
北海道大学
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/e/wabun/documents/university2005.6.7.pdf

アメリカ合衆国 ポートランド ポートランド州立大学
アメリカ合衆国 ボストン マサチューセッツ大学
アメリカ合衆国 イサカ コーネル大学
アメリカ合衆国 マディソン ウイスコンシン大学マディソン校
アメリカ合衆国 レッドランズ レッドランズ大学
アメリカ合衆国 ワシントン ハワイ大学
アメリカ合衆国 ヒューストン テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校
アメリカ合衆国 ホノルル ジョージタウン大学
アメリカ合衆国 ヒューストン テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校
アメリカ合衆国 ワシントン ジョージタウン大学
オーストラリア アデレード アデレード大学
カナダ エドモントン アルバータ大学
スイス連邦 ジュネーブ ジュネーブ大学
ドイツ連邦共和国ミュンヘン ルートヴィヒ・マクシミリアン大学
ニュージーランドオークランド オークランド大学
ハンガリー共和国ブダペスト ブダペスト工科経済大学
ロシア モスクワ モスクワ国立大学
フィンランド共和国オウル オウル大学
フランス共和国 レンヌ レンヌ政治学院
フランス共和国 ストラスブール大学連合（ルイ・パスツール大学、マルク・ブロック大学、ロベール・シューマン大学 ）
フランス共和国 グルノーブル大学連合（ジョセフ・フーリエ大学、ピエール・マンデス・フランス大学、スタンダール大学、グルノーブル理工科大学）
台湾 台北 国立台湾大学
大韓民国 ソウル ソウル大学校
大韓民国 全州 全北（ジョンプック）大学校
大韓民国 慶山 嶺南（ヨンナム）大学校
大韓民国 釜山 釜慶（ブキョン）大学校
大韓民国 大田 忠南（チュンナム）大学校
大韓民国 春川 江原（カンウォン）大学校
中国 杭州 浙江大学
中国 北京 北京大学
中国 上海 復旦大学
中国 長春 吉林大学
連合王国 コヴェントリーウォリック大学

北海道教育大学
http://www.hokkyodai.ac.jp/exam/exam_2/guidance/h18/12.html

国名 地名 協定大学名 キャンパス
アメリカ アラスカ大学フェアバンクス校教育学部札幌校
アメリカ イリノイ州立大学教育学部 旭川校
アメリカ アラスカ大学 釧路校
アメリカ フェアバンクス校教育学部 釧路校
イギリス ロンドン大学東洋アフリカ学院 札幌校
エジプト カイロ大学 札幌校
オーストラリア グリフィス大学 札幌校
オーストラリア ジェームズクック大学 釧路校
オーストラリア シドニー工科大学 函館校
カナダ サイモン・フレイザー大学 札幌校
カナダ セント・メリーズ大学 函館校
カナダ カルガリー大学 全学
キルギス ビシュケク人文大学 札幌校
ノルウェー ベルゲン大学 札幌校
フィンランド シベリウス音楽院 札幌校
ロシア ノボシビルスク国立教育大学 札幌校
ロシア カムチャッカ国立教育大学 釧路校
中国 香港大学 札幌校
中国 四川大学 札幌校
中国 哈爾濱師範大学 札幌校
中国 瀋陽師範大学 札幌校
中国 山東師範大学 函館校
中国 哈爾濱師範大学 旭川校

小樽商科大学
http://www.otaru-uc.ac.jp/kokusai/welcome.htm

国名 地名 協定大学名
アイスランド ビフロストビジネススクール
アメリカ ウェスタンミシガン大学
アメリカ オグレソープ大学
アメリカ サウスダコタ大学
アメリカ ミューレンバーグ大学
イギリス シェフィールド大学
オーストラリア ウーロンゴン大学
オーストリア ウィーン経済大学
スペイン ブルゴス大学
ドイツ バイロイト大学
ドイツ ベルリン経済大学
ニュージーランド オタゴ大学
フランス エクス=マルセイユ法・経済・科学大学
ロシア ロシア極東国立総合大学
大韓民国 忠南大学
中華人民共和国 東北財経大学
中華人民共和国 蘭州大学

旭川医科大学
http://www.asahikawa-med.ac.jp/new04/gaiyou/gaiyou2005/japanese/38internationalexchange_j/index.html

※平成17年9月15日現在
国名 地名 協定大学名 内容
アメリカ合衆国 ジョージア州 マーサー大学医学部 教官及び研究者の交流、学生の交流学術資料、刊行物及び情報等の交換
中華人民共和国 江蘇省 南京中医薬大学 教官及び研究者の交流、学生の交流共同研究、学術講演の実施図書資料、刊行物及び情報等の交換
中華人民共和国 遼寧省 中国医科大学 教官及び研究者の交流、学生の交流共同研究、学術講演の実施図書資料、刊行物及び情報等の交換

帯広畜産大学
http://www.obihiro.ac.jp/ 

国名 地名 協定大学名
オーストラリア クィーンズランド大学
スリランカ ペラデニヤ大学
ドイツ ミュンヘン大学
フィリピン フィリピン大学
モンゴル モンゴル国立農業大学
大韓民国 ソウル大学校
大韓民国 建国大学校
大韓民国 忠南大学校獣医科大学
大願民国 江原大学校
中華人民共和国 新彊農業大学

室蘭工業大学
http://www.muroran-it.ac.jp/syomu/kokusai/index-j.html

更新年月日：2005年6月21日

１．大学間学術交流協定
国名 地名 締結大学名 協定の内容
アメリカ合衆国 オレゴン工科大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
アメリカ合衆国 ウエスタン・ワシントン大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
オーストラリア ロイヤルメルボルン工科大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
スペイン グラナダ大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
スペイン マドリッド自治大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
タイ チェンマイ大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
タイ キングモンクット工科大学ラバカン学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
ロシア ニコラエフ無機化学研究所 科学に関する情報の交換，共同研究開発，教職員の交流，学生の交流
大韓民国 忠南大学校 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
大韓民国 安東大学校 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
大韓民国 釜慶大学校工科大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
中華人民共和国 河南理工大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
中華人民共和国 大連交通大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施
中華人民共和国 北京科技大学 学術資料・刊行物及び情報の交換，教職員の交流，学生の交流，共同研究開発及び研究集会等の実施

２．学科間学術交流協定
国名 地名 締結大学名 本学側学科名 協定の内容
フィンランド ヘルシンキ工科大学電気通信工学科情報工学科 科学に関する情報の交換，共同研究開発，教職員の交流，学生の交流
ドイツ連邦共和国 ロストック大学情報電気工学部 電気電子工学科科学に関する情報の交換，共同研究開発，教職員の交流，学生の交流

北見工業大学
http://www.kitami-it.ac.jp/outline/aca_agree/aca_agree.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 バージニア州立工科大学工学部
バングラデシュ人民共和国 ダッカ大学
フィンランド オウル工業大学
フィンランド ヴァーサ工業大学
フィンランド タンペレ工業大学
ポーランド クラクフ工業大学
モンゴル モンゴル技術大学
大韓民国 三陟大学校
大韓民国 嶺南大学校
大韓民国 慶尚大学校工科大学
中華人民共和国 武漢科技大学
中華人民共和国 哈爾濱工程大学
中華人民共和国 東北電力学院
中華人民共和国 東北林業大学
中華人民共和国 北京化工大学

弘前大学
http://www.hirosaki-u.ac.jp/kokusai/cen/kyotei.html

国名 協定大学名
アメリカ合衆国 テネシー大学マーチン校
アメリカ合衆国 メーン州立大学
アメリカ合衆国 サンディエゴ州立大学
カナダ サスカチュワン大学
カナダ マウント・ロイアル・カレッジ
タイ王国 チェンマイ大学
チリ共和国 ラ・フロンテラ大学
ドイツ共和国 トリア大学
ニュージーランド オタゴ大学
ニュージーランド オークランド工科大学
ハンガリー共和国 デブレツェン大学
フランス共和国 ボルドー第３大学
フランス共和国 ルーアン大学
ルーマニア ヒッペリオン大学



ロシア連邦 極東総合医科大学
ロシア連邦 ロモノソフーモスクワ大学
ロシア連邦 イルクーツク大学
大韓民国 南ソウル大学校
大韓民国 慶北大学校
大韓民国 釜山大学校
大韓民国 京畿大学校
中華人民共和国 哈爾濱師範大学
中華人民共和国 延辺大学
中華人民共和国 鄭州大学

秋田大学
http://www.akita-u.ac.jp/honbu/05inter/0502.html
平成17年11月24日現在

地名 協定大学名
アメリカ セント・クラウド州立大学
オーストラリア グリフィス大学
ニュージーランド オークランド工科大学
ベラルーシ ベラルーシ医科大学
韓国 ハンバット大学校
韓国 三陟大学
台湾 龍華科技大学
台湾 国立台北科技大学
中国 黒龍江大学
中国 吉林大学
中国 中国医科大学
中国 中南大学
中国 遼寧工程技術大学
中国 大連民族学院
中国 蘭州大学

岩手大学
http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/ryuannai/IUIC/ryugaku/ryugaku5.html

国名 協定大学名 参加資格 目的 プログラム名
イギリス リバプール大学文学部英語学科（人社 研修 交換留学
オーストラリア モナシュ大学英語研修センター 全学 英語研修 モナシュ大学英語研修
オーストラリア モナシュ大学英語研修センター 工学（2・３年生英語研修 国際研修
カナダ ビクトリア大学英語研修センター全学 英語研修 英語研修
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学英語研修全学 英語研修 英語研修
カナダ セント・メアリーズ大学 全学 交換留学 短期派遣
ロシア サンクト・ペテルブルグ国立文化芸術大学人社2〜４年生・交換留学 サンクト・ペテルブルグ交換留学プログラム
韓国 明知大学校 全学 交換留学 短期派遣
中国 国語の教科書に出てくる場所など教育 実地見学 国語科実地研修
中国 清華大学 全学 中国語研修 短期中国語研修
中国 清華大学 教育 日本語教育実習日本語教育実習
中国 清華大学 教育 交換留学 短期派遣
中国 曲阜師範大学 教育 交換留学 短期派遣
中国 寧波大学 教育 交換留学 短期派遣
米国 セントラル・ミシガン大学 全学 英語研修 英語研修
米国 ノースセントラルカレッジ 教育 交換留学 短期派遣
米国 パデュー大学 農学 交換留学 パデュー大学学生派遣
米国 テキサス大学オースティン校 全学 交換留学 短期派遣
米国 アーラム大学 全学 交換留学 短期派遣

山形大学
http://www.yamagata-u.ac.jp/donyu/naka/kokusai.html
学術交流協定（平成17.4.1現在）

国名 大学（機関）名 学部
アメリカ合衆国 フォートルイス大学 人文学部
アメリカ合衆国 サウスウエストテキサス大学 工学部
アメリカ合衆国 テキサス大学ダラス校工学部 工学部
インドネシア ガジャマダ大学農学部 農学部
インドネシア ガジャマダ大学林学部 農学部
インドネシア ランブンマンクラート大学農学部農学部
ウクライナ共和国 ハーコフ国立無線電子大学 工学部
チリ タルカ大学農学部 農学部
ドイツ ｴﾙﾗﾝｹﾞﾝ−ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ大学工学部 工学部
ハンガリー ブタペスト工科大学 工学部
バングラデシュ バングラデシュ工科大学 工学部
ベトナム 国立ホーチミン大学自然科学大学工学部
モンゴル モンゴル国立農業大学 農学部
ラトビア共和国 ラトビア大学現代言語学部 地域教育文化学部
ルーマニア ブカレスト大学 地域教育文化学部
ロシア ブリヤート国立大学東洋学部 人文学部
大韓民国 大邱大学校自然科学大学 理学部
大韓民国 釜山大学校自然科学大学 理学部
大韓民国 忠北大学校農業大学 農学部
中華人民共和国 広西師範大学 人文学部
中華人民共和国 北華大学 地域教育文化学部
中華人民共和国 上海第二医科大学 医学部
中華人民共和国 浙江大学医学院 医学部
中華人民共和国 華北煤炭医学院 医学部
中華人民共和国 哈爾浜医科大学 医学部
中華人民共和国 寧夏医学院 医学部
中華人民共和国 東北電力学院 工学部
中華人民共和国 吉林化工学院 工学部
中華人民共和国 吉林大学 工学部
中華人民共和国 河南大学化学加工学院 工学部
中華人民共和国 中国科学院化学研究所 工学部
中華人民共和国 東華大学材料科学工程学院 工学部
中華人民共和国 浙江省農業科学院 農学部

東北大学
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/intl/intl3-2.html

学術交流協定
（平成17年12月28日現在）

国名 協定大学名 学生の交流
教官/研究者の
交流

刊行物
情報等
の交換

共同研
究研究
集会実

世話部局

アメリカ ペンシルバニア州立大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科
アメリカ カリフォルニア大学* 〇 〇 〇 〇 留学生課
アメリカ ワシントン大学（シアトル）* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，医学系研究所
アメリカ パーデュー大学* 〇 〇 〇 〇 金属材料研究所
アメリカ アラスカ大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科
アメリカ コロラド鉱山大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科、多元物質科学研究所
イギリス ロンドン大学 Imperial College of Science〇 留学生課
イギリス ロンドン大学 The London School of Economics and Political Science〇 留学生課
イギリス ロンドン大学 The School of Oriental and African Studies 〇 留学生課
イギリス ノッチンガム大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科、流体科学研究所
イギリス ヨーク大学 〇 〇 〇 〇 理学研究科、金属材料研究所、電気通信研究所
イタリア ローマ大学「ラ・サピエンツァ」 〇 〇 〇 文学研究科
イラン テヘラン大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，国際文化研究科，多元物質科学研究所
インド インド工科大学ボンベイ校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科、未来科学技術共同研究センター
インドネシア インドネシア大学* 〇 〇 〇 〇 文学研究科，国際文化研究科，医学系研究科
ウクライナ ウクライナ国立工業大学（キエフ〇 〇 〇 〇 工学研究科、多元物質科学研究所
オーストラリア シドニー大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，理学研究科，流体科学研究所
オーストラリア ニューサウスウエールズ大学* 〇 〇 〇 〇 流体科学研究所
オーストラリア オーストラリア国立大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，文化研究科
韓国 全北大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科
韓国 ソウル大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科
韓国 光州科学技術院* 〇 〇 〇 〇 環境科学研究科,工学研究科
韓国 釜慶大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，文化研究科
韓国 浦項工科大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，情報科学研究科，流体科学研究所
韓国 韓国科学技術院* 〇 〇 〇 〇 未来科学技術共同研究センター，金属材料研究所，流体科学研究所，工学研究科
韓国 忠南大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，文化研究科
韓国 慶北大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，文化研究科
韓国 嶺南大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，文化研究科
韓国 東義大学校* 〇 〇 〇 〇 金属材料研究所，文化研究科
韓国 朝鮮大学校* 〇 〇 〇 〇 工学研究科、情報科学研究科
韓国 高麗大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科、国際文化研究科
韓国 国立昌原大学校* 〇 〇 〇 〇 学際科学国際高等研究センター，工学研究科，金属材料研究所
シンガポール シンガポール国立大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター，流体科学研究所
スイス ローザンヌ工科大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，金属材料研究所
スウェーデン ウーメオ大学* 〇 〇 〇 〇 歯学研究科
スウェーデン スウェーデン王国王立工科大学*〇 〇 〇 〇 工学研究科，流体科学研究所，未来科学技術共同研究センター
スウェーデン ウプサラ大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター
スウェーデン ストックホルム大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科，金属材料研究所，医学系研究科
スウェーデン ルンド大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，多元物質科学研究所工学研究科，
タイ アジア工科大学院* 〇 〇 〇 〇 情報科学研究科，東北アジア研究センター
タイ スラナリー工科大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科，生命科学研究科
タイ キングモンクット工科大学ラカバン〇 〇 〇 〇 工学研究科，電気通信研究所，未来科学技術共同研究センター
中国 東北大学（瀋陽）* 〇 〇 〇 〇 工学研究科
中国 中国科学技術大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科
中国 清華大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，金属材料研究所
中国 南京大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，流体科学研究所，電気通信研究所，未来科学技術共同研究センター
中国 北京大学 〇 〇 〇 〇 教育学研究科，多元物質科学研究所
中国 吉林大学* 〇 〇 〇 〇 東北アジア研究センター，工学研究科，医学系研究科，流体科学研究所
中国 浙江大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科，医学系研究科，工学研究科
中国 復旦大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科
中国 武漢理工大学* 〇 〇 〇 〇 金属材料研究所，工学研究科
中国 重慶大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，情報科学研究科
中国 同済大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター，東北アジア研究センター
中国 中国海洋大学（旧青島海洋大学）〇 〇 〇 〇 農学研究科，理学研究科
中国 北京科学技術大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，金属材料研究所，多元物質科学研究所
中国 南京航空航天大学* 〇 〇 〇 〇 流体科学研究所，工学研究科
中国 陜西科技大学* 〇 〇 〇 〇 環境科学研究科，工学研究科
中国 青島科技大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，環境科学研究科
中国 厦門大学* 〇 〇 〇 〇 理学研究科，工学研究科
中国 華中科技大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，経済学研究科
台湾 国立台湾大学* 〇 〇 〇 〇 金属材料研究所，文学研究科
台湾 国立台湾海洋大学 〇 〇 〇 〇 理学研究科，農学研究科
台湾 国立中正大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター
台湾 国立成功大学* 〇 〇 〇 〇 環境科学研究科，工学研究科
台湾 国立交通大学* 〇 〇 〇 〇 未来科学技術共同研究センター,工学研究科
ドイツ アーヘン工科大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科
ドイツ ドルトムント大学 〇 〇 〇 〇 理学研究科，多元物質科学研究所
ドイツ ザールランド大学* 〇 〇 〇 〇 国際文化研究科，文学研究科
ドイツ ダルムシュタット工科大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，多元物質科学研究所
ドイツ ゲッティンゲン大学* 〇 〇 〇 〇 法学研究科，金属材料研究所，理学研究科
ニュージーランド オークランド大学 〇 〇 〇 〇 工学研究科，国際文化研究科，流体科学研究所
フィンランド ヘルシンキ工科大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター，流体科学研究所
フィンランド オウル大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，未来科学技術共同研究センター，経済学研究科



