
大学の姉妹・友好提携及びその他交流状況

学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
ボールステイト大学 アメリカ合衆国 インディアナ州マンシー 学術協力  学生交流 1988/5

ニューヨーク州立大学フレドニア校 アメリカ合衆国 ニューヨーク州フレドニア 学術交流  学生交流 1988/6

南京師範大学 中華人民共和国 江蘇省南京市 学術交流  学生交流 1988/11

国立彰化師範大学 台湾 彰化県彰化市 学術交流  学生交流 2004/5

モスクワ教育大学 ロシア モスクワ 学術交流  学生交流 1994/3

AUE・ラジャバットコンソーシアム（9大学） タイ王国 バンコク／チェンライ　他 学術交流  学生交流 1996/5

晋州教育大学校 大韓民国 慶尚南道晋州市 学術交流  学生交流 1997/5

ニューマン大学 英国 バーミンガム 学術交流  学生交流 2003/3

ハノイ教育大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 学術交流  学生交流 2003/10

国立スラバヤ大学 インドネシア共和国 スラバヤ 学術交流  学生交流 2005/3

フライブルク教育大学 ドイツ連邦共和国 フライブルク 学術交流  学生交流 2006/3

国立聯合大学 台湾 苗栗県苗栗市 学術交流  学生交流 2006/11

香港教育大学 中華人民共和国 香港 学術交流  学生交流 2008/5

国立ジョグジャカルタ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学術交流  学生交流 2009/11

東北師範大学 中華人民共和国 吉林省長春市 学術交流  学生交流 2010/4

光州教育大学校 大韓民国 光州広域市 学術交流  学生交流 2011/6

国立台湾師範大学 台湾 台北市 学術交流  学生交流 2011/8

国立台北教育大学 台湾 台北市 学術交流  学生交流 2012/3

湖南師範大学 中華人民共和国 湖南省長沙市 学術交流  学生交流 2012/3

サンパウロ大学 ブラジル連邦共和国 サンパウロ州サンパウロ 学術交流　学生交流 2013/1

国立教育研究所 カンボジア王国 プノンペン 学術交流　学生交流 2014/7

モンゴル国立教育大学 モンゴル国 ウランバートル市 学術交流  学生交流 2015/3

国立京仁教育大学校 大韓民国 仁川廣域市 学術交流  学生交流 2016/10

ファルハンギャン教育大学 イラン・イスラム共和国 テヘラン市 学術交流 2017/7

陝西師範大学 中華人民共和国 陝西省西安市 学術交流  学生交流 2019/11

北京師範大学 中華人民共和国 北京市 学術交流  学生交流 2019/11

インディアナ州立大学 アメリカ合衆国 インディアナ州テレホート 学術交流  学生交流 2021/3

豊橋技術科学大学 インド工科大学マドラス校 インド チェンナイ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/7

インド理科大学 インド バンガロール 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/6

インド工科大学デリー校 インド ニューデリー 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/8

チッタゴン大学 バングラデシュ人民共和国 チッタゴン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/2

チュラロンコン大学工学部 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/1

パトムワン工科大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/5

タマサート大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/3

泰日工業大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/4

ウボンラチャタニー大学 タイ王国 ウボンラチャタニー県 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/4

タイ国立科学技術開発庁 タイ王国 パトゥムターニー県 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/8

ブラパ大学 タイ王国 チョンブリー県 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/1

ラオス国立大学 ラオス人民民主共和国 ヴィエンチャン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2015/11

マレーシア科学大学 マレーシア ペナン州 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2006/3

ワワサンオープン大学 及びディスティッドカレッジ マレーシア ペナン州 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/12

マレーシアペルリス大学 マレーシア ペルリス 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/7

トゥンフセインオンマレーシア大学 マレーシア ジョホール 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/12

愛知教育大学
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
豊橋技術科学大学 バンドン工科大学 インドネシア共和国 バンドン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1995/12

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1996/3

シャクアラ大学 インドネシア共和国 バンダアチェ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1997/12

ハサヌディン大学 インドネシア共和国 マカッサル 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2001/5

アンダラス大学 インドネシア共和国 パダン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2003/4

ランポン大学 インドネシア共和国 バンダールランプン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2006/11

パランカラヤ大学 インドネシア共和国 パランカラヤ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/12

ブラウィジャヤ大学 インドネシア共和国 マラン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/10

パダン工科大学 インドネシア共和国 パダン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/10

インドネシア国立スラバヤ電子工学ポリテクニック インドネシア共和国 スラバヤ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/1

ウダヤナ大学 インドネシア共和国 デンパサール 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/12

プルタミナ大学 インドネシア共和国 ジャカルタ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/10

ディポネゴロ大学 インドネシア共和国 セマラン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/3

慶北大学校 大韓民国 大邱広域市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1995/11

国立ソウル科学技術大学校 大韓民国 ソウル市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1997/2

韓国技術教育大学校 大韓民国 天安市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1997/12

安東大学校 大韓民国 安東市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2003/6

新モンゴル学園 モンゴル国 ウランバートル 包括協定 2015/10

ベトナム国家大学ホーチミン市校工科大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2004/12

ダナン大学・工科大学 ベトナム社会主義共和国 ダナン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/4

ホーチミン市天然資源環境大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2014/10

フエ医科薬科大学 ベトナム社会主義共和国 フエ 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2016/1

東北大学 中華人民共和国 瀋陽市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動  海外事務所
設置

1996/4

北京大学化学与分子工程学院 中華人民共和国 北京市 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2016/11

西安交通大学 中華人民共和国 西安市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/11

長安大学 中華人民共和国 西安市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/12

華中科技大学 中華人民共和国 武漢市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/11

国立台湾師範大学 台湾 台北市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2008/12

国立陽明交通大学 台湾 新竹市 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2021/8

コチ大学 トルコ ルメリフェネリ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/6

アシウト大学 エジプト・アラブ共和国 アシュート 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/5

オークランド大学工学部 ニュージーランド オークランド 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/5

カリフォルニア大学バークレー校 アメリカ合衆国 バークレー 学術交流 1981/9

ウィスコンシン大学マディソン校 アメリカ合衆国 マディソン 学術交流 1985/5

ニューヨーク市立大学クイーンズ校 アメリカ合衆国 ニューヨーク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/7

カリフォルニア大学サンディエゴ校 アメリカ合衆国 サンディエゴ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/9

ミシガン工科大学 アメリカ合衆国 ミシガン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/2

ケンタッキー大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/7

テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター アメリカ合衆国 ダラス 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2018/11

ニューヨーク市立大学リーマン校 アメリカ合衆国 ニューヨーク 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/7

サンディエゴ州立大学 アメリカ合衆国 サンディエゴ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2021/4

先端素材研究センター メキシコ合衆国 チワワ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/7

国立工科大学高等研究所 メキシコ合衆国 メキシコ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/10

サン・ファン・デル・リオ工科大学 メキシコ合衆国 サン・ファン・デル・リオ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/11
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
豊橋技術科学大学 ツクマン国立大学 アルゼンチン共和国 トゥクマン 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2012/6

東フィンランド大学理学及び森林学部 フィンランド共和国 ヨエンス 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2017/9

アイントホーフェン工科大学イノベーション科学研究科 オランダ王国 アイントホーフェン 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2012/4

ヨーク大学科学部 英国 ヨーク 学生・教職員の交流　共同研究活動 2018/12

カリアリ大学 イタリア共和国 カリアリ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/7

パドヴァ大学 イタリア共和国 パドヴァ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/11

マドリード工科大学 スペイン マドリード 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/11

グラナダ大学 スペイン グラナダ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/3

ルール大学ボーフム ドイツ連邦共和国 ボッホム 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2001/8

ミュンヘン工科大学 ドイツ連邦共和国 ミュンヘン 学生・教職員の交流　共同研究活動 2003/11

シュトゥットガルト大学 ドイツ連邦共和国 シュトゥットガルト 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2008/12

ソルボンヌ大学 フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2012/11

フランス国立研究センターパリ高等化学院 フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/4

ECE・パリ フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/2

アミアン電子電気工学技術高等学院 フランス共和国 アミアン 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/11

ロモノーソフ記念モスクワ国立大学 ロシア モスクワ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2002/12

モスクワ物理工科大学 ロシア モスクワ 包括協定 2017/3

スコルコボ科学技術大学 ロシア モスクワ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/6

ジリナ大学 スロバキア共和国 ジリナ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1999/11

ウクライナ国立科学アカデミー生物有機化学・石油化学研究所 ウクライナ キエフ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2012/11

ウクライナ国立科学アカデミー食品バイオテクノロジー・ゲノミクス
研究所

ウクライナ キエフ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2012/11

ウクライナ国立技術総合大学応用システム解析研究所および地
球情報・持続型開発ワールドデータセンター

ウクライナ キエフ 学生・教職員の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/12

ブルガリア国立科学アカデミー・有機化学・植物科学研究所 ブルガリア共和国 ソフィア 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/5

ノルウェー北極圏大学健康科学部 ノルウェー王国 トロムソ 学生・教職員の交流　学術資料等交換  共同研究活動 2016/6

名古屋工業大学 大学間協定 カブール大学 アフガニスタン･イスラム共和国 カブール 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/11

バングラデシュ工科大学 バングラデシュ人民共和国 ダッカ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1999/8

陜西科技大学 中華人民共和国 陜西省咸陽 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1990/9

清華大学 中華人民共和国 北京 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/11

西安交通大学 中華人民共和国 陝西省西安 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1996/11

浙江大学 中華人民共和国 浙江省杭州 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1997/2

北京理工大学 中華人民共和国 北京 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1997/10

北京化工大学 中華人民共和国 北京 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/2

同済大学 中華人民共和国 上海 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2006/6

中国科学院半導体研究所 中華人民共和国 北京 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/5

復旦大学 中華人民共和国 上海 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/12

中山大学 中華人民共和国 広東省広州 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/5

四川省社会科学院 中華人民共和国 四川省成都 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/11

大連東軟信息学院 中華人民共和国 大連 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2010/4

中国地質大学 中華人民共和国 武漢 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/12

蘭州大学 中華人民共和国 蘭州 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/12

汕頭大学 中華人民共和国 広東省汕頭 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/10

中国科学院工程熱物理研究所 中華人民共和国 北京 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/12

アナ大学 インド チェンナイ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1996/9

インド工科大学ボンベイ校 インド ムンバイ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2002/6
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋工業大学 大学間協定 インド工科大学バラナシ校 インド バラナシ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/5

中央ガラス・セラミックス研究所 インド カルカッタ 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/6

デリー大学 インド ニューデリー 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/6

インド国立科学研究所 インド ティルッチラーッパッリ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2009/2

ウダヤナ大学 インドネシア共和国 デンパサール 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/10

漢陽大学校 大韓民国 ソウル 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/3

明知大学校 大韓民国 京畿道龍仁市 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2010/9

マラ工科大学 マレーシア セランゴール 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/7

マレーシア工科大学 マレーシア ジョホールバル 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2006/6

マレーシア　プトラ大学 マレーシア セリ ケンバンガン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/6

ツン・フセイン・オン・マレーシア大学 マレーシア ジョホールバル 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2017/5

ヤンゴン・コンピューター大学 ミャンマー ヤンゴン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/4

ヤンゴン情報技術大学 ミャンマー ヤンゴン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/11

サルタン　カブス大学 オマーン国 マスカット 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/3

ボホール島州立大学 フィリピン共和国 ボホール州 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2016/10

タマサート大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2004/3

泰日工業大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/10

チュラロンコン大学 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/11

モンクット王工科大学　ラートクラバン校 タイ王国 バンコク 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/11

スラナリー工科大学 タイ王国 ナコンラチャシマー 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/12

国立台北科技大学 台湾 台北 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/8

国立清華大学 台湾 新竹 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/3

ベトナム科学技術アカデミー物質科学研究所 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/2

ハノイ工科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/9

エジプト英国大学 エジプト カイロ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/12

ウーロンゴン大学 オーストラリア連邦 ウーロンゴン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2017/3

オークランド工科大学 ニュージーランド オークランド 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/7

ベリコ・タルノボ大学 ブルガリア共和国 ベリコ・タルノボ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2013/9

アールト大学 フィンランド共和国 エスポー 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/1

リモージュ大学・国立セラミックス工学大学院 フランス共和国 リモージュ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/2

リール国立化学大学院 フランス共和国 リール 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2003/2

Efrai Paris フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2015/5

ESTP（École Spéciale des Travaux Publics, du Bâ timent et de
L'Industríe)

フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2009/3

ESIGELEC（École d'ingénieurs généralistes) フランス共和国 サン・テティエンヌ・ドゥ・ルブ
レ

学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2010/3

ポワティエ大学 フランス共和国 ポワティエ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2010/10

エアランゲン-ニュルンベルク大学 ドイツ連邦共和国 エアランゲン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2011/3

ウルム大学 ドイツ連邦共和国 ウルム 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/3

ブダペスト工科経済大学 ハンガリー ブダペスト 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/6

パドバ大学 イタリア共和国 パドバ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/8

サレルノ大学 イタリア共和国 サレルノ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/12

シエナ大学 イタリア共和国 シエナ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/7

ミラノ工科大学 イタリア共和国 ミラノ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2021/7

リガ工科大学 ラトビア リガ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/4

ポズナン工科大学 ポーランド共和国 ポズナン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/8
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋工業大学 大学間協定 ウッチ工科大学 ポーランド共和国 ウッチ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/12

コインブラ大学 ポルトガル コインブラ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/3

ヤシ「アレクサンドルー　イオン クザ」大学 ルーマニア ヤシ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1999/8

ヤシ工科大学 ルーマニア ヤシ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2018/1

ウィーン工科大学 オーストリア共和国 ウィーン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2014/8

メンデレーフ・ロシア化学技術大学 ロシア連邦 モスクワ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1991/5

アルカラ大学 スペイン マドリード州アルカラ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2015/1

バレンシア州立工芸大学 スペイン バレンシア 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2000/11

バルセロナ自治大学 スペイン バルセロナ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2016/6

バレンシア大学 スペイン バレンシア 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/4

マドリード・カルロス3世大学 スペイン マドリード 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/6

ルレオ工科大学 スウェーデン王国 ルレオ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2013/10

インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 ロンドン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1991/6

リーズ大学 英国 リーズ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1991/6

シェフィールド大学 英国 シェフィールド 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/7

アーカンソー大学フォートスミス校 アメリカ合衆国 アーカンソー州フォートスミス 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/5

クレムソン大学 アメリカ合衆国 サウスキャロライナ州クレムソン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2008/2

フロリダ大学 アメリカ合衆国 フロリダ州ゲインズビル 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2010/7

リーハイ大学 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州ベスレヘム 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/2

ブラジリア大学 ブラジル連邦共和国 ブラジリア 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 1999/1

部局間協定 北京化工大学炭素繊維与複合材料研究所 中華人民共和国 北京 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/11

厦門大学材料学院 中華人民共和国 福建省厦門 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2009/1

鉱物および材料工学研究科学および工業研究カウンシル インド ブバネシュワール 教職員の交流　資料情報交換　共同研究 2013/8

ソナ工業大学フォトニクス ・ナノテクノロジーセンター インド セーラム 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2014/3

ソウル国立大学電気情報工学専攻 大韓民国 ソウル 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2005/9

ソウル国立大学経営工学専攻 大韓民国 ソウル 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2015/10

ミンダナオ州立イリガン工科大学工学部 フィリピン共和国 イリガン 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2020/10

ドゥムルプナル大学治金・マテリアル工学専攻 トルコ共和国 キュタヒヤ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/3

ケムニッツ工科大学電気機情報工学部 ドイツ連邦共和国 ケムニッツ 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2006/10

フリードリヒ・シラー大学イエナ化学・地球科学専攻 ドイツ連邦共和国 イエナ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2019/4

アグデル大学理工学専攻 ノルウェー王国 グリムスタ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2017/3

スイス連邦材料試験研究所 スイス連邦 デューベンドルフ 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2016/5

リーズ大学粒子科学工学研究所 英国 リーズ 教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2007/11

クイーンズランド大学社会工学専攻 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生・教職員の交流  資料情報交換  共同研究 2016/5

パラナ工業大学 電気情報工学専攻 ブラジル連邦共和国 クリチバ 教職員の交流　資料情報交換　共同研究 2014/8

ノルウェー科学技術大学工学部 ノルウェー トロンハイム 学生・教職員の交流　資料情報交換　共同研究 2020/3

図書館 長春大学図書館 中華人民共和国 吉林省長春 教職員の交流  資料情報交換  留学生への情報提供 1995/1

カセサート大学 タイ王国 バンコク都 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 1981/6

南京大学 中華人民共和国 江蘇省（南京市） 教員・研究者・学生交流 講義担当者相互派遣 学術資料等交換 共同
研究

1982/12

東南アジア地域農業教育研究センター（SEARCA） フィリピン共和国 ルソン島ラグナ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究・研究集会実施 1983/3

コペンハーゲン大学 デンマーク王国 コペンハーゲン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1984/9

シェフィールド大学 英国 シェフィールド市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1985/1

ノースカロライナ州立大学 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究・科学プロジェク
ト・会議等の開催

1985/3

名古屋大学 大学間協定
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名古屋大学 大学間協定 シドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州

（シドニー）
教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 1985/4

ウォリック大学 英国 コベントリー市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 合同委員会開催 1985/5

吉林大学 中華人民共和国 吉林省 教員・研究者・学生交流 講義担当者相互派遣 学術資料等交換 共同
研究

1985/5

ブラウンシュバイク工科大学 ドイツ連邦共和国 ニーダーザクセン州(ブラウン
シュバイク）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1985/9

ハーバード・イェンチン研究所 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 教員・研究者・学生交流 共同研究 1986/3

華中科技大学 中華人民共和国 湖北省（武漢市） 教員・研究者・学生交流 講義担当者相互派遣 学術資料等交換 共同
研究

1986/6

シンシナティ大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1986/11

清華大学 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1989/3

欧州原子核研究機構（CERN） スイス連邦 ジュネーブ州 研究者・学生交流 学術資料等交換 研究協力 1990/6

チュラロンコン大学 タイ王国 バンコク都 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1992/8

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ特別州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1995/6

ミュンヘン工科大学 ドイツ連邦共和国 バイエルン州（ミュンヘン） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1997/1

復旦大学 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/1

西安交通大学 中華人民共和国 江蘇省（西安市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/1

木浦大学校 大韓民国 全羅南道（木浦市） 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/5

ブラジリア連邦大学 ブラジル連邦共和国 ブラジリア 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/11

慶尚大学校 大韓民国 慶尚南道（晋州市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/11

浙江大学 中華人民共和国 浙江省（杭州市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/2

セント・オラフ大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/4

ケムニッツ工科大学 ドイツ連邦共和国 ザクセン州(ケムニッツ） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/4

南イリノイ大学カーボンデール校 アメリカ合衆国 イリノイ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/5

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 アメリカ合衆国 イリノイ州 教員・学生交流 共同研究 セミナー・研究会議への参加 学術資料等
交換

2000/7

スラバヤ国立大学 インドネシア共和国 スラバヤ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/8

ブリストル大学 英国 ブリストル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/1

上海交通大学 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/2

同済大学 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/2

ラオス国立大学 ラオス人民民主共和国 ビエンチャン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/4

東北大学 中華人民共和国 遼寧省（瀋陽市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/6

ニューヨーク大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク 教員・学生交流　共同研究 2001/9

フライブルク大学 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク
州（フライブルク）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2001/9

北京大学 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2002/1

梨花女子大学校 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2002/5

ポンゼショセ工科大学 フランス共和国 パリ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2002/7

哈爾濱工業大学 中華人民共和国 黒龍江省（哈爾濱） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2002/7

モナシュ大学 オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2003/7

中国科学技術大学 中華人民共和国 安徽省（合肥市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2003/10

漢陽大学校 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2004/6

パリ第7大学（パリ・ディドロ大学） フランス共和国 パリ 教員・研究者・学生交流 2004/7

フリンダース大学 オーストラリア連邦 南オーストラリア州（アデレード） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2004/9

南オーストラリア大学 オーストラリア連邦 南オーストラリア州（アデレード） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2004/10
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 大学間協定 アデレード大学 オーストラリア連邦 南オーストラリア州（アデレード） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2004/10

イタリア国立核物理学研究所（INFN） イタリア共和国 ローマ 研究者・学生交流 学術資料等交換 2005/1

高麗大学校 大韓民国 ソウル市 教員・学生交流 学術資料等交換　共同研究等 2006/2

ソウル国立大学校 大韓民国 ソウル市 教員・学生交流 学術資料等交換　研究協力成果発表等 2006/2

オーストラリア国立大学 オーストラリア連邦 キャンベラ 教員・研究者・事務職員交流 大学情報交換等 2006/5

タシケント国立法科大学 ウズベキスタン共和国 タシケント 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/6

リヨン第3大学 フランス共和国 リヨン郡 教員・学生交流　学術資料等交換 2006/6

コミュニテ・グルノーブル・アルプス大学 フランス共和国 グルノーブル 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/6

ヨーク大学 カナダ オンタリオ州（トロント） 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2006/7

