
部局間交流協定（３６カ国・地域，１８０協定） 　平成２４年５月１日現在
国 ・ 地 域 名 本 学 の 締 結 部 局  締結年月日

バングラデシュ人民共和国 ジャハンギルナガル大学（ダッカ） 数学・物理学部 地球環境科学研究院 2012. 1.26
1994. 7.14
1985. 2.26
2000. 6. 5

第四臨床医学院 2005. 9.21
中国医科大学（瀋陽） 口腔医学院 2001. 1.29

1985. 6.24
(1990. 6. 7)

上海交通大学（上海） 工学院 工学研究科 1992.11.23
1986. 6. 2

瀋陽農業大学（瀋陽） 農学部 1986.11. 5
1986.12.31

吉林大学（長春） 法学院 法学研究科・法学部 1998.11.10 ※
2000. 9.15

(2005. 9.16)
(2010.10. 9)

中国社会科学院 (北京) 東欧・ロシア・中央アジア研究所 スラブ研究センター 1994. 9.13
2001.12. 7

(2006.12. 7)
2005. 3.18

(2010. 3.18)
厦門大学（厦門） 触媒化学研究センター 2007.10. 9
中国科学院大連化学物理研究所（大連） 触媒化学研究センター 2007.10.10

工学研究科 2008. 3.10 ※
2008. 1.30

(2011. 4.11)
工学研究院・工学院 2008. 8.18
総合化学院 (2011. 3.11)

華東理工大学（上海） 法学研究科 2008. 7. 3 ※
ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院・国際広報ﾒﾃﾞｨｱ・観光学院 2009. 2.19

中南財経政法大学（武漢） 法学院 法学研究科・法学部 2009. 3. 6 ※
南京師範大学（南京） 法学院 法学研究科 2009. 5.15 ※
ハルビン工業大学（哈爾濱） 工学研究科 2009. 8.11 ※
華中科技大学（武漢） 法学院 法学研究科 2009.10.26 ※
黒龍江省社会科学院（哈爾濱） スラブ研究センター 2010. 6.14
中国人民大学（北京） 法学研究科・法学部 2010.10. 1 ※
西安建築科技大学（西安） 工学研究院・工学院 2010. 6.12 ※
東南大学（南京） 理学研究院 2010. 8.15
東北大学（瀋陽） 工学研究院・工学院 2011. 3. 9 ※

インド バラチダサン大学(ティルチラパッリ） 動物科学院 獣医学研究科 2010. 8.23
2000. 8.11

(2005. 8. 1)
(2010. 8. 1)

パランカラヤ大学(パランカラヤ） サステイナビリティ学教育研究センター 2009.11. 5 ※
スリウィジャヤ大学（パレンバン） 農学部 農学研究院・農学院・農学部 2010. 9.23 ※

2008.12.11
(2010.12.15)

パジャジャラン大学（バンドン） 地質学部 2011. 2.24
インドネシア科学省（チビノン） 生物研究センター 2011. 2.25

農科大学 農学研究科 2002. 1.24
水産海洋大学 水産科学研究院・水産科学院・水産学部 2007. 8.27 ※

慶北大学校（大邸） 獣医学研究科・獣医学部 2000.12.19
2002.12.17

(2008. 6. 2)
2003.12.15

(2008.12.15)
慶煕大学校（水原） 生命科学大学 北方生物圏フィールド科学センター 2004. 2.25

2005. 8.29 ※
(2010.11. 5)

公州大学校 （公州） 師範大学 教育学研究科 2007. 1.19 ※
2007. 7. 1

(2009.12. 7)
高麗大学校 （ソウル） 師範大学・教育大学院 情報基盤センター 2009. 7.23
ソウル女子大学 （ソウル） 自然科学部 農学研究院・農学院・農学部 2010. 6.11 ※