フランス ピエール・マリー・キュリー大学〇 〇 〇 〇 工学研究科，流体科学研究所
フランス レンヌ第２大学* 〇 〇 〇 〇 国際文化研究科，文学研究科
フランス グルノーブルコンソーシアム（グルノーブル〇 留学生課
フランス レンヌ第１大学* 〇 〇 〇 〇 経済学研究科，法学研究科
フランス The Global Education for European Engineers and Entrepreneurs*〇 工学研究科，情報科学研究科
フランス リヨン工科大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，流体科学研究所
フランス 国立応用科学院リヨン校* 〇 〇 〇 〇 流体科学研究所，工学研究科，加齢医学研究所
フランス ボルドー第一大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，環境科学研究科
ベルギー ベルギー原子力研究センター 〇 〇 〇 工学研究科，金属材料研究所
ポーランド ポーランド科学アカデミー触媒化学研究所〇 〇 〇 〇 工学研究科，多元物質科学研究所
モロッコ ムハンマド５世大学−アグダル* 〇 〇 〇 〇 国際文化研究科，文学研究科
モンゴル モンゴル科学アカデミー* 〇 〇 〇 〇 東北アジア研究センター，理学研究科
モンゴル モンゴル科学技術大学* 〇 〇 〇 〇 東北アジア研究センター，国際文化研究科，理学研究科
ロシア ロシア科学アカデミー・シベリア〇 〇 〇 〇 東アジア研究センター
ロシア モスクワ国立大学* 〇 〇 〇 〇 工学研究科，流体科学研究所，金属材料研究所
ロシア ノボシビルスク国立大学* 〇 〇 〇 〇 東北アジア研究センター，工学研究科，流体科学研究所

*印は授業料等を不徴収とする交流協定を締結している機関を示す。

宮城教育大学
http://www.miyakyo-u.ac.jp/IFA/frommue01.html

国名 地名 協定大学名 入学許可の条件等
アメリカ フロリダ州立大学
アメリカ マカレスター大学 TOEFL (PBT) 570点以上
イギリス エセックス大学 TOEFL (CBT) 207点またはTOEFL (PBT) 540点以上
イタリア ペルージャ外国人大学
オーストラリア セントラル・クイーンズランド大学協定により3名まで検定料、入学料、授業料が免除される6ヶ月間の留学も可能TOEFL (CBT) 200点またはTOEFL (PBT) 540点以上
韓国 大邱教育大学校 協定により3名まで検定料、入学料、授業料が免除される
中国 東北師範大学 協定により3名まで検定料、入学料、授業料が免除される

福島大学
http://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/kokusai/kokusai.daigakukan.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ウィスコンシン州立大学オークレア校
アメリカ合衆国 ミドルテネシー州立大学
オーストラリア クイーンズランド大学
カナダ ビクトリア大学
ベトナム ハノイ国家大学
中国 北京師範大学
中国 華東師範大学
中国 河北大学
中国 中南財経政法大学

宇都宮大学
http://www.utsunomiya-u.ac.jp/outline/affiliate.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 カリフォルニアカリフォルニア大学ロサンゼルス校
アメリカ合衆国 オクラホマ州スティルウォータオクラホマ州立大学
アメリカ合衆国 ノース・ダコタノースダコタ大学
インドネシア ボゴール市 ボゴール農科大学
オーストラリア メルボルン市 ビクトリア工科大学
カナダ プリンス・ジョージノーザン・ブリティッシュ・コロンビア大学
タイ王国 バンコク市 カセサート大学
チェコ共和国 オロモウツ市 パラツキー大学
ドイツ連邦共和国ニュールンベルクエアランゲン・ニュールンベルグ・フリートリッヒ・アレクサンダー大学
バングラディシュダッカ市 ダッカ大学
モンゴル ウランバート市モンゴル国立人文大学
モンゴル ウランバート市モンゴル国立農業大学
台湾 台北市 国立台湾師範大学
台湾 台北市 国立政治大学
大韓民国 ソウル市 祥明大学校
大韓民国 慶尚北道尚州市尚州大学校
大韓民国 全羅北道益山市益山大学
大韓民国 忠南天安市 天安蓮庵大学
中華人民共和国 浙江省杭州市 浙江工業大学
中華人民共和国 上海市 復旦大学
中華人民共和国 四川省成都市 電子科技大学
中華人民共和国 浙江省杭州市 浙江大学
中華人民共和国 浙江省金華市 浙江師範大学
中華人民共和国 呼和浩特市 内蒙古農業大学
中華人民共和国 浙江省寧波市 寧波大学
中華人民共和国 香港 香港大学

茨城大学
http://www.isc.ibaraki.ac.jp/abroad/index.html#list

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 アラバマ大学バーミングハム校
アメリカ合衆国 イースタン・ワシントン大学
アメリカ合衆国 ウィスコンシン州立大学スペリオル校
インドネシア ガジャ・マダ大学
インドネシア ボゴール農科大学
インドネシア ウダヤナ大学
フィリピン デ・ラ・サール大学
ベトナム社会主義共和国 ハノイ国家大学社会人文科学大学
ペルー共和国 ラ・モリナ国立農業大学
ポーランド ポーランド日本情報工科大学
大韓民国 忠北大学校
大韓民国 仁済大学校
中華人民共和国 浙江大学
中華人民共和国 西安交通大学機械工程学院
中華人民共和国 南京農業大学
中華人民共和国 復旦大学
中華人民共和国 中国科学院理論物理研究所

群馬大学
http://www.gunma-u.ac.jp/profile/kokusai/index.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校
イタリア フィレンツェ大学
インドネシア パジャジャラン大学
オーストラリア マッコーリー大学
韓国 嶺南大学
台湾 東海大学
中華人民共和国 西安交通大学
中華人民共和国 廈門大学
中華人民共和国 瀋陽化工学院
中華人民共和国 華北電力大学
連合王国 北東ウェールズ高等教育インスティテュート

埼玉大学
http://www.saitama-u.ac.jp/koho/intro/gaiyou/2005/data5-kokusai-kyotei.html

学術交流協定（２００５．９．１９現在）
国名 地名 協定大学名
アメリカ 西オレゴン大学
アメリカ ボーリング・グリーン州立大学
イギリス エセックス大学
ウクライナ 東ウクライナ国立大学
オーストラリア モナシュ大学
カナダ ローレンシアン大学
スウェーデン リンショーピング大学
スリランカ モラトゥワ大学
セルビア・モンテネグロ ベオグラード大学
タイ タマサート大学
タイ チュラロンコーン大学
ドイツ コトブス工科大学
ドイツ エスリンゲン工科大学
ネパール トリブバン大学
ポーランド ポーランド日本情報工科大学
韓国 高麗大学校
中国 大連理工大学
中国 済南大学

筑波大学
http://www.tsukuba.ac.jp/campus/agreement.html

国名 地名 協定大学（機関）名
アメリカ合衆国 オスウェゴ州立大学
アメリカ合衆国 ワシントン大学
アメリカ合衆国 シカゴ大学神学校／ミッドヴィルロンバード神学校
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校熱帯農学部バイオシステム工学科
アメリカ合衆国 アーラム大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学
アメリカ合衆国 ペンシルバニア大学
アメリカ合衆国 マサチューセッツ大学アマースト校
アメリカ合衆国 オハイオ州立大学
アメリカ合衆国 コロラド大学ボルダー校
アメリカ合衆国 南インディアナ大学
アメリカ合衆国 アラスカ大学フェアバンクス校
アメリカ合衆国 イサカ大学
アメリカ合衆国 パーデュー大学
アメリカ合衆国 マイアミ大学
アメリカ合衆国 ミシガン大学情報学大学院
イスラエル テクニオン
イタリア サレルノ大学
インドネシア ボゴール農科大学
エジプト アインシャムス大学
オーストラリア ウーロンゴン大学
オーストラリア モナシュ大学
オーストラリア オーストラリア国立大学
オーストラリア 南オーストラリア大学
オーストラリア 南オーストラリア・フリンダース大学
オーストラリア アデレード大学
オーストリア ウィーン経済・経営大学
オーストリア ヨハネス・ケプラー大学（リンツ）
オランダ デルフト工科大学
オランダ ユトリヒト大学
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学
スロヴェニア リュブリャーナ大学
タイ カセサート大学
タイ キング・モンクット工科大学トンプリ校



タイ タマサート大学科学技術学部
タイ スラナリー工科大学
タイ マヒドン大学
タイ コーンケン大学
タイ チュラロンコン大学
タイ チェンマイ大学
チェコ カレル大学
チュニジア カルタゴ11月7日大学
デンマーク デンマーク王立図書館情報大学
ドイツ チュービンゲン大学
ドイツ バイロイト大学
ドイツ メディア大学
トルコ ボアジチ大学
バングラディシュ ラシャヒ大学
フィリピン フィリピン大学
フランス グルノーブル第1大学
フランス ヴァラシェンヌ・エノー・カンブレシス大学
フランス ベルフォル・モンベリアル工業大学
フランス ヨセフ・フーリエ大学（グルノーブル第1大学）
ポーランド ビアリストーク大学
ポーランド ヤゲロニアン大学（クラコフ大学）
ポーランド ワルシャワ大学
マレーシア マラヤ大学
メキシコ メキシコ大学院大学
ロシア サンクト・ペテルブルク大学
韓国 延世大学校理科大学
韓国 釜山大学校誘電体及び機能材料物理研究センター
韓国 忠南大学校
韓国 延世大学校教育研究所
韓国 高麗大学校
韓国 梨花女子大学校
韓国 大邱大学校
韓国 東亜大学校
韓国 仁荷大学校
韓国 慶北大学校
中国 湖南大学
中国 上海交通大学冷凍及び低温工学研究所
中国 中国科学技術大学
中国 青島海洋大学
中国 北京大学環境科学センター
中国 復旦大学環境科学工程学系
中国 中国農業大学
中国 西北農林科技大学
中国 精華大学
中国 西南交通大学
中国 中国原子能科学研究院
中国 北京大学信息管理学系
中国 吉林大学
連合王国 イーストアングリア大学
連合王国 ウォリック大学
連合王国 マンチェスター大学
連合王国 シェフィールド大学

千葉大学
http://www.chiba-u.jp/international/agreement/univ.html
大学間交流協定校一覧（2005.05.19現在）

国名 市名 学名
アメリカ アラバマ州タスカルーサアラバマ大学（タスカルーサ校）
アメリカ ニューヨーク州ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校
アメリカ メリーランド州メリーランド大学カレッジパーク校
アメリカ カリフォルニアカリフォルニア大学ロスアンゼルス校
アメリカ イリノイ州シカゴイリノイ大学シカゴ校
アメリカ アリゾナ州ツーソンアリゾナ大学
インドネシア ジョグ・ジャカルタガジャマダ大学
インドネシア ジャカルタ インドネシア大学
オーストラリア ビクトリア州クレイトンモナシュ大学
オーストラリア キャンベラ オーストラリア国立大学
オーストラリア ニューサウスウェールズシドニー大学
オーストリア リンツ ヨハネスケプラーリンツ大学
カナダ アルバータ州エドモントンアルバータ大学
タイ ソンクラ プリンス・オブ・ソンクラ大学
タイ バンコク カセサート大学
タイ バンコク チュラロンコーン大学
ドイツ ゲッティンゲンゲオルグ・アウグスト大学ゲッティンゲン
ドイツ ライプツィヒ ライプツィヒ大学
トルコ イスタンブル イスタンブル大学
ハンガリー デブレツェン デブレツェン大学
フィリピン マラウィ ミンダナオ国立大学
フィンランド セイナヨキ セイナヨキ・ポリテクニック
フィンランド ヨエンスー ヨエンスー大学
ブラジル サンパウロ 州立カンピーナス大学
韓国 全州市 全北大学校
中国 湖南省長沙市 湖南大学
中国 北京市 中国農業大学
中国 江蘇省南京市 南京農業大学
中国 上海市 上海交通大学

横浜国立大学
http://www.ynu.ac.jp/exchange/exc_index.html

国名 地名 協定大学名 主な交流内容
アメリカ合衆国 サンディエゴ州立大学 学生交流
アメリカ合衆国 ジョージア大学 教員・学生並びに事務職員の交流、学術文献の交換
アメリカ合衆国 バージニア工科大学 共同研究活動、機関誌・目録・研究成果報告・その他の情報交換、研究・講義・討論のための教員の交流、学習及び研究のための学部学生及び大学院生の交換
アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナ・シャンペイン学習及び研究を目的とした教員及び大学院生の交換、講義・シンポジウム・セミナー及び研究会等への学者の交流、共同研究、学術的な資料及びその他の情報の交換、短期間の特別な学術プログラム
アメリカ合衆国 ベラミン大学 研究者・教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学サクラメント研究者・教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
アメリカ合衆国 ユタ州立大学 研究者・教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
アメリカ合衆国 サンノゼ州立大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報・資料及び刊行物の交換
インド インド工科大学カンプール校 研究者・学生及び事務職員の交流、共同研究及び教育活動の推進、学術情報・資料及び刊行物の交換
オーストラリア オーストラリア国立大学 研究者・教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
オーストラリア シドニー工科大学 研究のための教員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同で行う研究・シンポジウム、セミナーの計画と実施、学術的な資料及びその他の情報の交換
オーストラリア マッコーリ大学 教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
オーストラリア フリンダース大学 教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
オランダ王国 デルフト工科大学 学習及び研究のための教員及び学生の交換、講義・シンポジウム・セミナー及び研究会に参加する学者の交流、共同研究活動、学術的な資料及びその他の情報の交換
カナダ サスカチュワン大学 学生交流，研究者及び教職員交流，共同研究，研究上及びその他出版物の交換，両大学の新たな教育・研究プログラム創出への貢献
カナダ モントリオール工科大学 教育研究プログラムの推進、教員・研究者等の交流、文書の交換・会議の開催、大学院生の交流
ギリシャ共和国 アテネ大学 共同研究活動、講義・講演及び経験の共有のための学者の相互の招待、会議・討論会・シンポジウムに参加する学者の相互の招待、両大学が関心を有する分野での情報の交換、研究及び学習のための教員及び大学院生の交換
スイス連邦 ベルン大学 教員及び学部・大学院学生の交流
チェコ共和国 オストラバ工科大学 研究者・学生及び職員の交流、共同研究及び教育活動の推進、学術情報・資料及び刊行物の交換、両大学が合意したその他の学術交流計画
ドイツ連邦共和国 ザールラント大学 教員並びに学生（大学院レベル）の交流、学術文献の交換、共同研究の推進
ドイツ連邦共和国 アーヘン工科大学 教員並びに学生の交流、学術文献の交換
ドイツ連邦共和国 オスナブリュック大学 教職員及び学生の交流、学術情報の交換、共同研究の推進
ドイツ連邦共和国 エルフルト大学 教員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同で行う研究・講義・シンポジウム・セミナーの計画と実施、学術的な資料及びその他の情報の交換、職員の交流
ニュージーランド オタゴ大学 学生交流，研究者及び教職員交流，共同研究，学術情報，資料及び刊行物の交換
ブラジル連邦共和国 サンパウロ大学 教員及び大学院生の交流、学術情報の交換
フランス共和国 パリ中央工科大学 教員並びに学生（大学院レベル）の交流、学術文献の交換、共同研究の推進
フランス共和国 リヨン第3大学 研究者・教員及び職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
フランス共和国 ポワチエ大学 教職員・研究員及び学生の交流、共同研究
フランス共和国 パリ12大学 学部学生及び大学院生の交換、教員・研究者及び職員の交換、研修・セミナー・シンポジウムなどの共同開催、文書・出版・研究成果の交換などを含む広範囲の情報交換
マダガスカル共和国 アンタナナリボ大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
大韓民国 ソウル市立大学校 情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究及び国際研究集会の実施
大韓民国 高麗大学校 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
大韓民国 淑明女子大学校 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究
大韓民国 嶺南大学校 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報、資料及び刊行物の交換
大韓民国 京畿大学校 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報、資料及び刊行物の交換
中華人民共和国 上海交通大学 教員及び学生の交流、学術情報の交流
中華人民共和国 北京師範大学 教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、学術情報の交換、学術共同研究、国際学術会議の共同開催
中華人民共和国 華東師範大学 教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、学術情報の交換、学術共同研究、国際学術会議の共同開催
中華人民共和国 山西大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報・資料及び刊行物の交換
中華人民共和国 天津大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報、資料及び刊行物の交換
連合王国 シェフィールド大学 教員・研究者の交流、研究協力、学生交流
連合王国 ダーラム大学 情報及び刊行物の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究及び研究集会の実施
連合王国 カーディフ大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、学術情報・資料の交換、共同研究
連合王国 ノッティンガム・トレント大学 研究者及び教職員の交流、学部学生及び大学院生の交流、共同研究、学術情報、資料及び刊行物の交換