モンゴル国立大学 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/7

慶熙大学校 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2007/3

国立台湾大学 台湾 台北市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 シンポジウム開催 2007/4

国立政治大学 台湾 台北市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 シンポジウム開催 2007/4

インド科学大学院大学 インド バンガロール市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2007/10

チュラポーン研究所／チュラポーン大学院大学 タイ王国 バンコク都 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/1

ケンタッキー大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州（レキシントン） 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/2

ミネソタ大学 アメリカ合衆国 ミネソタ州 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/3

バンドン工科大学 インドネシア共和国 バンドン市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/3

カターニア大学 イタリア共和国 シチリア州カターニア県 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/3

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州（ロサンゼル
ス）

教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/4

トロント大学（The Faculty of Arts and Science） カナダ オンタリオ州（トロント） 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/7

国立清華大学 台湾 新竹市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/10

サンパウロ大学 ブラジル連邦共和国 サンパウロ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/11

延世大学校 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2008/11

タタ基礎科学研究所 インド ムンバイ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/12

ロンドン大学東洋アフリカ学院（SOAS） 英国 ロンドン 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　講義・セミナ-・ワークショッ
プの共催等

2008/12

パリ東大学 フランス共和国 パリ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/3

成均館大学校 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　セミナーの共
催等

2009/7

モンゴル科学技術大学 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/9

ハノイ工科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/9

王立プノンペン大学 カンボジア王国 プノンペン 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/1

ビルケント大学 トルコ共和国 アンカラ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/3

香港中文大学 中華人民共和国（香港） 香港 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/4

香港大学 中華人民共和国（香港） 香港 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/4

ワルシャワ大学 ポーランド共和国 ワルシャワ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/7

ジュネーブ大学 スイス連邦 ジュネーブ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/8

ウプサラ大学 スウェーデン王国 ウプサラ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等　各大学代表
団の相互訪問　大学院教育・研修における協力　合同会議・シンポジ
ウム・学会の共催等

2010/9

ノースカロライナ大学チャペルヒル校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州（チャペル
ヒル）

教員・研究者・客員教員・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共
同研究　相手機関からの訪問者に対するブリーフィング　産学連携の
促進等

2010/9

世界経済外交大学 ウズベキスタン共和国 タシケント 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/9
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 大学間協定 ストラスブール大学 フランス共和国 ストラスブール市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 講義・シンポジウ

ム実施
2001/11

バルセロナ大学 スペイン バルセロナ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/11

スウェーデン王立工科大学 スウェーデン王国 ストックホルム 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2011/1

カイロ大学 エジプト・アラブ共和国 カイロ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　セミナー及び
学術会議の共催等

2011/3

浦項工科大学校 大韓民国 浦項市 研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　共同出版　講義・講
演等のための研究者招へい　会議・シンポジウム参加のための研究者
招へい等

2011/5

ボローニャ大学 イタリア共和国 ボローニャ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2011/6

国立中正大学 台湾 嘉義県 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2011/8

ベトナム国家大学ハノイ ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/1

モントリオール大学 カナダ ケベック州（モントリオール） 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/2

リヨン高等師範学校 フランス共和国 リヨン 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/3

カリフォルニア大学デービス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州（デービス） 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/5

アーヘン工科大学 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファーレン州（アーヘン） 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/5

カリフォルニア大学バークレー校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州（バークレー） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 2012/9

インスブルック大学 オーストリア共和国 インスブルック 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2012/9

フランス人間科学研究財団 フランス共和国 パリ 研究者交流 2012/11

カンボジア王立農業大学 カンボジア王国 プノンペン 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2012/11

ベトナム社会主義共和国司法省 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術研究協力　法律文書の草案作成支援　職員・研究者・講師の能
力向上のための支援　共同プロジェクトの実施等 2013/3

王立法経大学 カンボジア王国 プノンペン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/6

国際連合地域開発センター 日本 名古屋市 セミナー・会議の相互招待・共同開催　共同研究開発及び発表　研究
資料の交換 2013/6

ヤンゴン大学 ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等
「研究・協力事務所」の共同設置と運営 2013/6

韓国科学技術院 大韓民国 大田広域市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2013/10

ナイロビ大学 ケニア共和国 ナイロビ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等　相互の施設
利用

2013/12

ステレンボッシュ大学 南アフリカ共和国 ステレンボッシュ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2014/4

リーズ大学 英国 リーズ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2014/4

ローマ大学サピエンツァ
イタリア共和国 ローマ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　共同コースの

開発等 2014/6

フィリピン大学ロスバニョス校 フィリピン共和国 ロスバニョス 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2014/7

エジンバラ大学 英国 エジンバラ 教員・研究者・事務職員・技術職員・学生交流　学術資料等交換　共
同研究　共同プログラムの開発等 2014/9

ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジ 英国 ケンブリッジ 短期学生交流 2014/9

ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校 タイ王国 パトゥムターニー県 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等
学術会議等の共同開催　施設・設備等の共同利用 2014/12

バンコク病院 タイ王国 バンコク都 研修 講師の交換 バンコク病院による医療支援 患者紹介 臨床連携 2015/1

アルバータ大学 カナダ アルバータ州（エドモントン） 教員・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究･共同刊行物
の発行　短期学術プログラム等 2015/2

メキシコ国立自治大学 メキシコ合衆国 メキシコシティ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2015/2

西オーストラリア大学 オーストラリア連邦 西オーストラリア州（パース） 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/2

フロリダ大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/6

エクス＝マルセイユ大学 フランス共和国 マルセイユ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/7

タシケント工科大学 ウズベキスタン共和国 タシケント 協力可能な分野の探求 2015/9
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 大学間協定 韓国海洋大学校 大韓民国 釜山広域市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究　シ

ンポジウム開催等 2015/11

オスロ大学 ノルウェー王国 オスロ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/11

フィリピン大学機構
フィリピン共和国 マニラ市 フィリピン大学ロスバニョス校でのアジアサテライトキャンパス開設　アジ

アサテライトキャンパスの支援等 2015/12

ポーランド科学アカデミー高圧研究所 ポーランド共和国 ワルシャワ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/12

アイスランド大学 アイスランド共和国 レイキャヴィーク 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/1

ヨッフェ研究所 ロシア サンクトペテルブルク市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/1

ロシア科学アカデミーシベリアブランチルジャーノフ半導体研究
所

ロシア ノヴォシビルスク市 研究者・技術者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等
2016/2

オーフス大学 デンマーク王国 オーフス 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/2

ウズベキスタン共和国大統領直属国家行政アカデミー ウズベキスタン共和国 タシケント 学生交流　インターンシップ　セミナー等の企画　学術資料等交換　共
同研究等 2016/3

モンゴル保健・スポーツ省 モンゴル国 ウランバートル市 教員・研究者・事務職員交流　学術資料等交換　共同研究　モンゴル
保健省職員の人材育成支援 2016/3

大連理工大学 中華人民共和国 大連市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/6

カルガリー大学 カナダ カルガリー市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/6

オタワ大学 カナダ オタワ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/8

チュラロンコン大学・ハノイ工科大学・ラオス国立大学 タイ王国・ベトナム社会主義共和
国・ラオス人民民主共和国

バンコク都・ハノイ・ビエン
チャン

教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究　シ
ンポジウム開催　施設・設備の共同利用等 2016/8

ルーヴァン・カトリック大学 ベルギー王国 ルーヴァン市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/10

サマルカンド国立大学 ウズベキスタン共和国 サマルカンド 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2016/11

南洋理工大学 シンガポール共和国 シンガポール 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/1

ダラム大学 英国 ダラム 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/7

香港城市大学 中華人民共和国（香港） 香港 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/7

トゥエンテ大学 オランダ王国 エンスヘーデ 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/7

セントアンドリューズ大学 英国 セント・アンドルーズ市 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/4

パリ第11大学（パリ南大学） フランス共和国 オルセー 教員・研究者・事務職員・学生交流　共同研究等 2017/11

オレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/12

シンガポールマネジメント大学 シンガポール共和国 シンガポール 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2018/1

ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア連邦 シドニー 教員・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2018/4

ラドバウド大学 オランダ王国 ナイメーヘン 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2018/5

シンガポール国立大学 シンガポール共和国 シンガポール 教員・研究者・事務職員・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2018/8

チェコ工科大学 チェコ プラハ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/10

ビサヤ国立大学 フィリピン共和国 バイバイ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2019/2

国際イネ研究所（IRRI） フィリピン共和国 バイバイ市 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2019/2

ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学 フランス共和国 ランス 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2019/3

インドネシア大学 インドネシア共和国 ジャカルタ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2019/6

香港理工大学 中華人民共和国（香港） 香港 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2019/7

ブリティッシュコロンビア大学 カナダ ブリティッシュ・コロンビア 学生交流 2019/7

ケニア農畜産業研究機構（KALRO） ケニア共和国 ナイロビ 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2019/8

ヘルシンキ大学 フィンランド共和国 ヘルシンキ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2019/9

ニューヨーク市立大学クイーンズ･カレッジ アメリカ合衆国 ニューヨーク市 教員・研究者・学生交流 2020/1

文学部・人文学研究所 パジャジャラン大学文学部 インドネシア共和国 バンドン市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/1

北京第二外国語学院 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料交換 2003/3

韓国外国語大学校一般大学院・国際地域大学院 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2007/3
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 文学部・人文学研究科 東呉大学外国語文学院 台湾 台北市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2009/8

東華大学外語学院 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・大学院生交流 学術資料交換 共同研究等 2014/11

上海外国語大学日本文化経済学院及び国際文化交流学院 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・事務職員･学生交流 学術資料交換 共同研究等 2015/7

西安外国語大学日本文化経済学院 中華人民共和国 西安市 教員・研究者・事務職員･学生交流 学術資料交換 共同研究等 2016/3

中国人民大学外国語学院 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・事務職員･学生交流 学術資料交換 共同研究等 2016/11

天主教輔仁大学外語学院 台湾 新北市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/8

ウォリック大学映画テレビ研究学科（CP) 英国 コベントリー市 学生交流 2019/5

フランス国立東洋言語文化大学(INALCO) フランス共和国 パリ 教員・研究者・学生・事務職員交流　学術資料交換　共同研究 2020/7

カリフォルニア大学ロサンゼルス校教育学部 アメリカ合衆国 カリフォルニア州（ロサンゼルス） 学生交流 1981/6

高麗大学校師範大学 大韓民国 ソウル市 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/10

ディポネゴロ大学アジア研究センター インドネシア共和国 ジャワ州スマラン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/3

華東師範大学教育学部 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/8

デュイスブルグ・エッセン大学東アジア研究所 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州（エッセン）

教員・学生交流 刊行物交換 共同研究等 2011/7

モンゴル国立教育大学 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/11

オハイオ州立大学教育・人間環境学部 アメリカ合衆国 オハイオ州 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/9

北京師範大学教育学部 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2015/11

南洋理工大学国立教育研究所（NIE） シンガポール共和国 シンガポール 教員・学生交流 学術資料等交換 2016/11

インドネシア教育大学大学院 インドネシア共和国 バンドン市 教員・研究者・職員 学術資料等交換 共同研究 2017/12

スルタン・イドリス教育大学 マレーシア ペラ州 2017/1

法学部・法学研究科 中国政法大学 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1994/11

ベトナム国家と法研究所 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 合同委員会開催 1995/7

ハノイ法科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/12

ホーチミン市法科大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/12

北京大学国際関係学院 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/3

国立政治大学法学部 台湾 台北市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/12

華東政法大学 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2001/2

ビクトリア大学アジア太平洋研究センター カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
（ビクトリア）

教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2002/2

リンツ（ヨハネス・ケプラー）大学法学部 オーストリア共和国 オーバーエスターライヒ州（リ
ンツ）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 合同会議実施 2002/4

ルンド大学法学部 スウェーデン王国 スコーネ県（ルンド） 教員・学生交流 2003/6

カザフスタン人文・法科大学 カザフスタン共和国 アスタナ 教員・研究者・学生交流 学術資料交換　共同研究 2004/3

レーゲンスブルク大学法学部 ドイツ連邦共和国 バイエルン州（レーゲンスブ
ルク）

教員・研究者・学生交流 共同教育・研究プロジェクト・共同出版 2004/3

ハンガリー科学アカデミー法学研究所 ハンガリー ブダペスト 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2004/10

ソウル国立大学校法科大学 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2005/4

東呉大学法学院・同法律学系 台湾 台北市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/6

パリ第2大学（パンデオン・アサス大学） フランス共和国 パリ 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2006/7

ソウル市立大学校政経大学 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2008/4

海南大学法学院 中華人民共和国 海口市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2010/3

中国人民大学法学院 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2010/10

厦門大学法学院 中華人民共和国 福建省（厦門市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2012/6

釜山大学校法学専門大学院 大韓民国 釜山 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2014/2

EBS法経大学ロースクール ドイツ連邦共和国 ヘッセン州ラインガウ 学生交換 2014/3

私法統一国際協会（ユニドロワ） イタリア共和国 ローマ 学生交流 共同研究 2015/3

教育学部・教育発達科学
研究科
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アクロン大学法科大学院 アメリカ合衆国 オハイオ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同文化事業　訪問団受

入　インターンシップ等
2015/9

ウィスコンシン大学ロー・スクール アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 2003/11

成均館大学校 大学院法学科 大韓民国 ソウル市 学生交流（ダブル・ディグリー・プログラム） 2019/1

成均館大学校 社会科学大学政治外交学科 大韓民国 ソウル市 学生交流（ダブル・ディグリー・プログラム） 2019/1

デンバー大学ステュルム法科大学院 アメリカ合衆国 デンバー 教員・研究者・学生交流 2019/3

タイ王国最高裁判所事務総局(OJT） タイ王国 バンコク都 教員・研究者・事務職員交流 学術資料等交換 共同研究等 2020/3

ポンティシフィア･コミージャス大学法学部 スペイン マドリッド市 教員・研究者・事務職員交流  共同研究等 2020/8

ローマ第三大学法学科 イタリア共和国 ローマ 研究者・学生交流 2018/9

経済学部・経済学研究科 フライブルク大学経済学部 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク
州（フライブルク）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 共同セミナー開
催等

1972/5

忠南大学校経商大学 大韓民国 大田広域市 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/2

江蘇省社会科学院 中華人民共和国 江蘇省（南京市） 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2003/11

西南交通大学経済管理学院 中華人民共和国 四川省（成都市） 研究者交流 学術資料等交換　共同研究 2005/12

北京理工大学管理経済学院 中華人民共和国 北京市 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2005/12

天津大学管理学院 中華人民共和国 天津市 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 国際会議の共同開催
教育プログラムの共同開発・講義の共同担当等

2007/11

中国社会科学院人口・労働経済研究所 中華人民共和国 北京市 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 国際会議の共同開催
教育プログラムの共同開発・講義の共同担当等

2007/11

全南大学経営学部 大韓民国 光州広域市 教員・研究者・事務職員交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/3

対外経済貿易大学国際経済貿易学院 中華人民共和国 北京市 研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　国際会議の共同開
催 教育プログラムの共同開発・講義の共同担当等

2008/12

貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究　国際会議の共同開
催 教育プログラムの共同開発・講義の共同担当等

2010/8

中山大学嶺南（大学）学院 中華人民共和国 広東省（広州市） 教員・研究者・職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2011/10

シンガポール国立大学ビジネス学部 シンガポール共和国 シンガポール 学部学生交換 2013/9

ヨアネウム応用科学大学 オーストリア共和国 グラーツ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/7

モデナ・レッジョ・エミリア大学理工学部・大学院 イタリア共和国 エミリア＝ロマーニャ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/10

マルケ工科大学 イタリア共和国 アンコーナ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 2019/2

マラ工科大学機械工学部 マレーシア セランゴール州（シャー・アラム） 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2011/6

オハイオ州立大学データ変換分析研究所 アメリカ合衆国 オハイオ州 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/3

マッコリー大学経営・経済学部 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州（シドニー） 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2019/10

情報学･情報研究科 タマサート大学ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部 タイ王国 バンコク都 教員・研究者・学生・事務職員交流　学術資料交換　共同研究 2019/12

理学部・理学研究科 カリフォルニア大学バークレー校物理学部 アメリカ合衆国 カリフォルニア州（バーク
レー）

教員・学生交流 共同研究 1987/5

中国科学院紫金山天文台 中華人民共和国 江蘇省（南京市） 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1988/3

ラトビア大学 ラトビア共和国 リーガ 教員・研究者・学生交流 共同研究 1989/1

ソフィア大学天文学部 ブルガリア共和国 ソフィア 教員・研究者・学生交流 共同研究 1989/2

ブルガリア科学アカデミー数学研究所 ブルガリア共和国 ソフィア 教員・学生交流 共同研究 1989/6

ブルガリア科学アカデミー電子工学研究所及び宇宙科学研究
所

ブルガリア共和国 ソフィア 教員・研究者・学生交流　共同研究 1989/2

ケルン大学第一物理学研究所 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州(ケルン）

教員・学生交流 共同研究 1989/7

ソノラ大学 メキシコ合衆国 ソノラ州（エルモシージョ） 教員・学生交流 共同研究 1989/12

中国科学院国家天文台 中華人民共和国 北京市 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1992/2

ウクライナ科学アカデミー理論物理学研究所 ウクライナ キエフ 教員・学生交流 共同研究 1992/3

韓国標準科学研究院天文台 大韓民国 大田広域市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1992/9

ロシア連邦理論実験物理学研究所 ロシア モスクワ市 教員・研究者・学生交流 共同研究 1992/12

名古屋大学 法学部・法学研究科
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 理学部・理学研究科 マインツ大学化学薬学部 ドイツ連邦共和国 ラインラント＝プファルツ州

（マインツ）
教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1997/6

南アフリカ天文台 南アフリカ共和国 ケープタウン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1998/8

マンチェスター大学生命科学部 英国 マンチェスター 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/4

タタ基礎科学研究所自然科学研究所 インド ムンバイ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/12

ミシガン州立大学物理天文学部 アメリカ合衆国 ミシガン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 技術支援 電子
教材の開発及び利用

2007/12

レスター大学物理天文学部 英国 イングランド・レスターシャー
州（レスター）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 技術支援 電子
教材の開発及び利用

2008/4

オックスフォード大学物理学部 英国 オックスフォード 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 技術支援 電子
教材の開発及び利用

2008/4

コロラド大学ボルダー校大気宇宙物理学研究所 アメリカ合衆国 コロラド州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 技術支援 電子
教材の開発及び利用

2013/1

エジンバラ大学理工学部化学科 英国 エジンバラ 学生交換 2013/9

エジンバラ大学理工学部 英国 エジンバラ 共同学位プログラム（ジョイント・ディグリー・プログラム） 2017/7

アシュート大学理学部 エジプト・アラブ共和国 アスユート 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/7

理学部・理学研究科及び
環境学研究科

アラスカ大学地球物理研究所 アメリカ合衆国 アラスカ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2002/9

理学部・理学研究科及び物質
科学国際研究センター

ミュンスター大学化学薬学部 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州（ミュンスター）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2005/9

理学部・理学研究科及びト
ランスフォーマティブ生命
分子研究所

ハインリッヒハイネ大学デュッセルドルフ数理学部 ドイツ連邦共和国 デュッセルドルフ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/5

医学部・医学系研究科 ノースカロライナ大学チャペルヒル校医学部 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州(チャペル
ヒル）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究・科学プロジェク
ト・会議等の開催

1989/7

グダニスク医科系大学医学部 ポーランド共和国 ポモージェ県（グダニスク） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1995/7

ハーバード大学医学部 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州（ボスト
ン）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1995/11

チューレン大学医学部 アメリカ合衆国 ルイジアナ州（ニューオーリン
ズ）

学生交流 1995/11

ペンシルベニア大学医学部 アメリカ合衆国 ペンシルベニア州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1997/3

フライブルク大学医学部 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク
州（フライブルク）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/4

デューク大学医学部 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2002/12

ジョンズホプキンス大学医学部 アメリカ合衆国 メリーランド州（ボルティモア） 教員・学生交流　共同研究 学術資料等交換 合同学術会議・セミナー
の開催

2003/1

モンゴル国立医療科学大学 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2004/8

ウィーン医科大学 オーストリア共和国 ウィーン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2005/7

中国衛生部中日友好病院 中華人民共和国 北京市 医師・学者交流　共同研究　人材育成の推進及び相互支援 2011/10

フエ医科薬科大学 ベトナム社会主義共和国 トゥアティエン・フエ省 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2012/10

シンガポール国立大学医学部看護学科 シンガポール共和国 シンガポール 学生交流 2013/2

ルンド大学医学部 スウェーデン王国 ルンド市 共同学位プログラム（ジョイント・ディグリー・プログラム） 2014/3

ヤンゴン第一医科大学 ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン 教員交流 学術資料等交換 共同研究  合同学術会議等 2015/1

