
〈大学間協定（28カ国地域56大学）〉	 平成30年5月1日現在
国・地域名 大学名 締結年月日

アジア

インド インド工科大学マドラス校 平成26年  3月21日
VIT大学 平成27年  6月12日

インドネシア
バンドン工科大学 平成24年  7月12日
トリサクテイ大学 平成26年  6月10日
ガジャマダ大学 平成27年  6月  8日

韓　国
国立ハンバット大学校 平成13年  6月  8日
圓光大学校 平成19年10月12日
国立江原大学校 平成20年  3月24日

タ　イ
チュラロンコン大学 平成24年11月28日
スラナリー工科大学 平成27年  8月17日
チェンマイ大学 平成27年12月10日

台　湾 龍華科技大学 平成17年  7月15日

中　国

黒龍江大学 昭和63年10月19日
中国医科大学 平成元年10月  6日
中南大学 平成16年  8月24日
遼寧工程技術大学 平成17年  4月20日
大連民族大学 平成17年  6月27日
蘭州大学 平成17年  8月  1日
吉林大学 平成19年  2月  6日
東北大学 平成19年  8月  9日
東華大学 平成21年12月  3日
華中科技大学同済医学院 平成22年  3月24日
長安大学 平成22年11月18日
北華大学 平成24年11月20日
嘉興学院 平成26年11月12日

フィリピン フィリピン大学デリマン校 平成24年  9月24日
フィリピン大学マニラ校 平成25年  2月  4日

ベトナム ハノイ工科大学 平成20年12月  2日
ハノイ交通・通信大学 平成20年12月  3日

マレーシア マラヤ大学 平成25年11月20日
ミャンマー ヤンゴン大学 平成26年  9月19日

モンゴル

モンゴル科学技術大学 平成21年10月22日
モンゴル国立教育大学 平成22年  7月23日
モンゴル民族大学 平成25年  6月19日
新モンゴル学園 平成28年  1月25日

中東 イスラエル ハイファ大学 平成22年  9月24日

アフリカ

ケニア ケニヤッタ大学 平成22年  3月  2日

ボツワナ
ボツワナ国際科学技術大学 平成21年10月23日
ボツワナ大学 平成23年  3月31日

モザンビーク
エドゥアルド・モンドラーネ大学 平成26年  1月12日
テテ工科大学 平成29年  3月23日

南アフリカ共和国 ヴィッツウォーターズランド大学 平成26年  9月  1日

オセアニア
オーストラリア

グリフィス大学 平成  6年  6月29日
カーティン大学 平成25年  8月  1日

パプアニューギニア パプアニューギニア工科大学 平成28年  8月  3日

北米
アメリカ合衆国 セント・クラウド州立大学 平成  8年  7月24日
カナダ ニューファンドランドメモリアル大学 平成25年  6月17日

中南米 チリ サンチアゴ大学 平成25年11月21日

ヨーロッパ
（NIS諸国を
含む）

イタリア
カリアリ大学 平成21年12月  9日
フェラーラ大学 平成26年  6月30日

カザフスタン 東カザフスタン工科大学 平成23年  6月  8日
スウェーデン ルレオ工科大学 平成25年  5月  9日
ドイツ フライベルク工科大学 平成24年  7月  4日

フィンランド ラップランド応用科学大学 平成21年10月23日
ベラルーシ ベラルーシ医科大学 平成16年  7月26日
ルーマニア ブカレスト大学 平成22年  9月28日

〈部局間協定（11カ国地域21学部等）〉	 平成30年5月1日現在

部局名 国・地域名 大学・学部等名 協定締結年月日

国際資源学
研究科

アジア インドネシア ハサヌディン大学
工学部 平成26年  4月23日

中東 スーダン 紅海大学地球科学部
及び海洋漁業学部 平成28年12月10日

ヨーロッパ
（含NIS諸国） セルビア ベオグラード大学工

学部ボール校 平成28年  5月  3日

医学系
研究科

アジア

中国 中国衛生部北京医院 平成  7年11月14日

シンガポール シンガポール国立大
学看護学部 平成28年  3月  7日

ヨーロッパ
（NIS諸国を
含む）

フランス リール大学医学部 平成23年  4月13日

北米 アメリカ

ハワイ大学
ジョン・A・バーンズ
医学大学院

平成28年  8月  4日

テキサス大学
M.D.アンダーソン
がんセンター

平成29年  7月31日

医学部
附属病院 アジア 中国 蘭州大学

附属第一病院 平成26年  6月12日

理工学
研究科

アジア

台湾

明新科技大学工学院 平成22年  4月12日

国立彰化師範大学
理学院 平成29年12月21日

中国

清華大学
精密儀器与機械学系 平成19年  3月  1日

清華大学化学系 平成20年  1月17日

同濟大学
材料科学与工程学院 平成22年  5月24日

同濟大学
上海市金属効能材料
開発応用重点実験室

平成22年  5月24日

アフリカ

ザンビア

ザンビア大学鉱山学
部 平成15年  1月20日

ザンビア大学工学部 平成15年  3月12日

チュニジア スファックス大学
工学部 平成15年12月18日

オセアニア ニュージー
ランド

オークランド工科大
学デザイン創造学部

平成24年11月27日
（覚書交換）

北米 アメリカ モンタナ鉱物理工科
大学 昭和57年  6月24日

地方創生
センター アジア 中国

同濟大学
上海市金属効能材料
開発応用重点実験室

平成23年  9月  2日

セント・クラウド州立大学●

●グリフィス大学

●ガジャマダ大学

ボツワナ国際科学技術大学●

テテ工科大学

ボツワナ大学●
●●エドゥアルド・モンドラーネ大学

●ヴィッツウォーターズランド大学

●ラップランド
　応用科学大学　 

ルレオ工科大学●

●嘉興学院

●龍華科技大学

●フィリピン大学 デリマン校・マニラ校
◆明新科技大学工学院◆国立彰化師範大学理学院

◆テキサス大学がんセンター

◆ハサヌディン大学工学部

◆オークランド工科大学
　デザイン創造学部

◆同濟大学

◆ハワイ大学医学大学院

●国立ハンバット大学校
●圓光大学校
●国立江原大学校

モンタナ鉱物理工科大学◆

サンチアゴ大学●

●大連民族大学
●中国医科大学

●吉林大学
●黒龍江大学

●北華大学

●東北大学
●遼寧工程技術大学モンゴル科学技術大学●

蘭州大学●

長安大学●

東華大学●

中南大学●

チェンマイ大学●

チュラロンコン大学●
マラヤ大学●

ハノイ工科大学●
ハノイ交通・通信大学●

インド工科大学●
マドラス校　ケニヤッタ大学●

フェラーラ大学●

ヤンゴン大学●

VIT大学●

ザンビア大学◆
鉱山学部・工学部　

●バンドン工科大学
●トリサクテイ大学

スファックス大学◆
　 工学部　

蘭州大学附属◆
　第一病院　

●ブカレスト大学

●フライベルク工科大学

リール大学◆
　医学部 　

●カリアリ大学

●
ハイファ大学

●ベラルーシ医科大学
華中科技大学同済医学院●

◆清華大学精密儀器与機械学系・化学系　
◆中国衛生部北京医院

●大学間協定　◆部局間協定

モンゴル国立教育大学●
新モンゴル学園●

モンゴル民族大学●

東カザフスタン工科大学●

●スラナリー工科大学

●パプアニューギニア工科大学

●
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シンガポール国立大学看護学部◆
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●

国
際
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