慶煕大学校（ソウル） 法科大学 法学研究科 2011. 3.29
工科大学
都市科学大学

漢城大学校（ソウル） 芸術大学 情報基盤センター 2011. 7.29
漢陽大学校（漢陽） 工学大学 工学研究院・工学院・工学部 2011. 9.19 ※

総合博物館 2012. 2. 9
マレーシア マレーシア農科大学 (セルダン) 水産・海洋学部 水産学部 1990. 5.29

原子核研究センター 理学研究院 2010. 9.21
パキスタン・イスラム共和国 カラチ大学（カラチ） 地球環境科学研究院 2008. 9.29 ※
フィリピン共和国 フィリピン大学ディルマン校（ケソン） 工学部 情報科学研究科 2010. 4.28 ※

2006. 8. 8
(2011.12.20)
2000. 1.28 ※
2000.10.20 ※

法学院 ※
社会学院 2005. 7.28 ※
国際事務学院 ※

アイヌ・先住民研究センター 2007.10.18
国立台湾師範大学 (台北) 電子科学研究所 2008. 1.28
国立台湾海洋大学 (基隆) 水産科学研究院・水産科学院・水産学部 2008. 8.20 ※
国立高雄大学 (高雄) 法学研究科 2008. 3.11

環境科学院
サステイナビリティ学教育研究センター

理学研究院 2011.10. 4
国立交通大学 (新竹) 電子科学研究所 2011. 1.24
国立台北大学 (台北) 公共政策学連携研究部 2011. 9.27

李嘉誠醫学院

モンゴル国

モンゴル国立大学（ウランバートル）

中華人民共和国

全南大学校（光州、麗水）

済州大学校（済州）

ハルビン工程大学（哈爾濱） 工科学院

国立台湾大学 (台北)

ソウル市立大学校（ソウル）

光電科学技術研究所

シンガポール共和国 シンガポール国立大学（シンガポール）

法律学院
法学研究科・法学部

公共行政曁政策学科

モンゴル科学アカデミー地理学研究所（ウランバートル）

慶尚大学校（晋州）

生態学研究科

社会科学院

水産科学研究院・水産科学院・水産学部

仁川大学校（仁川）

群山大学校（群山） 海洋科学大学

法学院

地球環境科学研究院
農学研究院

法学研究科・法学部
公共政策学連携研究部・教育
部

国立成功大学 (台南)

協 定 大 学 等 名 （ 所 在 地 ）

触媒基礎国家重点実験室

水産科学研究院・水産科学院・水産学部

工学部

東北農業大学 (哈爾濱)

医学部

ハルビン医科大学（哈爾濱）

華東師範大学（上海） 化学系

口腔医学院
歯学研究科

協和医科大学 (北京)

※

河北理工大学（唐山）

触媒化学研究センター

※

瀋陽工業大学（瀋陽）

固体表面物理化学国家重点実験室

※

化工学院中国石油大学（北京)

東北林業大学 (哈爾濱)

大連海洋大学（大連）

中国社会科学院新聞与伝播研究所（北京）

数学系

文学研究科・文学部

法学院・知識産権学院

イスラム大学（ジョグジャカルタ）

モンゴル国家気象水文環境監視省水文気象研究所（ウランバートル）

海洋科学大学

江陵原州大学校 （江陵） 生命科学大学

土木・計画工学部

※

医学研究科・医学部

国立政治大学（台北）

理学院

香港大学（香港）

大学院

先住民族研究センター

海洋科学大学

土木工学部

人文大学

人文社会学部

理学部

文学研究科

地球環境科学研究院

水産科学研究院・水産科学院・水産学部

工学研究院・工学院

水産科学研究院・水産科学院・水産学部

バンドン工科大学（バンドン） 工学研究科

国立生物資源研究所（仁川）

法学院

生命科学院

獣医科大学

都市科学大学

総合博物館

2009. 2.18

2009. 2.18

2011. 5.26

2010.10.29

2009. 2.12

インドネシア共和国

大韓民国

※

※

※

※

※

台湾

環境工程学系
※

永続環境科技研究センター
2010. 9. 2

理学院



国 ・ 地 域 名 本 学 の 締 結 部 局  締結年月日
コンケーン大学(コンケーン） 人文社会学部 文学研究科 2004.11.30 ※

2006. 2.18
(2011. 2.25)