アデレード大学健康科学部 オーストラリア連邦 南オーストラリア州（アデレード） 共同学位プログラム（ジョイント・ディグリー・プログラム） 2015/2

マヒドン大学アセアン保健開発研究所 タイ王国 ナコンパトム県 教員・研究者･事務職員･学生交流　共同研究 合同学術会議・セミ
ナーの開催等

2015/3

フィリピン大学マニラ校看護学部・看護系研究科 フィリピン共和国 マニラ 教員・研究者･事務職員･学生交流　共同研究 合同学術会議・セミ
ナーの開催等

2015/7
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 医学部・医学系研究科 マヒドン大学ラマティボディ病院・医学部 タイ王国 バンコク都 医療スタッフの交換　学術資料等交換　患者治療協力体制の構築　共

同研究等
2016/7

チュラポーン医科大学 タイ王国 バンコク都 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2017/8

フライブルク大学医学部 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク
州（フライブルク）

共同学位プログラム（ジョイント・ディグリー・プログラム） 2017/11

ノルウェー科学技術大学医学健康科学部 ノルウェー王国 トロンハイム 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/3

シンガポール国立大学医学部 シンガポール共和国 シンガポール 学生交流 2018/6

グラスゴー大学 英国 グラスゴー 学生交流 2018/10

高麗大学校医学部 大韓民国 ソウル市 研究者・学生交流 2018/11

 レスター大学医学部 英国 レスター 学生交流 2019/3

リトアニア健康科学大学 リトアニア カウナス市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2021/6

医学部附属病院 ソウル国立大学校病院 大韓民国 ソウル市 教員・事務職員･学生交流　病院運営の包括的な相互協力・情報交換
共同国際会議等の開催 2012/7

アサンメディカルセンター 大韓民国 ソウル市 教員・事務職員･学生交流　病院運営の包括的な相互協力・情報交換
共同国際会議等の開催 2013/10

ホーチミン医科薬科大学医療センター ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 医療スタッフの交換　学術資料等交換　患者治療協力体制の構築　共
同研究等 2016/6

シンガポール国立大学病院 シンガポール共和国 シンガポール 教員・研究者・事務職員交流 学術資料交換　共同研究 2018/9

工学部・工学研究科 ミシガン大学工学部 アメリカ合衆国 ミシガン州 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1980/5

中南大学 中華人民共和国 湖南省（長沙市） 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1985/3

北京工業大学 中華人民共和国 北京市 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1986/9

モスクワ大学物理学部 ロシア モスクワ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1993/12

ワルシャワ工科大学 ポーランド共和国 ワルシャワ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1996/7

モスクワ工業物理大学 ロシア モスクワ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1998/6

コロラド鉱山大学 アメリカ合衆国 コロラド州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1998/7

インド工科大学マドラス校 インド チェンナイ市 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2001/2

南京航空航天大学 中華人民共和国 江蘇省（南京市） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2003/10

ロシア科学アカデミー・コンピューター支援設計研究所 ロシア モスクワ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2005/2

ルール大学ボーフム校物理天文学部及び電子情報学部 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州（ボーフム）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2005/10

釜山大学校工学部 大韓民国 釜山広域市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2006/12

バレ・グアテマラ大学工学部 グアテマラ共和国 グアテマラシティ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/4

タンタ大学工学部 エジプト・アラブ共和国 タンタ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/4

インドネシア大学工学部 インドネシア共和国 ジャカルタ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/9

インドネシア大学情報科学部 インドネシア共和国 ジャカルタ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/9

慶北大学校工学部 大韓民国 大邱広域市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2009/4

中国科学院上海セラミックス研究所 中華人民共和国 上海市 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2009/6

ミシガン大学教養学部化学科 アメリカ合衆国 ミシガン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究　セミナー及び学
術会議開催　教授法や科目の企画にかかる経験の共有等

2015/11

ミシガン大学工学部高分子科学工学研究センター アメリカ合衆国 ミシガン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究　セミナー及び学
術会議開催　大学院生の研究にかかる共同監督等

2009/11

瀋陽工業大学 中華人民共和国 瀋陽市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2010/11

国立交通大学電気電子コンピュータ工学院 台湾 新竹市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2012/6

スラバヤ工科大学 インドネシア共和国 スラバヤ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2013/9

マインツ大学物理・数学・コンピュータ学部 ドイツ連邦共和国 ラインラント＝プファルツ州（マインツ） 教員・研究者・事務職員･学生交流 学術資料交換等 2014/10

ワシントン大学工学部 アメリカ合衆国 ワシントン州（シアトル） 学生交流 2015/6

ヌエボ・レオン自治大学 メキシコ合衆国 ヌエボ・レオン州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/2
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 工学部・工学研究科 大連理工大学建設工程学部 中華人民共和国 大連市 学生交流 2020/5

マレーシアマラッカ技術大学 マレーシア マラッカ 教員・研究者・学生・事務職員の交流 学術資料交換 共同研究 2020/9

ダルムシュタット工科大学土木工学・測地学科 ドイツ連邦共和国 ヘッセン州（ダルムシュタット） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2010/5

オーストラリア連邦科学産業研究機構 生態系科学部門 オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2011/8

北京師範大学減災応急管理学院・地表過程資源生態重点研究所 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2011/11

マンチェスター大学環境・開発研究科 英国 マンチェスター 研究者・大学院生交流 学術資料等交換 共同研究と成果発表　共同
会議開催

2012/5

クラーゲンフルト大学ソーシャルエコロジー研究所 オーストリア共和国 クラーゲンフルト 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/11

デラサール大学工学部 フィリピン共和国 マニラ市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2015/12

パドヴァ大学土木環境建築工学科 イタリア共和国 パドヴァ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/5

天津大学建築学院 中華人民共和国 天津市 教員・研究者・学生・職員交流　学術資料交換　共同研究 2018/3

クレルモンオーベールニュ大学 フランス共和国 クレルモン＝フェラン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/1

イノベーションズフォーハイパフォーマンスマイクロエレクトロニクス ドイツ連邦共和国 フランクフルト 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/2

ユーリッヒ総合研究機構 ドイツ連邦共和国 ユーリッヒ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/5

パドヴァ大学情報工学部門 イタリア共和国 パドヴァ 教員・研究者・事務職員交流　学術資料等交換 共同研究 2020/

農学部・生命農学研究科 国立ロサリオ大学生化学・薬学部 アルゼンチン共和国 サンタフェ州（ロサリオ） 研究者・学生交流 共同研究 1993/6

ノッティンガム大学生命科学部 英国 ノッティンガム 教員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1994/3

ルイスF・ルロア・カムポマール財団生化学研究所 アルゼンチン共和国 ブエノスアイレス 研究者・学生交流 共同研究 1994/12

バングラデシュ農業大学 バングラデシュ人民共和国 マイメンシン市 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2000/4

淳昌郡醤類研究所 大韓民国 スンチャン郡 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/7

東亜大学校生物資源生命科学部 大韓民国 釜山 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/11

忠南大学校農業生命科学大学 大韓民国 大田広域市 教員・研究者・事務職員･学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2015/8

カセサート大学国際連携生命農学専攻 タイ王国 バンコク 共同学位プログラム（ジョイント・ディグリー・プログラム） 2018/3

西オーストラリア大学理学部 オーストラリア連邦 パース 学生交流(ジョイント・ディグリー） 2018/12

福建農林大学 HBMC FAFU-UCR ジョイントデンター 中華人民共和国 福州市 教員・研究者・学生・事務職員交流　学術資料交換　共同研究 2018/9

ボゴール農業大学 インドネシア共和国 ボゴール市 教員・研究者・学生・事務職員交流　学術資料交換　共同研究 2015/1

生命農学研究科及び環境
学研究科

ラオス国立農林業研究所 ラオス人民民主共和国 ビエンチャン 教員・研究者交流 本額への学生受入　学術資料等交換　ラオスでの
学術研究

2009/12

国際開発研究科 ジョアキン・ナブコ研究所 ブラジル連邦共和国 ペルナンブーコ州（レシフェ） 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1997/5

イースト・アングリア大学社会科学部国際開発学科 英国 イーストアングリア（ノリッジ） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1998/4

中国社会科学院文学研究所・少数民族文学研究所 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2000/1

ダッカ大学社会科学院 バングラデシュ人民共和国 ダッカ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2010/3

ブータン研究所 ブータン王国 ティンプー 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2010/8

ガーナ大学社会科学院 ガーナ共和国 レゴン 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2010/11

人間科学研究評議会 南アフリカ共和国 プレトリア 共同研究　モニタリング　データ管理　会議開催等 2014/4

スリジャヤワルデネプラ大学人文･社会科学院 スリランカ民主社会主義共和国 ナゲゴダ 教員･研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2015/8

チェンマイ大学経済学部 タイ王国 チェンマイ市 大学院生・教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2015/11

インドネシア国立ウダヤナ大学スバック研究センター及びツーリ
ズム研究拠点

インドネシア共和国 バリ州 大学院生・教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2019/7

ハンガリー外交アカデミー ハンガリー ブタペスト 教員･研究者 学術資料等交換 講演等のための研究者招へい・セミ
ナー等の開催

2021/3

多元数理科学研究科 ウルム大学数学・経済学部 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルグ
州（ウルム）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1999/7

ルール大学ボーフム校数学部 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州（ボーフム）

教員・研究者交流 学術資料交換 シンポジウム等の開催 2011/5

工学研究科及び未来材
料・システム研究所

工学研究科及び環境学研
究科
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 多元数理科学研究科 ベトナム科学技術アカデミー数学研究所 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 シンポジウム等の開催 2013/1

ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学ランス数学研究所 フランス共和国 ランス 教員･研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2017/3

韓国高等科学院数学部 大韓民国 ソウル市 教員・研究者交流　学術資料交換 2004/2

多元数理科学研究科及び
情報科学研究科

シンガポール国立大学量子技術センター シンガポール共和国 シンガポール 教員・学生交流 学術資料等交換 シンポジウム等の開催 学生主体の
プロジェクト

2015/7

南方科技大学量子科学技術研究所 中華人民共和国 深セン市 教員・研究者・学生・事務職員交流　学術資料交換　共同研究 2019/8

シアクラ大学理学部 インドネシア共和国 バンダ・アチェ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2005/9

モンゴル科学技術大学地質石油工学部 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/11

カリフォルニア大学バークレー校グローバルメトロポリタン研究センター アメリカ合衆国 カリフォルニア州(バークレー） 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2007/2

モンゴル科学アカデミー地理学研究所 モンゴル国 ウランバートル 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2007/3

カイザースラウテルン工科大学建築／空間・環境計画／土木工
学学部

ドイツ連邦共和国 ラインラント＝プファルツ州
（カイザースラウテルン）

教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2007/7

カリフォルニア大学サンタバーバラ校ブレン環境科学・マネジメ
ント研究科

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究等 2008/3

ベルリン自由大学環境政策研究所 ドイツ連邦共和国 ベルリン 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/7

ベトナム科学技術アカデミーホーチミン資源地理研究所 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/11

ベトナム国家大学ホーチミン市校科学大学環境科学部 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/11

韓国地質資源研究院地質・環境災害部門 大韓民国 大田広域市 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2008/12

イスタンブール工科大学 トルコ共和国 イスタンブール 研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/3

中国科学院新疆生態地理研究所 中華人民共和国 新疆ウイグル自治区 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/3

中国気象局砂漠気象研究所 中華人民共和国 新疆ウイグル自治区 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2009/4

パリ・ヴァル・ドゥ・セーヌ国立高等建築学校 フランス共和国 パリ 教員・研究者・学生交流　共同教育プログラム　共同研究プログラム
学術資料等交換

2009/11

モスクワ大学化学研究科 ロシア モスクワ市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　指導法・指導技術開発の
経験共有　セミナー及び学術会議開催等

2010/1

カトマンズ大学理学部 ネパール連邦民主共和国 カトマンズ市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2010/6

モンゴル国気象水文環境研究所 モンゴル国 ウランバートル 研究者交流　学術資料等交換 共同研究 2012/8

クルジスタン大学工学部 イラン・イスラム共和国 サナンダジュ市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2013/4

チャンパサック大学 ラオス人民民主共和国 チャンパサック県 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2013/10

ライプニッツ生態都市・地域開発研究所 ドイツ連邦共和国 ドレスデン 共同研究　シンポジウム開催　研究者交流　学術資料等交換　資金獲
得等

2015/11

中国山東省科技発展戦略研究所 中華人民共和国 山東省 共同研究　シンポジウム開催　研究者交流　学術資料等交換　資金獲
得等

2015/11

モンゴル自然環境・観光省 モンゴル国 ウランバートル 研究者・事務職員交流　学術資料等交換 2017/3

中国地震局地球物理研究所 中華人民共和国 北京市 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/5

国立成功大学設計学部 台湾 台南市 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2019/2

環境学研究科･減災連携
研究センター

国立成功大学工学院 台湾 台南市 教員・研究者交流・学生・事務職員交流 学術資料等交換　共同研究
等

2020/4

国立成功大学理学院 台湾 台南市 教員・研究者交流・学生・事務職員交流 学術資料等交換　共同研究
等

2020/4

環境学研究科及び国際開
発研究科

シアクラ大学農学部 インドネシア共和国 バンダ・アチェ 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2017/12

環境医学研究所 厚生省医学・生物学研究所 ロシア モスクワ市 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1993/4

ドイツ航空宇宙研究機構航空宇宙医学研究所 ドイツ連邦共和国 ノルトライン＝ヴェストファー
レン州（ケルン）

教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究・合同セミナー 1997/9

未来材料・システム研究所 パドヴァ大学情報工学部門 イタリア共和国 パドヴァ 教員・研究者・事務職員交流　学術資料等交換 共同研究 2016/8

クルディスタン大学工学部 イラン・イスラム共和国 サナンダジュ市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/7

バスク気候変動センター スペイン バスク州レイオア 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2018/8

宇宙地球環境研究所 インドネシア国立宇宙航空研究所 インドネシア共和国 バンドン市 研究者交流 学術資料等交換 1988/5

環境学研究科
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 宇宙地球環境研究所 ニュージーランド国立水圏大気圏研究所 ニュージーランド オークランド 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1989/7

アラスカ大学地球物理研究所 アメリカ合衆国 アラスカ州 研究者交流 学術資料等交換 共同研究等 1990/7

ラパス・サンアンドレス大学理学部附属チャカルタヤ宇宙線研究所 ボリビア多民族国 ラパス市 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1992/2

オークランド大学地球物理研究センター ニュージーランド オークランド 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1992/12

米国海洋大気局宇宙空間環境研究所 アメリカ合衆国 コロラド州 研究者交流 学術資料等交換 共同研究等 1992/12

米国海洋大気局地球物理データセンター アメリカ合衆国 コロラド州 研究者交流 学術資料等交換 共同研究等 1993/1

UiTノルウェー北極大学理学部 ノルウェー王国 トロムソ 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1993/10

フィンランド気象研究所地球物理部門 フィンランド共和国 ヘルシンキ 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1994/10

マサチューセッツ工科大学ヘイスタック研究所 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 研究者交流 学術資料等交換 共同研究等 1994/10

エレバン物理研究所 アルメニア共和国 エレバン 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1996/10

ブラジル国立宇宙科学研究所 ブラジル連邦共和国 サンジョゼ・ドス・カンポス 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 1997/3

カリフォルニア大学サン・ディエゴ校天体物理及び宇宙科学研究センター アメリカ合衆国 カリフォルニア州（サン・ディエゴ） 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1997/12

カンタベリー大学理学部 ニュージーランド オークランド 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 1998/7

中国科学院高能物理研究所 中華人民共和国 北京市 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2001/2

宇宙地球環境研究所 スウェーデン宇宙物理研究所 スウェーデン王国 キールナ 共同観測・データ解析・共同研究　研究者・学生交流　学術支流等交換 2005/9

中国極地研究所 中華人民共和国 上海市 研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究・シンポジウム等 2005/11

ロシア科学アカデミー極東支部宇宙物理学及び電波伝搬研究所 ロシア ウラジオストク 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2007/4

ロシア科学アカデミーシベリア支部宇宙物理学及び超高層大気
物理学研究所(IKFIA)

ロシア ヤクーツク 研究者交流　学術資料等交換　共同地上観測研究等 2012/11

韓国宇宙天気センター 大韓民国 済州市 研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2012/12

バージニア工科大学宇宙空間科学工学研究センター アメリカ合衆国 バージニア州 研究者交流　学術資料等交換　共同地上観測研究等 2013/1

ロシア科学アカデミーシベリア支部太陽地球系物理学研究所 ロシア シベリア 研究者交流　学術資料等交換　共同地上観測研究等 2008/10

ムルマンスク極地地球物理学研究所（PGI） ロシア ムルマンスク 研究者交流　学術資料等交換　共同研究等 2017/3

旧エコトピア科学研究所 中国科学院過程工程研究所 中華人民共和国 北京市 教員・研究者交流 学術資料等交換 2005/2

慶南大学校産学協力団 大韓民国 慶尚南道（馬山市） 教員・研究者交流 学術資料等交換 2005/6

メリーランド大学工学部機械工学科 アメリカ合衆国 メリーランド州 教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2005/8

ワシントン大学遺伝子工学材料科学工学センター アメリカ合衆国 ワシントン州（シアトル） 教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2005/12

カリフォルニア大学ロサンゼルス校カリフォルニアナノシステム
研究所

アメリカ合衆国 カリフォルニア州
（ロサンゼルス）

教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2006/2

ノースウェスタン大学材料研究所 アメリカ合衆国 イリノイ州 教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2006/7

技術評価応用局環境工学センター インドネシア共和国 ジャカルタ 教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2006/11

中国科学院生態環境研究中心 中華人民共和国 北京市 教員・研究者交流 学術資料等交換 2006/11

ベルン大学学際的エコロジー研究センター スイス連邦 ベルン 教員・研究者交流 学術資料等交換 研究・教育協力 2007/11

キングモングクツ工科大学北バンコク校科学技術研究所 タイ王国 バンコク都 教員・研究者交流 学術資料等交換 教育・研究の協力 2011/10

インド工科大学デリー校 インド ニューデリー 教員・研究者交流 学術資料等交換 教育・研究の協力 2011/10

マレーシアプトラ大学理学部 マレーシア セランゴール州 教員・研究者交流 学術資料等交換 教育・研究の協力 2013/3

ブキョン大学校環境・海洋大学 大韓民国 釜山広域市 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2006/10

バングラデシュ工科大学物理学部 バングラデシュ人民共和国 ダッカ 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2008/3

国立台湾大学理学院大気科学系 台湾 台北市 研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2009/10

韓国海洋衛星センター 大韓民国 京畿道（安山市） 共同研究等 2014/4

アフリカ人造り拠点研究所 ケニア共和国 ナイロビ 教員・研究者交流 研修活動 学術資料等交換 共同研究等 2002/3

スリウィジャヤ大学農学部 インドネシア共和国 南スマトラ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2016/2

ハルオレオ大学 インドネシア共和国 南東スラウェシ州 教員・研究者・学生交流 学術資料等交換 共同研究　シンポジウム開
催等

2016/3

博物館 モンゴル鉱物資源石油局地質情報センター モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者交流 学術資料等交換 共同研究 2006/8

モンゴル科学技術大学地質・鉱山学部 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者交流 学術資料等交換 2019/2

農学国際教育協力研究セ
ンター

旧地球水循環研究セン
ター
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 ウィスコンシン大学東アジア法律研究センター アメリカ合衆国 ウィスコンシン州（マディソン） 教員・学生交流 学術資料等交換 留学生に対する教育プログラム開発

等
2003/11

メルボルン大学アジア法センター オーストラリア連邦 メルボルン 教員・学生交流 学術資料等交換 留学生に対する教育プログラム開発
等

2006/3

韓国法制研究院 大韓民国 ソウル市 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2006/5

モンゴル国立法律センター モンゴル国 ウランバートル 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2006/9

全北大学校東北アジア法研究所 大韓民国 全州市 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2008/11

カザフスタン立法研究所 カザフスタン共和国 アスタナ 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2009/8

ミュンヘン東欧法研究所 ドイツ連邦共和国 バイエルン州（レーゲンスブ
ルク）

研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2009/9

モンゴル科学アカデミー哲学・社会学・法学研究所 モンゴル国 ウランバートル 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換 法整備支
援事業協力等

2010/9

ソウル国立大学校アジア太平洋法研究所 大韓民国 ソウル市 研究者交流 共同研究・共同会議の推進 学術資料等交換　法整備支
援事業協力等

2016/4

シンガポール国立大学アジア法研究センター シンガポール共和国 シンガポール 研究者交流 共同研究　 学術資料等交換　法整備支援事業協力等 2017/2

ウズベキスタン共和国国立人権センター ウズベキスタン共和国 タシケント 学術資料等交換　共同プログラムの実施 2021/7

未来社会創造機構 SAFER－チャルマース工科大学車両及び交通安全に関するセンター スウェーデン王国 ヨーテボリ 研究者・学生交流　設備の共同利用　国際研究会議等の開催
共同研究等

2012/7

ベルフォール・モンベリヤール工科大学 フランス共和国 ベルフォール 研究者・学生交流　設備の共同利用　国際研究会議等の開催
共同研究等

2012/7

韓国航空大学表面技術応用センター 大韓民国 高陽市 研究者・学生交流　設備の共同利用　国際研究会議等の開催
共同研究等

2014/1

全南大学校機械工学科自動車研究センター 大韓民国 光州広域市 研究者・学生交流　共同研究　研究施設の共同利用　シンポジウム開
催等 2016/7

ミシシッピ州立大学車両先端技術研究所 アメリカ合衆国 ミシシッピ州スタークビル 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2018/2

