
釧路公立大学
http://www.kushiro-pu.ac.jp/jyuken.html

国名 地名 協定大学名
カナダ ブリティッシュ・コロンビアサイモンフレーザー大学
カナダ ブリティシュ・コロンビアキャピラノ・カレッジ
韓国 大田市 牧園大学
台湾 彰化県 明道管理学院

青森公立大学
http://www.nebuta.ac.jp/ips2/ips.pdf

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 アイダホ州 ボイジー州立大学
アメリカ合衆国 アラバマ州 アラバマ大学
アメリカ合衆国 マサチューセッツボストン大学
ロシア連邦 ウラジオストク 極東国立工科大学
ロシア連邦 モスクワ市 プレハーノフ記念ロシア経済アカデミー

青森県立保健大学
http://www.auhw.ac.jp/html/topics/IAS2103/2005project.htm

2005年度 学際交流 
国名 地名 協定大学名
韓国 仁濟（インジェ）大学校
アメリカ エール大学
アメリカ ベレノバ大学

会津大学
http://csip01.u-aizu.ac.jp/kouryu_kyotei/jisseki.htm

国名 地名 協定大学名
中国 上海 上海大学
中国 湖北省武_市 華中科技大学
ロシア モスクワ モスクワ工科大学 (MIREA) 
ロシア モスクワ モスクワ物理工科大学 (MIPT)
ロシア サンクトペテルブルクサンクトペテルブルク光学・精密機械大学 (ITMO)
ロシア サンクトペテルブルクサンクトペテルブルク電気工科大学 (LETI)

国際教養大学
http://www.aiu.ac.jp/cms/index.php?id=249

平成18年1月現在

国名 地名 協定大学名
オーストリア ヨアネウム大学
カナダ ウィルフリッドロリエ大学
キプロス インターカレッジ
シンガポール 国立シンガポール大学
スウェーデン ストックホルム大学
ドイツ ルードヴィヒスハーフェン経済大学
ノルウェー ベルゲン大学
ノルウェー オスロ大学
モンゴル モンゴル人文大学
英国 エセックス大学
英国 リーズ大学
英国 シェフィールド大学
韓国 高麗大学
台湾 国立台湾大学
台湾 淡江大学
台湾 元智大学
中国 国立南開大学
中国 マカオ大学
中国 香港大学
中国 南京大学
米国 ミネソタ州立ウィノナ大学
米国 ミネソタ州立セントクラウド大学



米国 ライオンカレッジ

首都大学東京
http://www.tmu.ac.jp/campus/international_exchanges/

現行大学では東京都立大学と東京都立科学技術大学が下記の通り国際交流協定を締結しています。
※2004年11月現在

南大沢キャンパス
国名 地名 協定大学（機関）名
アメリカ ニューヨーク市立大学大学院
アメリカ イェール大学文理大学院
アメリカ カンサス州立大学大学院
オーストラリア シドニー大学
オーストラリア マッコーリー大学
オーストリア ウィーン大学
フランス マルネ・ラ・バレー大学
フランス 日仏共同博士課程日本コンソーシアム
ベトナム ハノイ数学研究所
モンゴル モンゴル国気象水文研究所
ロシア ロシア研究センタークルチャトフ研究所
韓国 ソウル市立大学校
韓国 金烏工科大学校
国際機関 国際連合大学高等研究所
中国 北京市教育委員会所管大学
中国 北京工業大学
中国 北京大学理学部
中国 同済大学土木工程学院
中国 中南大学情報科学工学院
中国 北京化工大学
中国 西安交通大学建築工程与力学学院

日野キャンパス
国名 地名 協定大学（機関）名
アメリカ ミズーリ＝ローラ大学
アメリカ マサチューセッツ工科大学
アメリカ スタンフォード大学
アメリカ ジョージア工科大学
インド マイソール大学
オーストラリア アデレード大学
クロアチア ルジェル・ボシュコビッチ研究所
シンガポール シンガポール国立大学
スウェーデン スウェーデン王立工科大学
ドイツ ドイツ航空宇宙センター
ドイツ ウルム大学
トルコ サバンチ大学
フィンランド フィンランド国立産業医学研究所生理学研究部門
韓国 東明情報大学校
韓国 釜山大学
台湾 国立中正大学
台湾 朝陽科学技術大学
中国 北京航空航天大学