タマサート大学（バンコク） 工学研究科 2007. 5.15 ※
チュラロンコーン大学（バンコク） 2007. 7. 1 ※
情報通信委員会（バンコク） 2007. 7. 1
モンクット王工科大学ラカバン校（バンコク） 2007.12. 1 ※
ラジャマンガラタンヤブリ工科大学（タンヤブリ） 工学研究科 2008. 7.17 ※
農業研究開発庁（バンコク） 農学研究院・農学院 2009. 3.24
ワライラック大学（タサラ） 水産科学研究院・水産科学院・水産学部 2009.12.12 ※

2005. 7. 1
(2010. 2.19)

クロアチア共和国 ザグレブ大学（ザグレブ） 人文社会科学部 文学研究科 2009. 2.18 ※
カレル大学（プラハ） 医学部 医学研究科・医学部 2008. 9. 8
南ボヘミア大学（ボドナニー） 水産及び水系保護研究院 水産科学研究院・水産科学院・水産学部 2010. 6.29 ※
デンマーク王立芸術アカデミー（コペンハーゲン） 建築学部 工学研究科 2010. 3.31 ※
コペンハーゲン大学（コペンハーゲン） 低温科学研究所 2012. 1.25

フィンランド共和国 タンペレ応用科学大学（タンペレ）
工学研究院・工学院
総合化学院

2011. 1.12 ※

1993.10.15
 (2003.10. 1)
 (2008.10. 1)
1983. 9.25

(1995. 1. 9)
国立高等研究院（パリ） 文学研究科 2005. 6.30
リヨン高等師範学校（リヨン） 電子科学研究所 2010. 3.26

総合博物館 2009.11.20
工学研究院・工学院 2011. 1.18 ※

リル第１大学-リル中央学院（リル） 触媒・固体化学研究ユニット 触媒化学研究センター 2011. 1.17

先端産業技術工科大学（ビダール）
情報科学研究科
工学院

2011.10.11 ※

低温科学研究所 2012. 3.26

2005.12.26

(2010.12.26)
2009. 3. 3
2009. 3. 4

オットー・フォン・ゲーリケ大学マクデブルグ（マクデブルグ） 電子科学研究所 2010. 9.13
総合博物館 2009.11.18
低温科学研究所 2012. 1.19

経済社会科学部 ※
農学環境科学部 ※

カザフスタン共和国 カザフスタン国立教育大学（アルマティ） 理学研究院 2009.11.19
ライデン大学（ライデン） 東欧法律・ロシア研究所 スラブ研究センター 1994. 1.17
自由大学（アムステルダム） 地球生命科学科 地球環境科学研究院 2010.12.13

ノルウェー王国 トロムソ大学（トロムソ） アイヌ・先住民研究センター 2010. 8. 5
経済学部 1989. 3.14

ウッジ工科大学（ウッジ） 繊維学部 理学部 1992. 3.19
2003. 9.26

(2008. 9.26)
2010. 3.15

西ポメラニアン大学（シュチェチン） 化学・環境工学研究所 2010. 3.17
グダンスク工科大学（グダンスク） 2010. 3.18

教育学部 1995. 8. 3
経済学部 1990. 7.30

1992. 3.10
1993. 6.18
2000. 9.29

(2005. 9. 1)
スラブ研究センター 2005.10.17

2000. 8. 1
(2005. 8. 1)

国立カザニ・エネルギー大学（タタルスタン） 経済学・社会工学研究所 スラブ研究センター 2005. 1.28
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 2005. 3.12
スラブ研究センター 2006. 6. 6
地球環境科学研究院
農学研究院