東京大学
http://www.u-tokyo.ac.jp/res02/d03_01_j.html

機関別締結状況（アジア）

（平成17年10月現在）
国名 地名 協定大学（機関）名 大学間協定 部局間協定 締結部局

学術 学生 学術 AIKOM （締結年月日）
学生 交流 学生

インド デリー大学 ○ 文学部
スリランカ モラツワ大学 ○ 工学系研究科
タイ アジア工科大学院 ○ 工学系研究科
タイ カセサート大学 ○ 農学生命科学研究科
タイ タマサート大学 ○ 文学部
タイ タマサート大学国際工学部 ○ 工学系研究科
タイ チュラロンコン大学 ○ 工学部・薬学部
タイ チュラロンコン大学 ○ 工学系研究科
タイ 東･東南アジア地球科学計画調整委員会 ○ 工学系研究科
タイ マヒドン大学 ○ 医学系研究科
マレーシア マラヤ大学 ○ 教養学部
シンガポール シンガポール国立大学人文･社会科学部 ○ 東洋文化研究所
シンガポール シンガポール国立大学人文社会学部 ○ 教養学部
シンガポール シンガポール国立大学分子細胞生物学研究所 ○ 医科学研究所
シンガポール ナンヤン工科大学工学部 ○ 工学系研究科
インドネシア インドネシア大学 ○ 社会科学研究所
インドネシア インドネシア大学日本研究センター ○ 社会科学研究所
インドネシア ガジャマダ大学 ○ 教養学部
インドネシア ガジャマダ大学農学部 ○ 農学生命科学研究科
インドネシア パジャジャラン大学 ○ 農学生命科学研究科
インドネシア バンドン工科大学生産工学部 ○ 生産技術研究所
インドネシア ボゴール農科大学 ○ 農学生命科学研究科
フィリピン フィリピン大学 ○ 教養学部
フィリピン フィリピン大学 ○ 経済学部
韓国 韓国外国語大学校東洋語大学 ○ 総合文化研究科
韓国 韓国科学技術院工科大学 ○ 工学系研究科
韓国 韓国科学技術院自然科学部 ○ 理学系研究科
韓国 韓国高等科学院数学部 ○ 数理科学研究科
韓国 韓陽大學建築大學院 ○ 工学系研究科
韓国 光州科学技術院環境モニタリング新技術研究センター ○ 先端科学技術研究センター



韓国 国史編纂委員会 ○ 史料編纂所
韓国 成均館大学校 ○ 工学系研究科
韓国 ソウル大学校 ○ 文学部
韓国 ソウル大学校人文大学 ○ 教養学部
韓国 ソウル大学校看護大学 ○ 医学系研究科
韓国 ソウル大学校環境安全研究所 ○ 環境安全研究センター
韓国 釜山大学校機械技術研究所 ○ 生産技術研究所
韓国 釜山大学校人文大学 ○ 人文社会系研究科
韓国 釜慶大学校海洋科学共同研究所 ○ 海洋研究所
韓国 延世大学校 ○ 人文→工学系研究科
韓国 延世大学校工学部 ○ 工学系研究科
ベトナム ハノイ農科大学 ○ 農学部
ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校 ○ 総合文化研究科
ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校理科大学 ○ 工学系研究科
ベトナム ハノイ国家大学付属人文社会科学大学 ○ 教養学部
ブルネイ ブルネイ・ダルサーラム大学人文・社会科学部 ○ 東洋文化研究所
中国 内蒙古農業大学 ○ 農学生命科学研究科
中国 山東大学文史哲研究院・韓国研究中心 ○ 人文社会系研究科
中国 上海交通大学研究生院 ○ 工学系研究科
中国 重慶大学 ○ 工学系研究科
中国 瀋陽薬科大学 ○ 薬学系研究科
中国 西安交通大学 ○ 工学系研究科
中国 清華大学 ○ 工学部
中国 浙江大学 ○ 工学系研究科
中国 大連工学院（大連理工大学） ○ 生産技術研究所
中国 中国科学院 ○ 医科学研究所
中国 中国科学院高能物理研究所 ○ 宇宙線研究所
中国 中国科学院南京地質古生物研究所 ○ 理学系研究科
中国 中国科学技術大学 ○ 工学部・数理科学研究科
中国 中国社会科学院 ○ 社会科学研究所
中国 中国地震局国際合作司 ○ 地震研究所
中国 中国地震局地質研究所 ○ 地震研究所
中国 中国農業大学 ○ 農学生命科学研究科
中国 中南大学 ○ 工学系研究科
中国 東北林業大学 ○ 農学生命科学研究科
中国 南京大学海外教育学院 ○ 教養学部
中国 南京林業大学 ○ 農学生命科学研究科
中国 復旦大学 ○ 理→東洋文化研究所
中国 復旦大学外事処 ○ 教養学部
中国 武漢大学数学科学学院 ○ 数理科学研究科
中国 北京大学 ○ 人文社会系研究科・総合文化研究科
中国 北京大学海外教育学院 ○ 教養学部
中国 北京大学知的財産権学院 ○ 先端科学技術研究センター
中国 北京大学法学院 ○ 法学政治学研究科
中国 北京外国語大学日本学研究センター ○ 総合文化研究科
中国 北京林業大学 ○ 農学生命科学研究科
中国（香港） 香港大学アジア研究センター ○ 東洋文化研究所
台湾 国立成功大学工学部 ○ 先端科学技術研究センター
台湾 国立台湾大学 ○ 理学系研究科
台湾 国立台湾大学工学院 ○ 生産技術研究所
台湾 国立中正大学工学部 ○ 生産技術研究所

機関別締結状況（中近東・アフリカ・オセアニア・北米・中南米）

イラン シスタン・バルチェスタン大学 ○ 理学系・工学系・農学生命・海洋研
イラン テヘラン大学 ○ 人文社会系研究科
イラン 地球科学研究所 ○ 理学部
トルコ 中東工科大学工学部 ○ 工学系研究科
トルコ ゲブゼ工科大学 ○ 工学系研究科
エジプト カイロ大学 ○ 人文社会系研究科
モロッコ アブデルマレク・エッサーディー大学文学部 ○ 人文社会系研究科
オーストラリア アデレード大学 ○ 宇宙線研究所
オーストラリア クイーンズランド大学 ○ 農学生命科学研究科
オーストラリア シドニー大学 ○ 教養学部
オーストラリア シドニー大学 ○ 教養学部
オーストラリア シドニー大学大学院工学系研究科 ○ 工学系研究科
オーストラリア ニューサウスウェールズ大学理工学部 ○ 工学系研究科
オーストラリア モナシュ大学 ○ 教養学部
ニュージーランド オークランド大学 ○ 教養学部
ニュージーランド オタゴ大学 ○ 教養学部
ニュージーランド オタゴ大学 ○ 教養学部
ニュージーランド カンタベリー大学工学部 ○ 工学部
ニュージーランド マッセイ大学 ○ 農学部
カナダ オタワ大学医学部 ○ 農学生命科学研究科
カナダ トロント大学応用理工学部 ○ 工学系研究科
カナダ トロント大学文理学部 ○ 教養学部
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 ○ 理学部
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学（大学院商・経営学研究科）○ 経済学研究科
アメリカ合衆国 アリゾナ大学 ○ 理学部
アメリカ合衆国 イェール大学国際地域研究センター ○ 総合文化研究科
アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン○ 人文社会系研究科
アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校法科大学院 ○ 先端科学技術研究センター
アメリカ合衆国 インディアナ大学 ○ 理学系研究科
アメリカ合衆国 ウッズホール海洋研究所 ○ 海洋研究所
アメリカ合衆国 ウッズホール海洋研究所 ○ 地震研究所
アメリカ合衆国 オハイオ州立大学医学公衆衛生学部 ○ 医学系研究科
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学 ○ 工学系研究科
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学 ○ 教養学部
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学アーバイン校物理科学部 ○ 宇宙線研究所
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サン・ディエゴ○ 海洋研究所
アメリカ合衆国 クレムソン大学 ○ 工学系研究科
アメリカ合衆国 コロンビア大学東アジア研究所 ○ 社会科学研究所
アメリカ合衆国 コロンビア大学ラモント・ドーティ地球研究所 ○ 海洋研究所
アメリカ合衆国 ジョンズ・ホプキンス大学 ○ 数理科学研究科
アメリカ合衆国 ジョージワシントン大学ロースクール ○ 先端科学技術研究センター
アメリカ合衆国 スウァスモア大学 ○ 教養学部
アメリカ合衆国 スタンフォード大学 ○ 全大学院研究科
アメリカ合衆国 テキサスA&M大学 ○ 工学系研究科
アメリカ合衆国 ハーバード大学 ○ 経済学部
アメリカ合衆国 ハワイ大学 ○ 理学系研究科
アメリカ合衆国 ハワイ大学海洋地球理工学部 ○ 海洋研究所
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校工学部 ○ 生産技術研究所
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校理学部 ○ 宇宙線研究所
アメリカ合衆国 プリンストン大学 ○ 全大学院研究科
アメリカ合衆国 ペンシルベニア大学医学部 ○ 医学系研究科
アメリカ合衆国 ペンシルベニア大学大学院教育学研究科 ○ 教育学研究科
アメリカ合衆国 ペンシルベニア大学ウォートンスクール大学院経済学研究科 ○ 経済学研究科
アメリカ合衆国 ボストン大学大学院文理学研究科 ○ 宇宙線研究所
アメリカ合衆国 マサチューセッツ工科大学 ○ 工学部
アメリカ合衆国 ミシガン大学教養学部 ○ 教養学部
アメリカ合衆国 ミシガン大学医学部 ○ 医学系研究科
アメリカ合衆国 ミシガン大学社会科学総合研究所・総合国際研究所 ○ 人文社会系研究科社会科学研究所
アメリカ合衆国 南カリフォルニア大学薬学部 ○ 薬学系研究科
アメリカ合衆国 メリーランド大学 ○ 海洋研究所
アメリカ合衆国 ユタ大学理学部 ○ 宇宙線研究所
アメリカ合衆国 ワシントン州立大学獣・医学部及び農学・家政学部 ○ 農学生命科学研究科
アメリカ合衆国 ワシントン大学工学部（シアトル） ○ 工学部
アメリカ合衆国 ワシントン大学法科大学院 ○ 先端科学技術研究センター
アメリカ合衆国 ワシントン大学工学部（セントルイス） ○ 生産技術研究所
メキシコ エル・コレヒオ・デ・メヒコ ○ 社会科学研究所・総合文化研究科・人文社会系研究科
ブラジル サンパウロ大学 ○ 工学系研究科
アルゼンチン ラ・プラタ大学 ○ 農学部
チリ チリ・カトリック大学 ○ 教養学部
チリ チリ大学 ○ 理学系研究科

機関別締結状況（ヨーロッパ）

フィンランド ヘルシンキ工科大学 ○ 工学系研究科
スウェーデン ウプサラ大学 ○ 理学系研究科
スウェーデン スウェーデン農科大学 ○ 農学生命科学研究科
スウェーデン ストックホルム王立工科大学 ○ 工学系研究科
スウェーデン ストックホルム・スクール・オブ・エコノミクス ○ 経済学研究科
スウェーデン ストックホルム大学 ○ 理学系研究科
スウェーデン チャルマーズ工科大学 ○ 工学系研究科
スウェーデン リンシェピン大学 ○ 医学系研究科
スウェーデン ルンド大学 ○ 理学系研究科
ノルウェー ノルウェー大学連合（ベルゲン、○ 工学部
イギリス ウォリック大学 ○ 教養学部
イギリス ウォリック大学 ○ 教養学部
イギリス エセックス大学 ○ 工学部・経済学部・法学部
イギリス オックスフォード大学 ○ 先端科学技術研究センター
イギリス オックスフォード大学 ○ 理学部
イギリス ケンブリッジ大学 ○ 情報基盤センター
イギリス サウザンプトン大学 ○ 生産技術研究所
イギリス シェフィールド大学東アジア学部 ○ 社会科学研究所
イギリス ストラスクライド大学 ○ 工学系研究科
イギリス ロンドン大学ユニバーシティカレッジ・理工学部 ○ 工学系研究科
イギリス ロンドン大学ロンドン経済・政治学大学○ 経済学部
オランダ グローニンゲン大学 ○ 理学系研究科
オランダ デルフト工科大学 ○ 工学系研究科
ドイツ カールスルーエ大学 ○ 工学系研究科
ドイツ シュツットガルト大学 ○ 工学系研究科
ドイツ フライブルグ大学 ○ 工学系研究科
ドイツ フライブルグ大学マイクロシステムテクノロジー○ 先端科学技術研究センター
ドイツ フラウンホーファー研究機構 ○ 物性研究所
ドイツ ベルリン自由大学 ○ 社会科学研究所
ドイツ ボッフム・ルール大学 ○ 教養学部・文学部
ドイツ マールブルク・フィリップス大学○ 社会科学研究所
ドイツ マックスプランク固体化学物理研究所 ○ 物性研究所
ドイツ マックスプランク複雑系物理学研究所 ○ 物性研究所
ドイツ マックスプランク知的財産法・競争法・税法研究所 ○ 先端科学技術研究センター
ドイツ ミュンヘン工科大学 ○ 情報理工学系研究科
ドイツ ミュンヘン工科大学 ○ 工学系研究科
ドイツ ミュンヘン・ルートヴィヒ＝マクシミリアン○ 総合文化研究科
ドイツ ミュンヘン・ルートヴィヒ＝マクシミリアン大学 ○ 教養学部
ドイツ ミュンヘン・ルートヴィヒ＝マクシミリアン大学医学部 ○ 医学系研究科
フランス エコール・セントラル・パリ ○ 工学部
フランス エコール・ド・ミント・ナント ○ 工学系研究科
フランス エコール・ノルマル・スューペリユール○ 文学部
フランス エコール・ノルマル・スューペリユール（文学・人文科学リヨン○ 人文社会系研究科
フランス エコール・ポリテクニーク ○ 工学部
フランス 国立政治科学研究院・パリ政治学院 ○ 教養学部
フランス スタンダール・グルノーブル第3大学 ○ 教養学部
フランス ストラスブール大学コンソーシアム（ルイ・パストゥール大学、マルク・○ 教養学部
フランス パリ−グリニョン国立農学院 ○ 農学部
フランス パリ第8大学 ○ 総合文化研究科



フランス パリ地球物理研究所 ○ 地震研究所
フランス ピエール・エ・マリー・キューリー○ 理学部
フランス 東アジア研究所（リヨン第2・第3大学、CNRS） ○ 社会科学研究所
フランス フランス高等研究院 ○ 東洋文化研究所
フランス フランス国立科学研究センター（○ 生産技術研究所
フランス フランス極東学院 ○ 人文社会系研究科
フランス ブレスト国立工科大学ソフトウェア工学研究所 ○ 先端科学技術研究センター
フランス ルイ・パストゥール大学（ストラスブール○ 理学部
フランス ルネ・デカルト大学 ○ 教育学部
フランス ロレーヌ国立総合工科大学 ○ 工学系研究科
スペイン マドリッド・コンプルテンセ大学○ 総合文化研究科
イタリア トリノ工科大学 ○ 工学系研究科
イタリア パドヴァ大学 ○ 文学部
イタリア ピサ高等師範学校 ○ 人文社会系研究科
イタリア フィレンツェ大学 ○ 人文社会系研究科
イタリア ボローニャ大学 ○ 数理科学研究科
イタリア ミラノ大学 ○ 社会科学研究所
イタリア ローマ大学「ラ・サピエンツァ」○ 文学部
イタリア ローマ大学トルベルガータ ○ 先端科学技術研究センター
ギリシャ アテネ大学 ○ 人文社会系研究科
オーストリア ウイーン工科大学 ○ 工学部
オーストリア ウイーン工科大学 ○ 工学部
スイス ジュネーヴ大学 ○ 人文社会系研究科
スイス ジュネーヴ大学 ○ 教養学部
スイス スイス連邦工科大学ローザンヌ ○ 工学系研究科
スイス スイス連邦工科大学チューリッヒ○ 工学系研究科
スイス ポール・シェラー研究所 ○ 素粒子物理国際研究センター
ポーランド ワルシャワ大学 ○ 文学部
ハンガリー ヴェスプレム大学工学部 ○ 生産技術研究所
ハンガリー ブダペスト工科経済大学 ○ 工学系研究科
デンマーク コペンハーゲン大学理学部 ○ 情報理工学系研究科
デンマーク デンマーク工科大学 ○ 工学系研究科
ロシア モスクワ工学物理大学 ○ 工学部
ロシア ロシア国立人文大学 ○ 総合文化研究科
ロシア ロシア科学アカデミー原子核研究所 ○ 宇宙線研究所
ロシア ロシア原子核合同研究所 ○ 理学系研究科
ロシア ロモノーソフ記念モスクワ国立大学○ 人文社会系研究科
スロベニア リュブリアーナ大学生物工学部、建築学部、電気工学部、コンピュータ○ 工学系研究科

一橋大学
http://www.hit-u.ac.jp/ryugaku/oversea_edu/affiliated.html
最終更新日時：2006/02/13

国名 地名 大学名
アメリカ ペンシルヴァニア大学 
アメリカ カリフォルニア大学 
アメリカ クレアモント大学院ピーターF. ドラッカー経営大学院 
アメリカ ヴァージニア大学ダーデン経営大学院 
アメリカ UCLA アンダーソンスクール 
アメリカ ハワイ大学経営学部 
イギリス バーミンガム大学 
イギリス ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ法学部 
イギリス ロンドン・ビジネススクール 
オーストラリア オーストラリア国立大学 
オーストラリア メルボルン大学 
オーストラリア クィーンズランド大学 
オランダ エラスムス大学 
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 
カナダ マギル大学
韓国 ソウル大学校 
スウェーデン ストックホルム経済大学 
中国・香港 香港大学 
ドイツ オスナブリュック大学 
ドイツ ケルン大学 
ドイツ ハイデルベルク大学 
ドイツ マンハイム大学 
ニュージーランド オークランド大学 
フランス HEC経営大学院 
フランス パリ政治学院 