ケプテン応用科学大学 ドイツ連邦共和国 ケンプテン 教員・研究者・学生交流　学術資料等交換　共同研究 2018/6

コンケン大学理学部 タイ王国 コンケン県 教員・研究者・事務職員交流 学術資料等交換 共同研究等 2020/4

タイ・シンクロトロン光研究所 タイ王国 ナコーンラーチャシーマー県 教員・研究者交流　共同研究 2020/5

素粒子宇宙起源研究機構 中国科学院理論物理学研究所 中華人民共和国 北京市 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等　技術支援　電子教
材の開発及び利用

2012/8

カタロニア宇宙研究所 スペイン バルセロナ 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究等　技術支援 2013/2

エジンバラ大学理論物理ヒッグスセンター 英国 エジンバラ 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究　技術支援 2014/3

テルアビブ大学物理･天文学部 イスラエル国 テルアビブ 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究　技術支援 2017/1

国立原子核物理学研究所(INFN)パドヴァ支部 イタリア共和国 パドヴァ 教員・研究者交流　学術資料等交換　共同研究　技術支援 2019/7

フェデリコ2世･ナポリ大学物理学科 イタリア共和国 ナポリ市 教員・研究者・職員・学生交流　学術資料等交換　セミナー等の開催 2020/9

フラウンホーファー研究機構 フラウンホーファーICT（化学技術研究所） ドイツ連邦共和国 バーデン・ビュルベク州 研究者・学生交流　国際研究会議等の開催　共同研究等 2013/5

CFKバレー・スターデ研究機構 ドイツ連邦共和国 スターデ 研究者・学生交流　共同研究　研究施設の共同利用
共同マーケティング等 2014/3

リーディング大学院推進機構 イスタンブール工科大学 トルコ共和国 イスタンブール 教員・研究者・職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究 2014/6

情報基盤センター 国立中央大学理学院 台湾 桃園市 研究者交流　学術資料等交換　共同研究 2017/3

台湾国家理論科学研究センター数学研究部門 台湾 台北市 研究者・職員交流 学術資料等交換 共同研究 2017/2

トランスフォーマティブ生命
分子研究所(ITbM）

中央研究院化学研究所 台湾 台北市 教員・研究者・事務職員・学生交流 学術資料等交換 共同研究
2017/9

教育推進部 国立中正大学国際交流センター 台湾 嘉義県 データベースシステムの構築と共有のための技術・情報交流 2013/4

高等研究院 ホンジュラス国立人類学歴史学研究所 ホンジュラス Tegucigalpa 研究者・学生交流・共同研究・学術資料等交換 2018/11

アジア共創教育研究機構 韓国産業研究院（KIET） 大韓民国 セジョン市 教員・研究者交流・共同研究・学術資料等交換 2019/3

法政国際教育協力研究セ
ンター

ナショナル・コンポジット・セ
ンター

38



学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋大学 光云大学校プラズマ生命科学研究センター 大韓民国 ソウル市 教員・研究者交流・共同研究・学術資料等交換 2020/12

グライフスワルト大学病院口腔及び顎顔面外科/形成外科 ドイツ グライフスワルト市 教員・研究者交流・共同研究・学術資料等交換 2020/12

デンマーク工科大学ナノ製造評価センター デンマーク王国 コンイェンスレンビュ 教員・研究者交流・共同研究・学術資料等交換 2020/12

愛知県立芸術大学 音楽学部 ケルン音楽大学 ドイツ連邦共和国 ケルン 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問   交換留学 2011/1/31

マンハッタン音楽院 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問 2011/3/9

ハンブルク音楽大学 ドイツ連邦共和国 ハンブルク 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問　交換留学 2011/11/8

リスト音楽院 ハンガリー ブダペスト 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問　学生派遣 2011/12/15

ワイマール･フランツ・リスト音楽大学 ドイツ連邦共和国 ワイマール 教育研究資料・情報などの交換  教員の相互訪問  合同演奏会などの
交流事業の実施

2015/1/30

モンゴル国立文化芸術大学 モンゴル国 ウランバートル スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2017/9/25

カリフォルニア大学サンディエゴ校 アメリカ合衆国 サンディエゴ 教育研究資料・情報などの交換　共通するプロジェクトやリサーチの実
行

2016/2/10

リムスキー・コルサコフ記念
サンクトペテルブルク音楽院

ロシア連邦 サンクトペテルブルク スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/9/3

ヨーテボリ大学 スウェーデン王国 ヨーテボリ 学生の交換　教員・研究者の連携 2021/2/1

音楽学部・音楽学 ソルボンヌ大学 フランス共和国 パリ 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問
コテュテル（共同博士学位論文指導）　留学

2011/6/17

南京芸術学院 中華人民共和国 南京 教育研究資料・情報などの交換  教員の相互訪問  合同演奏会・共同
展覧会など交流事業の実施

1985/10/15

台南芸術大学 台湾 台南 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問　交換留学 2013/7/20

サレルノ大学 イタリア共和国 サレルノ 教育研究資料・情報などの交換　教員・学生の相互訪問 2014/4/15

ミラノ大学（交流学部：文化財・環境学部） イタリア共和国 ミラノ スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2016/11/24

タンペレ応用科学大学 フィンランド共和国 タンペレ スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/6/8

美術学部 シラパコーン大学 タイ王国 バンコク 教育研究資料・情報などの交換　教員の相互訪問　共同展覧会開催
学生交流

2011/2/23

チェンマイ大学（交流学部：美術学部） タイ王国 チェンマイ 教員研究資料・情報などの交換  教員の相互訪問  交換留学 2012/1/8

ロンドン芸術大学（交流校：セントラル・セント・マーティンズ） 英国 ロンドン 教育研究資料・情報などの交換  教員の相互訪問  交換留学 2015/3/2

メキシコ国立自治大学（交流研究科：美術研究科） メキシコ合衆国 メキシコシティ スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/3/26

ウズベキスタン科学アカデミー東洋学研究所
（交流学部：美術学部）

ウズベキスタン共和国 タシケント スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/5/16

ウズベキスタン国際イスラムアカデミー（交流学部：美術学部） ウズベキスタン共和国 タシケント 教育・リサーチ・研究情報の交換　共通するプロジェクトやリサーチの実
行

2018/5/16

サマルカンド大学（交流学部：美術学部） ウズベキスタン共和国 タシケント スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/5/16

ソウル科学技術大学校(交流学部：美術デザイン学部） 韓国 ソウル スタッフ・教員・学生の交換　教育・リサーチ・研究情報の交換　共通す
るプロジェクトやリサーチの実行

2018/9/10

ウズベキスタン芸術アカデミー ウズベキスタン共和国 タシケント スタッフ・教員・学生の交換
教育・リサーチ・研究情報の交換
共通するプロジェクトやリサーチの実行

2019/2/25

ウズベキスタン国立図書館 ウズベキスタン共和国 タシケント スタッフ・教員・学生の交換
教育・リサーチ・研究情報の交換
共通するプロジェクトやリサーチの実行

2019/2/25

ドイツ五大陸博物館 ドイツ連邦共和国 ミュンヘン 研究資料・情報などの交換 2019/8/6

愛知県立大学 リール大学 フランス共和国 リール 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究  交換留学 1989/10

プエブラ・ラス・アメリカス大学 メキシコ合衆国 プエブラ州プエブラ市・チョ
ルーラ市

教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究　交換留学 2000/2

低温プラズマ科学研究セ
ンター

音楽学部・美術学部
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知県立大学 南京師範大学 中華人民共和国 江蘇省南京市 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究 2000/7

アシュランド大学 アメリカ合衆国 オハイオ州アシュランド市 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究 2000/9

四川師範大学 中華人民共和国 四川省成都市 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究 2000/10

ケルン大学 ドイツ連邦共和国 ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州ケルン市

教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究　交換留学 2003/1

アリカンテ大学 スペイン バレンシア自治州アリカンテ市 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究　交換留学 2003/3

ニューヨーク州立大学フレドニア校 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 教員・研究者・学生の交流  学術資料交換  共同研究  交換留学  情
報交換（2010/3）

2004/3

ライプツィヒ大学　史学・美学・東洋学部 ドイツ連邦共和国 ライプツィヒ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2009/5

サンパウロ大学　哲学文学人間科学部 ブラジル連邦共和国 サンパウロ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2010/6

清州大学 大韓民国 清州市 教員・研究者・学生の交流  学術資料の交換  共同研究  交換留学 2010/3

アリゾナ州立大学 アメリカ合衆国 アリゾナ州 学術交流 2010/2

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学術交流 2010/9

シベリア連邦大学 ロシア クラスノヤルスク市 学術交流  教員・学生の交流  交換留学等 2012/11

ポートランド州立大学 アメリカ合衆国 ポートランド州 学術交流　教員・学生の交流 2013/5

セントラルランカシャー大学 英国 プレストン 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2013/7

サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 スペイン サンティアゴ・デ・コンポステ
ラ市

学術交流　教員・学生の交流　交換留学　ダブルディグリー（博士課
程）

2013/1

ア・コルーニャ大学 スペイン ア・コルーニャ州 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2013/1

プンペウ・ファブラ大学 スペイン バルセロナ市 学術交流　教員・学生の交流 2013/1

ペルー・カトリカ大学 ペルー共和国 リマ市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2013/1

オッターベイン大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学術交流　教員・学生の交流 2014/3

静宜大学 台湾 台中市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学　ダブルディグリー 2014/3

グアダラハラ大学 メキシコ合衆国 グアダラハラ市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/3

ニューカッスル大学 英国 ニューカッスル・アポン・タイ
ン市

学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/4

メキシコ国立自治大学 メキシコ合衆国 メキシコシティ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/5

東呉大学 台湾 台北市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/5

プレスビテリアン大学 アメリカ合衆国 サウスカロライナ州 学術交流　教員・学生の交流 2014/5

テュービンゲン大学 ドイツ連邦共和国 テュービンゲン市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/5

華東師範大学 中華人民共和国 上海市 学術交流　教員・学生の交流 2014/6

プエブラ自治栄誉大学 メキシコ合衆国 プエブラ市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/6

ミュンスター大学 ドイツ連邦共和国 ミュンスター市 学術交流　教員・学生の交流 2014/7

フランス政府留学局 フランス共和国 フランス共和国 留学業務に関する協定 2014/7

韓国外国語大学 大韓民国 ソウル特別市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/9

トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校 フランス共和国 トゥールーズ市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2014/12

スインバーン工科大学スインバーンカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 学術交流　教員・学生の交流 2014/12

ディーキン大学 オーストラリア連邦 ビクトリア州 学術交流　教員・学生の交流 2014/12

ニューファンドランド・メモリアル大学 カナダ ニューファンドランド州 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2015/3

ケベック大学モントリオール校 カナダ モントリオール市 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2015/6

UMAP（アジア太平洋大学交流機構） アジア等 アジア等 交換留学 2016/3

SAF（スタディー・アブロード・ファウンデーション） アメリカ合衆国等 アメリカ合衆国等 留学業務に関する協定 2016/3

リューネブルク大学 ドイツ連邦共和国 ニーダーザクセン州リューネ
ブルク

学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2016/4

テイラーズ大学 マレーシア スバンジャヤ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2016/6

西オーストラリア大学 オーストラリア連邦 西オーストラリア州パース 学術交流　教員・学生の交流 2016/8

CEUサン・パブロ大学 スペイン マドリード州マドリード 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2016/9
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愛知県立大学 ウーロンゴン大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州

ウーロンゴン
学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2016/12

オーストラリアン・カソリック大学 オーストラリア連邦 シドニー市、メルボルン他 学術交流　教員・学生の交流 2017/3

ミーニョ大学 ポルトガル共和国 ブラガ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2017/3

クラスノヤルスク国立医科大学 ロシア クラスノヤルスク市 学術交流　教員・学生の交流 2017/9

ブリュッセル自由大学 ベルギー ブリュッセル 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2017/12

カリフォルニア州立大学チャンネルアイランド校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2018/8

ロレーヌ大学 フランス ナンシー、メッス 学生交換協定 2018/12

ソウル基督大学 韓国 ソウル特別市 学術交流包括協定　学生交流協定 2019/1

ラオス国立大学 ラオス ビエンチャン 学術交流包括協定 2019/1

セビリャ大学 スペイン アンダルシア州 学術交流包括協定 2019/2

ラモン･リュイ学院 スペイン カタルーニャ州 寄附講座協定 2019/3

ナワミンタラティラート大学 タイ バンコク都 学術交流包括協定 2019/3

タシケント国立東洋大学 ウズベキスタン共和国 タシケント 学術交流包括協定 2019/7

ライプツィヒ大学　教育学部 ドイツ連邦共和国 ライプツィヒ 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2019/9

ゲント大学 ベルギー ゲント 学術交流　教員・学生の交流　交換留学 2020/1

経済学部 中国社会科学院日本研究所 中華人民共和国 北京市 研究者交流 1997/10

クィーンズ大学ＢＩＳＣ 英国 ヘールシャム市 学生派遣　スタディーアブロードプログラム 2008/9

薬学部 南カリフォルニア大学薬学部 アメリカ合衆国 ロサンゼルス市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1992/9

ミシガン大学 アメリカ合衆国 アナーバー市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2015/6

香港浸会大学 中華人民共和国 香港 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/2

梨花女子大学薬学大学 大韓民国 ソウル特別市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/9

香港大学 中華人民共和国 香港 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/10

人文社会学部 ハレ ヴィッテンベルクー マルティン・ルター大学 ドイツ連邦共和国 ハレ市・ヴィッテンベルク市 学生受入 1995/2

クィーンズ大学ＢＩＳＣ 英国 ヘールシャム市 学生派遣　スタディーアブロードプログラム 2007/5

デ・ラ・サール大学 フィリピン共和国 マニラ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/2

人文社会学部国際文化学科 バックネル大学 アメリカ合衆国 ルイスバーグ市 学生派遣　スタディーアブロードプログラム 2004/11

芸術工学部 トリノ工科大学第一･第二建築学部 イタリア共和国 トリノ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2001/1

ノッティンガム大学 英国 ノッティンガム市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/12

メリーランド芸術大学 アメリカ合衆国 メリーランド州 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/4

檀国大学 大韓民国 龍仁市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/6

西スイス応用科学技術大学 スイス連邦 ジュラ州ドレモン市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/6

ブカレスト工科大学 ルーマニア ブカレスト市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/12

ブロツワフ美術大学 ポーランド共和国 ブロツワフ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/12

ルカスクールオブアーツ ベルギー王国 ブリュッセル市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2020/1

医学研究科・薬学研究科 南京医科大学 中華人民共和国 江蘇省南京市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2002/11

医学部 ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア連邦 シドニー 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 1966/12

タマサート大学・チュラポン国際医学部 タイ王国 バンコク市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/11

漢陽大学 大韓民国 ソウル市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/10

ボンド大学 オーストラリア連邦 シドニー市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2018/7

国立成功大学 台湾 台南市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/3

コンケン大学 タイ王国 コーンケン県コーンケン郡 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2019/12

全学 ウィチタ州立大学教育学部 アメリカ合衆国 ウィチタ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2002/12

ハルリム大学 大韓民国 春川市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2006/11

ペーチ大学 ハンガリー ペーチ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/1

名古屋市立大学 
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名古屋市立大学 全学 パリ13大学 フランス共和国 パリ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/5

ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア連邦 シドニー市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2007/1

瀋陽医学院 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2008/12

ライプツィヒ応用科学大学 ドイツ連邦共和国 ライプツィヒ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2009/3

マレーシア国民大学 マレーシア バンギ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2010/3

ベトナム国立大学ホーチミン校 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2010/3

サンテティエンヌ大学 アート・デザイン学校 フランス共和国 サンテティエンヌ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2010/6

中央民族大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2010/6

瀋陽薬科大学 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2010/8

パドヴァ大学 イタリア共和国 パドヴァ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2011/2

南ソウル大学 大韓民国 天安市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2011/4

シャルジャ大学 アラブ首長国連邦 シャルジャ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2011/6

ルートヴィクスハーフェン経済大学 ドイツ連邦共和国 ルートヴィクスハーフェン市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2011/12

マドリッド工科大学 スペイン マドリッド市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/9

サント・トーマス大学 フィリピン共和国 マニラ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2012/11

黒竜江中医薬大学 中華人民共和国 ハルピン市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2013/10

ハジェテペ大学 トルコ共和国 アンカラ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2014/10

国立モンゴル医科大学 モンゴル国 ウランバートル市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2015/3

モンペリエ・ポール・ヴァレリー大学 フランス共和国 モンペリエ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2015/12

文藻外語大学 台湾 高雄市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/3

忠南大学 大韓民国 大田市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/7

バレンシア大学 スペイン バレンシア市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2016/7

ハサヌディン大学 インドネシア共和国 マカッサル市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/5

ミシガン州立大学 アメリカ合衆国 ミシガン州イーストランシング
市

学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/6

貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学生・教員・研究者の交流  学術資料等交換  共同研究活動 2017/7

ウェスタン大学 カナダ オンタリオ州ロンドン市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2017/9

マネージメント科学大学 マレーシア シャー・アラム市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/3

パーツ大学 東ティモール ディリ市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/3

台北医学大学 台湾 台北市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/7

プリンスオブソンクラ―大学 タイ ハジャイ市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/8

常州大学 中華人民共和国 常州市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2016/11

天津中医薬大学 中華人民共和国 天津市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2016/11

タマサート大学 タイ王国 バンコク市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2016/11

中国薬科大学 中華人民共和国 南京市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2017/1

スタジオスクール アメリカ合衆国 ロサンゼルス市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/8

ランスシャンパーニュアルデンヌ大学 フランス共和国 ランス市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2018/11

フィリピン大学マニラ校 フィリピン共和国 マニラ市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2019/2

ヴェローナ大学 イタリア共和国 ヴェローナ市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2019/2

チュンアン（中央）大学 大韓民国 ソウル市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2019/7

中国東北林業大学 中華人民共和国 ハルピン市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2019/8

アクファ大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2020/7

ブラウィジャヤ大学 インドネシア共和国 マラン市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2020/7

カルガリー大学 カナダ アルバータ州カルガリー市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2021/4

タシケント医学アカデミー ウズベキスタン共和国 タシケント市 学生・教員・研究者の交流　学術資料等交換　共同研究活動 2021/10

42



学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知医科大学 看護学部 サンディエゴ大学ハーン看護健康科学学部 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 教育・研究に関する情報交換 2002/7

オウル大学医学部健康科学センター看護科学学科 フィンランド共和国 オウル市 教員の研究者の招聘・派遣 2004/6

ケース・ウェスタン・リザーブ大学フランシス・ペイン・ボルトン看護学部 アメリカ合衆国 オハイオ州 共同研究　学生の短期留学　教員・研究者の招聘・派遣 2009/3

マハサラカム大学看護学部 タイ王国 マハサラカム県 教員・学生の交流　教育及び学術に関する情報交換　研究推進活動 2017/10

シンガポール国立大学ヨン・ルー・リン医学部アリス・リー看護学
科

シンガポール共和国 シンガポール 共同研究　学生の短期留学　教員・研究者の派遣 2021/8

医学部 南イリノイ大学医学部 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生の短期留学 2004/3

コンケン大学医学部 タイ王国 コンケン県 学生・研究者の交流 2011/11

ルール大学医学部 ドイツ連邦共和国 ノルトライン・ウエストファーレ
ン州

学生の短期留学 2012/1

バーモント大学 アメリカ合衆国 バーモント州 学生・研究者の交流 2017/11

医学部・看護学部 東亜大学校医科大学 大韓民国 釜山広域市 学生・研究者の交流 2015/6

ウッチ医科大学 ポーランド共和国 ウッチ市 学生・研究者の交流 2016/2

シーラーズ医科大学 イラン・イスラム共和国 ファールス州 学生・研究者の交流 2019/8

キエフ医科大学 ウクライナ キエフ市 学生・研究者の交流 2020/3

ポズナン医科大学 ポーランド共和国 ポズナン市 学生・研究者の交流 2020/4

愛知学院大学 ボンド大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学術交流　語学研修　交換留学 2003/2

魯東大学 中華人民共和国 山東省 学術交流　交換留学 2006/1

エルマイラ大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 派遣留学 2006/6

アーカンソー州立大学フォートスミス校 アメリカ合衆国 アーカンソー州 学術交流　交換留学 2007/5

ビクトリア大学 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 学術交流　語学研修 2009/4

トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 マレーシア クアラルンプール/カンパー 学術交流　交換留学 2012/10

