歯科大学、鎌倉女子大学、関東
学院大学、北里大学、相模女子大学、松蔭大学、湘南工科大学、昭和大学、情報セキュリティ大学
院大学、女子美術大学、聖マリアンナ医科大学、専修大学、総合研究大学院大学、鶴見大学、桐蔭
横浜大学、東海大学、東京工業大学、東京工芸大学、東京都市大学、日本大学、日本女子大学、
フェリス女学院大学、文教大学、明治大学、横浜国立大学、横浜市立大学

○首都大学院コンソーシアム学術
交流協定

共立女子大学、順天堂大学、専修大学、玉川大学、中央大学、東京電機大学、東京理科大学、東
洋大学、日本大学、法政大学、明治大学
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