東京外国語大学
http://www.tufs.ac.jp/common/is/university/gaikoku_renkei.html

2005年9月1日現在

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 コーネル大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンディエゴ校
アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学フレズノ校
アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学オルバニー校
アメリカ合衆国 ミルズ大学
イタリア ナポリ東洋大学
イタリア ヴェネツィア大学
イタリア トリノ大学
イタリア ローマ大学「ラ・サピエンツァ」
イラン 農業計画・経済研究センター
イラン アッラーメ・タバータバーイー大学
インド 文部省インド諸語中央研究所
インド インド統計研究所
インド デリー大学
インド 高等コンピューティング開発センター (CDAC)
インドネシア ガジャマダ大学
インドネシア インドネシア科学院社会文化研究センター
インドネシア インドネシア大学
ウズベキスタン タシュケント国立東洋学大学
エジプト カイロ大学
エジプト アイン・シャムス大学
オーストラリア オーストラリア国立大学
オーストリア ウィーン大学
オーストリア オーストリア科学アカデミー
カナダ ブリティシュ・コロンビア大学
カメルーン 国立科学技術研究機構
カンボジア 王立プノンペン大学
コートジボワール共和国 アフリカ演劇コミュニケーション研究・育成・創生センター
シリア ダマスカス大学
シンガポール シンガポール国立大学人文科学部
スイス ジュネーヴ大学
スペイン セビーリャ大学
スペイン ポンペウ・ファブラ大学
スペイン マドリード自治大学
タイ シーナカリンウィロート大学
チェコ カレル大学
ドイツ ビーレフェルト大学
ドイツ ギーセン大学
ドイツ マールブルク大学
ドイツ エアランゲンーニュルンベルク大学
ドイツ ゲッティンゲン大学
トルコ アンカラ大学
トルコ ボアジチ大学
フィリピン フィリピン国立大学
ブラジル ジュイス・デ・フォラ連邦大学
ブラジル リオ・デ・ジャネイロ州立大学
ブラジル パラナー連邦大学
フランス パリ第三大学
フランス チベット言語文化研究所
フランス 国立政治学研究院
フランス フランス国立東洋言語文化学院
フランス 人間科学館
ベトナム 人文・社会科学大学
ベトナム （旧ハノイ総合大学）
ポルトガル コインブラ大学
マリ マリ共和国人文科学研究所
マレーシア マレーシア国立言語・図書研究所
モンゴル モンゴル国立国民大学
ラオス 情報文化省文化研究所
ラオス ラオス国立大学
レバノン ベイルートアメリカン大学
レバノン レバノン大学人文科学部第1部
レバノン ドイツ東洋学会ベイルート・ドイツ東洋学研究所
ロシア ロシア国立人文大学
英国 ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院
英国 リーズ大学
韓国 延世大学校
韓国 ソウル大学校
韓国 韓国外国語大学校
韓国 淑明女子大学校
台湾 国立政治大学
台湾 国立台湾大学
中国 上海外国語大学
中国 北京語言大学
中国 香港中文大学
中国 香港大学
中国 厦門大学

東京農工大学
http://www.tuat.ac.jp/international/List_SisterUniv.shtml

国名 地名 協定大学名
アフガニスタン カブール大学
アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学バッファロー校
アメリカ合衆国 パデュー大学農学部
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学デービス校
アメリカ合衆国 ケント州立大学
インドネシア共和国 ボゴール農科大学
インドネシア共和国 バンドン工科大学
エジプト・アラブ共和国 スエズカナル大学
オランダ王国 デルフト工科大学
ガーナ共和国 ガーナ大学
カザフスタン共和国 カザフ民族大学
カンボジア王国 カンボジア工科大学
カンボジア王国 カンボジア王立農業大学
スウェーデン王国 スウェーデン王立工科大学
スウェーデン王国 ルント工科大学
タイ王国 チュラロンコン大学



タイ王国 カセサート大学
タイ王国 キングモンクット工科大学
タイ王国 マヒドン大学
チェコ共和国 チェコ工科大学
ドイツ連邦共和国 アーヘン工科大学
フィリピン共和国 レイテ州立大学
ブラジル連邦共和国 パウリスタ総合大学
フランス共和国 ボルドー第1大学
フランス共和国 J.フーリエ　グルノーブル第I大学
フランス共和国 ポー大学
ベトナム社会主義共和国 カントー大学
ベトナム社会主義共和国 フエ大学
ポーランド共和国 ジャギロニア大学
ポーランド共和国 ポーランド日本情報工科大学
ミャンマー連邦 イエジン農業大学
ルーマニア ティミショアラ工科大学
ロシア連邦 ハバロフスク工科大学
英国 ヘリオット−ワット大学
英国 リーズ大学
国際連合 国連大学
大韓民国 建國大学校
大韓民国 忠北大学校
大韓民国 慶熙大学校
中華人民共和国 上海理工大学
中華人民共和国 浙江大学
中華人民共和国 北京理工大学
中華人民共和国 南京林業大学
中華人民共和国 華東理工大学
中華人民共和国 東北電力学院
中華人民共和国 中国農業大学
中華人民共和国 雲南農業大学
中華人民共和国 東北林業大学
中華人民共和国 南京農業大学
中華人民共和国 瀋陽農業大学
中華人民共和国 南開大学
中華人民共和国 東華大学
中華人民共和国 東北農業大学
中華人民共和国 長春理工大学
中華人民共和国 貴州大学

東京工業大学
http://www.ryu.titech.ac.jp/~ysep/student/presentation_year.html#2005

Exchange Students' Home Countries and Universities (By Year)
（交換留学生の本国名と大学名）
Country University
（2005年）
China Let's travel to China 
Taiwan National Tsing Hua University 
Korea Korea Advanced Institute of Science and Technology 
Finland Helsinki University of Technology 
France Ecole Nationale Superieure D'Arts et Metiers 
Germany Technical University of Munich 
Indonesia Bandung Institute of Technology 
Iran Sharif University of Technology 
Scotland, U.K. University of Strathclyde 
Sweden Linkoping University and Chalmers University of Technology 
Sweden Royal Institute of Technology 
Thailand Thammasat University 
U.S.A. University of California 
Vietnam Hanoi University of Technology 
（2004年）
Korea Korea Advanced Institute of Science and Technology 
Indonesia Bandung Institute of Technology 
Iran Sharif University of Technology 
Japan Tokyo Institute of Technology 
Mongolia Mongolian University of Science and Technology 
Vietnam Hanoi University of Technology  
Australia University of Melbourne 
Australia University of Technology Sydney 
U.S.A.  University of California Berkeley and University of Washingon 
Finland Helsinki University of Technology 
France Ecole Nationale Superieure D'Arts et Metiers 
Germany Technical University of Munich 
Norway Norvegian University of Science and Technology 
Romania Bucharest 
Sweden Chalmers University of Technology, Linkoping University and Royal Institute of Technology  
Scotland, U.K. University of Strathclyde 

東京芸術大学
http://www.geidai.ac.jp/guid/gaiyou/international.html

平成18年2月13日現在

国名 地名 協定大学（機関）名 対象学部
アメリカ スミソニアン研究所フリーア美術館美術学部・美術館
アメリカ シカゴ美術館附属美術大学 美術学部
イギリス 英国王立音楽院 音楽学部
イギリス 王立北部音楽院 音楽学部
イギリス ユニバーシティ・カレッジ・フォー美術学部
ウズベキスタン ウズベキスタン国立音楽院 音楽学部
オーストラリア 王立メルボルン工科大学（美術学部美術学部
オーストラリア シドニー大学 美術学部
オーストリア ウィーン音楽演劇大学 音楽学部
ドイツ ミュンヘン音楽演劇大学 音楽学部
ドイツ シュトゥットガルト芸術大学 音楽学部
ドイツ ワイマール・バウハウス大学 美術学部
ドイツ ハレ・ブルグ・ギービヒェンシュタイン美術学部
ドイツ シュトゥトガルト美術大学 美術学部
トルコ アナドール大学 美術学部
トルコ ミマール・シナン美術大学 美術学部
フィンランド シベリウス音楽大学 音楽学部
フランス パリ国立高等音楽舞踊院 音楽学部
リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン国立大学 美術学部
韓国 ソウル大学校美術大学 美術学部
韓国 ソウル大学校音楽大学 音楽学部
韓国 韓国芸術綜合学校 美術学部・音楽学部
台湾 国立台南芸術大学 美術学部
中国 中央美術学院 美術学部
中国 中央音楽学院 音楽学部
中国 清華大学美術学院 美術学部
中国 上海音楽学院 音楽学部
中国 中国美術学院 美術学部
中国 新疆芸術学院 美術学部・音楽学部

東京学芸大学
http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokusai/academicexchange/Academicexchange.html

2005年12月1日現在

国名 地名 協定大学名 リンク
アメリカ合衆国 カーセジ大学 http://www.carthage.edu/
アメリカ合衆国 ボールステイト大学 http://www.bsu.edu/
アメリカ合衆国 ハワイ大学ヒロ校 http://hilo.hawaii.edu/
オーストラリア連邦 キャンベラ大学 http://www.canberra.edu.au/
オーストラリア連邦 西シドニー大学 http://www.uws.edu.au/
スウェーデン王国 ヨテボリ大学 http://www.gu.se/
タイ王国 ラジャバト大学プラナコン http://www.pnru.ac.th/
タイ王国 タマサート大学 http://www.tu.ac.th/
タイ王国 シラパコーン大学 http://www.su.ac.th/
ドイツ連邦共和国 トリア大学第Ⅱ学部 http://www.uni-trier.de/
ドイツ連邦共和国 ハイデルベルク大学 http://www.uni-heidelberg.de/
ドイツ連邦共和国 ミュンヘン音楽・演劇大学 http://www.musikhochschule-muenchen.mhn.de/
ドイツ連邦共和国 ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ大学ｴｱﾗﾝｹﾞﾝﾆｭﾙﾝﾍhttp://www.uni-erlangen.de/
フランス共和国 国立東洋言語文化研究院 http://www.inalco.fr/
台湾 国立台湾大学 http://www.ntu.edu.tw/
台湾 台湾師範大学 http://www.ntnu.edu.tw/acad/eng/ntnu.htm
大韓民国 新羅大学校 http://www.silla.ac.kr/
大韓民国 南ソウル大学校 http://www.nsu.ac.kr/
大韓民国 全南大学校 http://www.chonnam.ac.kr/index_korean.html
大韓民国 公州大学校 http://www.kongju.ac.kr/
大韓民国 ソウル市立大学校 http://www.uos.ac.kr/
大韓民国 京畿大学校 http://www.kyonggi.ac.kr/
大韓民国 ソウル教育大学校 http://www.snue.ac.kr
大韓民国 忠南大学校 http://plus.cnu.ac.kr/
大韓民国 延世大学校教育大学院 http://www.yonsei.ac.kr/eng/
大韓民国 韓国教員大学校 http://www.knue.ac.kr/eng/index.htm
中華人民共和国 北京師範大学 http://www.bnu.edu.cn/
中華人民共和国 東北師範大学 http://www.nenu.edu.cn/
中華人民共和国 浙江大学 http://www.zju.edu.cn/
中華人民共和国 首都体育学院 http://www.cipe.net.cn/
中華人民共和国 蘇州大学 http://www.suda.edu.cn/
中華人民共和国 香港中文大学 http://www.cuhk.edu.hk/oal/
中華人民共和国 佳木斯大学 http://www.jmsu.org/gk/
中華人民共和国 華東師範大学 http://www.ecnu.edu.cn/
中華人民共和国 広西師範大学 http://www.gxnu.edu.cn/
中華人民共和国 上海師範大学 http://www.shtu.edu.cn/

東京海洋大学
http://www.kaiyodai.ac.jp/Japanese/exchange/agreement.html

国際交流協定校一覧
（※は学生交流の締結校）

国名 地名 協定大学名
アイスランド共和国 アイスランド大学 ※
アイスランド共和国 アイスランド大学・アイスランド水産研究所
アメリカ合衆国 マサチューセッツ大学アマースト校食品科学科
アメリカ合衆国 マサチューセッツ大学ダートマス校
アメリカ合衆国 アメリカ合衆国商船大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリップス海洋研究所
アメリカ合衆国 テキサス工科大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア海事大学 ※
アメリカ合衆国 ハワイ大学 ※
アラブ首長国連邦 水産資源管理センター
インドネシア共和国 ボゴール農科大学 ※
インドネシア共和国 ジャカルタ商船大学



インドネシア共和国 サムラトゥランギ大学 ※
インドネシア共和国 パティムラ大学
インドネシア共和国 リアウ大学
インドネシア共和国 ディポネゴロ大学
インドネシア共和国 ムラワルマン大学
インドネシア共和国 ハサヌディン大学
エジプト・アラブ共和国 アラブ科学技術海運大学
オーストラリア オーストラリア海事大学 ※
オーストラリア フリンダース大学 ※
オランダ王国 アムステルダム大学
オランダ王国 デルフト工科大学
カナダ ヴィクトリア大学 ※
カナダ ニューファンドランド・メモリアル大学
コスタリカ コスタリカ大学
スウェーデン王国 リンショーピン大学
スペイン カタロニア工科大学
セルビア・モンテネグロ ベオグラード大学輸送交通学部
タイ王国 カセサート大学 ※
タイ王国 チュラロンコン大学 ※
タイ王国 東南アジア漁業開発センター
タイ王国 プリンスオブソンクラ大学 ※
トルコ共和国 エーゲ大学水産学部 ※
トルコ共和国 イスタンブール大学水産学部 ※
トルコ共和国 チャナッカレ・オンセキズ・マルト※
トルコ共和国 イスタンブール工科大学
ノルウェー王国 トロムソ大学ノルウェー水産大学
ノルウェー王国 ノルウェー科学技術大学
フィリピン共和国 フィリピン大学ウィサヤス校 ※
フィリピン共和国 フィリピン大学ディリマン校
ブラジル連邦共和国 連邦セアラ大学
ベトナム ベトナム海事大学
ポーランド共和国 グディニア海事大学
ロシア連邦 極東州立海事大学 ※
英国 スターリング大学
英国 ポーツマス大学
大韓民国 釜慶大学校 ※
大韓民国 麗水大学校 ※
大韓民国 韓国海洋大学校 ※
大韓民国 慶尚大学校 ※
大韓民国 郡山大学校 ※
大韓民国 木浦海洋大学校 ※
中華人民共和国 中国海洋大学 ※
中華人民共和国 大連海事大学 ※
中華人民共和国 哈爾濱商業大学 ※
中華人民共和国 上海海事学院 ※
中華人民共和国 大連水産学院 ※
中華人民共和国 上海水産大学 ※
中華人民共和国 湛江海洋大学 ※
中華人民共和国 上海大学理学院
中華人民共和国 浙江海洋学院 ※
中華人民共和国 華東理工大学
中華人民共和国 安徽光学精密機械研究所

お茶の水女子大学
http://jsl-server.li.ocha.ac.jp/kyoteikou.htm
最終更新日：2005年11月2日

国名 地名 協定大学名
アフガニスタン カブール大学
アメリカ パデュー大学
イギリス オックスフォード大学クイーンズコレッジ
イギリス ケンブリッジ大学ガートンコレッジ
イギリス ロンドン大学・東洋アフリカ研究学院
エジプト マンソウラ大学
オーストラリア モナシュ大学
オーストリア ウィーン工科大学
カナダ カルガリー大学
スロバキア スロバキア工科大学
タイ アジア工科大学
チェコ カレル大学
ドイツ ベルギッシュ大学ヴッペルタール総合大学
フィンランド タンペレ大学
フランス ルイ・パスツール大学（ストラスブール第一大学）
ロシア トムスク国立教育大学
ロシア ロシア連邦国立科学センター理論実験物理学研究所
韓国 梨花女子大学校
韓国 淑明女子大学校
韓国 同徳女子大学校
台湾 国立台湾大学
台湾 国立政治大学
台湾 国立台北芸術大学
中国 北京大学 歴史学系
中国 北京外国語大学

電気通信大学
http://www.uec.ac.jp/kokusai/kouryu-kyotei.html

国名 地名 大学名
アメリカ合衆国 オクラホマ大学
インドネシア バンドン工科大学
エストニア タリン工科大学
オーストラリア シドニー工科大学
オーストラリア ニューカッスル大学
オーストラリア グリフィス大学
オーストラリア アデレード大学
オーストラリア クイーンズランド大学
オーストラリア ウーロンゴン大学
カナダ ビクトリア大学
カナダ モントリオール工科大学
タイ キングモンクット工科大学ラカバン校
ハンガリー ハンガリー科学アカデミー応用物理学研究所
ブラジル 国立ミナス・ジェライス大学
フランス フランス国立高等電気通信大学
ブルガリア ブルガリア科学院
メキシコ メキシコ国立工科大学
ロシア サンクトペテルブルク大学
台 湾 淡江大学
中華人民共和国 中国科学技術大学
中華人民共和国 重慶大学
中華人民共和国 ハルビン工程大学
中華人民共和国 上海交通大学
中華人民共和国 北京郵電大学
中華人民共和国 蘇州大学 
中華人民共和国 電子科技大学 
中華人民共和国 復旦大学
連合王国 クランフィールド大学
連合王国 オックスフォード大学