漢陽大学校 大韓民国 ソウル特別市 学術交流 2013/2

ダナン大学 ベトナム社会主義共和国 ダナン市 学術交流　交換留学 2021/11

東国大学校 大韓民国 ソウル特別市　慶州市 学術交流　交換留学 2014/1

慈済大学 台湾 花蓮市 学術交流　交換留学 2014/3

慈済科技大学 台湾 花蓮市 学術交流　交換留学 2014/3

ハジェテペ大学 トルコ共和国 アンカラ 学術交流 2014/3

カンタンベリー・クライスト・チャーチ大学 英国 ケント州 学術交流 2017/2

国民大学校 大韓民国 ソウル特別市 学術交流　交換留学 2018/4

浙江佛学院 中華人民共和国 浙江省 学術交流 2019/9

ケベック大学モントリオール校 カナダ ケベック州 学術交流 2019/8

歯学部 ピエール・エ・マリーキュリー大学 フランス共和国 学術交流　科学協力 1988/5

イースト大学 フィリピン共和国 学術交流 1993/12

ハノイ医科大学 ベトナム社会主義共和国 学術交流 1998/11

カリフォルニア大学サンフランシスコ校歯学部 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学術交流 2001/7

国立ヤンゴン歯科大学 ミャンマー連邦共和国 学術交流 2001/11

モンゴル健康科学大学 モンゴル国 学術交流 2008/11

高雄醫學大学口腔醫學院 台湾 学術交流 2010/3

延世大学校歯科大学 大韓民国 ソウル特別市 学術交流 2014/4

中山医科大学口腔医学院 台湾 学術交流 2019/9

薬学部 瀋陽薬科大学 中華人民共和国 遼寧省 学術交流 2010/7

漢陽大学校薬学大学 大韓民国 ソウル特別市 学術交流 2013/2

東国大学校薬学大学 大韓民国 ソウル特別市 学術交流 2014/4

ウェスタン健康科学大学薬学部 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学術交流 2017/10

文学部 エディンバラ大学教養学部 英国 スコットランド 学術交流 1990/10

43



学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知学院大学 法学部 エディンバラ大学法学部 英国 スコットランド 学術交流 1990/11

総合政策学部 ラホール女子大学 パキスタン・イスラム共和国 学術交流 2019/12

部課所管（国際交流センター） ディーキン大学 オーストラリア連邦 学術交流 2016/4

淅江大学外国語言文化与国際交流学院 中華人民共和国 本学への私費留学生派遣の斡旋 2016/7

愛知学泉大学 北京第二外国語大学 中華人民共和国 北京市 1年交換留学2名　交換教員の相互派遣　夏期語学研修 1985/6

烏山大学 大韓民国 京幾道烏山市 1年交換留学3名　夏期語学研修 2007/12

カピラノ大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 教員の1ヵ月間相互派遣　夏期語学研修　4ヵ月間交換留学3名 1983/6

慈濟科技大学 台湾 花蓮市 1年交換留学2名　教員の相互派遣 夏期・冬期語学研修 2012/11

愛知工科大学 工学部 バートン＆サウスダービーシャーカレッジ 英国 バーミンガム 語学研修　学生交流 2016/9

モンゴル国立教育大学 モンゴル国 ウランバートル 学術交流 2015/9

モンゴル科学技術大学 モンゴル国 ウランバートル 学術交流 2016/10

チャーレス大学（薬学部） チェコ共和国 フラデツ・クラローヴェ 協力協定 2005

カタロニア工科大学 スペイン バルセロナ市 学術交流協定及び学生交流協定 2008

スリ シバスブラマニーヤ ナダール工業大学（SSN） インド タミールナドゥ州 協力協定 2007

チェンマイ大学（理学部） タイ王国 チェンマイ 協力協定 2003

ソンクラ大学（理学部） タイ王国 ハジャイ 協力協定 2005

コンキャン大学 タイ王国 コンキャン 学術交流協定及び学生交流協定 2011

韓国海洋大学校 大韓民国 釜山市 協力協定（2006）を学術に関する協定（2013）に変更  共同学位プログ
ラムに関する協定（2009）  学生交流協定（2013）

2006

東南大学 中華人民共和国 南京市 姉妹校提携（1980）  学生交流協定（1996）  共同学位プログラムに関
する協定（2008）  学術交流協定（2011）  共同研究協定（2011）

1980

揚州大学 中華人民共和国 揚州市 学術交流協定及び学生交流協定 2011

華南理工大学 中華人民共和国 広州市 学術交流協定及び学生交流協定 2017

ケンタッキー大学（工学部） アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学術交流協定 2002

ジョージタウン カレッジ アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学術交流協定 2006

トンプソン リバース大学 カナダ カムループス市 協力協定 2020

愛知産業大学 釜山女子大学 大韓民国 釜山市 学生交流 2002/4

江南大学 中華人民共和国 江蘇省 学生交流 2002/5

瀋陽医学院 中華人民共和国 遼寧省 学生交流 2002/5

新丘大学 大韓民国 城南市 学術交流　学生交流 2006/9

慶南情報大学 大韓民国 釜山廣域市 学術交流　学生交流 2008/12

常熟理工学院 中華人民共和国 江蘇省 学術交流　学生交流 2013/11

愛知淑徳大学 全学部・全研究科 ミシシッピ女子大学 アメリカ合衆国 ミシシッピ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 1990/8

グラーツ大学 オーストリア共和国 シュタイアーマルク州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 1991/7

南京師範大学 中華人民共和国 江蘇省南京市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 1993/3

大邱カトリック大学校 大韓民国 慶尚北道 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 1993/10

北京師範大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2002/5

東亜大学校 大韓民国 釜山広域市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2002/12

梨花女子大学校 大韓民国 ソウル特別市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2004/7

キャンベラ大学 オーストラリア連邦 オーストラリア首都特別地域 学生交流　交換留学 2004/11

天津外国語大学 中華人民共和国 天津市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2005/6

ハンブルク大学 ドイツ連邦共和国 ハンブルク特別市 学生交流　交換留学 2005/9

国立木浦大学校 大韓民国 全羅南道 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2005/12

オックスフォード・ブルックス大学 英国 オックスフォードシャー州 学生交流　交換留学 2007/10

パラツキー大学オロモウツ チェコ共和国 オロモウツ 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2015/7

ミシシッピ大学 アメリカ合衆国 ミシシッピ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2015/9

愛知工業大学 工学部
経営学部
情報科学部
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知淑徳大学 全学部・全研究科 文藻外語大学 台湾 高雄市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2015/11

サザンニューハンプシャー大学 アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州 学生・教員・研究者交流　交換留学 2015/11

テネシー大学マーティン校 アメリカ合衆国 テネシー州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究 2016/2

ノースカロライナ大学ウィルミントン校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/4

IHECS（アイエクス） ベルギー王国 ブリュッセル首都圏地域 学生交流　交換留学 2016/5

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/7

中央大学校 大韓民国 ソウル特別市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/7

UNINTER メキシコ合衆国 モレロス州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/8

メディシンハットカレッジ カナダ アルバータ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/9

静宜大学 台湾 台中市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/9

台南應用科技大学 台湾 台南市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/11

マラガ大学 スペイン アンダルシア州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2016/12

香港恒生大学 香港 沙田区 学生・教員・研究者交流　交換留学 2017/1

メトロポリア応用科学大学 フィンランド共和国 ウーシマー県 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/1

ヴェンツピルス応用科学大学 ラトビア ヴェンツピルス市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/1

ウィーン経営･コミュニケーション応用科学大学 オーストリア共和国 ウィーン 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/2

PWSZ Tarnow ポーランド マウォポルスカ県 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/2

シュトゥットガルトメディア大学 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/4

ドゥナウーイヴァーロシュ大学 ハンガリー フェイェール県 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/5

エファップ　コミュニケーション学部 フランス共和国 パリ 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/6

カリフォルニア州立大学サンマルコス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流 2017/6

ストックホルム大学 スウェーデン王国 ストックホルム県 学生・教員・研究者交流　交換留学 2017/6

ヴィーブス応用科学大学 ベルギー王国 ウェスト=フランデレン州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/7

DHBW ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/7

フレーザーバレー大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学生・教員・研究者交流 2017/8

コルドバ大学 スペイン アンダルシア州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/9

ヨークセントジョン大学 英国 ノース・ヨークシャー州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/10

ウエスタンシドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/11

Wszechnica Polska University in Warsaw ポーランド マゾフシェ県 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/12

オストラヴァ大学 チェコ共和国 モラヴィア・スレスコ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2017/12

フェリス州立大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/1

シエナ大学 イタリア トスカーナ州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/2

アイルランド国立大学ゴールウェイ校 アイルランド ゴールウェイ県 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/2

フェヒタ大学 ドイツ連邦共和国 ニーダーザクセン州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/2

ハエン大学 スペイン アンダルシア州 学生・教員・研究者交流　交換留学 2018/3

ノイウルム応用科学技術大学 ドイツ連邦共和国 バイエルン州 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/3

ジーランド デンマーク シェラン地域 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2018/4

国民大学校 大韓民国 ソウル特別市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2019/9

リュブリャナ大学 スロベニア リュブリャナ特別市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2020/1

ヴェトナム国立ホーチミン市立社会科学人文大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2005/8

チェンマイ王立大学 タイ王国 チェンマイ市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究　交換留学 2006/2

リーズ大学 英国 リーズ市 学生交流 2014

シェフィールド大学 英国 シェフィールド 学生交流 2017

ニューヨーク市立大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク市 学生交流 2016

ビクトリア大学 オーストラリア連邦 メルボルン市 学生交流 2017

GCC研究科

文学部
（総合英語学科）
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知淑徳大学 福祉貢献学部

（子ども福祉専攻）
ストックホルム大学 スウェーデン王国 ストックホルム 学生・教員交流

2015

交流文化学部 サンディエゴ州立大学 アメリカ合衆国 サンディエゴ市 学生・教員・研究者交流　学術資料交換　共同研究 2008/4

台南応用科学技術大学 台湾 台南市 学生・教員・研究者交流

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学生交流 2015/4

交流文化学部 梨花女子大学校言語教育院 大韓民国 ソウル 学生交流 2015/6

カリフォルニア大学ロサンゼルス校　エクステンション アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流 2015/5

サイモンフレイザー大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学生交流 2015/4

ハワイ大学 アメリカ合衆国 ハワイ州 学生交流 2015/4

ディーキン大学 オーストラリア連邦 ビクトリア州 学生交流 2018/10

南開大学 中華人民共和国 天津市 学術・教育交流 1980/10

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1980/10

北京第二外国語学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1984/11

北京外国語大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2020/10

上海外国語大学 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 1984/11

復旦大学 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 1985/11

上海交通大学 中華人民共和国 上海市 学術交流 1994/10

雲南大学 中華人民共和国 雲南省 学術・教育交流 2002/8

南通大学 中華人民共和国 南通市 学術・教育交流 2005/7

中国人民大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2004/1

国立台湾師範大学 台湾 台北市 学術・教育交流 1999/7

東呉大学 台湾 台北市 学術・教育交流 2003/10

バーミンガム大学 英国 バーミンガム市 学生派遣 2000/12

オックスフォード・ブルックス大学 英国 オックスフォード市 語学研修プログラム 2002/6

サウスイーストミズーリ州立大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学術・教育交流 1991/12

ハワイ大学コミュニティカレッジ アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2010/6

ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2011/2

トリード大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学術・教育交流 2007/1

オレゴン州立大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学術・教育交流 2021/7

中央大学校 大韓民国 ソウル市 学術・教育交流 1995/7

建国大学校 大韓民国 ソウル市 学術・教育交流 2009/8

檀国大学校 大韓民国 京畿道龍仁市・忠清南道天
安市

学術・教育交流 2012/7

オルレアン大学 フランス共和国 オルレアン 学術・教育交流 1996/2

パリディドロ（第7）大学 フランス共和国 パリ 学術・教育交流 2012/2

ナレースワン大学 タイ王国 ピサヌローク市 学術・教育交流 2000/3

シンラパコーン大学 タイ王国 バンコク市 学術・教育交流 2020/6

ブレーメン州立経済・工科大学 ドイツ連邦共和国 ブレーメン州 学術・教育交流 1994/1

モナシュ大学 オーストラリア連邦 メルボルン 語学研修プログラム 2004/5

クイーンズ大学 カナダ オンタリオ州 学術・教育交流 2008/10

トンプソンリバーズ大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学術・教育交流 2020/3

ムラワルマン大学 インドネシア共和国 東カリマンタン州 学術・教育交流 2010/3

中央民族大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2010/5

中国労働関係学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2010/11

内蒙古大学 中華人民共和国 フフホト市 学術・教育交流 2011/8

東北財経大学 中華人民共和国 大連市 学術・教育交流 2011/8

愛知大学

グローバル
コミュニケーション学部

全学
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知大学 全学 南京大学 中華人民共和国 南京市 学術・教育交流 2011/12

東北師範大学 中華人民共和国 長春市 学術・教育交流 2011/12

厦門大学 中華人民共和国 厦門市 学術・教育交流 2014/7

東南大学 中華人民共和国 南京市 学術・教育交流 2015/7

輔仁大学 台湾 台北市 学術・教育交流 2015/10

国立金門大学 台湾 金門県 学術・教育交流 2015/11

貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術・教育交流 2016/5

マラヤ大学 マレーシア クアラルンプール 学術・教育交流 2021/7

ミーコラス・ロメリス大学 リトアニア共和国 ビリニュス 学術・教育交流 2016/6

ブレーメン大学世界経済・国際経営研究所 ドイツ連邦共和国 ブレーメン州 学術・教育交流 1996/6

中国社会科学院研究生院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1997/4

東呉大学 台湾 台北市 デュアルディグリープログラム 2013/7

中国人民大学外国語学院日本語学部 中華人民共和国 北京市 教育実習 2005/1

中央大学校文科大学日語日文学科 大韓民国 ソウル市 教育実習 2006/3

大学院法学研究科 ウィスコンシン大学ロー・スクール アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学術・教育交流 1993/11

大学院中国研究科 南開大学 中華人民共和国 天津市 デュアルディグリープログラム 2004/3

中国人民大学 中華人民共和国 北京市 デュアルディグリープログラム 2004/3

法務研究科（法科大学院） ウィリアム S. リチャードソン スクール・オブ・ロー
ハワイ大学マノア校

アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2015/8

ミッチェル・ハムリン・スクール・オブ・ロー アメリカ合衆国 ミネソタ州 学術・教育交流 2015/8

ウィスコンシン大学マディソン校ロー・スクール アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学術・教育交流 2016/3

現代中国学部 南開大学 中華人民共和国 天津市 現地研修 2010/3

中国労働関係学院 中華人民共和国 北京市 現地実習 2010/11

南方大学学院人文社会学院 マレーシア ジョホールバル市 学術・教育交流 2013/11

国立台湾師範大学国語数学センター 台湾 台北市 学術・教育交流 2013/10

南開大学漢語言文化学院 中華人民共和国 天津市 ダブルディグリー・プログラム 2014/1

香港浸会大学工商管理学院 中華人民共和国 香港 学術・教育交流 2015/2

東呉大学人文社会学院 中華人民共和国 台北市 ダブルディグリー・プログラム 2015/3

法学部 ウィリアム S. リチャードソンロースクール,ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 学術・教育交流 2015/3

経済学部 中国社会科学院日本研究所 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 1999/6

西北大学 中華人民共和国 西安市 現地実習 2001/2

雲南大学 中華人民共和国 雲南省 現地実習 2002/7

中央大学校 大韓民国 ソウル市 現地調査 1999/1

ナレースワン大学 タイ王国 ピサヌローク市 現地調査 1999/6

シンラパコーン大学文学部 タイ王国 バンコク市 学術・教育交流 2013/12

University of Muhammadiyah Malang (UMM) インドネシア共和国 東ジャワ 学術・教育交流 2014/6

漢陽大学校GSI (Global Sport Industry) 大韓民国 ソウル市 学術・教育交流 2011/8

慶北大学校 大韓民国 大邱市 学術交流 2014/5

中国科学院地理科学与資源研究所 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2003/10

南開大学 中華人民共和国 天津市 学術交流 2004/4

中国人民大学 中華人民共和国 北京市 学術交流 2004/4

寧夏社会科学院 中華人民共和国 寧夏回族自治区銀川市 学術交流 2005/10

香港大学　中文系 中華人民共和国 香港 学術交流 2003/11

香港中文大学中国文化研究所当代中国文化研究センター 中華人民共和国 香港 学術・教育交流 2005/3

シンガポール国立大学人文社会科学部 シンガポール共和国 シンガポール 学術・教育交流 2003/8

国際中国学研究センター
（ICCS）

大学院

国際コミュニケーション学
部

地域政策学部

大学院国際コミュニケー
ション研究科
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知大学 国際中国学研究センター

（ICCS）
ロンドン大学LSE（London School of Economics and Political
Science）アジアリサーチセンター

英国 ロンドン市 学術・教育交流 2004/6

ロンドン大学SOAS（School of Oriental and African Studies） 英国 ロンドン市 学術・教育交流 2006/3

カリフォルニア大学バークレー校中国研究センター アメリカ合衆国 カリフォルニア州バークレー 学術・教育交流 2004/5

カリフォルニア大学ロサンゼルス校中国研究センター アメリカ合衆国 カリフォルニア州ロサンゼルス 学術・教育交流 2004/5

ハワイ大学中国研究センター アメリカ合衆国 ハワイ州ホノルル 学術・教育交流 2004/5

復旦大学国際関係与公共事務学院 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 2005/3

中央民族大学中国少数民族研究センター 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2009/6

浙江大学“創新管理与持続競争力研究”国家哲学社会科学創新基地 中華人民共和国 浙江省・杭州市 学術・教育交流 2009/9

南京大学社会学院 中華人民共和国 江蘇省・南京市 学術・教育交流 2009/10

石河子大学政法学院イスラームの論理と文化研究センター 中華人民共和国 新疆ウイグル自治区石河子
市

学術・教育交流 2010/12

中国政法大学政治与公共管理学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2010/12

武漢大学中国伝統文化研究センター 中華人民共和国 湖北省・武漢市 学術・教育交流 2011/4

北京大学中国経済研究センター 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2011/4

南開大学コーポレートガバナンス研究センター 中華人民共和国 天津市 愛知大学国際中国学研究センターと南開大学コーポレートガバナンス
研究センターとの学術・教育交流メモ

2011/5

北京大学中国経済研究センター 中華人民共和国 北京市 愛知大学国際中国学研究センターと北京大学中国経済研究セン
ター”日中韓自由貿易区構想”協力プロジェクトの発足に関する覚書

2011/5

清華大学自動車工学部 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2012/3

北京大学経済学院 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2015/6

華東政法大学政治学与公共管理学院 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 2015/6

上海外国語大学国際関係与公共事務学院 中華人民共和国 上海市 学術・教育交流 2016/11

The Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET)
Korea

大韓民国 ソウル市 過疎問題に関する共同研究 2005/1

貴州大学経済学院 中華人民共和国 貴州省 学術交流協定 2005/12

コンケーン大学北東戦略研究所 タイ王国 コンケーン市 Memorandum of Cooperation between The Northeastern Strategic
Institute,Khon Kaen Universty of Thailand and San-En-Nanshin
Center for Regional Collaboration,Aichi University of Japan

2007/11

内蒙古大学経済管理学院 中華人民共和国 フフホト市 学術交流協定 2008/4

内蒙古大学経済管理学院 中華人民共和国 フフホト市 愛知大学三遠南信地域連携センターと内蒙古経済管理学院とのGIS
応用と地域経済産業に関する日中共同研究センター設立に関する合
作協議書

2013/9

上海師範大学城市発展研究院 中華人民共和国 上海市 学術交流協定 2014/8

内蒙古大学経済管理学院 中華人民共和国 フフホト市 愛知大学三遠南信地域連携センターと内蒙古経済管理学院とのGIS
応用と地域経済産業に関する日中共同研究センター連携協定書

2017/8

愛知東邦大学 雲南大学 中華人民共和国 雲南省 教員・学生交流 2002/3

イエテボリ大学　教育学部教育学科 スウェーデン王国 イエテボリ 教員・学生交流 2002/3

リンカーン大学 ニュージーランド クライストチャーチ 教員・学生交流 2002/5

エベレット・コミュニティ・カレッジ アメリカ合衆国 ワシントン州 教員・学生交流 2001/4

サンカルロス大学 フィリピン共和国 セブ島 教員・学生交流 2013/2

ハワイ大学マノア校　アウトリーチカレッジ アメリカ合衆国 ハワイ州 教員・学生交流 2014/12

バレンシア・カレッジ アメリカ合衆国 フロリダ州 教員・学生交流 2016/8

広東外語外資大学南国商学院 中華人民共和国 広東省 教員・学生交流 2017/2

広東工業大学 中華人民共和国 広東省 教員・学生交流 2018/12

広東東軟学院 中華人民共和国 広東省 教員・学生交流 2019/9

浙江財経大学（東方学院） 中華人民共和国 浙江省 教員・学生交流 2019/9

浙江経貿職業技術学院 中華人民共和国 浙江省 教員・学生交流 2019/9

浙江旅遊職業学院 中華人民共和国 浙江省 教員・学生交流 2019/9

三遠南信地域連携研究セ
ンター
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
愛知東邦大学 浙江理工大学科技芸術学院 中華人民共和国 浙江省 教員・学生交流 2019/9

浙江工業大学之江学院 中華人民共和国 浙江省 教員・学生交流 2020/1

ボックスヒル・インスティチュート オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・学生交流 2020/10