神奈川県立保健福祉大学
http://www.kuhs.ac.jp/international.htm

国名 地名 協定大学名
中国 遼寧省 大連医科大学

高崎経済大学
http://www.tcue.ac.jp/

国名 地名 協定大学名
アイルランド 国立ダブリン・シティ大学 
アメリカ 西テキサス州立Ａ＆Ｍ大学 
アメリカ テネシー州立大学マーティン校 
オーストラリア ラトローブ大学



ドイツ ルートヴィヒスハーフェン経済大学 

都留文科大学
http://www.tsuru.ac.jp/top_int.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ カリフォルニア カリフォルニア大学
中国 湖南 湖南師範大学

静岡県立大学
http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~kijo4/homepage/kokusai/kokusai.htm

国 名 地名 協定大学名 交流の内容
イ ギ リ ス ニューキャッスル大学 英語研修（夏期）
オーストラリア グリフィス大学 学術及び研究者交流
フ ラ ン ス リール政治学院 学生の交換留学
フィリピン フィリピン大学 短期交換留学
ロシア モスクワ国立国際関係大学 教員交流（共同研究等）短期交換留学
中国 浙江省医学科学院
中国 浙江大学 中国語研修教員交流（共同研究等）
米国 アリゾナ大学 教員交流（共同研究・シンポジウム等）
米国 カリフォルニア州立大学ノースリッジ英語研修（夏期）休止中

富山県立大学
http://www.pu-toyama.ac.jp/general/index3.html

国名 地名 協定大学名 学部名
アメリカ アラスカ大学 工学部
アメリカ ペンシルバニア州立大学 工学部
タイ プリンス・オブ・ソンクラ大学 工学部
中国 中国科学院生態環境研究センター短期大学部

名古屋市立大学
http://www.nagoya-cu.ac.jp/jimu/gaiyou/kokusaikoryu.html

（平成17年４月１日現在）
国名 地名 協定大学名 学部・学科名
アメリカ ロサンゼルス市南カリフォルニア大学 薬学部
アメリカ カンザス州 ウィチタ州立大学 システム自然科学研究科
イタリア トリノ市 トリノ工科大学 芸術工学部 
オーストラリア シドニー市 ニューサウスウェールズ大学 経済学部医学部人文社会学部
オーストラリア シドニー市 シドニー大学 看護・薬・医学部
中国 江蘇省南京市 南京医科大学 医・薬学研究科

愛知県立大学
http://www.aichi-pu.ac.jp/etc/kokusai.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 オハイオ州アシュランドアシュランド大学
スペイン王国 バレンシア自治州アリカンテ大学
ドイツ連邦共和国 ノルトライン・ヴェストファーレンケルン大学
アメリカ合衆国 アイオワ州シーダーコー大学
フランス共和国 ノール県ヴィルヌーヴシャルル・ド・ゴール＝リール第三大学
メキシコ合衆国 プエブラ州プエブラプエブラ・ラス・アメリカス大学
連合王国 ブリストル市 ブリストル大学
アメリカ合衆国 フロリダ州マイアミフロリダ国際大学
アメリカ合衆国 フロリダ州マイアミマイアミ大学
大韓民国 光州広域市 湖南大学校
中華人民共和国 四川省成都市 四川師範大学
中華人民共和国 江蘇省南京市 南京師範大学

三重県立看護大学
http://www.mcn.ac.jp/

国名 地名 協定大学名
タイ マヒドン大学



岐阜薬科大学
http://www.gifu-pu.ac.jp/info/simai/simai.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 シンシナティ大学薬学部
アメリカ合衆国 フロリダ大学薬学部
イタリア フィレンツェ大学薬学部
オーストラリア モナシュ大学ヴィクトリア薬学部
スペイン サラマンカ大学
ブラジル カンピーナス大学
中国 南京市 中国薬科大学
中国 杭州市 浙江大学薬学院
中国 瀋陽市 瀋陽薬科大学