新潟大学
http://www.niigata-u.ac.jp/gakugai/in/001.html

交流協定締結校一覧

国 名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ミネソタ大学
アメリカ合衆国 イリノイ大学シカゴ校
アメリカ合衆国 オレゴン大学
オランダ王国 ワヘニンゲン大学
カナダ アルバ−タ大学
ドイツ連邦共和国 マグデブルグ・オットーフォンゲーリック大学
大韓民国 仁荷大学校
中華人民共和国 黒龍江大学
中華人民共和国 ハルビン医科大学
中華人民共和国 清華大学
中華人民共和国 北京大学
連合王国 シェフィールド大学
連合王国 ブリストル大学

長岡技術科学大学
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/annai/kouryukyotei.html

国名 地名 協定大学名
アゼルバイジャン アゼルバイジャン科学アカデミーバクー物理学研究所
アメリカ テキサス大学エルパソ校
インド インド工業大学マドラス校
ヴィエトナム ハノイ工科大学
ヴィエトナム ダナン大学
ヴィエトナム ホーチミン市工科大学
ヴィエトナム タイグエン工科大学
ヴィエトナム ニャチャン水産大学
ヴィエトナム 交通通信大学
※ヴィエトナムのハノイ工科大学、ダナン大学、ホーチミン市工科大学、タイグエン工科大学、ニャチャン水産大学の５大学については本学とのコンソーシアム形式の協定を締結している。
ヴェネズエラ シモン・ボリバール大学
オーストラリア シドニー工科大学
オーストラリア オーストラリア原子力科学技術機構
カナダ マニトバ大学
スペイン カタルニア工科大学
タイ タマサート大学
タイ パトムワン工科大学
タイ マヒドン大学
タイ アジア工科大学土木工学部
タイ タイ商工大学
タイ コンケーン大学
チリ チリ大学
ハンガリー ミシュコルツ大学
マレーシア マラヤ大学
メキシコ グアナファト大学
メキシコ ミチョアカナ大学
メキシコ モンテレイ工科大学
メキシコ ヌエボレオン大学
メキシコ モンテレイ大学
メキシコ レジオモンタナ大学
メキシコ 中央教育大学
※メキシコのモンテレイ工科大学、ヌエボレオン工科大学、モンテレイ大学、レジオモンタナ大学、中央教育大学の５大学については本学とのコンソーシアム形式の協定を締結している。
モンゴル モンゴル科学技術大学
ルーマニア レーザー・プラズマ・放射物理学国立研究所



ロシア トムスクポリテクニック大学
韓国 韓国電気技術研究所
韓国 韓国国立全北大学工学部
韓国 ハラ大学
台湾 国立清華大学
中国 大連理工大学
中国 河海大学
中国 浙江大学
中国 河北工業大学
中国 青海大学
中国 華南理工大学
中国 華東理工大学
中国 鄭州大学材料工程学院

上越教育大学
http://www.juen.ac.jp/contents/intro/internat/index.html

 大学間交流協定締結校一覧

国名 地名 協定大学名 コーディネーター
氏名 所属

カナダ ブランドン大学 前川利広 言語系・外国語
イギリス グラスゴー大学 加藤雅啓 言語系・外国語
中国 哈爾濱師範大学 黎子椰 生活健康系・技術
韓国 韓国教員大学校 釜田聡 学校教育総合研究センター
アメリカ合衆国 アイオワ大学 庭野義英 自然系・理科
中国 北京師範大学 黎子椰 生活健康系・技術

富山大学
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/Outline/pdf/g-daigaku.pdf

学術交流協定 【大学間協定】（平成１７年１０月１日現在）

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ウエスタンオレゴン大学
アメリカ合衆国 マーレイ州立大学
インドネシア ハサヌディン大学
エジプト アシュート大学
韓国 大邱韓医大学校
韓国 国民大学校
タイ チェンマイ大学
タイ チュラロンコン大学
タイ マヒドン大学
中国 遼寧大学
中国 瀋陽薬科大学
中国 中日友好医院
中国 中国中医研究院
中国 大連外国語学院
中国 北京大学医学部
中国 大連理工大学
中国 蘭州大学
中国 中国薬科大学
中国 内蒙古医学院
中国 河南師範大学
中国 山東大学
中国 上海大学
中国 渤海大学
中国 東北大学
フィンランド ラハティ・ポリテクニク
マレーシア マレーシア工科大学
ロシア モスクワ物理工科大学
ロシア 極東国立総合大学

金沢大学
http://www.ad.kanazawa-u.ac.jp/exchange/kyouteikou.htm

学術交流協定
国名 地名 協定大学名
アイルランド ダブリン ダブリンシティ大学
アメリカ合衆国 ペンシルバニアペンシルバニア大学
アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク州立大学バッファロー校
アメリカ合衆国 バージニア州ウィリアムズバーグウィリアム・アンド・メアリー大学
アメリカ合衆国 マサチューセッツタフツ大学
アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
イギリス リバプール リバプール・ジョン・モアズ大学
イギリス シェフィールドシェフィールド大学
インド プネー プネー大学
エジプト アシュート アシュート大学
オーストラリア キャンベア オーストラリア国立大学 
オーストラリア メルボルン ロイヤル・メルボルン工科大学
オーストラリア ブリスベン グリフィス大学
スロバキア ブラチスラバ スロバキア工科大学
タイ バンコク チュラロンコン大学
タイ トンブリ モンクット王工科大学トンブリ校
チェコ プラハ カレル大学
ドイツ ジーゲン ジーゲン大学
ドイツ レーゲンスブルクレーゲンスブルク大学
フィンランド ユバスキュラ ユバスキュラ大学
フィンランド ヘルシンキ ヘルシンキ工科大学
フランス ナンシー ナンシー第一大学
フランス ナンシー ナンシー第二大学
ポーランド ルブリン ルブリン工科大学 
ロシア カザン 国立カザン大学
ロシア ウラジオストックロシア科学アカデミー極東支部 
韓国 釜山 東亜大学校
韓国 釜山 釜山国立大学校
韓国 大田 韓国地質資源研究院
台湾 台北 国立台湾師範大学
中国 蘇州 蘇州大学
中国 成都 四川大学（華西医科大学から統合）
中国 ハルビン ハルビン医科大学
中国 北京 北京師範大学
中国 北京 北京工業大学
中国 大連 大連大学
中国 大連 大連理工大学
中国 南京 南京大学

福井大学
http://www.fukui-u.ac.jp/publication/introduction/data/bdy_gakujutsu.html

大学間交流協定
国名 地名 協定校名（機関名）

アメリカ合衆国 ラトガーズ大学
アメリカ合衆国 モントクレア州立大学
アメリカ合衆国 ウースター工科大学
アメリカ合衆国 クレムソン大学
アメリカ合衆国 テキサス大学 M.D.Anderson がんセンター
アラブ首長国連邦 イティハッド大学
インドネシア インドネシア大学
フランス リヨン繊維・化学技術院
フランス メーン大学
ロシア ロシア科学アカデミー応用物理学研究所
ロシア モスクワ工科大学
韓国 東義大学校
台湾 國立雲林科技大學
中国 西安外国語学院
中国 西安理工大学
中国 浙江大学
中国 北京機械工業学院
中国 浙江理工大学
中国 南昌航空工業学院
中国 江南大学
中国 北京化工大学
中国 蘇州大学
中国 中国医科大学
中国 東華大学

部局間交流協定
国名 地名 大学名（機関名） 部局名

アメリカ合衆国 ワシントン大学医学部マリンクロット高エネルギー医学研究センター
インド アンナマライ大学工学部 工学部
オーストラリア シドニー大学 School of Physics工学部
オーストラリア シドニー大学 School of Physics遠赤外領域開発研究センター
カナダ オタワ大学医学部 医学部
スウェーデン ウプサラ大学工学部 工学部
タイ キングモンクト工科大学 工学部
ドイツ ハンブルク大学東洋学部 教育地域科学部
ドイツ カールスルーエ研究センター パルス遠赤外領域開発研究センター
ドイツ シュトゥットガルト大学プラズマ遠赤外領域開発研究センター
バングラデシュ クルナ科学技術大学 工学部
ブルガリア ブルガリア科学アカデミー電子工学研究所遠赤外領域開発研究センター
ポーランド ワルシャワ工科大学化学プロセス工学部
モンゴル モンゴル国立工業大学 工学部
ロシア モスクワ大学物理学部 工学部
ロシア D.Y.Efremov電気物理研究所精密理工学遠赤外領域開発研究センター
ロシア ロシア科学アカデミーシベリア地区物理学研究所工学部
韓国 延世大学工科大学 工学部
韓国 東亜大学校工科大学 工学部
韓国 朝鮮大学校工科大学 工学部
韓国 釜慶大学校工科大学 工学部
韓国 嶺南大学校工科大学 工学部
韓国 釜山大学校師範大学 教育地域科学部
中国 天津工業大学 工学部
中国 内蒙古工業大学 工学部
中国 中国電子科技大学プラズマ研究所遠赤外領域開発研究センター
中国 武漢科技大学城市建設学院 工学部
中国 東南大学動力工程系 工学部
中国 中国科学院南京土壌研究所 工学部
中国 上海理工大学動力工程学院 工学部

山梨大学
http://kymwwwsv.akjim.yamanashi.ac.jp/gakusei/ryugaku/kyoutei.htm



大学間交流協定の締結状況 （2004年3月現在）

国名 地名 協定大学（機関）名 主な交流内容
インドネシア インドネシア大学医学部 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換・短期留学制度
中国 四川大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
中国 天津師範大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
中国 中国医科大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換・短期留学制度
中国 中国科学院化学研究所 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
中国 内蒙古医学院 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換・短期留学制度
中国 中国水利水電科学研究院 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
タイ アジア工科大学院 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
アメリカ合衆国 イースタンケンタッキー大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換・短期留学制度・夏期語学研修（１ヶ月）
アメリカ合衆国 アイオワ大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換
イギリス ダーラム大学 学術交流・夏期語学研修
オーストラリア シドニー工科大学 学生及び研究者交流・共同研究・学術情報交換・短期留学制度

静岡大学
http://www.shizuoka.ac.jp/ryugaku/i-3.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ ネブラスカ州立大学オマハ校
カナダ アルバータ大学
スロバキア コメニウス大学
タイ カセサート大学
ドイツ ブッパータール大学
ハンガリー ブタペスト工科経済大学
フランス ナンシー第2大学
ポーランド ワルシャワ工科大学
ルーマニア アクレサドル・アイオアン・クザ大学
大韓民国 朝鮮大学校
大韓民国 密陽大学校
大韓民国 嶺南大学校
中国 西安電子科技大学
中国 南京大学
中国 復旦大学
中国 浙江大学

浜松医科大学
http://www.hama-med.ac.jp/university/international_exchange/index.html#4

国名 地名 協定大学名 協定等の内容
ドイツ フライブルク大学医学部 学術交流協定
バングラデシュ ダッカ大学 学術交流協定
バングラデシュ シャジャラール科学技術大学 学術交流協定
バングラデシュ ボンゴボンデュ・セイク・ムジブ学術交流協定
ポーランド ビャウィストク医科大学 学術交流協定
韓国 慶北大学校医科大学 学術交流協定
中国 中国医科大学 姉妹校協定
中国 上海第二医科大学 学術交流協定
中国 河南中医学院 学術交流協定
中国 广西医科大学 学術交流協定

豊橋技術科学大学
http://www.tut.ac.jp/intr/in03/in0307/index.html

大学間協定

国 名 地名 協定大学名 内 容
アメリカ カルフォルニア大学バークーレ校教育
アメリカ ウィスコンシン大学マディソン校教育・研究
アメリカ ルイビル大学 教育・研究
イラン マザンダラン大学 教育・研究
インド デリー大学 教育・研究
インドネシア バンドン工科大学 教育・研究
インドネシア ガジャマダ大学 教育・研究
インドネシア シャクアラ大学 教育・研究
インドネシア スラバヤ工科大学 教育・研究
インドネシア ハサヌディン大学 教育・研究
インドネシア アンダラス大学 教育・研究
インドネシア 北スマトラ大学 教育・研究
ヴェトナム ホーチミン市工科大学 教育・研究
エジプト タンタ大学 教育・研究
オーストラリア 西オーストラリア大学 教育・研究
スロバキア ジリナ大学 教育・研究
タイ タマサート大学シリントン国際工学部教育・研究
ドイツ 西サクセン応用科学大学ツヴィカウ教育・研究
ドイツ ルーア大学機械工学部 教育・研究
ドイツ ミュンヘン工科大学 教育・研究
フィンランド ヨエンスー大学 教育・研究
フランス アルビ工科大学 教育・研究
マレイシア マレイシア工科大学 教育・研究
メキシコ 国立工科大学 教育・研究
ルーマニア ブカレスト工科大学 教育・研究
ロシア モスクワ国立大学物理学部 教育・研究
ロシア バイコフ金属冶金材料科学研究所研究
韓国 慶北大学校 教育・研究
韓国 国立ソウル産業大学校 教育・研究
韓国 嶺南大学校 教育・研究
韓国 韓国技術教育大学校 教育・研究
韓国 全北大学校工科大学 教育・研究
韓国 安東大学校 教育・研究
中国 同済大学 研 究
中国 天津大学 教育・研究
中国 東南大学 教育・研究
中国 中国科学院金属研究所 教育・研究
中国 東北大学 教育・研究
中国 清華大学 教育・研究
中国 華中科技大学 教育・研究
中国 沈陽理工大学 教育・研究
中国 北京航空航天大学 教育・研究

名古屋大学
http://www.nagoya-u.ac.jp/index5.html

（2005年10月1日現在）

国名等 地名 協定大学（機関）名 授業料不
徴収協定

アメリカ オバーリン大学
アメリカ ノースカロライナ州立大学 ○
アメリカ ハーバードエンチン研究所
アメリカ シンシナティ大学 ○
アメリカ セント・オラフ大学 ○
アメリカ 南イリノイ大学カーボンデール校○
アメリカ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン○
アメリカ ニューヨーク大学 ○
イギリス シェフィールド大学 ○
イギリス ウォリック大学 ○
イギリス ブリストル大学 ○
イタリア イタリア国立核物理学研究所（INFN)
インド プネー大学
インドネシア ガジャマダ大学 ○
インドネシア スラバヤ国立大学 ○
オーストラリア シドニー大学 ○
オーストラリア モナシュ大学
オーストラリア アデレード大学 ○
オーストラリア 南オーストラリア大学 ○
オーストラリア フリンダース大学 ○
スイス 欧州原子核研究機構（CERN)
タイ カセサート大学 ○
タイ チュラロンコン大学 ○
デンマーク コペンハーゲン大学
ドイツ ブラウンシュバイク工科大学
ドイツ ミュンヘン工科大学 ○
ドイツ ケムニッツ工科大学 ○
ドイツ フライブルク大学 ○
フィリピン 東南アジア地域農業教育研究センター（SEARCA)
ブラジル ブラジリア連邦大学 ○
フランス ルイ・パストゥール大学（ストラスブール第１大学）
フランス ポンゼショセ工科大学 ○
フランス グルノーブルコンソーシアム（ジョセフ・フリエ大学（グルノーブル第一大学）、ピエール・マンデス＝フランス大学（グルノーブル第二大学）、スタンダール大学（グルノーブル第三大学）、グルノーブル理工科大学（グルノーブル第四大学））
フランス ストラスブールコンソーシアム（ルイ・パストゥール大学（ストラスブール第一大学）、マルク・ブロック大学（ストラスブール第二大学）、ロベール・シューマン大学（ストラスブール第三大学））
フランス 日仏共同博士課程（CDFJ)
フランス パリ第７大学-ドニ・ディドロ- ○
中国 南京大学 ○
中国 吉林大学 ○
中国 華中科技大学 ○
中国 清華大学 ＊
中国 復旦大学 ○
中国 西安交通大学 ○
中国 浙江大学 ○
中国 上海交通大学 ○
中国 同済大学 ○
中国 東北大学 ○
中国 北京大学
中国 哈爾濱工業大学 ○
中国 中国科学技術大学 ○
中国 中国科学院上海有機化学研究所

＊21世紀発展研究院と本学国際開発研究科間で授業料等の不徴収が実施されている。

名古屋工業大学
http://www.nitech.ac.jp/gene_inf/g30/g30_130/g30_130z.htm

学術交流協定校一覧
（平成16年4月１日現在）

国名 地名 協定大学名 学生交流 教職員交流 資料情報交流共同研究
アメリカ合衆国 アラバマ大学 ○ ○ ○ ○
アメリカ合衆国 テキサス州立大学サンマルコス校○ ○ ○ ○
イタリア共和国 ミラノ大学 ○ ○ ○ ○
インド アナ大学 ○ ○ ○ ○
インド インド工科大学ボンベイ校 ○ ○ ○ ○
インドネシア共和国 ウダヤナ大学 ○ ○ ○ ○
オーストラリア シドニー工科大学 ○ ○ ○ ○
オマーン国 サルタン・カブス大学 ○ ○ ○ ○



スペイン バレンシア州立工芸大学 ○ ○ ○ ○
タイ王国 タマサート大学 ○ ○ ○ ○
バングラデシュ人民共和国 バングラデシュ工科大学 ○ ○ ○ ○
フィンランド共和国 ヘルシンキ工科大学 ○ ○ ○ ○
ブラジル連邦共和国 ブラジリア大学 ○ ○ ○ ○
フランス共和国 リモージュ大学、国立セラミックス○ ○ ○ ○
フランス共和国 リール国立化学大学院 ○ ○ ○ ○
ルーマニア アレクサンドルー・イオン・クザ○ ○ ○ ○
ロシア連邦 メンデレーフ・ロシア化学技術大学○ ○ ○ ○
大韓民国 漢陽大学校 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 陝西科技大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 清華大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 西安交通大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 浙江大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 北京理工大学 ○ ○ ○ ○
連合王国 インペリアル・カレッジ・サイエンス○ ○ ○ ○
連合王国 リーズ大学 ○ ○ ○ ○