スインバン工科大学 オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・学生交流 2021/2

アイルランド国立大学コーク校言語センター アイルランド共和国 コーク 教員・学生交流 2021/9

愛知文教大学 ディーキン大学 付属英語学校 オーストラリア連邦 メルボルン 教員・学生交流 1998/7

北京外国語大学 中華人民共和国 北京市 教員・学生交流 2004/12

北京連合大学 中華人民共和国 北京市 教員・学生交流 2006/2

ELS Language Centers Canada カナダ トロント・バンクーバー 教員・学生交流 2008/10

Bridge International College of English ニュージーランド オークランド 教員・学生交流 2010/4

Suan Dusit University タイ王国 ホアヒン 教員・学生交流 2017/4

Fairmont State University アメリカ合衆国 ウェストバージニア州 教員・学生交流 2018/4

Marshall University
Marshall University

アメリカ合衆国 ウェストバージニア州 教員・学生交流 2018/4

West Virginia University アメリカ合衆国 ウェストバージニア州 教員・学生交流 2018/4

三江学院大学 中華人民共和国 南京市 教員・学生交流 2018/4

南京工業職業技術学院 中華人民共和国 南京市 教員・学生交流 2018/4

長江師範大学 中華人民共和国 重慶市 教員・学生交流 2018/9

Van　Hien　University ベトナム ホーチミン市 教員・学生交流 2018/9

Van　Lang　University ベトナム ホーチミン市 教員・学生交流 2019/5

国立台湾師範大学国語教学センター 台湾 台北市 学生交流 2019/6

青島職業技術学院 中華人民共和国 青島市 教員・学生交流 2019/6

愛知みずほ大学 ボンド大学カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学研修 2013/11

カリフォルニア大学リバーサイド校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 語学研修 2014/1

ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 語学研修 2014/1

桜花学園大学 保育学部 Imagine Education Australia オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育　保育資格取得 2018/3

CHARLTON　BROWN オーストラリア連邦 クイーンズランド州 保育資格取得 2018/8

BROWNS オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育 2018/9

Shafston International オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学教育　保育資格取得 2018/9

INUS ENGLISH オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学教育 2019/7

ZOI education オーストラリア連邦 ビクトリア州 保育者養成 2019/7

学芸学部 ダブリン市立大学 アイルランド共和国 ダブリン 学生研修 2017/2

パイン・マナー大学 アメリカ合衆国 ボストン市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2010/10

ポートランド州立大学 アメリカ合衆国 ポーランド 学生研修 2017/2

メリルハースト大学パシフィック・インターナショナル・アカデミー アメリカ合衆国 ポーランド 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2011/7

ミズーリ大学カンザスシティ アメリカ合衆国 カンザスシティ 学生研修 2012/6

エセックス大学 英国 エセックス 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2015/11

西オーストラリア大学 オーストラリア連邦 パース市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2010/10

ボンド大学 オーストラリア連邦 ゴールドコースト 学生研修 2016/9

カルガリー大学 カナダ カルガリー 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2012/6

トロント大学 カナダ トロント 学生研修 2016/9

又松大学校 大韓民国 大田広域市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2008/12

又松大学校ソルブリッジ国際ビジネス校 大韓民国 大田広域市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 1996/6

梨花女子大学 大韓民国 ソウル特別市 学生研修 2016/4

南京師範大学 中華人民共和国 南京市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2016/9

アラ　インスティチュート　オブ　カンタベリー ニュージーランド クライストチャーチ市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2009/5
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
桜花学園大学 学芸学部 順天郷大学 大韓民国 牙山市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2017/8

ガネシャ教育大学 インドネシア共和国 シンガラジャ市 共同研究　教員・学生交流　学術交流　学生研修 2017/12

岡崎女子大学 子ども教育学部 セントマーチンズ大学 アメリカ合衆国 ワシントン州 教職員・学生の交流  留学・研修プログラム 2015/8

カトリック上智大学 大韓民国 安東市 教職員・学生の交流  留学・研修プログラム 2016/7

金城学院大学 アグネス・スコット大学 アメリカ合衆国 ジョージア州アトランタ 派遣留学 1991/10

ゴンザガ大学 アメリカ合衆国 ワシントン州スポケーン 派遣留学 2004/7

ハワイ・パシフィック大学 アメリカ合衆国 ハワイ州ホノルル 派遣留学 2007/3

ハイライン・カレッジ アメリカ合衆国 ワシントン州デモイン 派遣留学 2006/12

リンゼイ・ウイルソン大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州コロンビア 派遣留学 2004/11

ネブラスカ大学カーニー校 アメリカ合衆国 ネブラスカ州カーニー 派遣留学 2014/4

ウエスト・バージニア大学 アメリカ合衆国 ウエスト・バージニア州モー
ガンタウン

交換留学　派遣留学 1997/7

メディシンハット・カレッジ カナダ アルバータ州メディシンハット 派遣留学 2007/12

セント・メアリーズ大学 カナダ ノバスコシア州ハリファックス 派遣留学 2018/8

サザンクロス大学 オーストラリア連邦 ニュー・サウスウェールズ州リ
ズモア他

派遣留学 2016/5

タスマニア大学 オーストラリア連邦 タスマニア州ホバート 派遣留学　語学研修 2001/5

ウエスタン・シドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州シ
ドニー

派遣留学 2006/2

ロンドン・メトロポリタン大学 英国 ロンドン市 派遣留学 2006/11

ロンドン大学ゴールドスミス校 英国 ロンドン市 派遣留学 2009/10

セントラル・ランカシャー大学 英国 ランカシャー県プレストン市 交換留学 2012/12

ジャン・ムーラン・リヨン第3大学 フランス共和国 ローヌ県リヨン市 交換留学 2003/7

フライブルク大学 ドイツ連邦共和国 バーデン＝ヴュルテンベルク
州フライブルク

語学研修 2008/1

パヤップ大学 タイ王国 チェンマイ県チェンマイ市 交換留学　派遣留学 2005/10

韓南大学校 大韓民国 テジョン市 交換留学　派遣留学　教員交換 1994/11

淑明女子大学校 大韓民国 ソウル市 交換留学　派遣留学 1995/7

吉林大学 中華人民共和国 吉林省長春市 交換留学　派遣留学 2003/7

珠海科技学院 中華人民共和国 広東省珠海 交換留学  派遣留学　語学研修 2008/10

杭州師範大学 中華人民共和国 浙江省杭州 交換留学 2006/10

至学館大学 Indiana University Kokomo アメリカ合衆国 インディアナ州 交換留学 1994/2/1

梨花女子大学校 大韓民国 ソウル 交換留学 1998/4/21

北京体育大学 中華人民共和国 北京 交換留学 1993/5/26

河南科技大学 中華人民共和国 洛陽 交換留学 2002/11/28

修文大学 ハワイ州率大学附属カピオラニ・コミュニティーカレッジ アメリカ合衆国 ハワイ州 教職員・学生の交流　留学・研修プログラム 2016/12

ハワイパシフィック大学 アメリカ合衆国 ハワイ州 教職員・学生の交流　留学・研修プログラム 2017/6

椙山女学園大学 全学部 タスマニア大学 オーストラリア連邦 タスマニア州 交換留学 1997/10

上海師範大学 中華人民共和国 上海 交換留学 2005/6

培材大学校 大韓民国 大田広域市 交換留学 2014/3

ニューヨーク市立大学リーマン校 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 交換留学 2014/6

スィーパトゥム大学 タイ王国 バンコク 交換留学 2015/10

亜洲大学 台湾 台中市 交換留学 2017/5

順天郷大学校 大韓民国 忠清南道牙山市 交換留学 2017/7

マレーシア科学大学 マレーシア ペナン 交換留学 2018/12

ケベック大学モントリオール校 カナダ モントリオール 交換留学・派遣留学 2019/2
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椙山女学園大学 全学部 サザンクロス大学 オーストラリア連邦 ゴールドコースト 派遣留学 2018/12

ビクトリア大学ウェリントン ニュージーランド ウェリントン 派遣留学 2018/12

シドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生活環境特別実習 2005

スィーパトゥム大学 タイ王国 バンコク 生活環境特別実習 2013/3

パリ・オートクチュール組合立服飾学校 フランス共和国 パリ 生活環境特別実習C 2017/3

国際コミュニケーション学
部

デイトン大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 中期留学 2007/1

タスマニア大学 オーストラリア連邦 タスマニア州 中期留学 2001/6

ヴィクトリア大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 中期留学 2001/5

エディンバラ大学 英国 エディンバラ 中期留学 2001/6

アンジェ西部地区カトリック大学 フランス共和国 アンジェ 中期留学 2007/9

サンディエゴ州立大学 アメリカ合衆国 サンディエゴ州 中期留学 2009/12

モナシュ大学 オーストラリア連邦 ヴィクトリア州 中期留学ブリッジプログラム 2001/6

西オーストラリア大学 オーストラリア連邦 西オーストラリア州 中期留学ブリッジプログラム 2006/10

クイーンズランド工科大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 中期留学ブリッジプログラム 2007/3

マッセイ大学 ニュージーランド ウェリントン／パーマストン
ノース／オークランド

中期留学ブリッジプログラム 2007/3

インターナショナルハウス・キャリア・カレッジ カナダ バンクーバー 海外英語演習C 2011/3

ゲーテ・インスティテュート（シューヴェービッシュ・ハル校） ドイツ連邦共和国 シューヴェービッシュ・ハル 海外ドイツ語演習・中期留学 2003/6

ゲーテ・インスティテュート（フライブルグ校） ドイツ連邦共和国 フライブル 海外ドイツ語演習・中期留学 2007/9

IKKデュッセルドルフ校 ドイツ連邦共和国 デュッセルドルフ 海外ドイツ語演習 2012/4

クレルモン・フェラン大学（ヴィシー・カヴィラム校） フランス共和国 ヴィシー 海外フランス語演習 2003/6

－ アメリカ合衆国 ハワイ州 海外職業体験型研修プログラム 2016/4

人間関係学部 オークランド インスティテュート オブ スタディーズ ニュージーランド オークランド 海外演習AB 2013

ボンド大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 海外演習AB 2013

ニューファンドランド・メモリアル大学 カナダ ニューファンドランド・ラブラ
ドール州

海外言語文化演習 2014/6

上海師範大学 中華人民共和国 上海 海外言語文化演習 2001/6

仁荷大学校 大韓民国 仁川広域市 海外言語文化演習 2015/11

SEAMO RELC （東南アジア文部閣僚機構・
地域言語教育センター）

シンガポール共和国 シンガポール 海外言語文化演習 2013/6

教育学部 シドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 海外教育研修 2007/9

星城大学 経営学部 山東威海外国語進修学校 中華人民共和国 山東省 教員・学生交流 2003/9

湖南工学院 中華人民共和国 湖南省 教員・学生交流 2009/11

上海新世界進修学院 中華人民共和国 上海市 教員・学生交流 2010/11

湖北大学 中華人民共和国 湖北省 教員・学生交流 2014/6

桂林理工大学 中華人民共和国 広西チワン族自治区 教員・学生交流 2021/3

開南大学 台湾 桃園縣 教員・学生交流 2005/5

徳明財経科技大学 台湾 台北市 教員・学生交流 2014/10

敏實科技大學（旧名：大華科技大学） 台湾 新竹縣 教員・学生交流 2011/6

真理大学 台湾 新北市 教員・学生交流 2011/3

玄奘大学 台湾 新竹市 教員・学生交流 2012/5

修平科技大学 台湾 台中市 教員・学生交流 2015/5

慈明高等学校 台湾 台中市 教員・学生交流 2015/11

東海大学 台湾 台中市 教員・学生交流 2016/7

群山中央女子高等学校 大韓民国 群山市 教員・学生交流 2005/10

明知大学 大韓民国 ソウル市 教員・学生交流 2015/4

文化情報学部

生活科学部
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星城大学 経営学部 同徳女子高等学校 大韓民国 ソウル市 教員・学生交流 2008/11

モンゴル文化教育大学 モンゴル国 ウランバートル市 教員・学生交流 2005/5

ヘンティ県テムジン学校 モンゴル国 ヘンティ県 教員・学生交流 2016/10

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA アメリカ合衆国 フロリダ州 教員・学生交流 2011/6

COLLEGE OF ST.ROSE アメリカ合衆国 ニューヨーク州 教員・学生交流 2018/3

貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・学生交流 2016/10

ガブロボ工科大学 ブルガリア ガブロボ市 教員・学生交流 2019/11

大同大学 工学部・情報学部 中国科学院声学研究所 中華人民共和国 河北省 学術交流 1988/11

中国科学院電子学研究所 中華人民共和国 河北省 学術交流 1988/11

中国科学院物理学研究所 中華人民共和国 河北省 学術交流 1988/11

オレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学術交流 1979/8

オレゴン州立大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学術交流 1984/4

コペンハーゲン大学 デンマーク王国 コペンハーゲン 学術交流 1987/11

ノッチンガム大学 英国 ノッチンンガム 学術交流 1988/3

東亜大学校工科大学都市計画造景学部 大韓民国 釜山 学術交流 2003/3

ミラノ工科大学 イタリア共和国 ミラノ市 学術交流 2007/7

泰日工業大学 タイ王国 バンコク 学術交流 2007/10

韓山師範大学 中華人民共和国 広東省 学術交流 2012/4

東亜大学校 大韓民国 釜山 学術交流 2012/10

中京大学 蘇州大学 中華人民共和国 江蘇省蘇州市 学術交流・交換留学 1999/5

銘傳大学 台湾 台北市 学術交流・交換留学 2018/4

国立嘉義大学 台湾 嘉義市 学術交流・交換留学 2015/12

台北市立大学 台湾 台北市 学術交流 2016/9

東亜大学校 大韓民国 釜山広域市 学術交流・交換留学 1996/9

梨花女子大学校 大韓民国 ソウル特別市 学術交流・交換留学 2002/3

ボイシー州立大学 アメリカ合衆国 アイダホ州ボイシー 学術交流・交換留学 2013/2

カリフォルニア州立大学チコ校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州チコ 学術交流・交換留学 1996/6

クレムソン大学 アメリカ合衆国 サウスカロライナ州クレムソン 学術交流・交換留学 2001/6

ケネソー州立大学 アメリカ合衆国 ジョージア州ケネソー 学術交流・交換留学 2010/2

リンカーンメモリアル大学 アメリカ合衆国 テネシー州ハロゲート 学術交流・交換留学 2014/5

マーシャル大学 アメリカ合衆国 ウエストバージニア州ハン
ティントン

学術交流・交換留学 2009/12

メダイル・カレッジ アメリカ合衆国 ニューヨーク州バッファロー 学術交流・交換留学 2014/3

マサチューセッツ大学ボストン校 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州ボストン 学術交流 1992/3

ウィスコンシン大学ラクロス校 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州ラクロス 交換留学 2021/6

ウエスタンカロライナ大学 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州カロウィー 交換留学 2012/1

ケベック大学モントリオール校 カナダ ケベック州モントリオール 学術交流 2019/8

カルガリー大学 カナダ アルバータ州カルガリー 学術交流 2021/3

ダービー大学 英国 ダービーシャー州ダービー 学術交流 2019/7

ヴェネツィア大学 イタリア共和国 ヴェネト州ヴェネツィア 学術交流・交換留学 2013/6

バーリ大学 イタリア共和国 プッリャ州バーリ 学術交流 2016/3

シエナ大学 イタリア共和国 トスカーナ州シエナ 学術交流・交換留学 2017/7

シエナ外国人大学 イタリア共和国 トスカーナ州シエナ 学術交流・交換留学 2017/8

フローニンゲン大学 オランダ王国 フローニンゲン州フローニン
ゲン

学術交流 1992/4
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中京大学 デュースブルグ・エッセン大学 ドイツ連邦共和国 ノルトラインヴェストファーレン

州デュイスブルク
学術交流 2016/6

グルノーブル・アルプ大学 フランス共和国 イゼール県グルノーブル 学術交流・交換留学 2014/2

グリフィス大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州ブリスベン
及びゴールドコースト

学術交流 2020/2

中部大学 全学部 オハイオ大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 1973/5

マレーシア科学大学 マレーシア ペナン州 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 1989/11

ウェストバージニア大学 アメリカ合衆国 ウェストバージニア州 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 1999/6

圓光大学校 大韓民国 全羅北道益山市 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 2000/4

ハルビン理工大学 中華人民共和国 黒竜江省 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 2001/6

イエナ・フリードリッヒ ・シラー大学 ドイツ連邦共和国 テューリンゲン州イエナ 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 2003/10

外交学院 中華人民共和国 北京 学生・教員の交換  学術・教育情報の交換 2003/11

ニューイングランド大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教員の交換  学術・教員情報の交換 2003/12

ラ・ロッシェル大学 フランス共和国 シャラント＝マリティーム県 ラ
ロッシェル

学生・教員の交換  学術・教員情報の交換 2004/6

ENSEIRB－MATMECA フランス共和国 ボルドー 学生・教員の交換  学術・教員情報の交換 2005/6

ビタウタス・マグナス大学 リトアニア共和国 カウナス県 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2006/3

ムハンマド五世大学 モロッコ王国 ラバト 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2006/7

華東師範大学 中華人民共和国 上海 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2006/8

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2009/5

アジア工科大学院 タイ王国 パトゥムターニ県 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2011/9

グアナフアト大学 メキシコ合衆国 グアナフアト 学生･教員の交換  学術･教員情報の交換 2011/9

カトマンズ大学 ネパール連邦民主共和国 バグマティ県デュリケル 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2012/4

国際総合山岳開発センター ネパール連邦民主共和国 バグマティ県カトマンズ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2012/4

嘉興学院 中華人民共和国 浙江省 学生の交流  教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2015/5

オラン工科大学 アルジェリア民主人民共和国 オラン県 大学院生の交流  教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施
研究資料・出版物の交換

2015/5

紹興文理学院 中華人民共和国 浙江省 学生の交流  教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2016/11

タタ基礎研究所 インド ムンバイ 学生の交流  教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/3

ミシガン州立大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生の交流  教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/3

インド工科大学グワーハーティ校 インド アッサム州 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/8

グリフィス大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2018/3

ペルピニャン大学 フランス共和国 オクシタニー地域圏　ピレ
ネー＝オリアンタル県

学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2018/10

V.N. カラジン ハリコフ国立大学 ウクライナ ハリコフ州 研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究資料・出版物の交
換

2018/10

ワイオミング大学 アメリカ合衆国 ワイオミング州 学生の交流　研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究資料・
出版物の交換

2018/11

同済大学浙江学院 中華人民共和国 浙江省 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2018/12
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中部大学 全学部 同済大学 中華人民共和国 上海 学生の交流　研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究資料・

出版物の交換
2019/2

インド工科大学ボンベイ校 インド ムンバイ 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2019/3

チュラロンコン大学 タイ王国 バンコク 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2019/8

大邱大学校 大韓民国 慶尚北道慶山市 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2019/9

モンクット王工科大学ラートクラバン校 タイ王国 バンコク 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2020/5

首都師範大学 中華人民共和国 北京 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2020/9

工学部・工学研究科 安徽理工大学 中華人民共和国 安徽省 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2006/4

華電電力科学研究院 中華人民共和国 浙江省 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2012/1

長庚大学（工学部） 台湾 桃園 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2019/7

プリンストン大学（プリンストンプラズマ物理研究所） アメリカ合衆国 ニュージャージー州 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2020/2

工学部・応用生物学部 宜賓学院（資源与環境工程学院・生命科学与食品工程学院） 中華人民共和国 四川省 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/12

工学研究科・超伝導・持続可
能エネルギー研究センター

ウアリ・ブーメディエンヌ科学技術大学（物理学部） アルジェリア民主人民共和国 アルジェ県 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2018/8

応用生物学部・応用生物
学研究科

シャクアラ大学（農学部） インドネシア共和国 アチェ州 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2014/7

ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ（生物薬学部） ドイツ連邦共和国 ラインラント＝プファルツ州 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2015/6

応用生物学部・応用生物
学研究科

フィジー国立大学（科学技術学部） フィジー共和国 ナシヌー 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2016/8

フエ大学（フエ農林大学） ベトナム社会主義共和国 フエ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2018/2

国際関係学部・人文学部 中国文化大学（外国語文学院） 台湾 台北 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2018/11

国立台湾大学（文学院日本研究センター） 台湾 台北 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2019/7

国際人間学研究科 内モンゴル大学
（蒙古学学院蒙古歴史学系）

中華人民共和国 内モンゴル自治区 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2019/1

国際関係学部 国立台湾師範大学
（国際与社会科学学院）

台湾 台北 学生の交流　教職員・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研
究資料・出版物の交換

2019/3

超伝導・持続可能エネル
ギー研究センター

中国科学院・電子工学研究所
（応用超伝導重点実験室）

中華人民共和国 北京 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2012/3

チュニス・エルマナール大学（理学部） チュニジア共和国 チュニス 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2013/5

統一エネルギーシステム・ロシア連邦送電公社・研究開発セン
ター

ロシア連邦 モスクワ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2014/10

西シドニー大学（情報工学・工学・数学部） オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2018/3
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中部大学 超伝導・持続可能エネル

ギー研究センター
モスクワエネルギー工業大学 ロシア モスクワ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究