滋賀県立大学
http://www.usp.ac.jp/japanese/campus/pdf/2006/tanigokan.pdf

国名 地名 協定大学名 プログラム名
アメリカ ミシガン州 レイクスペリオル州立大学 海外短期研修
中国 湖南省 湖南師範大学 交換留学

大阪市立大学
http://www.osaka-cu.ac.jp/information/international.html

２００５年５月現在
国名 地名 協定大学（機関）名
インド タタ基礎研究所
オーストラリア ★メルボルン大学
ドイツ ★ハンブルク大学
ブラジル ★サンパウロ大学
ロシア ★サンクト・ペテルブルグ大学
韓国 全南国立大学
中国 ★上海市所在大学
中国 華東師範大学
中国 上海大学

★姉妹都市交流プログラム

大阪府立大学
http://www.osakafu-u.ac.jp/campus_life/international/exchange.html

2005年12月31日現在
国名 地名 協定大学名
アメリカ カリフォルニア大学デービス校
アメリカ カリフォルニア大学バークレー校
アメリカ カンサス州立大学
アメリカ 南カリフォルニア大学サンフランシスコ校
イタリア トリノ大学
インド アンナ大学
インド インド工科大学マドラス校
インドネシア ジュンバル大学
エジプト ザガジグ大学バンハ校
オーストラリア シドニー工科大学
オーストラリア ロイヤルメルボルン工科大学
オランダ エラスムス大学ロッテルダム校
カナダ グェルフ大学
カナダ トロント大学
スウェーデン イェテボリ大学
スリランカ ペラデニア大学
タイ キングモンクット工科大学トンブリ校
ノルウェー ノルウェー科学技術大学
バングラデシュ ダッカ大学
フランス ピエール、マリー・キューリー大学
フランス セルジー・ポントワーズ大学
フランス フランス国立高等電子応用大学院
フランス フランス国立高等情報科学技術大学院
マケドニア 聖キリル・メトディオス大学



ロシア 極東国立経済経営アカデミー
韓国 金烏国立工科大学
韓国 慶南大学
韓国 順天大学校
韓国 朝鮮大学
韓国 インハ大学
韓国 江原国立大学
韓国 釜山国立大学
中国 華東理工大学
中国 上海大学
中国 上海市農業科学院
中国 上海交通大学農学院
中国 新疆ウィグル自治区農業科学院
中国 同済大学
中国 北京大学
中国 ハルビン工程大学

神戸市外国語大学
http://www.kobe-cufs.ac.jp/manabi/kouryu.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ イースタン・ワシントン大学
アメリカ ウィスコンシン大学スーペリア校
アメリカ エルマイラ大学
アメリカ イースタン・イリノイ大学
アメリカ シアトル大学
イギリス ヨーク大学
イギリス グラーズゴウ大学
イギリス ランカスター大学
イギリス ニューカッスル・アポン・タイン大学
シンガポール 国立シンガポール大学
スペイン アルカラ大学
スペイン オルテガ研究センター
ロシア モスクワ大学
ロシア サンクトペテルブルグ大学
ロシア プーシキン大学
中国 復旦大学
中国 天津外国語学院

兵庫県立大学
http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/exchange/learning.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ ワシントン州 エバーグリーン大学
アメリカ ワシントン州 ワシントン大学
オーストラリア 西オーストラリアカーティン工科大学
カナダ サスカチュワン大学
タイ チュラロンコン大学
タイ スラナリー工科大学
ドイツ カールスルーエ研究センター
ブラジル パラナ連邦技術教育センター
ブラジル ロンドリーナ州立大学
フランス ブルゴーニュ大学
ルーマニア ヤシ工科大学
韓国 東亜大学校
中国 広東省 曁南大学
中国 海南省 海南師範学院
中国 江蘇省 蘇州大学

岡山県立大学
http://www.oka-pu.ac.jp/page/gakusei_seikatsu/index.html

国名 地名 協定大学名
イギリス セント・アンドリュース大学
イギリス ウェールズ大学バンガー校

島根県立大学



http://www.u-shimane.ac.jp/international/international.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ合衆国 カリフォルニア州モントレイ国際大学
アメリカ合衆国 カリフォルニア州カリフォルニア大学バークレイ校
アメリカ合衆国 ワシントン州エレンズバーグセントラルワシントン大学
ロシア連邦 イルクーツク州イルクーツクイルクーツク大学
大韓民国 蔚山広域市 蔚山大学校
大韓民国 慶尚北道醴泉郡慶道大学
中華人民共和国 北京市 北京大学国際関係学院
中華人民共和国 吉林省長春市 吉林大学
中華人民共和国 寧夏回族自治区寧夏大学
中華人民共和国 上海市 復旦大学国際問題研究院