2008.11.27
ヤクーツク国立大学（ヤクーツク） 2008.12. 3

2010. 2. 1
2010. 2. 1
2010. 4. 1
2010. 4. 1
2010. 4. 1
2010. 8. 1
2010. 8.20

スラブ研究センター 2011. 4.14
イルクーツク工科大学（イルクーツク） 総合博物館 2011. 6. 1

建築学院 ※
土木学院 ※

1996.10.28 ※
(2006.10.12)

リンシェーピン大学（リンシェーピン） 工学部 工学研究科 2000. 8.24 ※
ストックホルム大学（ストックホルム） 理学部 低温科学研究所 2010. 9.20

2002. 3.30
(2007. 3.30)

オックスフォード大学 (オックスフォード) スラブ研究センター 2004. 3.12
リーズ大学(リーズ） 教育学研究科 2006.12.11
エジンバラ大学(エジンバラ） 獣医学研究科 2009. 7.24 ※
マンチェスター大学(マンチェスター） 文学研究科 2009.12. 9 ※
カーディフ大学(カーディフ） 触媒化学研究センター 2010. 1.26

2001.10.15
(2006.11.29)

オタワ大学（オタワ） 医学部 医学研究科 2004.11.29
理学研究院 2008. 5.10

マックスプランク協会フリッツハーバ研究所（ベルリン）

東南アジア漁業開発センター（バンコク）

ポワチェ大学（ポワティエ）

理工学部

水産科学研究院・水産科学院・水産学部

情報科学研究科

協 定 大 学 等 名 （ 所 在 地 ）

※経済学研究科
カナダ

マクマスター大学 (ハミルトン) マイケル G.デグローテ経営大学院

英国

ロシア・ユーラシア研究センター
教育・社会科学・法学研究科

聖イシュトヴァン大学（ブダペスト）

バレンシア工科大学（バレンシア）

スウェーデン王国
イェテボリ大学（イェテボリ） 経営・経済・商法学部

ウクライナ ボゴリューボフ理論物理学研究所（キエフ） 理学研究院

触媒化学研究センター

シリントーン国際工学部

ポーランド科学アカデミー触媒・表面化学研究所（クラクフ）
ポーランド共和国

機械航空高等国立大学（ポアティエ）
ストラスブール動物学博物館（ストラスブール）

農学研究科

オーストラリア連邦 クイーンズランド大学（ブリスベーン） 健康科学部 水産科学研究院

マックスプランク海洋微生物学研究所（ブレーメン)
自然科学部

ﾌﾗﾝｽ国立東洋語東洋文化研究所 (パリ) ロシア･ユーラシア研究センター

法学部

スラブ研究センター

低温科学研究所

フランス共和国

ドイツ連邦共和国

ゼンケンベルグ自然博物館（フランクフルト）

デンマーク王国
ニールスボーア研究所

サーミ研究センター

大学院

ポーランド科学アカデミー数学研究所（ワルシャワ）

ハンガリー共和国

法学部

オランダ王国

タイ王国

チェコ共和国

獣医校
人文科学学部
カーディフ触媒研究所

スペイン

サイモン・フレーザー大学（バーナビー）

アルフレッドウェゲナー極地海洋研究所（ブレーマーハーフェン)

カムチャッカ工科大学（ペトロパブロフスク－カムチャッキー）

工学部

経済学研究科

触媒化学研究センター

ワルシャワ経済大学（ワルシャワ）

2006. 1. 9工学研究科

2003. 2. 5

理学研究院

国立気象研究センター（トゥールーズ）

マックスプランク陸生微生物学研究所（マークブルグ）

2008.12. 2

チュメニ石油ガス大学（チュメニ）
地球環境科学研究院 2010.11.22

ロシア科学アカデミーチュメニサイエンスセンター（チュメニ）
ロシア科学アカデミーロシア文学研究所（サンクトペテルブルグ）

農業工学部

工学部

ロシア連邦

ロシア国立モスクワ教育大学（モスクワ）
ﾛｼｱ科学ｱｶデﾐｰｼベﾘｱ支部経済･工業生産組織研究所 (ノボシビルスク)
ﾛｼｱ科学ｱｶﾃﾞﾐｰｼベﾘｱ支部地質学･地球物理学研究所･鉱物学連合研究所 (ノボシビルスク)