資料・出版物の交換
2020/10

創発学術院 チューリッヒ大学（獣医学部） スイス チューリッヒ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/5

マケレレ大学（獣医畜産防疫学部） ウガンダ共和国 カンパラ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2018/2

ガーナ大学 ガーナ共和国 アクラ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2018/7

国際GISセンター アンナ大学(リモートセンシング研究所） インド チェンナイ 学生の交流　教育・研究者の交流　共同研究　研究集会の実施　研究
資料・出版物の交換

2017/7

東海学園大学 モナッシュ大学 オーストラリア連邦 メルボルン 学生交流 2000/11

インサーチ・シドニー工科大学 オーストラリア連邦 シドニー 学生交流 1999/10

クイーンズ大学 カナダ キングストン 学生交流 2008/1

アベリストゥイス大学 英国 アベリストゥイス 学生交流 2012/7

国立台湾師範大学 台湾 台北市 学生交流 2011/8

東呉大学 台湾 台北市 学生交流 2017/2

サイモンフレーザー大学 カナダ バンクーバー 学生交流 2018/6

同朋大学 文学部 Padjadjaran University インドネシア共和国 学術協定 2013

豊田工業大学 工学部 豊田工業大学シカゴ校 アメリカ合衆国 イリノイ州 職員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2004/5

北京化工大学 中華人民共和国 北京 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2005/2

チュラロンコン大学 タイ王国 バンコク 職員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施 2006/12

レンヌ第1大学 フランス共和国 レンヌ 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2006/2

国立中興大学 台湾 台中 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施  ダブルディグリープログラム

2006/12

ホーチミン科学大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2006/12

ハノイ工科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2006/12

ブルーノ工科大学 チェコ共和国 ブルーノ 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2007/5

パルドゥビツェ大学 チェコ共和国 パルドゥビツェ 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施 2007/10

泰日工業大学 タイ王国 バンコク 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施 2008/2

デューク大学 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講演・シンポ
ジウムの実施

2008/5

韓南大学校 大韓民国 大田市 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施  ダブルディグリープログラム

2008/12

オーフス大学 （Aarhus University） デンマーク王国 オーフス 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2009/3

チェンマイ大学 タイ王国 チェンマイ 教員・研究者・学生交流  共同研究実施 ・学術情報・資料交換 2009/5

アラバマ大学 アメリカ合衆国 アラバマ州 教員・研究者・学生交流  共同研究実施  講義・講演・シンポジウム実
施・学術情報・資料交換

2009/6

浦項工科大学校 大韓民国 浦項市 教員・研究者・学生交流  学術資料交換  共同研究実施  講義・講演・
シンポジウムの実施

2009/12

ブルゴーニュ大学 フランス共和国 ディジョン 教員・研究者・学生交流　共同研究実施  インターンシップ 2015/3

ペラデニヤ大学 スリランカ民主社会主義共和国 ペラデニヤ 教員・研究者・学生交流　共同研究実施  インターンシップ 2017/3
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豊田工業大学 工学部 ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア連邦 シドニー 教員・研究者・学生交流　共同研究実施  インターンシップ・学術資料

交換・講義・講演・シンポジウムの実施
2017/4

ライス大学 アメリカ合衆国 テキサス州 教員・研究者・学生交流  講義・講演・シンポジウム実施 2017/10

豊橋創造大学 太原科技大学 中華人民共和国 山西省 教員・研究者・学生交流　学術資料交換　共同研究 2004/8

山西師範大学 中華人民共和国 山西省 教員・研究者・学生交流　学術資料交換　共同研究 2012/8

山西工商学院 中華人民共和国 山西省 教員・研究者・学生交流　学術資料交換　共同研究 2012/8

名古屋音楽大学 音楽学部 大連外国語学院 中華人民共和国 大連市 学術交流 2008/4

台南應用科技大學 台湾 永康市 学術交流 2010/12

東海大學 台湾 台中市 学術交流 2011/5

リセウ高等音楽院 スペイン バルセロナ 学術交流 2017/10

ザルツブルグ・モーツァルテウム大学 オーストリア共和国 ザルツブルグ 学術交流 2019/7

浙江音乐学院 中華人民共和国 杭州市 学術交流 2019/5

フォルクヴァング芸術大学 ドイツ連邦共和国 エッセン 学術交流 2020/2

名古屋外国語大学 カーソンニューマンカレッジ アメリカ合衆国 テネシー州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2003/1

アイオワ大学 アメリカ合衆国 アイオワ州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2003/7

グランドキャニオン大学 アメリカ合衆国 アリゾナ州 学生の交流  資料の交換等 1988/1

モントレー国際大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生・教員の交流  資料の交換等  交換留学 1996/3

テネシー大学チャタヌーガ校 アメリカ合衆国 テネシー州 学生の交流  交換留学  資料の交換等 1996/11

カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生の交流  資料の交換等 1998/9

シンシナチー大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生・教員の交流  資料の交換等  交換留学 1999/9

ノースキャロライナ大学グリーンスボロ校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生の交流  交換留学 2000/1

ウェスタン・ワシントン大学 アメリカ合衆国 ワシントン州 交換留学 2000/11

クレムソン大学 アメリカ合衆国 サウスキャロライナ州 交換留学 2001/1

ジョージアサザン大学 アメリカ合衆国 ジョージア州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2003/7

キャンベルビル大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2003/12

ニューメキシコ州立大学 アメリカ合衆国 ニューメキシコ州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2004/1

カンサス州立大学 アメリカ合衆国 カンザス州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2004/5

テキサス大学サンアントニオ校 アメリカ合衆国 テキサス州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2005/2

エバンスビル大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2004/8

リンゼイ・ウィルソン大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2005/3

コースタル・キャロライナ大学 アメリカ合衆国 サウスキャロライナ州 学生の交流　資料の交換等　交換留学 2005/4

カリフォルニア州立大学モントレー・ベイ校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 資料の交換等  交換留学 2005/7

北京外国語大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1988/7

西安外国語学院 中華人民共和国 陝西省 学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1988/9

大連外国語学院 中華人民共和国 遼寧省 学生の交流  資料の交換等　交換留学 1988/5

天津外国語学院 中華人民共和国 天津市 学生の交流  資料の交換等　交換留学 1993/10

上海外国語大学 中華人民共和国 上海市 学生・教員の交流  交換留学  資料の交換等 1994/2

大連大学 中華人民共和国 大連市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2004/2

グリフィス大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 1994/3

ニューカッスル大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 1998/11

オーストラリアン・カソリック大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州／
クイーンズランド州／ビクトリ
ア州

学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1999/11

サンシャイン・コースト大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1999/11

アデレード大学 オーストラリア連邦 南オーストラリア州 学生・教員の交流  資料の交換等 2002/8

サウスオーストラリア大学 オーストラリア連邦 南オーストラリア州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2003/12

タスマニア大学 オーストラリア連邦 タスマニア州 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2003/12
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名古屋外国語大学 バース・スパ大学 英国 バース市 学生・教員の交流　交換留学 1993/3

オックスフォード・ブルックス大学 英国 オックスフォード市 学生の交流　資料の交換等　交換留学 1994/10

ミドルセックス大学 英国 ロンドン市 学生の交流  資料の交換等 1994/12

セントラル・ランカシャー大学 英国 プレストン 学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1998/3

パリ第四大学（ソルボンヌ）フランス文明コース フランス共和国 パリ市 学生の派遣  資料の交換等 1995/6

グルノーブルアルプ大学 フランス共和国 グルノーブル市 交換留学 1996/7

マルヌ・ラ・ヴァーレー大学 フランス共和国 ノワジール・グラン 学生の交流  資料の交換等 1993/7

ジャン・ムラン・リヨン第三大学 フランス共和国 リヨン市 交換留学 2000/11

ボルドー第三大学 フランス共和国 ボルドー市 学生の交流  資料交換  交換留学 2001/9

ワイカト大学 ニュージーランド ハミルトン 学生の交流  資料の交換等 1997/1

マッセイ大学 ニュージーランド パーマストン・ノース 学生の交流  資料の交換等 1998/9

トロント大学生涯教育部 カナダ オンタリオ州 学生・教員の交流  資料の交換等　交換留学 1999/10

モントリオール大学 カナダ ケベック州 学生・教員の交流　交換留学 2000/5

グアダラハラ自治大学 メキシコ合衆国 グアダラハラ市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 1999/6

ベトナム貿易大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 交換留学 1996/6

ブリュッセル自由大学 ベルギー王国 ブリュッセル市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2001/2

釜山外国語大学校 大韓民国 慶尚南道 学生の交流  資料の交換等 2002/11

全州大学校 大韓民国 全羅北道 学生の交流  資料の交換等 2003/1

ハワイパシフィック大学 アメリカ合衆国 ホノルル州 学生･教員の交流等 2007/7

ノースキャロライナ大学シーロット校 アメリカ合衆国 ノースキャロライナ州 学生･教員の交流  資料の交換等 2007/5

アルゴマ大学 カナダ オンタリオ州 交換留学 2007/7

エクス・マルセイユ大学 フランス共和国 エクサンプロヴァンス市 学生･教員の交流  資料の交換等 2007/6

カーン大学 フランス共和国 カーン市 交換留学 2007/7

メディスンハットカレッジ カナダ アルバータ州 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2007/4

セルカークカレッジ カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2008/1

レスブリッジ大学 カナダ アルバータ州 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2008/12

ケント大学 英国 カンタベリー市 交換留学 2007/12

ウィンチェスター大学 英国 ウィンチェスター市 交換留学　教職員交流 2007/12

ポーツマス大学 英国 ポーツマス市 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2008/1

ブレシア大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2010/10

カリフォルニア大学リバーサイド校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生・教員・文化交流 2011/1

ハノイ国家大学外国語大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等 2010/12

リメリック大学 アイルランド リメリック市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2012/1

リヨンカトリック大学 フランス共和国 リヨン市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2011/11

又松大学 大韓民国 大田広域市 学生の交流  資料の交換等  交換留学 2011/7

ニース大学 フランス共和国 ニース市 学生・教員の交流  共同研究  資料の交換等 2012/9

パイクビル大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学生・教員の交流  共同研究  資料の交換等 2013/3

銘伝大学 台湾 台北市 学生・教員の交流  共同研究  資料の交換等 2013/3

トゥールーズ・ジャン･ジョレス大学 フランス共和国 トゥールーズ市 学生・教員の交流　学術資料交換等 2014/4/1

アンジェ西部カトリック大学 フランス共和国 アンジェ市 学生・教員の交流　共同研究　学術資料交換等 2014/5/1

パリ第７大学 フランス共和国 パリ市 学生・教員の交流　共同研究　文化交流　学術資料交換等 2014/7/1

国立台湾大学 台湾 台北市 学生・教員の交流  共同研究  学術資料交換等 2013/12/1

サザンオレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 交換留学 2015/8

パシフィック大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 交換留学 2015/11

ユーコンカレッジ カナダ ユーコン準州 学生・教員の交流  共同研究  学術資料の交換 2014/1
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名古屋外国語大学 ノースアイランドカレッジ カナダ ブリティッシュコロンビア州 交換留学 2015/9

セントローレンスカレッジ カナダ ブリティッシュコロンビア州 学生・教員の交流  共同研究  学術資料の交換 2015/9

オカナガンカレッジ カナダ ブリティッシュコロンビア州 交換留学 2015/10

マッコーリー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教員の交流  共同研究  学術資料の交換 2015/6

トゥールーズカトリック大学 フランス共和国 トゥールーズ市 交換留学 2015/5

デンバー大学 アメリカ合衆国 コロラド州・デンバー市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/1

カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州ベーカーズ
フィールド市

交換留学 2016/4

ペンシルバニア州インディアナ大学 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州インディアナ
郡

学生・教員の交流、交換留学 2016/8

ウェスタンキャロライナ大学 アメリカ合衆国 ノースキャロライナ州　ジャクソ
ン郡　カロウィー

学生・教員の交流、交換留学 2016/11

レイクヘッド大学 カナダ オンタリオ州サンダーベイ市 学生の交流、資料の交換等 2016/8

ノーサンブリア大学 英国 ニューカッスル・アポン・タイ
ン市

交換留学 2016/3

チチェスター大学 英国 チチェスター市 学生・教員の交流、資料の交換等 2016/7

ウスター大学 英国 ウスター市 交換留学 2016/8

キール大学 英国 スタッフォードシャー市 学生・教員の交流、交換留学 2016/10

ハイランドアイランド大学 英国 パース市 交換留学 2016/9

サザンクロス大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州リズ
モア市

学生の交流、交換留学 2016/8

リール第３大学 フランス共和国 ノール県リール市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/3

リエージュ大学 ベルギー王国 リエージュ州 リエージュ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/10

トリノ大学 イタリア共和国 トリノ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/2

サッサリ大学 イタリア共和国 サッサリ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/2

マラガ大学 スペイン アンダルシア州マラガ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/8

ウエルバ大学 スペイン アンダルシア州ウエルバ市 学生・教員の交流 2016/10

マールブルク大学 ドイツ連邦共和国 ヘッセン州マールブルク市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/5

インゴルスタッド大学 ドイツ連邦共和国 バイエルン州イングルスタッド
市

学生・教員の交流、資料の交換等 2016/8

サクソン応用科学大学 オランダ王国 オーファーアイセル州デー
フェンテル市

学生・教員の交流、交換留学 2016/10

国民大学 大韓民国 ソウル市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/8

文藻外語大学 台湾 高雄市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2015/11

オザ－クス大学 アメリカ合衆国 アーカンソー州 学生・教員の交流、資料の交換等 2016/11

ディッキンソン州立大学 アメリカ合衆国 ノースダコタ州 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/12

ノースイースタンイリノイ大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/1

ロングウッド大学 アメリカ合衆国 ヴァージニア州 学生・教員の交流 2017/1

アーカンソー工科大学 アメリカ合衆国 アーカンソー州 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/2

セネカカレッジ カナダ オンタリオ州 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/11

マンチェスターメトロポリタン大学 英国 マンチェスター市 交換留学 2017/1

ウェスタンシドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教員の交流、資料の交換等 2017/1

フランス領ポリネシア大学 フランス共和国 タヒチ ピュナオーイア市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/4

アルテベルデ大学 ベルギー王国 ゲント市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/11

レイフアンカルロス大学 スペイン マドリード市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/4

グラナダ大学 スペイン グラナダ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/6

ニュルティンゲン・ガイスリンゲン大学 ドイツ連邦共和国 ニュルティンゲン市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2016/12

HUユトレヒト応用科学大学 オランダ王国 ユトレヒト市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/4
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名古屋外国語大学 ノーザンデンマーク大学 デンマーク王国 オーボーグ市 学生・教員の交流、資料の交換等 2016/11

北西スイス応用科学芸術大学 スイス連邦 オルテン市 交換留学 2016/12

高等経済学院 ロシア モスクワ市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/4

サンクトペテルブルク大学 ロシア サンクトペテルブルク市 学生・教員の交流、資料の交換等、交換留学 2017/5

アラスカ大学フェアバンクス校 アメリカ合衆国 アラスカ州 学生･教員･研究員交流 1978/8

アラスカパシフィック大学 アメリカ合衆国 アラスカ州 学生･教員･研究員交流 1978/8

イリノイ州立大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生交流 1997/7

ノースセントラル大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生交流 1990/12

エバンスビル大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1995/1

コー大学 アメリカ合衆国 アイオワ州 学生交流 1990/10

カラマズー大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1993/3

マドンナ大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1992/11

ウェスタンミシガン大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1993/12

ノースキャロライナ大学ウィルミントン校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生･教員･研究員交流 1990/12

パシフィック大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学生交流 1990/9

メンフィス大学 アメリカ合衆国 テネシー州 学生･教員･研究員交流 1990/7

オースティン大学 アメリカ合衆国 テキサス州 学生交流 1990/6

ランドルフ･メーコン大学 アメリカ合衆国 ヴァージニア州 学生交流 1991/6

ボーリンググリーン州立大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生交流 2002/3

ミネソタ州立大学モアーヘッド校 アメリカ合衆国 ミネソタ州 学生交流 1999/1

ミドルテネシー州立大学 アメリカ合衆国 テネシー州 学生交流 2005/5

北京師範大学 中華人民共和国 北京市 学生･教員･研究員交流 1995/11

河南財経政法大学 中華人民共和国 河南省 学生･教員･研究員交流 1995/4

南京大学 中華人民共和国 南京市 学生･教員･研究員交流 1987/2

南開大学 中華人民共和国 天津市 学生･教員･研究員交流 1990/10

西北大学 中華人民共和国 西安市 学生･教員･研究員交流 1990/9

天津外国語大学 中華人民共和国 天津市 学生･教員･研究員交流 1990/9

華東師範大学 中華人民共和国 上海市 学生・教員・研究員交流 2005/3

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員・研究員交流 2005/6

中国文化大学 台湾 台北 学生・教員・研究員交流 2004/1

オハイオ州立大学ヤングスタウン校 アメリカ合衆国 オハイオ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2017/12

カリフォルニア州立大学スタニスロース校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 交換留学　学生・教員の交流 2017/12

チャタム大学 アメリカ合衆国 ペンシルベニア州 交換留学　学生・教員の交流 2018/2

ブロック大学 カナダ オンタリオ州 交換留学　資料の交換等 2018/6

カリフォルニア州立大学サンマルコス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 交換留学 2018/4

ウェスタンシドニー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教員の交流　交換留学　共同研究　資料の交換等 2017/1

セントラルクイーンズランド大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 交換留学　学生・教員の交流 2017/11

チャールズダーウィン大学 オーストラリア連邦 ノーザンテリトリー州 交換留学　学生の交流 2018/5

フランシュコンテ大学 フランス共和国 ブザンソン市 交換留学　共同研究　学生・教員の交流　資料の交換等 2017/12

フェルナンドペソア大学 ポルトガル共和国 ポルト市 交換留学　学生・教員の交流 2017/11

サボニア応用科学大学 フィンランド共和国 サヴォ州 学生・教員の交流　交換留学　資料の交換等 2018/2

北西スイス応用科学芸術大学 スイス連邦 オルテン市・バーゼル市 交換留学　学生・教員の交流 2016/12

ビヌス大学 インドネシア共和国 ジャカルタ 学生・教員の交流　共同研究　資料の交換等　交換留学 2018/3

フランス領ポリネシア大学 フランス領ポリネシア ピュナオイナ市 交換留学　教員の交流　共同研究 2017/4

ジョージメイソン大学 アメリカ合衆国 バージニア州 交換留学　学生・教員の交流 2018/9
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名古屋外国語大学 オレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 交換留学　学生・教員の交流 2019/3

カリフォルニア州立大学ポモナ校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 交換留学　学生・教員の交流 2019/3

バンガー大学 英国 グウィネズ州 交換留学　学生・教員の交流 2018/8

ブルネル大学 英国 ロンドン 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/7

フレーザーバレー大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/4

ケベック大学モントリオール校 カナダ オンタリオ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/3

崇実大学校 韓国 ソウル市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/3

カールスタード大学 スウェーデン カールスタード市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/6

国立中央大学 台湾 桃園市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/2

台北技科大学 台湾 台北市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/3

ヤギエウォ大学 ポーランド クラクフ市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2018/10

フラデツ・クラーロヴェー大学 チェコ フラデツ・クラーロヴェー州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2018/11

ジョージメイソン大学 アメリカ合衆国 バージニア州 交換留学　学生・教員の交流 2018/9

オレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 交換留学　学生・教員の交流 2019/3

ケベック大学モントリオール校 カナダ ケベック州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/4

パズマニーペーテルカソリック大学 ハンガリー ブダペスト市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/4

ブルネル大学 イギリス ロンドン市 交換留学　学生・教員の交流　 2019/7

嶺南大学 中国（香港） 香港 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/9

サンフランシスコ州立大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2019/10

カーティン大学 オーストラリア ベントレー市 交換留学　学生・教員の交流　 2019/12

西フロリダ大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/2

ブロック大学 カナダ オンタリオ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/2

ボールステイト大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 交換留学　学生・教員の交流　 2020/2

ダーラナ大学 スウェーデン ファールン市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/3

州立オースチン・ピー大学 アメリカ合衆国 テネシー州 交換留学　学生・教員の交流 2020/7

ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 交換留学　学生・教員の交流　 2020/7

ナショナル大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/7

ネルソン・マルボロ工科大学 ニュージーランド ネルソン市 交換留学　学生・教員の交流　 2020/7

ハワイ大学マウイ校 アメリカ合衆国 ハワイ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/9

静宜大学 台湾 台中市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/10

リンカーン大学 ニュージーランド リンカーン町 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/12

台北市立大学 台湾 台北市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/12

ビクトリア大学ウエリントン ニュージーランド ウェリントン市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2020/12

オタゴポリテクニック ニュージーランド ダニーデン市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2021/1

ワイカト工科大学 ニュージーランド ハミルトン市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2021/2

オタゴ大学 ニュージーランド ダニーデン市 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2021/3

フロリダ国際大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 交換留学　学生・教員の交流　共同研究 2021/3

