
学術交流協定等締結機関⼀覧（2021年5⽉1⽇現在）

地域 国名・英⽂ 国名（通称） 協定先機関名 学部等名（英⽂）

Cambodia カンボジア カンボジア⼯科⼤学

北京⼤学

国際友好連絡会

復旦⼤学

中国科学院State Key Laboratory of the Science and Remote Sensing

中⼭⼤学

サストラ⼤学

SRM⼤学

バンドン⼯科⼤学

ボゴール農科⼤学

ガジャマダ⼤学

Faculty of Agriculture

Laos ラオス ラオス国⽴⼤学

マレーシア⽇本国際⼯科院

マルチメディア⼤学

サラワク⼤学

アクラン州⽴⼤学・フィリピン⼤学・東南アジア⽔産開発センター養殖部

Aklan State University, Southeast
Asian Fisheries Development
Center, University of Tokyo, Tokai
University, University of Phillippines
Visayas

亞洲⼤学 Hospital

清州⼤学

東義⼤学

翰林⼤学 Medical Center

⾺⼭⼤学・⾺⼭短期⼤学

祥明⼤学 Cheonan Campus

新羅⼤学

台湾中央⼤学
Center for Space and Remote
Sensing Research

国家実験研究院

淡江⼤学

東海⼤学

India インド

中国⼈⺠⼤学

China 中国

華東師範⼤学

パジャジャラン⼤学

Malaysia マレーシア

Indonesia インドネシア

マレーシア⼯科⼤学

新モンゴル⾼等学校

Philippines フィリピン

Mongolia モンゴル

漢陽⼤学

国⺠⼤学

Taiwan 台湾

Republic of
Korea

韓国

ア
ジ
ア



地域 国名・英⽂ 国名（通称） 協定先機関名 学部等名（英⽂）

チュラロンコン⼤学 Faculty of Medicine

モンクット王トンブリ⼯科⼤学 Faculty of Engineering

タイ教育省⾼等教育委員会
Commission on Higher
Education

タイ公衆衛⽣省

泰⽇⼯業⼤学

ハノイ⼯科⼤学

ベトナム教育訓練省
Vietnam International
Education Development

ベトナム国家⼤学ホーチミン市校
University of Social Sciences
and Humanities

オーストラリア・インターンシップ

ニューキャッスル⼤学 Faculty of Health

オークランド⼤学

ワイカト⼤学

ブリティッシュ・コロンビア⼤学

マニトバ⼤学

オタワ⼤学 Faculty of Medicine

ケース・ウェスタン・リザーブ⼤学 School of Medicine

クアキニ医療システム

ニューヨーク医科⼤学

サンディエゴ州⽴⼤学

シラキュース⼤学

タフツ⼤学 School of Medicine

アラスカ⼤学 Geophysical Institute

カリフォルニア⼤学リバーサイド校
International Educational
Programs

マイアミ⼤学

ウェイク・フォレスト⼤学 School of Medicine

マトグロッソ連邦⼤学

Mexico メキシコ ミチョアカン⼤学

Peru ペルー サンマルコス⼤学

コン・ケン⼤学

モンクット王ラカバン⼯科⼤学

サイアム⼤学

メジョー⼤学

Viet Nam ベトナム

オ
セ
ア
ニ
ア

Australia オーストラリア

New Zealand
ニュージーラン

ド

Thailand タイ

⻄オーストラリア⼤学

クイーンズランド⼤学

ハワイ東海インターナショナルカレッジ

ワシントンセンター(TWC)

ハワイ⼤学

ノースダコタ⼤学

中
南
⽶

Brazil ブラジル

北
⽶

Canada カナダ

United States
of America

⽶国

ア
ジ
ア



地域 国名・英⽂ 国名（通称） 協定先機関名 学部等名（英⽂）

IAEA

ブルガリア科学アカデミー Institute of Thracology

ブルガリア教育科学省

ソフィア⼯科⼤学

デンマーク海事⼤学

デンマーク国⽴デザイン学校

望星国⺠⾼等学校

アブサロン⼤学 Bachelor of Social Work

Faculty of Health Sciences

ラップランド⼤学

エックス・マルセイユ⼤学

ニューカレドニア⼤学

エスリンゲン⼯科⼤学

カッセル⼤学

ミナリック社

ブダペスト⼯科⼤学

Faculty of Medicine

Italy イタリア ヴェネツィア⼤学
Department of Asian and
North African Studies

ボラシャク”国際プログラムセンター

ユーラシア国⽴⼤学

サトパエフ記念カザフ国⽴研究⼯業⼤学

ノルウェー国際研究所

ベルゲン⼤学

極東総合医科⼤学

国⽴研究⼤学⾼等経済学院

サハリン国⽴総合⼤学

アルカラ⼤学

サラマンカ⼤学

Bulgaria ブルガリア

Denmark デンマーク

Kazakhstan カザフスタン

Austria オーストリア

コペンハーゲン商科⼤学

ウィ－ン⼤学

School of Nursing

デンマーク⼯科⼤学

ディアコネス⼤学

トゥルク⼤学

コペンハーゲン⼤学

VIA⼤学

France フランス ブルゴーニュ⼤学

Finland フィンランド

Centre International d'Etudes
Francaises（ＣＩＥＦ）

フンボルト⼤学
Germany ドイツ

Iceland アイスランド アイスランド⼤学

Hungary ハンガリー
センメルワイス⼤学

オスロ⼤学

Norway ノルウェー

株式会社ガスプロム教育センター

極東連邦⼤学

Spain スペイン

モスクワ国⽴⼤学

Russia ロシア

Department of Nursing

ヨ
!
ロ
ッ
パ
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チャルマース⼯科⼤学 Department of Architecture

リンシェーピング⼤学

School of Medicine

インペリアル・カレッジ・ロンドン

オックスフォード⼤学

エセックス⼤学

ケント⼤学

アル・イマーム・ムハンマド・イブン・サウード・イスラーム⼤学

Turkey トルコ ユヌス・エムレ・インスティトゥート
United Arab

Emirates
アラブ⾸⻑国連邦 カリファ科学技術⼤学

Egypt エジプト エジプト国⽴リモートセンシング宇宙科学機構

Kenya ケニア ナイロビ⼤学 The College of Health Sciences

ストックホルム⼤学

United
Kingdom

英国

ヨーテボリ⼤学

Sweden スウェーデン

カーディフ⼤学

キング・アブドゥルアズィーズ⼤学

アフリカ

エファット⼤学
中
東

Saudi Arabia サウジアラビア
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