岐阜大学
http://www.gifu-u.ac.jp/~int_exch/ja/kyoutei.htm

■大学間協定　　（2005年8月1日現在　14カ国29大学）

国名 地名 協定大学名 授業料免除 交流対象者
アメリカ合衆国 ウェストヴァージニア大学 有 学生・教官
アメリカ合衆国 サンディエゴ州立大学 有 学生・教官
アメリカ合衆国 ノーザンケンタッキー大学 有 学生・教官
アメリカ合衆国 ユタ州立大学 有 学生・教官
アメリカ合衆国 ユタ大学 有 学生・教官
インドネシア共和国 アンダラス大学 無 学生・教官
オーストラリア シドニー工科大学 有 学生・教官
オ−ストラリア グリフィス大学 有 学生・教官
スウェ−デン王国 ルンド大学 有 学生・教官
タイ王国 カセサート大学 無 学生・教官
タイ王国 チェンマイ大学 有 学生・教官
タイ王国 モンクット王トンブリ工科大学 有 学生・教官
ドイツ連邦共和国 エルフルト大学 有 学生・教官
ハンガリー共和国 ヴェスプレーム大学 有 学生・教官
バングラデシュ人民共和国 ダッカ大学 有 学生・教官
バングラデシュ人民共和国 バングラデシュ農業大学 無 学生・教官
フィリピン共和国 サント・トマス大学 無 学生・教官
ブラジル連邦共和国 カンピーナス大学 有 学生・教官
ベトナム社会主義共和国 ハノイ工科大学 有 学生・教官
大韓民国 ソウル産業大学 有 学生・教官
中華人民共和国 華僑大学 有 学生・教官
中華人民共和国 吉林大学 有 学生・教官
中華人民共和国 広西大学 有 学生・教官
中華人民共和国 江南大学 有 学生・教官
中華人民共和国 中国医科大学 無 学生・教官
中華人民共和国 電子科技大学 有 学生・教官
中華人民共和国 内蒙古農業大学 有 学生・教官
中華人民共和国 浙江大学 有 学生・教官
連合王国 アバテイダンディ大学 有 学生・教官

三重大学
http://www.mie-u.ac.jp/kokusai/index.html#daigakukan

●大学間協定
平成17年4月1日現在　８カ国15大学

国名 地名 協定大学名 
オーストラリア タスマニア大学 
スペイン バレンシア州立工芸大学
タイ コンケーン大学
タイ スラナリー工科大学
タイ チェンマイ大学  
タイ カセサート大学 
ドイツ エアランゲン・ニュルンベルク大学
バングラデシュ バングラデシュ農業大学
フランス 地中海（エクス・マルセイユ第２）大学
大韓民国 東国大学校
大韓民国 梨花女子大学校
中国 江蘇大学 
中国 西安理工大学
中国 天津師範大学
中国 廣西大学

滋賀大学
http://www.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=14:2

大学間交流協定

国名 地名 協定校名 協定の内容
アメリカ合衆国 ミシガン州立大学 研究の交流　教員及び学生の交流　共同研究　平成13年度よりミシガン州立15大学とのコンソーシアム方式
オーストラリア ディーキン大学 著書及び資料の交換　教員・研究者・学生・研究生の交流　教員による交換教授　個々の研究プロジェクトにおける相互協力
タイ チェンマイ大学 教職員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施
タイ プリンス・オブ・ソンクラ大学 教職員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施
ベトナム ハノイ教育大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　学術情報及び資料の交換
メキシコ グアナファト大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　学術情報及び資料の交換
韓国 啓明大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施　学術情報及び資料の交換
韓国 大田大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施　学術情報及び資料の交換
中国 湘潭大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施　学術情報及び資料の交換
中国 東北財経大学 教員及び研究者の交流　学生の交流　共同研究　講義　講演　シンポジウムの実施　学術情報及び資料の交換

滋賀医科大学
http://www.shiga-med.ac.jp/kokusai/gakujyutu/9teiketsu.htm

国際交流締結大学一覧（交流状況）

国名 地名 協定大学（機関）名 交流状況
共同研究 教官交流 学生交流情報交換

アメリカ ミシガン大学 ○ ○ ○
イタリア ローマ大学 ○ ○ ○
カナダ ブリティッシュコロンビア大学 ○ ○ ○
中国 長春市中心医院 ○
中国 中国医科大学 ○ ○ ○ ○
中国 第四軍医大学 ○ ○ ○
中国 北華大学 ○ ○ ○ ○
中国 哈爾濱医科大学 ○ ○ ○ ○
フランス ピカルディー・ジュール・ベルヌ○ ○ ○ ○
フランス アミアンーピカルディ大学病院 ○ ○ ○

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/kenkyu/02_koku/koku02.htm

大学間学術交流協定締結状況 
（平成17年12月1日現在）
国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ウエイン州立大学 
アメリカ合衆国 スタンフォード大学
アメリカ合衆国 ☆ カリフォルニア大学
アメリカ合衆国 ポリテクニック大学
アメリカ合衆国 ブラウン大学
アメリカ合衆国 ☆ ジョージワシントン大学  
アメリカ合衆国 タフツ大学
アメリカ合衆国 ペンシルベニア大学
アメリカ合衆国 ☆ハワイ大学
アメリカ合衆国 ミシガン大学
イスラエル国 テルアビブ大学
イタリア共和国 シェナ大学
イタリア共和国 ボローニヤ大学
イタリア共和国 ピサ大学
オーストラリア ☆ クイーンズランド大学 
オーストラリア ☆ メルボルン大学
オーストラリア ☆ ニューサウスウエールズ大学
オーストラリア ☆ シドニー大学
オーストリア共和国 ☆ ウイーン大学 
オランダ王国 ☆ ライデン大学 
オランダ王国 ☆ ユトレヒト大学
カナダ ☆ トロント大学 
カナダ ☆ ケベック州大学学長校長協議会
カナダ ウォータールー大学
シンガポール共和国 ☆ シンガポール国立大学
スイス連邦 スイス連邦工科大学 
スイス連邦 ☆ ローザンヌ大学
スウェーデン王国 ☆ ウプサラ大学
スウェーデン王国 ☆ ストックホルム大学
スウェーデン王国 ストックホルム王立工科大学
スーダン共和国 ハルツーム大学
タイ国 ☆カセサート大学 
タイ国 タマサート大学
タイ国 チュラロンコン大学
チェコ共和国 カレル大学 
ドイツ連邦共和国 ☆ ベルリン自由大学 
ドイツ連邦共和国 ☆ ミュンヘン大学
ドイツ連邦共和国 ☆ ボン大学  
ドイツ連邦共和国 ☆ ハイデルベルク大学
ドイツ連邦共和国 ☆ フンボルト大学
ニュージーランド ☆ オークランド大学 
フランス共和国 パリ第７大学 
フランス共和国 ☆ストラスブール第一・第二・第三
フランス共和国 ☆グルノーブル大学連合（第一・第二・第三・グルノーブル理工科） 
ベルギー王国 ☆ ルーバンカトリック大学 
メキシコ合衆国 グアダラハラ大学 
ラオス人民民主共和国 ラオス国立大学 
ロシア連邦 モスクワ大学
台湾 国立台湾大学 
大韓民国 ☆ 慶北大学校 
大韓民国 ☆ ソウル大学校
大韓民国 ☆ 延世大学校
大韓民国 高麗大学校
大韓民国 韓国科学技術院
中華人民共和国 西北大学 
中華人民共和国 武漢大学
中華人民共和国 北京大学
中華人民共和国 清華大学



中華人民共和国 復旦大学
中華人民共和国 浙江大学
中華人民共和国 中国科学技術大学
中華人民共和国 香港科技大学
連合王国 ☆サセックス大学 
連合王国 オックスフォード大学
連合王国 ケンブリッジ大学）
連合王国 ノッティンガム大学
連合王国 エジンバラ大学

☆ 授業料不徴収協定締結

京都教育大学
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/kyoumu/international/kyotei.html

国名 地名 協定大学名 ＵＲＬ
オーストラリア アデレード 南オーストラリア大学 http://www.unisa.edu.au/
カナダ ケベック州 ケベック州大学学長連盟加盟大学http://www.crepuq.qc.ca/
カナダ ケベック市 ラヴァール大学 http://www.ulaval.ca/
カナダ モントリオールケベック大学モントリオール校 http://www.uqam.ca/ 
カナダ モントリオールマッギール大学 http://www.mcgill.ca/
カナダ モントリオールコンコルディア大学 http://www.concordia.ca/
タイ バンコク チュラロンコン大学教育学 http://www.chula.ac.th/cuweb_en/
タイ タイ国41地域 タイ国41地域総合大学
タイ スアンスナンタスアンスナンタ地域総合大学 http://www.riss.ac.th/ 
タイ チェンマイ地域チェンマイ地域総合大学 http://www.cmru.ac.th/
タイ プラナコンシアユタヤプラナコンシアユタヤ地域総合大学http://www.aru.ac.th/
韓国 春川市 春川教育大学校 http://www.cnue.ac.kr/english/
中国 上海 上海師範大学 http://iccs.shnu.edu.cn/

京都工芸繊維大学
http://www.kit.ac.jp/07/07_030000.html
国際交流協定大学等一覧
（平成17年4月1日現在）

国 地名 協定大学（研究機関）名
イギリス リーズ大学
イタリア トリエステ大学
インドネシア インドネシア・イスラム大学 
インドネシア バンドン工科大学
シリア ダマスカス大学建築学部 
シンガポール 国立シンガポール大学工学部
スペイン カタロニア工科大学 
スロベニア マリボル大学
タイ カセサート大学
タイ キングモンクート工科大学（トンブリ）
タイ チュラロンコン大学工学部・薬科学部・理学部
タイ マハサラカム大学
タイ マヒドン大学薬学部
ドイツ カイザースラウテルン大学
ドイツ 結晶成長研究所 
ドイツ フライブルグ大学
ドイツ シュツットガルト専門大学
フィンランド ヘルシンキ工科大学BITリサーチセンター 
フランス パリ・ラヴィレット建築大学 
ベトナム カント大学
ベトナム ハノイ工科大学
ベトナム ベトナム科学技術アカデミー化学研究所
ベトナム ベトナム国立大学ホーチミン理科大学
ポーランド ルチェストフ工科大学 
韓国 新羅大学 
韓国 東西大学
韓国 東明情報大学
韓国 釜山大学
韓国 嶺南大学
中国 浙江理工大学
中国 蘇州大学
中国 中国科学院上海珪酸塩研究所
中国 東華大学
米国 アクロン大学
米国 ノースキャロライナ州立大学工学部
米国 ポリテクニック大学
米国 ワシントン大学（セントルイス）

奈良教育大学
http://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/GAKUSEI/canpass-life/gakusei/ryugaku/ryugaku.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ ロック・ヘイブン大学
アメリカ セントラルミシガン大学
タイ ラジャパット・ユニバーシティー41大学
ドイツ ハイデルベルグ大学
フランス リヨン第三大学
ルーマニア ブカレスト大学
韓国 嶺南大学校
中国 西安外国語学院

大阪大学
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/international/exchange/index.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ウェズリアン大学※
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学
アメリカ合衆国 テキサス州 テキサスA&M大学
アメリカ合衆国 ナザレスカレッジロ−チェスタ校
アメリカ合衆国 シアトル ワシントン大学
アメリカ合衆国 ビクトリア州 モナシュ大学
オランダ王国 オランダ グローニンゲン大学
オランダ王国 デルフト デルフト工科大学
カナダ ケベック州大学学長校長協議会
カナダ ブリティッシュブリティッシュ･コロンビア大学
カナダ モントリオールマギル大学
カナダ ハミルトン マックマスター大学
スイス連邦 スイス連邦工科大学ローザンヌ校
スウェーデン王国ストックホルムカロリンスカ大学
スウェーデン王国 スウェーデン王立工科大学（KTH）
スペイン マドリッドアウトノマ大学
タイ王国 タイ王国保健省医科学局
タイ王国 バンコク チュラロンコン大学
タイ王国 マヒドン大学
ドイツ連邦共和国 アーヘン工科大学
ドイツ連邦共和国 ミュンヘン工科大学
ドイツ連邦共和国 ミュンヘンルートゥヴィヒ・マクシミリアン大学
フィンランド共和国オーボ オーボアカデミー大学
フランス共和国 グルノーブル大学連合※（ジョセフ・フルニエ大学など4大学）
フランス共和国 ストラスブール大学連合※（ルイ・パスツール大学など3大学）
フランス共和国 パリ ピエール・マリー・キュリー大学
フランス共和国 フランス国立科学研究センター
ベトナム社会主義共和国 ベトナム国立大学ハノイ校
ベルギー王国 ルーヴァンカトリック大学（UCL）
モンゴル国 モンゴル国立大学
大韓民国 加佐、七岩、統営慶尚大学校
大韓民国 ソウル大学校
大韓民国 光州 全南大学校
大韓民国 ソウル、釜山 釜山大学校
大韓民国 延世大学校
中華人民共和国 上海 上海交通大学
中華人民共和国 西安 西安交通大学
中華人民共和国 北京 清華大学
中華人民共和国 杭州 浙江大学
中華人民共和国 南京 南京大学
中華人民共和国 武漢 武漢大学
中華人民共和国 上海 復旦大学
中華人民共和国 北京 北京大学
連合王国 ノッティンガム大学
連合王国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン

大阪外国語大学
http://www.osaka-gaidai.ac.jp/%7Eryuugaku/partners.htm

国名 地名 協定大学（機関）名 本学窓口担当
アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学マディソン校地域文化学科（専攻語・英語）
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学バークレー校日本語日本文化教育センター
アメリカ合衆国 ジョージア大学 国際文化学科日本語講座
アメリカ合衆国 ベイツ大学 国際文化学科日本語講座
イギリス エセックス大学 地域文化学科（専攻語・英語）
イギリス ロンドン大学東洋アフリカ研究学院国際文化学科開発・環境講座 
イギリス オックスフォード大学 日本語日本文化教育センター
イギリス シェフィールド大学 日本語日本文化教育センター
イタリア ナポリ東洋大学 日本語日本文化教育センター
イラン テヘラン大学 地域文化学科（専攻語・ペルシア語）
エジプト カイロ大学 地域文化学科（専攻語・アラビア語）
オーストラリア モナシュ大学人文学部 日本語日本文化教育センター
オーストリア ウィーン大学 日本語日本文化教育センター
オランダ ライデン大学 日本語日本文化教育センター
シリア ダマスカス大学 地域文化学科（専攻語・アラビア語）
スイス チューリヒ大学 日本語日本文化教育センター
スウェーデン イェーテボリ大学 地域文化学科（専攻語・スウェーデン語）
スペイン バルセロナ自治大学 日本語日本文化教育センター
スペイン バリャドリード大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
タイ コーンケーン大学 地域文化学科（専攻語・タイ語）
タイ シンラパコーン大学 地域文化学科（専攻語・タイ語）
タイ タンマサート大学 地域文化学科（専攻語・タイ語）
タイ チェンマイ大学 地域文化学科（専攻語・タイ語）
タイ ランシット大学 国際文化学科日本語講座
チュニジア カルタゴ11月7日大学 地域文化学科（専攻語・アラビア語）
チュニジア チュニス・エル・マナール大学 地域文化学科（専攻語・アラビア語）
デンマーク コペンハーゲン大学 地域文化学科（デンマーク語）
ドイツ デュッセルドルフ大学 人文学部地域文化学科（専攻語・ドイツ語）国際文化学科日本語講座
ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン地域文化学科（専攻語・ドイツ語）国際文化学科日本語講座
ドイツ ミュンヘン大学日本センター 日本語日本文化教育センター
ニュージーランド ウェリントン・ヴィクトリア大学日本語日本文化教育センター
ノルウェー ベルゲン大学 日本語日本文化教育センター
ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 地域文化学科（専攻語・ハンガリー語）
ハンガリー カローリ・ガーシュパール・カルビン地域文化学科（専攻語・ハンガリー語）
フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 地域文化学科（専攻語・フィリピノ語）



フィリピン フィリピン国立大学 地域文化学科（専攻語・フィリピノ語）
ブラジル ジュイース・デ・フォーラ連邦大学地域文化学科（専攻語・ポルトガル語）
ブラジル リオディジャネイロ州立大学 日本語日本文化教育センター
フランス トゥールーズ・ル・ミライユ大学日本語日本文化教育センター
フランス プロヴァンス大学（エクス・マルセイユ地域文化学科（専攻語・フランス語）
フランス リール政治学院 地域文化学科（専攻語・フランス語）
ベトナム ホーチミン市国家大学 地域文化学科（専攻語・ベトナム語）
ベトナム ハノイ外国語大学 地域文化学科（専攻語・ベトナム語）
ベトナム ハノイ国家大学 地域文化学科（専攻語・ベトナム語）
ベトナム ハノイ師範大学 地域文化学科（専攻語・ベトナム語）
ベトナム ホーンバーン大学 地域文化学科（専攻語・ベトナム語）
ペルー ペルー・カトリック大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
ペルー 聖心女子大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
ベルギー ルーヴァン・カトリック大学 日本語日本文化教育センター
ポルトガル リスボン新大学 地域文化学科（専攻語・ポルトガル語）
メキシコ モレロス州立自治大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
メキシコ メキシコ国立大学院大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
メキシコ メキシコ国立自治大学 地域文化学科（専攻語・スペイン語）
ルーマニア ブカレスト大学 日本語日本文化教育センター
ロシア ウラル大学 地域文化学科（専攻語・ロシア語）
ロシア 極東国立工科大学 国際文化学科日本語講座
韓国 世宗大学校 地域文化学科（専攻語・朝鮮語）
韓国 慶煕大学校 地域文化学科（専攻語・朝鮮語）
中国 上海外国語大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 北京語言大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 北京外国語大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 復旦大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 北京師範大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 華中師範大学 地域文化学科（専攻語・中国語）
中国 山東交通学院 国際文化学科日本語講座
中国 香港大学専業進修学院 日本語日本文化教育センター

