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〔学術交流協定締結状況〕 令和３年５月１日現在

国際交流

＜国別締結状況＞　協定数 159 件、締結先 166 機関
インド 1、バングラデシュ 1、タイ 18、マレーシア 4、シンガポール 1、インドネシア 9、フィリピン 2、香港 1、
韓国 16、モンゴル 1、ベトナム 12、中国 22、カンボジア 3、ブータン 2、ブルネイ 1、マカオ 1、台湾 16、トルコ 3、
アラブ首長国連邦 1、エジプト 1、ウガンダ 1、マラウイ 1、オーストラリア 2、ニュージーランド 1、カナダ 1、
アメリカ合衆国 9、メキシコ 2、ペルー 1、英国 4、ベルギー 1、チェコ 1、ドイツ 3、フランス 4、イタリア 2、
ポーランド 2、ルーマニア 5、ブルガリア 1、ロシア 5、リトアニア 3、その他 1

＜大学間交流協定＞　96件 
機　　　関　　　名 国・地域名 締結年月日

王立プノンペン大学 カンボジア 2016年8月23日
ベルティ国際大学 カンボジア 2016年10月14日※
漢陽大学校 韓国 2016年11月25日※
ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 ベトナム 2017年2月27日※
開南大学 台湾 2017年3月10日※
ラ・サール大学 メキシコ 2017年3月14日※
文藻外語大学 台湾 2017年4月11日※
貿易大学 ベトナム 2017年4月12日※
ベトナム国家大学ホーチミン国際大学 ベトナム 2017年6月19日※
国立高雄大学 台湾 2017年7月27日※
銘伝大学 台湾 2017年8月21日※
東国大学校 韓国 2017年9月1日※
静宜大学 台湾 2017年9月1日※
セントラル・ランカシャー大学 英国 2017年9月8日※
東呉大学 台湾 2017年9月13日※
韓国カトリック大学校 韓国 2017年9月20日※
韓南大学校 韓国 2017年9月20日※
元智大学 台湾 2017年9月25日※
国立中山大学 台湾 2017年9月29日※
東西大学校 韓国 2017年10月12日※
ハンバット国立大学校 韓国 2017年10月13日※
釜山外国語大学校 韓国 2017年10月16日※
メキシコ国立自治大学 メキシコ 2017年10月16日※
慶北大学校 韓国 2017年11月22日※
バンコク大学 タイ 2017年12月27日※
国立中央大学 台湾 2018年1月22日※
タイ商工会議所大学 タイ 2018年2月2日※
ヴィリニュス大学 リトアニア 2018年2月28日※
チェンマイ大学 タイ 2018年3月15日※
テキサスA&M大学キングスビル校 アメリカ合衆国 2018年4月17日※
ディクシー州立大学 アメリカ合衆国 2018年5月10日
国立曁南国際大学 台湾 2018年5月28日※
ランシット大学 タイ 2018年7月17日※
パヤップ大学 タイ 2018年7月19日※
オンドクズマユス大学 トルコ 2018年10月31日※
エジプト・アラブ共和国高等教育省 エジプト 2018年12月18日
天津工業大学 中国 2000年12月13日※
パラツキー大学 チェコ 2019年6月17日
釜慶大学校 韓国 2019年7月12日※
国立マネジメント大学 カンボジア 2019年11月5日※
ホーチミン市経済金融大学 ベトナム 2019年11月29日※
ナリクレ教員養成大学 マラウィ 2020年2月17日
チャンカセーム・ラチャパット大学 タイ 2015年6月19日※
ラクイラ大学 イタリア 2020年3月11日※
ボアジチ大学 トルコ 2020年3月6日※
フィリピン大学ディリマン校 フィリピン 2020年10月7日※
ヤギロニアン大学 ポーランド 2020年12月9日※
マレーシア国民大学 マレーシア 2020年12月4日