理学部
ノボシビルスク国立大学（ノボシビルスク）

ロシア科学アカデミー・ウラル研究所・金属物理学研究所 (エカテリンブルグ) 理学研究科

ロシア科学アカデミー東洋学研究所 (モスクワ)

サハリン州郷土博物館（ユジノサハリンスク） 総合博物館

ロシア科学アカデミーシベリア支部・V.N.スカチェフ森林研究所（クラスノヤルスク）
ロシア科学アカデミースラブ学研究所（モスクワ）

ロシア科学アカデミーシベリア支部・寒冷圏生物学研究所（ヤクーツク）

ロシア・極東地質学研究所（ウラジオストック）

地球環境科学研究院
ロシア科学アカデミーシベリア支部・メリニコフ永久凍土研究所（ヤクーツク）
ロシア科学アカデミーシベリア支部・北方先住民族研究所（ヤクーツク）
ハバロフスク州立グロデコバ博物館（ハバロフスク）

総合博物館
ニコラエフスク・ナ・アムーレ市立博物館（ニコラーエフスク）
沿海州国立アルセニェフ総合博物館（ウラジオストック）
ロシア科学アカデミー極東支部北東総合科学研究所（マガダン）



国 ・ 地 域 名 本 学 の 締 結 部 局  締結年月日
1999. 6. 1
(2004. 6. 1)

オレゴン・ヘルスサイエンス大学 (ポートランド) 歯学部 歯学部 1974. 1. 1
1988. 6.24

(1998. 7.17)
1989.12.23

イリノイ大学（シカゴ） 大学院シカゴ校 地球環境科学研究科 1993. 7.14
ハーバード大学 (ケンブリッジ) ロシア・ユーラシア研究センター スラブ研究センター 1992.11. 4
デラウェア大学 (ニューアーク) 触媒科学技術センター 触媒化学研究センター 2007. 7. 9
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ) 電子科学研究所 2008. 6.10
アイオア州立大学（エイムズ） 触媒化学研究センター 2009. 3.10
マサチューセッツ大学医学校（ウースター） 先端生命科学研究院・生命科学院 2011. 5.10 ※

ライス大学（ヒューストン）
工学研究院・工学院・工学部
情報科学研究科
総合化学院

2011.10.19

ブラジル連邦共和国 農学研究科 2001. 5.10
トルコ共和国 医学研究科・医学部 2011.10.24 ※

工学研究科 2010. 1.26 ※
サステイナビリティ学教育研究センター 2010. 3.15

エジプト・アラブ共和国 ザガジック大学（ザガジック） 獣医学研究科 2012. 3. 6
1991.12. 5

(2003. 1. 1)
(2008. 1. 1)

国際コンソーシアムへの参加（１件）
名　　　称 参加国・大学等数 本学の参加部局 交流内容 参加年月日（期間）

フランス－日本－ベトナム特異点ネットワーク 3ヵ国11機関 （日本側：4　仏側：6　越側：1） 理学研究院 学術交流／学生交流 2011. 1. 1（4年間）

アメリカ合衆国

ウイスコンシン大学（マディソン） ロー・スクール 法学部

理工技術研究所

獣医学部 獣医学研究科・獣医学部

ﾒﾘｰﾗﾝド大学ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所ﾏﾘﾝﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ (ﾎﾞﾙﾁﾓｱ)

カリフォルニアナノシステム研究所

ジョージR.ブラウン工学院

ワシントン大学 (シアトル) 海洋・水産学部
水産学部

( )内は協定更新年月日、※学術交流協定の他に学生交流覚書を締結している大学

ブルキナファソ 国際水環境技術学院（ワガドゥグー）

生物医学研究科

獣医学部

イズミール大学（イズミール）

ザンビア共和国 ザンビア大学（ルサカ）

ヴィソーザ大学（ヴィソーザ）

協 定 大 学 等 名 （ 所 在 地 ）