広島市立大学
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/inter/index.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ ハワイ大学マノア校
チュニジア チュニス・アルマナール大学
ドイツ ハノーバー専科大学
フランス オルレアン大学
モロッコ モハメド5世大学
韓国 西京大学校
中国 西南師範大学

下関市立大学
http://www.shimonoseki-cu.ac.jp/handbook/inter.html

国名 地名 協定大学名
アメリカ ピッツバーグ市 ロス・メダノス・カレッジ
オーストラリア ブリスベン市 グリフィス大学
オーストラリア ブリスベン市 クイーンズランド大学
韓国 釜山広域市 東義大学校
中国 青島市 青島大学
中国 北京市 北京大学

北九州市立大学
http://www.kitakyu-u.ac.jp/student/kokusai/exchange/kyouteiko.htm

平成18年2月23日更新
国名 地名 協定大学名 交流内容
アメリカ合衆国 バージニア州ノーフォークオールド・ドミニオン大学 学生・教員交換／語学研修（派遣） 
アメリカ合衆国 ワシントン州タコマタコマ・コミュニティ・カレッジ 語学研修（派遣） 
アメリカ合衆国 カルフォルニア州カルフォルニア大学デイヴィス校 学生交換
アメリカ合衆国 ペンシルバニア ピッツバーグ大学 学生交換
イギリス ウエールズ州カーディフカーディフ大学 学生交換／語学研修（派遣） 
イギリス イングランド州ノッティンガムノッティンガム大学 語学研修（派遣） 
イギリス イングランド州オックスフォードオックスフォード・ブルックス大学 学生交換 
オーストラリア クイーンズランドクイーンズランド大学 学生交換 
オーストラリア タスマニア州ホバートタスマニア大学 学生交換／語学研修（派遣） 
カナダ ブリティッシュコロンビアダグラス・カレッジ 語学研修（派遣） 
ドイツ ノーダザクセン州ゲッティンゲン大学 学術交流 
韓国 仁川広域市 仁川大学校 学生受入 
台湾 新竹市 中華大学 語学研修（受入） 
中国 遼寧省大連市 大連外国語学院 学生・教員交換／語学研修（派遣） 
中国 北京市 社会科学院人口・労働経済研究所学術交流 
中国 遼寧省大連市 大連理工大学 学術交流 

長崎県立大学
http://www.nagasakipu.ac.jp/institution/labo/symposium.php

国名 地名 協定大学名
中国 華僑大学

県立長崎シーボルト大学
http://www.sun.ac.jp/international/international/index.html#exchange



国名 地名 協定大学名
アメリカ ウィスコンシン州ウィスコンシン大学オシュコシュ校
カナダ ランガラ・カレッジ  
英国 ニューカッスル市ニューカッスル・アポンタイン大学
韓国 ソウル市 高麗大学校
韓国 釜山市 東亜大学校
中国 上海 上海外国語大学

熊本県立大学
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~gakusei/campus-information/kokusai-koryu/kokusai-koryu.htm

国名 地名 協定大学名
アメリカ モンタナ州ボーズマンモンタナ州立大学ボーズマン校
アメリカ モンタナ州ビリングスモンタナ州立大学ビリングス校
大韓民国 祥明（さんみょん）大學校

大分県立看護科学大学
http://www.oita-nhs.ac.jp/exchange/index.html

国名 地名 協定大学名
韓国 ソウル市 ソウル大学看護大学

宮崎県立看護大学
http://www.mpu.ac.jp/09/index.html

国名 地名 協定大学名
韓国 ソウル市 梨花女子大学
中国 _西省西安市 西安交通大学医学院

宮崎公立大学
http://www.miyazaki-mu.ac.jp/mmu/guide/interna/

国名 地名 協定大学名
アメリカ オールド・ドミニュオン大学
カナダ マラスピナ大学
ニュージーランド ワイカト大学
韓国 蔚山大学校  
中国 蘇州大学 