機　　　関　　　名 国・地域名 締結年月日
ラトガース大学 アメリカ合衆国 1981年10月7日※
西安外国語大学 中国 1985年9月9日※
西安理工大学 中国 1985年9月21日※
浙江大学 中国 1991年9月25日※
ロシア科学アカデミー応用物理学研究所 ロシア 1999年8月1日
東亜大学校 韓国 2000年5月2日※
キングモンクト工科大学トンブリ校 タイ 2000年8月1日※
北京信息科技大学 中国 2000年8月25日※
浙江理工大学 中国 2000年12月11日※
南昌航空大学 中国 2001年5月15日※
嶺南大学校 韓国 2001年6月25日※
国立雲林科技大学 台湾 2002年4月25日※
武漢科技大学 中国 2002年6月17日※
江南大学 中国 2002年8月26日※
インドネシア大学 インドネシア 2002年9月30日※
リヨン繊維・化学技術院 フランス 2002年10月23日※
イティハッド大学 アラブ首長国連邦 2002年11月10日※
蘇州大学 中国 2002年11月27日※
クレムソン大学 アメリカ合衆国 2003年2月11日※
メーン大学 フランス 2003年5月28日※
東華大学 中国 2004年5月25日※
上海理工大学 中国 2005年1月31日※
瀋陽師範大学 中国 2005年7月19日※
シャクアラ大学 インドネシア 2005年8月8日※
天津科技大学 中国 2005年12月20日※
フィンドレー大学 アメリカ合衆国 2006年5月31日※
ハル・オレオ大学 インドネシア 2009年10月1日※
タマサート大学 タイ 2012年10月26日※
ベトナム教育訓練省国際教育開発局 ベトナム 2014年2月20日
電力大学 ベトナム 2014年5月28日
スィーパトゥム大学 タイ 2014年9月10日
マラヤ大学 マレーシア 2014年11月10日※
アジア太平洋大学交流機構（UMAP） その他 2015年3月31日※
天主教輔仁大学 台湾 2015年11月6日※
マカオ大学 マカオ 2015年11月6日※
アサンプション大学 タイ 2015年11月16日※
カセサート大学 タイ 2015年12月4日※
リトアニア教育大学 リトアニア 2016年4月28日※
ホーチミン市師範大学 ベトナム 2016年5月19日※
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 ベトナム 2016年5月30日※
マレーシア科学大学 マレーシア 2016年6月13日※
ホーチミン市外国語情報技術大学 ベトナム 2016年6月29日※
ヴィータウタス・マグヌス大学 リトアニア 2016年6月30日※
ブカレスト大学 ルーマニア 2016年7月1日※
バベシュ・ボヤイ大学 ルーマニア 2016年7月4日※
ルーマニア・アメリカ大学 ルーマニア 2016年7月25日※
ナポリ東洋大学 イタリア 2016年7月25日※
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 ベトナム 2016年8月1日※

※は学生交流の覚書有
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＜部局間交流協定＞　63件 
部　　局　　名 機　　　関　　　名 国・地域名 締結年月日

教育地域科学部（教育学部） 釜山大学校師範大学 韓国 2002年11月11日 ※
上海師範大学 中国 2005年7月12日 ※

教育学部・連合教職開発研究科 南洋理工大学国立教育学院 シンガポール 2018年3月20日 ※
医学系部門 オタワ大学医学部 カナダ 2000年3月18日 ※
（医学部含む） マケレレ大学医学部 ウガンダ 2006年4月4日 ※

インド国立鉱業医学研究所 インド
2011年9月6日

タイ王国中央胸部疾患研究所 タイ
ロシア医学アカデミーシベリア支部イルクーツク州立再建・移植外科研究センター ロシア 2013年8月29日 ※
オンドクズマユス大学医学部 トルコ 2015年8月6日 ※
アイルランガ大学医学部 インドネシア 2016年7月18日 ※
イルクーツク州立医科大学 ロシア 2017年1月19日
バーミンガム市立大学保健学部 英国 2018年3月27日
ラトガース大学ロバート・ウッド・ジョンソン・メディカルスクール アメリカ合衆国 2019年2月4日
アイルランガ大学看護学部 インドネシア 2020年8月28日 ※

医学系部門・附属病院 ノパラット・ラジャタニー病院 タイ 2017年7月14日
医学部・附属病院 紹興市人民病院 中国 2012年11月18日
工学系部門 延世大学校工科大学 韓国 2000年3月1日 ※
（工学部、工学研究科含む） クルナ科学技術大学 バングラデシュ 2000年7月1日 ※

