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学校名 学校名 学校名

あ 愛知教育大学 か 鹿児島大学 こ 神戸大学

愛知県立芸術大学 神奈川大学 神戸薬科大学

愛知県立大学 金沢大学 公立はこだて未来大学

愛知大学 関西学院大学 さ 埼玉大学

秋田大学 き 北九州市立大学 佐賀大学

麻布大学 北見工業大学 札幌学院大学

足利大学 岐阜市立女子短期大学 札幌大学

跡見学園女子大学 岐阜大学 し 滋賀医科大学

い 石川工業高等専門学校 岐阜薬科大学 滋賀県立大学

茨城キリスト教大学 九州工業大学 滋賀大学

茨城大学 九州国際大学 四国学院大学

岩手県立大学 九州大学 静岡大学

岩手大学 京都教育大学 静岡文化芸術大学

う 宇宙科学研究所 京都経済短期大学 自然科学研究機構岡崎

宇都宮大学 京都工芸繊維大学 芝浦工業大学

え 愛媛大学 京都大学 島根大学

お 桜美林大学 京都橘大学 下関市立大学

大分大学 京都府立医科大学 就実大学

大阪市立大学 京都府立大学 就実短期大学

大阪教育大学 近畿大学 十文字学園女子大学

大阪経済大学 金城学院大学 淑徳大学

大阪樟蔭女子大学 く 釧路公立大学 尚絅学院大学

大阪大学 熊本大学 昭和大学

大阪千代田短期大学 群馬大学 白梅学園大学

大阪電気通信大学 け 慶應義塾大学 信州大学

大阪府立大学 芸術文化観光専門職大学 す 水産大学校

太田看護専門学校 こ 工学院大学 せ 清泉女学院大学

太田自動車専門学校 高知県立大学 西南学院大学

太田情報商科専門学校 高知工科大学 西南女学院大学

大手前大学 高知大学 千里金蘭大学

岡山大学 高知短期大学 そ 園田学園女子大学

沖縄大学 甲南女子大学 た 大東文化大学

小樽商科大学 甲南大学 高崎経済大学

お茶の水女子大学 神戸市外国語大学 ち 千葉商科大学

帯広畜産大学 神戸市看護大学 千葉大学

か 香川大学 神戸市立工業高等専門学校 中京大学

鹿児島県立短期大学 神戸親和女子大学 つ 津田塾大学
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学校名 学校名 学校名

て 電気通信大学 な 名古屋市立大学 ま 前橋工科大学

と 東京医科歯科大学 名古屋大学 松本大学

東京外国語大学 奈良教育大学 松山東雲女子大学

東京海洋大学 奈良県立大学 松山東雲短期大学

東京学芸大学 奈良工業高等専門学校 松山大学

東京経済大学 奈良女子大学 松山短期大学

東京芸術大学 に 新潟県立大学 み 三重県立看護大学

東京工業高等専門学校 新潟青陵大学 三重大学

東京工業大学 新潟青陵大学短期大学部 三重短期大学

東京工芸大学 新潟大学 南九州大学

東京大学 日本社会事業大学 宮城学院女子大学

東京電機大学 日本獣医生命科学大学 宮城教育大学

東京都立産業技術高等専門学校 日本女子大学 宮城大学

東京都立大学 日本赤十字看護大学 宮崎大学

東京農業大学 日本赤十字豊田看護大学 む 武蔵大学

東京農工大学 日本福祉大学 室蘭工業大学

東京薬科大学 は 梅光学院大学 め 明治学院大学

東京理科大学 阪南大学 明治薬科大学

同志社女子大学 ひ 一橋大学 名城大学

同志社大学 兵庫県立大学 も 盛岡大学

東邦大学 弘前学院大学 や 山形大学

東北学院大学 弘前大学 山口大学

東北工業大学 広島修道大学 山梨県立大学

東北大学 広島大学 山梨大学

東洋大学 ふ 福井大学 よ 横浜国立大学

徳島大学 福岡教育大学 横浜市立大学

鳥取大学 福岡県立大学 ら 酪農学園大学

富山県立大学 福岡女子大学 り 立命館アジア太平洋大学

富山高等専門学校 福島大学 立命館大学

富山大学 福山市立大学 琉球大学

な 長崎県立大学 ほ 法政大学 龍谷大学

長崎純心大学 北星学園大学 わ 和歌山県立医科大学

長崎大学 星薬科大学 和歌山大学

長野県看護大学 北海学園大学 和光大学

長野県立大学 北海商科大学 早稲田大学

長野大学 北海道教育大学

名古屋工業大学 北海道大学
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全国大学生協連に加入するインターカレッジコープ一覧
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※ （２）対象のインターカレッジコープ一覧について

…上記のインターカレッジコープの組合員である学生が応募資格に該当します。

…現在組合員でない方は生協に加入した後に応募することができます。

　 ご自身が組合員であるかどうかの確認、加入方法についての詳細は、上記URLよりご確認ください。

https://www.icmiyagi.u-coop.or.jp/

インターカレッジコープ名

インターカレッジコープ愛知

大坂インターカレッジコープ

熊本インターカレッジコープアカデミア

東京インターカレッジコープ

福岡インターカレッジコープ

みやぎインターカレッジコープ

インターカレッジコープHP

https://www.univcoop-tokai.jp/inter/index.html

https://osakaicc.u-coop.net/index.html

https://kyushu.seikyou.ne.jp/in-km/index.html

https://tic.coop/

https://kyushu.seikyou.ne.jp/in-fk/index.html
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