大阪教育大学
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/exchanges.html

交流協定締結校一覧
2006年1月18日現在

国名 地名 協定大学（機関）名 学生交流 学術交流
アメリカ合衆国 イースト・カロライナ大学 ○ ○
アメリカ合衆国 ノースカロライナ大学ウィンミントン○ ○
オーストラリア連邦 モナシュ大学 ○ ○
オーストラリア連邦 グリフィス大学 ○ ○
スウェーデン王国 ヴェクシェー大学 ○ ○
タイ王国 タイ王国41地域総合大学 ○ ○
ドイツ連邦共和国 エアランゲン・ニュルンベルグ大学○ ○
フランス共和国 ジャン・ムーラン−リヨン第三大学○ ○
英国 チェスター大学 ○ ○
英国 ロンドン大学教育研究所 ○
大韓民国 梨花女子大学 ○ ○
大韓民国 ソウル教育大学校 ○ ○
中華人民共和国 東北師範大学 ○ ○
中華人民共和国 北京師範大学 ○
中華人民共和国 同済大学 ○ ○
中華人民共和国 河北師範大学 ○ ○

神戸大学
http://www.kobe-u.ac.jp/international/affiliated.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ エモリー大学
アメリカ ワシントン大学
アメリカ テキサス大学オースティン校
アメリカ カリフォルニア海事大学
アメリカ メイン海事大学
イタリア フェラーラ大学
インドネシア スラバヤ工科大学
インドネシア インドネシア大学
オーストラリア オーストラリア商船大学
オーストラリア クイーンズランド大学
カナダ ダルハウジ大学
韓国 慶北大学校
韓国 漢陽大学校
韓国 釜山国立大学
韓国 木浦大学校
韓国 成均館大学校
韓国 韓国海洋大学校
韓国 国立群山大学校
韓国 木浦海洋大学校
韓国 国立済州大学
韓国 国立全南大学校
スウェーデン 世界海事大学
タイ タマサート大学
中国 復旦大学
中国 中国農業大学
中国 山東大学
中国 中山大学
中国 華東師範大学
中国 中国医科大学
中国 北京大学
中国 西安交通大学
中国 中南財経政法大学
中国 中国人民大学
中国 上海海事大学
中国 大連海事大学
デンマーク オーフス大学
トルコ イスタンブール工科大学
フィリピン フィリピン大学ロスバーニョス校
フィリピン デラサール大学
フィリピン フィリピン大学ディリマン校
ブラジル パラナ工学教育連合大学
ブラジル 州立ロンドリーナ大学
ブラジル リオデジャネイロ州立大学
フランス ニース＝ソフィア・アンチポリス大学
フランス ラ・レユニオン大学
フランス リヨン工科大学
ブルガリア プロブディフ農科大学、遺伝子工学研究所、コムギ・ヒマワリ研究所
ベトナム ベトナム国家社会人文科学大学
モンゴル ウランバートル大学
モンゴル モンゴル科学技術大学
ラオス ラオス国立大学
ルーマニア バベシュ・ボヤイ大学
台湾 国立台湾大学
台湾 国立台湾海洋大学
連合王国 シェフィールド大学
連合王国 ミドルセックス大学
連合王国 グラスゴー大学
連合王国 バーミンガム大学
連合王国 エセックス大学

兵庫教育大学
http://www.office.hyogo-u.ac.jp/stu/ryugaku/ryukoku/index.html

交流協定締結大学一覧
平成１７年４月１日現在

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学
アメリカ合衆国 オークレア校
アメリカ合衆国 ヴァンダービルト大学
アメリカ合衆国 ピーボディ教育学部
タイ王国 タイ国地域総合大学（４１大学）
ニュージーランド ワイカト大学
大韓民国 ソウル教育大学校
大韓民国 大邱教育大学校
中華人民共和国 華南師範大学
中華人民共和国 海南師範大学
中華人民共和国 湖南理工学院

岡山大学
http://www.okayama-u.ac.jp/user/kokusai/

大学間協定（平成１８年１月１日現在）

国名 地名 協定大学（機関）名 主管部局等
中国 東北師範大学 教育学部
中国 内蒙古農業大学 農学部・環境理工学部
中国 鄭州大学 工学部・環境理工学部
中国 北京航空航天大学 工学部
中国 中国科学院昆明植物研究所 農学部・資源生物科学研究所
中国 大連軽工業学院 理学部・農学部
中国 鞍山科技大学 理学部・工学部
インドネシア ボゴール農科大学 農学部・資源生物科学研究所
韓国 光州科学技術院 理学部・医学部
韓国 成均館大学校 薬学部・農学部
モンゴル モンゴル国立農業大学 自然科学研究科・環境学研究科
ミャンマー ミャンマー国保健省医科学局及び医歯薬学総合研究科
タイ マヒドン大学 留学生センター
タイ メジョー大学 留学生センター
トルコ カラデニーズ工科大学 工学部・農学部
トルコ エーゲ大学 理学部・工学部
オーストラリア サウスオーストラリア大学 工学部
オーストラリア アデレード大学 留学生センター
フランス グルノーブル第一大学 理学部
ドイツ ハノーファー大学 工学部・環境理工学部
イタリア ミラノ工科大学 工学部・環境理工学部
ポーランド アダム・ミﾂキエヴィチ大学 理学部・環境理工学部
セルビア・モンテネグロ ノヴィサド大学 農学部・環境理工学部
英国 シェフィールド大学 留学生センター
英国 サリー大学 留学生センター
英国 カーディフ大学 工学部・環境理工学部
英国 エジンバラ大学 文学部・経済学部
アメリカ合衆国 サンノゼ州立大学 留学生センター
アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学イーストベイ留学生センター
アメリカ合衆国 カンザス大学 留学生センター
アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学ストーニーブルック留学生センター



アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学フラートン留学生センター
アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナシャンペイン留学生センター
アメリカ合衆国 南オレゴン大学 法学部・教育学部
アメリカ合衆国 メリーランド大学ボルチモア校 医歯薬学総合研究科
アメリカ合衆国 アリゾナ州立大学 法学部・工学部

鳥取大学
http://www.tottori-u.ac.jp/international/contents/agree050830.htm

大学間協定（16か国42機関）
（平成17年8月30日現在）

国名 地名 大学（機関）名
アメリカ合衆国 ネバダ大学リノ校
アメリカ合衆国 コロラド州立大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学デービス校
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学バークレー校
イスラエル ヘブライ大学
インドネシア セベラス・マレット大学
エジプト・アラブ共和国 国立水研究センター
カナダ ウォータールー大学
スウェーデン カールスタット大学
スーダン スーダン農業研究機構
トルコ ムスタファ  ケマル大学
ノルウェー ノルウェー科学技術大学
フィリピン 森林生産物開発研究所
フィンランド ミッケリ工芸大学
メキシコ 南バハカリフォルニア自治大学
メキシコ メキシコ北西部生物学研究センター
ロシア サンクト・ペテルブルグ海洋工科大学
韓国 忠南大学校
韓国 嶺南大学校
韓国 韓国海洋大学校
韓国 釜慶大学校
韓国 江原大学校
韓国 全北大学校
韓国 春川教育大学校
韓国 江陵大学校
中国 河北医科大学
中国 中国科学院蘭州沙漠研究所
中国 西安科技大学
中国 内蒙古師範大学
中国 青島大学
中国 北京林業大学
中国 内蒙古農業大学
中国 東北大学
中国 遼寧省林業科学研究院
中国 中国科学院水利部水土保持研究所
中国 中国科学院石家荘農業現代化研究所
中国 東北農業大学
中国 中国農業大学
中国 広西医科大学
中国 新疆農業大学
中国 北京師範大学
連合王国 ノッティンガム大学

広島大学
http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kokusai/kyotei/index.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ミシガン大学
アメリカ合衆国 ハワイ大学
アメリカ合衆国 ミネソタ大学
アメリカ合衆国 メリーランド大学
アメリカ合衆国 フロリダ州立大学
アメリカ合衆国 ランドルフメーコン大学
アメリカ合衆国 アラバマ大学
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校
アメリカ合衆国 イースト・カロライナ大学
アメリカ合衆国 ネバダ大学リノ校
アメリカ合衆国 メリーランド大学ボルチモア校
アメリカ合衆国 ハワイ大学ヒロ校
インドネシア共和国 北スマトラ大学
インドネシア共和国 ハサヌディン大学
インドネシア共和国 ブライジャヤ大学
インドネシア共和国 インドネシア大学
インドネシア共和国 ディポネゴロ大学
インドネシア共和国 カトリック・パラヤンダン大学
インドネシア共和国 インドネシア科学院
オーストラリア ニューイングランド大学
オーストラリア ラ・トローベ大学
オーストリア グラーツ大学
オランダ王国 アムステルダム大学
カザフスタン共和国 セミパラチンスク地域がんセンター
カザフスタン共和国 セミパラチンスク病理診断局
カザフスタン共和国 国立セミパラチンスク医科大学
カザフスタン共和国 セミパラチンスク救急病院
カザフスタン共和国 カザフ放射線医学環境研究所
カナダ カルガリー大学
カナダ セイント・メアリーズ大学
シンガポール共和国 南洋工科大学
スウェーデン王国 リンシューピン大学
スウェーデン王国 マルメ大学
セルビア・モンテネグロ国 ベオグラード大学
タイ王国 タマサート大学
タイ王国 カセサート大学
タイ王国 チュラロンコン大学
ドイツ連邦共和国 チュービンゲン大学
ドイツ連邦共和国 ハノーファー医科大学
ドイツ連邦共和国 オスナブリュック大学
ニュージーランド オークランド大学
フィリピン共和国 フィリピン大学ディリマン校
フランス共和国 パリ第４大学フランス文明研究センター
フランス共和国 リヨン第１大学
ポーランド共和国 ワルシャワ農業大学
ポーランド共和国 グダニスク大学
マレーシア マラヤ大学
ロシア連邦 トムスク工科大学
ロシア連邦 モスクワ国立教育大学
ロシア連邦 トムスク教育大学
大韓民国 釜山大学校
大韓民国 慶北大学校
大韓民国 嶺南大学校
大韓民国 韓国教員大学
中華人民共和国 復旦大学
中華人民共和国 中国科学院
中華人民共和国 南開大学
中華人民共和国 北京師範大学
中華人民共和国 大連理工大学
中華人民共和国 燕山大学
中華人民共和国 首都師範大学
中華人民共和国 華中科技大学
中華人民共和国 温州師範学院
中華人民共和国 上海交通大学
中華人民共和国 四川農業大学
中華人民共和国 北京航空航天大学
連合王国 オックスフォード大学ウォーダムカレッジ
連合王国 サセックス大学
連合王国 リーズ・メトロポリタン大学
連合王国 レスター大学
連合王国 シェフィールド大学

島根大学
http://www.shimane-u.ac.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=UBCS0J060&t=UBCS1&l=J&f=&p=&o=155::1120::1972

大学間交流協定校等
（2005年8月１日現在）

国名 地名 協定大学名 協定内容 授業料不徴収

アメリカ合衆国 セントラル・ワシントン大学 学術・学生交流○
アメリカ合衆国 ケント州立大学 学術・学生交流
アメリカ合衆国 カリフォルニア大学デイビス校 学術・学生交流
アメリカ合衆国 アーカンソー大学 学術・学生交流○
インドネシア共和国 アンダラス大学 学術・学生交流○
エジプト・アラブ共和国 セオドール・ビルハルツ研究所 学術・学生交流
スウェーデン国 リンショーピン大学 学術・大学院生交流
ドイツ連邦共和国 ロストック大学 学術・学生交流○
ネパール王国 トリブバン大学 学術・学生交流○
フランス共和国 ジャン・ムーラン・リヨン第３大学学術・学生交流○
フランス共和国 オルレアン大学 学術・学生交流○
フランス共和国 アンリ・ポワンカレ・ナンシー第学術・学生交流○

（交流分野の指定有）
モンゴル国 モンゴル工科大学 学術・学生交流○
モンゴル国 国立モンゴル健康科学大学 学術・学生交流
モンゴル国 モンゴル国立農業大学 学術・学生交流○
大韓民国 釜山教育大学校 学術・学生交流○
大韓民国 慶尚大学校 学術・学生交流○
大韓民国 慶北大学校農業生命科学大学 学術・学生交流○
大韓民国 ソウル産業大学校 学術・学生交流○
大韓民国 延世大学 学術・学生交流
中華人民共和国 瀋陽体育学院 学術・学生交流○
中華人民共和国 東北林業大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 南京林業大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 中国農業大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 寧夏大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 北京林業大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 吉林大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 河北師範大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 大連大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 上海交通大学医学院 学術・学生交流
中華人民共和国 寧夏医学院 学術・学生交流
中華人民共和国 北京師範大学 学術・学生交流○
中華人民共和国 中国人民大学経済学院 学術・学生交流
中華人民共和国 山東大学 学術・学生交流○



山口大学
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kokusai/dip/layer4/dip_data_kyoutei.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 オクラホマ大学
オーストラリア ニューカッスル大学
カナダ リジャイナ大学
タイ カセサート大学
タイ ソンクラ王子大学
タイ コンケン大学
タイ チェンマイ大学
タイ シーナカリンウイロット大学
ドイツ エアランゲン・ニュルンベルク大学
大韓民国 仁荷大学校
大韓民国 公州大学校
大韓民国 釜山大学校
大韓民国 韓国外国語大学校
大韓民国 国立慶尚大学校
中華人民共和国 山東大学
中華人民共和国 北京師範大学
中華人民共和国 武漢理工大学
中華人民共和国 貴州大学
連合王国 シェフィールド大学

徳島大学
http://www.isc.tokushima-u.ac.jp/kaigairyugaku/kaigaitannki_2005.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ Southern Illinois University, Carbondale, Center of English as Second Language (CESL)
イギリス University of Wales, Swansea, Center of Applied Language Studies (CALS)
ニュージーランド University of Auckland, English Language Academy (ELA)
中国 復旦大学

鳴門教育大学
http://www.naruto-u.ac.jp/shyomu/ss-kokusaikoryu.htm
大学間交流協定締結校 

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 ピュージェット・サウンド大学
オーストラリア アデレード大学
タイ国 シーナカリンウィロート大学
ドイツ連邦共和国 リューネブルク大学
ラオス人民民主共和国 ラオス人民民主共和国教育省教員養成局
大韓民国 光州教育大学校
大韓民国 京仁教育大学校
大韓民国 釜山大学校師範大学・教育大学院
中華人民共和国 四川大学
中華人民共和国 南開大学
中華人民共和国 青島大学
中華人民共和国 北京師範大学
南アフリカ共和国 プレトリア大学

香川大学
http://www.kagawa-u.ac.jp/univ/kouryu/kokusai.htm#2-1
大学間協定（平成１７年４月１日現在）

国名 地名 協定大学名 交流内容
研究者 学生 単位互換授業料不徴収

アメリカ合衆国 ルイビル大学 ○ ○ ○ ×
アメリカ合衆国 コロラド州立大学 ○ ○ × ×
タイ王国 カセサート大学 ○ ○ ○ ○
タイ王国 チェンマイ大学 ○ ○ ○ ○
タイ王国 メチョー大学 ○ ○ ○ ○
ドイツ連邦共和国 ミュンヘン工科大学 ○ ○ ○ ○
ドイツ連邦共和国 ヴィースバーデン大学 ○ ○ ○ ○
フランス共和国 サボア大学 ○ ○ ○ ○
台湾 国立政治大学 ○ ○ ○ ○
大韓民国 韓国海洋大学校 ○ ○ ○ ○
大韓民国 大邱大学校 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 南京農業大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 上海大学 ○ ○ ○ ○
中華人民共和国 ハルビン工程大学 ○ ○ ○ ○

高知大学
http://www.kochi-u.ac.jp/JA/sonota/ir/guide/gaikokuryu.html

国名 地名 大学名 形態 区分 内容
アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学フレズノ公立 大学間 学術交流及び学生交流
アメリカ合衆国 ミシシッピ州立大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
インド コウチ科学技術大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
インドネシア共和国 ウンタグ スラバヤ大学 私立 大学間 学術交流及び学生交流
インドネシア共和国 ブラビジャヤ大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
インドネシア共和国 チェンデラワシ大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
インドネシア共和国 ハルオレオ大学 国立 部局間 学術交流及び学生交流
オーストラリア クイーンズランド大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 医学部公立 大学間 学術交流及び学生交流
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学応用科学部公立 大学間 学術交流及び学生交流
タイ王国 コンケン大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
タイ王国 カセサート大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
タイ王国 チュラロンコン大学海洋資源研究所国立 部局間
タイ王国 タイ王国農林水産省水産庁 国立 部局間 学術交流
チェコ共和国 南ボヘミア大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
チェコ共和国 チェコ科学アカデミー昆虫学研究所国立 大学間 学術交流及び学生交流
チリ共和国 ノルテ・カトリカ大学 私立 大学間 学術交流及び学生交流
ベトナム社会主義共和国 ハノイ工科大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
ベトナム社会主義共和国 ハノイ科学大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
ボリビア共和国 ラ・パス大学（旧 サン ・アンドレス公立 部局間
メキシコ合衆国 国立ポリテク工科大学 応用研究所国立 大学間 学術交流及び学生交流
メキシコ合衆国 サルティジョ工科大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
大韓民国 徳成女子大学 私立 大学間 学術交流及び学生交流
大韓民国 漢陽大学校 私立 大学間 学術交流及び学生交流
大韓民国 韓瑞大学 私立 大学間 学術交流及び学生交流
大韓民国 ソウルスポーツ大学院大学校 私立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 佳木斯大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 陜西科技大学（旧西北軽工業学院公立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 揚州大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 中国海洋大学（旧青島海洋大学）国立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 内蒙古農業大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 華南農業大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 上海交通大学 国立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 安徽大学 公立 大学間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 瀋陽薬科大学 国立 部局間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 上海第二医科大学 公立 部局間 学術交流及び学生交流
中華人民共和国 首都医科大学 公立 部局間 学術交流及び学生交流