ワルシャワ工科大学化学プロセス工学部 ポーランド 2001年3月1日 ※
釜慶大学校工科大学 韓国 2001年3月24日 ※
内蒙古工業大学 中国 2001年3月26日 ※
モンゴル科学技術大学 モンゴル 2001年8月3日 ※
東南大学動力工程系 中国 2002年12月27日 ※
ロシア科学アカデミーシベリア地区物理学研究所 ロシア 2005年1月17日 ※
蘭州交通大学電子与信息工程学院、自動化与電気工程学院及び機電工程学院 中国 2007年12月13日 ※
国立台湾科技大学工程学院 台湾 2008年2月1日 ※
成均館大学校工科大学 韓国 2008年8月19日 ※
国立清華大学工学院 台湾 2010年1月7日 ※
ラジャマンガラ工科大学イサン校工学・建築学部及び理学・人文学部 タイ 2012年 8月 17日 ※
ロシア科学アカデミーカザン科学センター ロシア 2015年2月27日

EUJEP2（Post-Fukushima European Japanese 
Exchange Project in Nuclear Education and Training）
（欧州側コンソーシアム）
・欧州原子力教育ネットワーク連合
・フランス原子力科学技術機構
・ルーマニア国立ブカレスト工科大学電力工学部
・ベルギー国立原子力研究センター

（日本側コンソーシアム）
・東京工業大学大学院理工学研究科
・京都大学大学院工学研究科
・京都大学大学院エネルギー科学研究科
・日本原子力開発機構原子力人材育成センター

フランス
フランス
ルーマニア
ベルギー 2015年3月23日 ※

中部電力短大 ベトナム 2015年6月8日 ※
シーナカリンウィロート大学工学部 タイ 2015年7月9日 ※
ディポネゴロ大学数理学部 インドネシア 2016年5月27日
インドネシア共和国高等教育研究技術省 インドネシア 2016年12月14日

繊維分野 7大学コンソーシアム
（海外協定締結先）
・ノースカロライナ州立大学繊維学部
・香港理工大学応用化学及び紡織学院
・マンチェスター大学材料・素材学科
・リーズ大学デザイン学科

（日本国内協定締結先）
・信州大学繊維学部
・京都工芸繊維大学工芸科学部

アメリカ合衆国
香港
英国
英国

2017年6月29日

ジェンデラル・スディルマン大学 数学・自然科学部 インドネシア 2017年7月7日
国立成功大学工学院 台湾 2018年8月20日
バンドン工科大学数学・自然学部 インドネシア 2018年11月14日
モナッシュ大学マレーシア マレーシア 2018年12月28日
福州大学化学学院 中国 2019年7月31日 ※
ダナン大学理工大学 ベトナム 2020年11月16日

国際地域学部 チュラロンコン大学文学部 タイ 2015年9月10日 ※
ブルネイ・ダルサラーム大学人文・社会科学部 ブルネイ 2017年4月13日 ※
プリンス・オブ・ソンクラー大学パッターニー校人文社会学部 タイ 2017年5月22日 ※
王立ブータン大学シェラプツェ・カレッジ ブータン 2019年3月14日 ※
王立ティンプー・カレッジ ブータン 2019年3月19日 ※

教育学部・国際地域学部 ハンブルク大学人文科学部アジア・アフリカ研究所 ドイツ 1995年4月1日 ※
高エネルギー医学研究センター ワシントン大学医学部マリンクロット放射線医学研究所 アメリカ合衆国 1999年6月29日
遠赤外領域開発研究センター カールスルーエ研究センターパルス出力・マイクロ波研究所 ドイツ 2001年3月5日

中国電子科技大学プラズマ研究所 中国 2001年12月1日
ブルガリア科学アカデミー電子工学研究所 ブルガリア 2002年3月1日
シュトゥットガルト大学プラズマ研究所 ドイツ 2002年3月1日
ソウル国立大学校テラヘルツバイオ応用システムセンター 韓国 2011年3月18日
デ・ラ・サール大学理学部 フィリピン 2014年3月31日
国立清華大学光電研究センター 台湾 2015年3月12日
ルーマニア国立材料物理研究所 ルーマニア 2017年5月16日

国際センター ディーキン大学 オーストラリア 2016年3月30日
（旧国際交流センター含む） ポートランド州立大学 アメリカ合衆国 2016年5月11日

ワイカト大学ワイカト・パスウェイズ・カレッジ ニュージーランド 2016年6月13日
サザンクロス大学SCUカレッジ オーストラリア 2016年6月24日

産学官連携本部 サンマルコス大学地質・鉱業・冶金・地理工学部 ペルー 2014年2月28日
カレッジ・オブ・アジアン・スカラーズ タイ 2015年6月20日

附属国際原子力工学研究所 西安交通大学核科学与技術学院 中国 2012年7月25日

※は学生交流の覚書有