九州大学
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

【大学間学生交流協定】 （2005年11月現在）

国名 地名 協定大学名
アメリカ合州国 ウィスコンシンウィスコンシン大学マディソン校
アメリカ合州国 ワシントン州シアトルワシントン大学
アメリカ合州国 ニュージャージープリンストン大学
アメリカ合州国 テキサス州ヒューストンライス大学
アメリカ合州国 ミシガン州アンアーバーミシガン大学
アメリカ合州国 ノースカロライナデューク大学
アメリカ合衆国 ペンシルバニアグローブシティ大学
アメリカ合衆国 オハイオ州 ケンヨン大学
アメリカ合衆国 ケンタッキー州ベレア大学
アメリカ合衆国 コネチカット州イエール大学
アメリカ合衆国 メリーランド州ガウチャー大学
アメリカ合衆国 ジョージア州 ジョージア大学
インド チェンナイ インド工科大学マドラス校（予定）
インドネシア ジョグジャカルタガジャマダ大学
オーストラリア クィーンズランド大学
カナダ オンタリオ クイーンズ大学
カナダ  トロント トロント大学
シンガポール シンガポール大学
シンガポール シンガポール市シンガポール・マネジメント大学
タイ王国 バンコク市 マヒドン大学
タイ王国 バンコク市 チュラロンコン大学
タイ王国 バンコク市 タマサート大学
ドイツ連邦共和国ミュンヘン市 ルードウィッヒ・マクシミリアン大学
ドイツ連邦共和国ミュンヘン市 ミュンヘン工科大学
ドイツ連邦共和国シュトュットガルトホーエンハイム大学
フィリピン ケソン市 フィリピン大学
フィリピン共和国マニラ市 アテネオ・デ・マニラ
フランス共和国 エコール・ナショナル・スーペリウール・ド・テクニック・アヴァンセ
フランス共和国 エコール・ノーマル・スーペリウール・ド・カシャン
フランス共和国 エコール・スーペリウール・デレクトリシテ
フランス共和国 エコール・ポリテクニック
フランス共和国 グルノーブル市グルノーブルコンソーシアム（ジョセフ・フーリエ大学、ピエール・マンデス大学、スタンダール大学、グルノーブル理工科大学）
フランス共和国 ストラスブールストラスブールコンソーシアム （ルイ・パスツール大学、マルク・ブロック大学、ロバート・シューマン大学）
ベルギー王国 ルーヴァン・ラルーヴァン・カトリック大学
ベルギー王国 ルーヴァン市 レウヴェン・カトリック大学
台湾 台北市 国立台湾大学
大韓民国 全南大学校
大韓民国 ソウル市 ソウル大学校
大韓民国 大田市 忠南大学校
大韓民国 釜山市 釜山大学校
大韓民国 ソウル市 梨花女子大学校
大韓民国 ソウル市 延世大学校
大韓民国 ソウル市 西江大学校
大韓民国 ソウル市 慶熙大学校
大韓民国 慶尚北道 浦項工科大学校
大韓民国 大邱市 慶北大学校
大韓民国 済州市 済州大学校
大韓民国 南道晋州市 慶尚大学校
中華人民共和国 広州市 華南理工大学
中華人民共和国 北京市 清華大学
中華人民共和国 新彊ウイグル自治区新彊師範大学
中華人民共和国 香港 香港大学
中華人民共和国 香港 香港中文大学
中華人民共和国 杭州市 浙江大学
中華人民共和国 上海市 上海交通大学



中華人民共和国 上海市 復旦大学
中華人民共和国 北京市 中国人民大学
中華人民共和国 江蘇省南京市 南京大学
連合王国 バーミンガム市バーミンガム大学
連合王国 マンチェスターマンチェスター大学
連合王国 ブリストル ブリストル大学
連合王国 グラスゴー市 グラスゴー大学
連合王国 シェフィールドシェフィールド大学
連合王国 ニューカッスルニューカッスル・アポン・タイン大学

九州工業大学
http://www.kyutech.ac.jp/top/international/agreement/index.html

国名 地名 協定大学（機関）名 締結部局 協定内容
アメリカ合衆国 オールドドミニオン大学 全学 教育及び学術交流
アメリカ合衆国 メイン大学 全学 教育及び学術交流
イギリス クランフィールド大学 全学 教育及び学術交流
イギリス サリー大学 全学 教育及び学術交流
インド インド工業大学デリー 全学 教育及び学術交流
インドネシア バンドン工科大学 全学 教育及び学術交流
オーストラリア シドニー工科大学 全学 教育及び学術交流
オーストラリア モナシュ大学 全学 教育及び学術交流
オーストラリア ウォロンゴン大学 全学 教育及び学術交流
タイ タマサート大学 シリンドホーン教育及び学術交流
タイ カセサート大学 理学部生命体工学研究科教育及び学術交流
ニュージーランド オークランド工科大学知識工学・生命体工学研究科教育及び学術交流
パキスタン メヘラン工学技術大学 全学 教育及び学術交流
バングラデシュ クルナ技術大学 全学 教育及び学術交流
フランス ナンシー工科大学 全学 教育及び学術交流
フランス 国際宇宙大学 全学 教育及び学術交流
ボーランド ニコラスコペルニクス大学 物理・天体・情報学部生命体工学研究科教育及び学術交流
マレーシア プトラ大学 全学 教育及び学術交流
大韓民国 昌原大学校 全学 教育及び学術交流
大韓民国 忠州大学校 全学 教育及び学術交流
大韓民国 韓国海洋大学校 全学 教育及び学術交流
大韓民国 浦項工科大学校脳科学研究所 生命体工学研究科教育及び学術交流
大韓民国 釜山大学校 全学 教育及び学術交流
中華人民共和国 山東大学 全学 教育及び学術交流
中華人民共和国 華東交通大学 全学 教育及び学術交流
中華人民共和国 北京科技大学（旧北京鋼鉄学院）全学 教育及び学術交流
中華人民共和国 清華大学熱能工程系 工学部 教育交流
中華人民共和国 北京大学力学与工程科学系 工学部 教育及び学術交流
中華人民共和国 中国農業大学理学院 工学部 教育及び学術交流
中華人民共和国 復旦大学脳科学研究センター 生命体工学研究科教育及び学術交流
中華人民共和国 大連理工大学環境生命学院 生命体工学研究科教育及び学術交流

福岡教育大学
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/guide/06.html

国名 地名 協定大学名 締結内容 
中華人民共和国 大連 遼寧師範大学 学生交流学術協力 
オーストラリア キャンベラ市 キャンベラ大学 学生交流学術協力 
大韓民国 釜山市 釜山教育大学校 学生交流学術協力 
アメリカ合衆国 アリゾナ州フラッグスタッフ北アリゾナ大学 学生交流学術協力

佐賀大学
http://www.sao.saga-u.ac.jp/ryugakusei/ses/genjyo1.htm

国名 地名 協定大学（機関）名
インドネシア ガジャマダ大学農学部
タイ王国 コンケン大学農学部
マレーシア パータニアン大学農学部
英国 グラスゴー大学
英国 ロンドン大学インペリアカレッジ
韓国 全南大学校農科大学
中国 北京工業大学
中国 中国社会科学院世界経済政治研究所
中国 中国科学院長春応用化学研究所
米国 アンダーソン大学
米国 リッチモンド大学
など１９カ国７３大学等との間に学術交流協定を締結し，それぞれの大学と交流を図っています。

長崎大学
http://www.nagasaki-u.ac.jp/gakusai/kokusai/kyotei-itiran.pdf

平成17年12月1日現在

国名 地名 協定大学（機関）名 締結（主管）部局
アメリカ サウス・カロライナ大学 （水産）
アメリカ ミシガン州立大学人間医学部 （薬学）
アメリカ アリゾナ大学 （環境）
アメリカ メリーランド大学バルチモア校 （医歯薬）
イギリス シェフィールドハラム大学シェフィールドビジネススクール経済学部
イギリス ユニバーシティカレッジ・ロンドン（薬学）
イギリス グレイ癌研究所 （医歯薬）
イギリス 南西ウェールズがん研究所 （医歯薬）
イタリア ラクイラ大学工学部 工学部
イタリア トリノ工科大学 （工学）
イタリア ナポリ大学フェデリコⅡ （工学）
インドネシア サムラトランギ大学 （水産） 
インドネシア トリサクティ大学 （歯学）
インドネシア アイルランガ大学 （熱研）
ウクライナ ウクライナ医学アカデミー内分泌代謝研究所（医学）
ウクライナ ウクライナ医学アカデミー放射線医学研究所（医学）
オランダ ライデン大学 （医学）
カザフスタン セミパラチンスク医科大学 （医学）
カザフスタン 放射線医学環境研究所 （医学）
カナダ ゲルフ大学 （水産）
ケニア ケニヤッタ大学 （医歯薬）
ケニア ケニア中央医学研究所 （熱研）
シンガポ−ル シンガポ−ル国立大学医学部 医学部
タイ チェンマイ大学 （経済・熱研）
タイ チュラロンコン大学薬学部 薬学部
タイ マヒドン大学 （熱研）
ドイツ ビュルツブルク大学医学部 医学部
トルコ 黒海工科大学 （水産）
フィリピン フィリピン大学ディリマン校 （熱研）
フィリピン セントルークス医療センター （熱研）
フィリピン サンラザロ病院医療センター （熱研）
フィリピン イースト大学 （医歯薬）
フランス オートアルザス大学ミュールーズ（医歯薬）
ベトナム 国立衛生疫学研究所 （熱研）
ベラルーシ ベラルーシ医科大学 （医学）
ベラルーシ  ゴメリ医科大学 （医学）
マレーシア マレーシア科学大学 （水産）
ヨルダン ヨルダン大学 （薬学）
ロシア オブニンスク放射線医学研究所 （医学）
ロシア アルタイ医科大学 （医学）
韓国 濟州大学校 （工学・水産）
韓国 啓明大学医学部 医学部
韓国 嶺南大学校工科大学 工学部
韓国 釜慶大学校 （水産）
韓国 江原大学校 （工学）
韓国 晋州保健大学 （医学）
韓国 昌原大学校 （教育）
韓国 麗水大学校 （水産） 
韓国 仁荷大学校 （水産）
韓国 漢陽大学校 （教育）
韓国 延世大学校 （教育）
韓国 韓国海洋研究院 （水産）
韓国 慶北大学校 （教育） 
韓国 韓国国立水産科学院 （水産）
台湾 国立陽明大学 （医学）
台湾 淡江大学 （環境）
台湾 国立高雄海洋科技大学 （水産）
台湾 国立台湾海洋大学 （水産） 
中国 中山医科大学 医学部
中国 福建省衛生防疫所 医学部
中国 復旦大学薬学院 薬学部薬学部
中国 福州大学 （工学）
中国 中国海洋大学 （水産）
中国 中国薬科大学 （薬学）
中国 武漢理工大学 （工学）
中国 福建医科大学 （医学）
中国 同済大学 （工学） 
中国 大連水産学院 （水産） 
中国 上海第二医科大学 （歯学）
中国 第四軍医大学 （歯学）
中国 四川大学化学学院 医歯薬
中国 香港浸會大学中医薬学院 薬学部
中国 北京師範大学 （教育）
中国 北京教育学院 （教育）
中国 新疆医科大学 （医歯薬）
中国 上海財経大学国際工商管理学院 経済学部

熊本大学
http://www.kumamoto-u.ac.jp/contents/KORYU/ABROAD/kokanhakensaki.htm

国名 地名 協定大学名 ＴＯＥＦＬなど
アメリカ合衆国 モンタナ州都ミズーラモンタナ大学 ５００点
アメリカ合衆国 モンタナ州ボーズマンモンタナ州立大学 ５２５点
オーストラリア シドニーの北、ニューカッスル大学 ５５０点
ニュージーランドニュージーランドマッセー大学 ５５０点
ドイツ フランスとの国境近ザールラント大学 ドイツ語能力証明書
大韓民国 ソウルの南、大田培材大学校 韓国語能力証明書
大韓民国 韓国第２の都市釜山東亜大学校 韓国語能力証明書
中華人民共和国 中国広西省桂林市広西師範大学 中国語能力証明書 
中華人民共和国 中国上海市 同済大学 中国語能力

大分大学
http://www.oita-u.ac.jp/
更新日：２００５年１２月２日
国名 地名 協定大学名 交流内容
ｱﾒﾘｶ合衆国 サンフランシスコ州立大学 学生交流
ｱﾒﾘｶ合衆国 テキサス大学オースチン校 教員交流学生交流
ｱﾒﾘｶ合衆国 ノースキャロライナ大学シャーロット学生交流（5人）



ｱﾒﾘｶ合衆国 メリーランド大学ボルティモア校学術交流
イギリス バーススパ大学 学生交流（3人）
インドネシア バンドン工科大学 学術交流学生交流
オランダ王国 ティルブルグ大学 学生の交流（1人）
タイ チェンマイ大学 学術交流学生交流
ドイツ パダボーン大学 学生交流（5人）
ドミニカ 共和国 サンドミンゴ自治大学 学術交流
ドミニカ 共和国 ルイス・エドワルド・アイバール学術交流
フィリピン 共和国 サン・ラザロ病院（医学部と学部間協定学術交流学生交流
ポルトガル ポルトカレンセ大学 学生交流（3人）
台湾 東海大学 学生の交流（3人）
大韓民国 南ソウル大学校 学生交流（5人）
大韓民国 忠州大学校 学術交流学生交流
大韓民国 西京大学校 学術交流学生交流
大韓民国 密陽大学校 学術交流学生交流
大韓民国 嶺南大学校 学術交流学生交流
大韓民国 ソウル女子大学校 学生交流（5人）
大韓民国 高麗大学校 学術交流学生交流
大韓民国 梨花女子大学校 学術交流学生交流
大韓民国 順天大学校 学術交流学生交流
中華人民 共和国 江漢大学 学術交流学生交流
中華人民 共和国 河北医科大学（医学部と学部間協定学術交流学生交流
中華人民 共和国 中華人民解放軍軍医進修学院（医学部学術交流
中華人民 共和国 遼寧師範大学 学生交流（5人）
中華人民 共和国 香港大学 学術交流学生交流
中華人民 共和国 河北師範大学 学術交流学生交流
中華人民 共和国 華中科技大学 学術交流学生交流
中華人民 共和国 シンセン大学 学術交流学生交流
中華人民 共和国 南陽理工学院 学術交流学生交流

鹿屋体育大学
http://www.nifs-k.ac.jp/j-frame.htm

平成１７年５月１日現在
国名 地名 協定大学名 交流内容
アメリカ合衆国 スプリングフィールド大学 ※学術交流
カナダ ウィルフリッドローリエ大学 学術交流学生交流
ドイツ連邦共和国 ケルン体育大学 ※学術交流
台湾 国立体育学院 学術交流学生交流
大韓民国 韓国体育大学校 学術交流学生交流
大韓民国 韓国海洋大学校海洋科学技術大 学術交流
中華人民共和国 上海体育学院 学術交流学生交流
中華人民共和国 渤海大学 学術交流

（注）※は、交流に向けた基本合意書の締結.

琉球大学 
http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~insc/for-j/index.htm

国名 地名 協定大学名
イラン テヘラン大学 
インド 国立細胞・分子生物学研究所
インドネシア サムラトランギ大学
インドネシア ボゴール農業大学
オーストラリア キャンベラ大学
オーストラリア シドニー大学
オーストラリア ジェームス・クック大学
サモア独立国 国立サモア大学
タイ チュラロンコン大学
タイ タマサート大学
タイ コンケン大学
タイ チェンマイ大学、
ドイツ連邦共和国 ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学
トンガ王国 アテニシ大学
パプア・ニューギニア パプア・ニューギニア大学
パラオ共和国 パラオ地域短期大学
フィジー諸島共和国 南太平洋大学
ブラジル サンパウロ大学 
フランス フランス国立高等研究院
フランス リール科学技術大学
フランス トゥルーズ・ル・ミライユ大学
フランス トゥルーズ第一社会科学大学
ベトナム ハノイ農業大学
ベトナム タイグェン師範大学
マーシャル諸島 マーシャル諸島短期大学
ミクロネシア連邦 ミクロネシア連邦短期大学
韓国 啓明大学校
韓国 済州大学校、
台湾 国立台湾大学
台湾 中山大学
中国 中山医科大学
中国 中南林学院
中国 福建師範大学
中国 福州大学
中国 広西医科大学
中国 大連医科大学
中国 雲南農業大学、
仏領ニューカレドニア ニューカレドニア大学
米国 ミシガン州立大学
米国 グアム大学
米国 ハワイ大学
米国 カリフォルニア大学ディヴィス校
米国 ネヴァダ大学リノ校
米国 フォートルーイス大学

（2004年4月現在）