名古屋学院大学 アラスカ大学フェアバンクス校 アメリカ合衆国 アラスカ州 学生･教員･研究員交流 1978/8

アラスカパシフィック大学 アメリカ合衆国 アラスカ州 学生･教員･研究員交流 1978/8

ベネディクティン大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生･教職員交流 1993/1

イリノイ州立大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生交流 1997/7

ノースセントラル大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生交流 1990/12

エバンスビル大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1995/1

コー大学 アメリカ合衆国 アイオワ州 学生交流 1990/10

カラマズー大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1993/3
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋学院大学 マドンナ大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1992/11

ウェスタンミシガン大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1993/12

ノースキャロライナ大学ウィルミントン校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生･教員･研究員交流 1990/12

パシフィック大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学生交流 1990/9

メンフィス大学 アメリカ合衆国 テネシー州 学生･教員･研究員交流 1990/7

オースティン大学 アメリカ合衆国 テキサス州 学生交流 1990/6

ランドルフ･メーコン大学 アメリカ合衆国 ヴァージニア州 学生交流 1991/6

ボーリンググリーン州立大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生交流 2002/3

ミネソタ州立大学モアーヘッド校 アメリカ合衆国 ミネソタ州 学生交流 1999/1

ミドルテネシー州立大学 アメリカ合衆国 テネシー州 学生交流 2005/5

北京師範大学 中華人民共和国 北京市 学生･教員･研究員交流 1995/11

河南財経政法大学 中華人民共和国 河南省 学生･教員･研究員交流 1995/4

南京大学 中華人民共和国 江蘇省　→南京市 学生･教員･研究員交流 1987/2

南開大学 中華人民共和国 天津市 学生･教員･研究員交流 1990/10

西北大学 中華人民共和国 陝西省　→西安市 学生･教員･研究員交流 1990/9

天津外国語大学 中華人民共和国 天津市 学生･教員･研究員交流 1990/9

華東師範大学 中華人民共和国 上海市 学生・教員・研究員交流 2005/3

北京語言大学 中華人民共和国 北京市 学生・教員・研究員交流 2005/6

中国文化大学 台湾 台北 学生･教員･研究員交流 2004/1

マコーリー大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生･教員･研究員交流 1991/4

ニューイングランド大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生･教員･研究員交流 1995/5

ブロック大学 カナダ オンタリオ州 学生交流 1995/4

オカナガン大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学生交流 1999/8

ジョージ・ブラウン大学 カナダ オンタリオ州 学生交流 2011/5

東義大学校 大韓民国 釜山 学生交流 2002/1

コンケン大学 タイ王国 コンケン市 学生交流 2004/12

ペンシルバニア・インディアナ大学 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州 学生･教員･研究員交流 2006/10

北京大学歴史学系 中華人民共和国 北京市 学生･教員･研究員交流 2006/8

アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン共和国 マニラ市 学生交流 2006/7

クワントレン大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州 学生交流 2007/6

フィリピン大学 フィリピン共和国 ケソン市 学生･教員･研究員交流 2008/3

マキ―ワン大学 カナダ アルバータ州 学生・教員・研究員交流 2009/2

国立高雄大学 台湾 高雄市 学生・教員・研究員交流 2008/10

カトリック関東大学校 大韓民国 江原道 学生･教員･研究員交流 2010/4

クライストチャーチカレッジ･オブ･イングリッシュ ニュージーランド クライストチャーチ 学生交流 2003/5

センテニアル大学 カナダ オンタリオ州 学生交流 2012/7

ポーランド日本情報工科大学 ポーランド ワルシャワ 学生交流 2013/2

ラサール大学ダスマリニャス校 フィリピン共和国 ダスマリニャス 学生・教員・研究員交流 2013/5

内モンゴル民族大学 中華人民共和国 内モンゴル自治区通遼市 学生・教員・研究員交流 2014/11

文藻外語大学 台湾 高雄市 学生・教員・研究員交流 2014/12

シダークレスト大学 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州 学生交流 1990/9

アルゴマ大学 カナダ オンタリオ州 学生交流 2009/6

アルムスリム大学 インドネシア アチェ 学生・教員・研究員交流 2015/12

カゼノビア大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 学生交流 2017/11

クイーンズランド大学 オーストラリア連邦 クイーンズランド州 学生交流 2002
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名古屋学院大学 フィリピン中央大学 フィリピン パナイ島イロイロ市 学生交流 2019/6

エンポリア州立大学 アメリカ合衆国 カンザス州 学生・教員・研究員交流 2020/2

崇実大学校 大韓民国 ソウル 学生交流 2021/1

シリマン大学 フィリピン共和国 ドゥマゲッティ 学生・教員・研究員交流 2021/3

名古屋学芸大学 リベラ芸術アカデミー（LABA） イタリア共和国 フィレンツェ 教員・学生交流  共同研究  学術資料交換 2006/2

ケント大学 英国 ケント州 教員・学生交流  共同研究  学術資料交換 2006/2

オーストラリアン・カソリック大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州／
クイーンズランド州　等

教員・学生交流  共同研究  学術資料交換  海外研修 2006/8

カリフォルニア大学デイビス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 教員・学生交流  共同研究  学術資料交換  海外研修 2009/12

京畿大学 大韓民国 ソウル市／スウォン市 教員・学生交流  共同研究  学術資料交換  交換留学 2006/10

ニューヨーク･フィルム･アカデミー アメリカ合衆国 ニューヨーク州／カリフォル
ニア州　等

教員・学生交流  共同研究  学術資料交換 2006/10

グリフィス大学 オーストラリア連邦 ブリスベーン 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2013/9

ボーンマス芸術大学 英国 ボーンマス 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2013/11

アカデミー・インターナショナル・ド・クープ・ド・パリ フランス共和国 パリ 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2014/1

プフォルツハイム大学 ドイツ連邦共和国 プフォルツハイム 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2014/1

高雄科技大学 台湾 高雄市 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2017/6

ウメオ大学 スウェーデン王国 ウメオ 学生及び研究者の交流、交換 2018/4

ヨーロッパ・デザイン学院 イタリア共和国 ミラノ、フィレンツェ 教員・学生交流　共同研究　学術資料交換 2019/11

名古屋経済大学 東北大学 中華人民共和国 遼寧省 学術・教育交流 2002/2

中国政法大学 中華人民共和国 北京市 学術・教育交流 2016/4

国家と法研究所 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術交流 2001/7

華東政法大学　訴訟法研究センター 中華人民共和国 上海市 学術交流 2016/4

ハノイ大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術・教育交流 2017/11

ホーチミン市法科大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 学術・教育交流 2017/11

タシケント法科大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学術・教育交流 2018/11

タシケント経済大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学術・教育交流 2018/11

サイモンフレーザー大学 カナダ ブリティッシュコロンビア州
バーナビー市

教育交流 2019/8

ハノイ法科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学術・教育交流 2020/8

開南大学 台湾 桃園市 学術・教育交流 2020/10

アジア太平洋技術革新大学 マレーシア クアラルンプール 教育交流 2020/3

ウズベキスタン国立世界言語大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学術・教育交流 2019/12

王立法律経済大学 カンボジア王国 プノンペン市 学術・教育交流 2020/9

モンゴル国立大学　法学部 モンゴル国 ウランバートル市 学術・教育交流 2020/9

モンゴル国立商科大学 モンゴル国 ウランバートル市 学術交流 2020/9

世界経済外交大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学術・教育交流 2021/5

タシケント国立東洋学大学 ウズベキスタン共和国 タシケント市 学術・教育交流 2021/5

名古屋芸術大学 芸術学部・人間発達学部 慶南大学校 大韓民国 馬山 教員・学生の交換  学術交流  研究資料交換 1996/6/1
人間発達学部の
み2007

芸術学部 ブライトン大学 英国 ブライトン 教員・学生の交換  学術交流 1997/10

UCA芸術大学 英国 サリー 教職員・学生の交換  学術交流 2001/6

ディジョン国立美術学校 フランス共和国 ディジョン 教職員・学生の交換 1997/3

ミラノ新美術学院 イタリア共和国 ミラノ 教員・学生の交換  学術交流 1992/5
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名古屋芸術大学 芸術学部 シーナカリンウィロート大学 タイ王国 バンコク 教職員・学生の交換  共同研究 2001/1

ブレーメン芸術大学 ドイツ連邦共和国 ブレーメン 教職員・学生の交換  学術交流 2002/12

中央美術学院 中華人民共和国 北京 教職員・学生の交換　学術交流 1996/6

モンクット王工科大学ラートクラバン校 タイ王国 バンコク 教職員・学生の交換  共同研究 2014/11

デンバー大学ラモント音楽院 アメリカ合衆国 コロラド州デンバー 教員・学生の交換  資料交換  ジョイントコンサート・セミナー開催協力 1999/3

パリ・エコール・ノルマル音楽院 フランス共和国 パリ 教員・学生の交換  学術交流 2004/3

ファルマス大学音楽学部 英国 コーンウォール州ファルマス 学生の交換  学術研究 2012/11

浙江工商大学 中華人民共和国 浙江省 教員・学生の交換 学術交流  学術プログラムの発展への協力
学術研究

2019/3

マラ工科大学 マレーシア クアラルンプール 教員・学生の交換　学術交換 1999/6

サンテティエンヌ高等芸術学校 フランス共和国 サンテティエンヌ 教員・学生の交換　学術交流 2021/5

デトモルト音楽大学 ドイツ連邦共和国 デトモルト 教員・学生の交換  資料交換  ジョイントコンサート・セミナー開催協力 2021/7

名古屋産業大学 現代ビジネス学部 鄭州昇連経貿管理学院 中華人民共和国 鄭州市 教育学術交流　交換留学 2000/4

南京工業大学 中華人民共和国 南京市 教育学術交流 2001/10

育達科技大学 台湾 苗栗県 学術交流　交換留学　インターンシップ 2009/11

国立台湾体育運動大学 台湾 台中市 学術交流　インターンシップ　交換留学 2014/4

江蘇大学 中華人民共和国 江蘇省 学術交流 2016/3

国立聯合大学 台湾 苗栗県（栗苗市） 学術交流　交換留学　環境教育 2016/12

淡江大学 台湾 台北市 語学研修　インターンシップ 2014/4

朝陽科技大学 台湾 台中市 学術交流　交換留学　環境教育 2019/3

名古屋商科大学 香港中文大学 中華人民共和国 香港 学生交流  教員交流  学術交流 1991/4

北京外国語大学 中華人民共和国 北京 学生交流  教員交流  学術交流 1995/4

べトナム国立大学ホーチミン校　社会・人文科学大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 学生交流  教員交流  学術交流 1996/7

マンチェスター大学ジャパンセンター 英国 マンチェスター 学生派遣 2002/1

イリノイ大学シカゴ校　リオトービジネス大学院 アメリカ合衆国 シカゴ 学生交流　ジョイントプログラム  学術交流 2002/10

ヨーク大学EFLユニット 英国 ヨーク 学生派遣 2003/12

グルノーブル経営学院 フランス共和国 グルノーブル市 学生交流  教員交流  学術交流　ダブルディグリー 2003/9

EDHECビジネススクール　リール・ニース フランス共和国 リールおよびニース 学生交流  教員相互派遣  学術交流　ダブルディグリー 2004/1

リール政治学院 フランス共和国 リール 学生交流  教員交流 2004/10

オーフス大学　オーフスビジネススクール デンマーク王国 オーフス 学生交流  教員交流 2004/2

EADA スペイン バルセロナ 学生交流  教員交流  ジョイントプログラム  学術交流 2004/3

ヴァルガスビジネススクール　サンパウロ ブラジル連邦共和国 サンパウロ 学生交流 2004/5

アルバータ大学 カナダ アルバータ州 学生交流  教員交流  学術交流　ダブルディグリー 1998/9

マンハイム大学ビジネススクール ドイツ連邦共和国 マンハイム 学生交流  教員交流 2005/12

エラスムス大学　ロッテルダム経営大学院 オランダ王国 ロッテルダム 学生交流  教員交流　学術交流 2005/4

INCAEビジネススクール コスタリカ共和国 アラフエラ 学生交流  教員交流 2005/4

ESAN経営大学院 ペルー共和国 リマ 学生交流  教員交流 2006/1

タマサート大学商学・会計学部 タイ王国 バンコク 学生交流  教員交流  学術交流 2006/1

ISM経営・経済大学 リトアニア共和国 カウナス県 学生交流  教員交流 2006/10

バーガンディービジネス学院　ディジョン校 フランス共和国 ディジョン 学生交流  教員交流  学術交流 2007/3

オーストラル大学経営大学院 アルゼンチン共和国 ブエノスアイレス 学生交流  教員相互派遣 2007/5

ノルウェー経済大学 ノルウェー王国 ベルゲン 学生交流  教員交流  学術交流 2007/8

ノルウェー経営大学BI ノルウェー王国 オスロ 学生交流  教員交流  学術交流 2007/8

クイーンズ大学スミスビジネススクール カナダ オンタリオ州 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2007/11

マクマスター大学　デグルートビジネス学院 カナダ オンタリオ州 学生交流  教員交流  学術交流 2008/2
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名古屋商科大学 ペパーダイン大学　グラジアディオビジネス・経営学院 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流  ジョイントプログラム  学術交流 2008/5

ポルトガルカトリック大学　経済・経営学院 ポルトガル共和国 リスボン 学生交流  教員交流  学術交流 2008/5

ライプツィヒ経営大学院 ドイツ連邦共和国 ライプツィヒ 学生交流  教員交流  学術交流　ダブルディグリー 2006/10

ステレンボッシュ大学ビジネススクール 南アフリカ共和国 ステレンボッシュ 学生交流  教員交流  学術交流 2007/11

リヨンビジネススクール フランス共和国 リヨン 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2008/6

プリンススルターン大学 サウジアラビア王国 リヤド 学生交流  教員交流  学術交流 2008/12

国際ビジネス大学 カザフスタン共和国 アルマティ 学生交流 2008/12

カザフ経済大学 カザフスタン共和国 アルマティ 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2009/1

中央アジア経営開発財団 カザフスタン共和国 アルマティ 学術交流 2009/1

ネオマビジネススクール フランス共和国 ルーアンおよびランス 学生交流  ダブルディグリー 2009/2

ESCA経営大学院 モロッコ王国 カサブランカ 学生交流  教員交流  学術交流 2009/3

アルマティ経営大学 カザフスタン共和国 アルマティ 学生交流  教員交流  学術交流 2009/4

レンヌビジネス学院 フランス共和国 レンヌ 学生交流  教員交流  ジョイントプログラム  学術交流  ダブルディグ
リー

2009/5

KEDGEビジネススクール フランス共和国 マルセイユ 学生交流 2009/5

IPADEビジネススクール メキシコ合衆国 メキシコシティ 学生交流  教員交流  学術交流 2010/7

ウプサラ大学 スウェーデン王国 ウプサラ 学生交流  教員交流  学術交流 2010/6

ザグレブ経済経営大学 クロアチア共和国 サグレブ 学生交流  教員交流  学術交流　ダブルディグリー 2010/4

タリン工科大学・経済経営学院 エストニア共和国 タリン 学生交流  教員交流  学術交流 2010/2

国立政治大学商学院 台湾 台北 学生交流  教員交流  学術交流 2009/10

ICNビジネススクール フランス共和国 ナンシー 学生交流  教員交流  学術交流 2010/7

ラバル大学 カナダ ケベック 学生交流 2012/1

ミュンスター大学 ドイツ連邦共和国 ミュンスター 学生交流  教員交流 2012/1

ALBAビジネススクール ギリシャ共和国 アテネ 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2012/1

ソウル大学校　経営大学 大韓民国 ソウル 学生交流 2012/1

アールト大学ビジネス学院 フィンランド共和国 ヘルシンキ 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2011/9

国立台湾大学 台湾 台北 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流　ダブルディグリー 2011/9

ブリュッセル自由大学　ソルベイ ブリュッセル 経済・経営学院 ベルギー王国 ブリュッセル 学生交流 2011/9

ノバ経済経営学院 ポルトガル共和国 リスボン 学生交流 2011/5

ナバラ大学 経済・経営学院 スペイン ナバラ 学生交流 2011/4

エストニアンビジネススクール エストニア共和国 タリン 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2011/4

香港城市大学 商学院 中華人民共和国 香港 学生交流 2011/4

上海交通大学 安泰経済与管理学院 中華人民共和国 上海市 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2011/4

オーデンシアナント経営学院 フランス共和国 ナント 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流　ダブルディグリー 2011/3

ストックホルム大学 ビジネススクール スウェーデン王国 ストックホルム 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2011/3

ワルシャワ経済大学 ポーランド共和国 ワルシャワ市 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2011/1

コチ大学 トルコ共和国 イスタンブール 学生交流  教員交流  職員交流  学術交流 2010/9

アジア経営大学院 フィリピン共和国 マニラ 学生交流  教員交流  共同研究 2012/2

ロモノーソフ記念モスクワ国立総合大学 ビジネススクール ロシア モスクワ 学生交流  教員交流  共同研究 2012/3

ウィーン経済・経営大学 オーストリア共和国 ウィーン 学生交流  教員交流  共同研究 2012/4

マーストリヒト大学 経済・経営学院 オランダ王国 マーストリヒト 学生交流 2012/7

中山大学管理学院 中華人民共和国 広州 学生交流  教員交流  共同研究 2012/7

ロス・アンデス大学 経営学院 コロンビア共和国 ボゴダ 学生交流  教職員交流 2012/8

ストラスクライド大学 ストラスクライドビジネススクール 英国 グラスゴー 学生交流  教職員交流 2012/9

SPジャイン経営・研究学院 インド ムンバイ 学生交流  教員交流  共同研究 2012/9

暨南大学 中華人民共和国 広州 学生交流  教員交流  共同研究 2012/9
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名古屋商科大学 セントラム・カトリカ経営大学院 ペルー共和国 リマ 学生交流  教職員交流 2012/10

メキシコ自治工科大学（ITAM) メキシコ合衆国 メキシコシティ 学生交流  教員交流  共同研究 2012/1

ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン
経済経営学部

ドイツ連邦共和国 フランクフルト 学生交流  教員交流  共同研究 2012/10

ボッコーニ大学 イタリア共和国 ミラノ 学生交流 2012/12

ハワイ大学マノア校　シドラービジネススクール アメリカ合衆国 ハワイ 学生受入 2013/4

テルアビブ大学レカナーティビジネススクール イスラエル国 テルアビブ 学生交流　教員交流　共同研究 2014/4

ルイスビジネススクール イタリア共和国 ローマ市 学生交流 2012/1

MDIビジネススクール インド ニューデリー 学生交流　教員交流　共同研究 2014/5

インドマネジメントインスティテュート　カルカッタ校 インド カルカッタ 学生交流　教員交流　共同研究 2014/5

ルンド大学　経済経営学院 スウェーデン王国 ルンド市 学生交流 2014/7

IESEG経営学院 フランス共和国 パリ 学生交流 2014/10

ノーザンブリア大学 英国 ニューキャッスル 学生交流 2015/11

アメリカン大学　カイロ校 エジプト・アラブ共和国 カイロ 学生交流　教員交換 2014/12

キプロス国際経営学院 キプロス共和国 ニコシア 学生交流　教員交換　共同研究 2015/2

IQS経営学院 スペイン バルセロナ 学生交流　教員交換　共同研究 2015/4

Insper ブラジル連邦共和国 サンパウロ 学生交流　教員交換　共同研究 2015/5

ルーヴァン経営学院 ベルギー王国 ブリュッセル 学生交流　教員交換　共同研究 2015/3

サンクトペテルブルク大学経営管理大学院 ロシア サンクトペテルブルク 学生交流 2015/3

ザビエル経営企業学院 インド バンガロール 学生交流　教員交換　共同研究 2014/12

ウィルフリッド・ローリエ大学　ラザリディス経営経済学院 カナダ オンタリオ 学生交流 2015/12

カルガリー大学 ハスケインビジネススクール カナダ カルガリー 学生交流  教員交換  共同研究 2016/2

ルクセンブルク　ビジネススクール ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク 学生交流  教員交換  共同研究 2016/6

プトラビジネススクール マレーシア セランゴール 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/9

上海財経大学　商学院 中華人民共和国 上海 学生交流  教員交換  共同研究 2015/12

トゥールーズビジネススクール フランス共和国 トゥールーズ 学生交流  教員交換  共同研究　ダブルディグリー 2016/9

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/7

フローニンゲン大学 オランダ王国 フローニンゲン 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/10

キエフ・モヒーラ ビジネススクール ウクライナ キエフ 学生交流  教員交換  共同研究 2016/1

サシン経営大学院 タイ王国 バンコク 学生交流   共同研究 2012/1

プラハ経済大学 チェコ共和国 プラハ 学生交流  教員交換  共同研究 2010/10

コズミンスキー大学 ポーランド共和国 ワルシャワ 学生交流  教員交換 2005/7

ヨンショーピングインターナショナルビジネススクール スウェーデン王国 ヨンショーピング 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/10

ケルン大学 ドイツ連邦共和国 ケルン 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/10

浙江大学国際起業研究センター 中華人民共和国 浙江 学生交流  教員交流 共同研究 2016/11

ローザンヌ大学HECローザンヌ スイス連邦 ローザンヌ 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/12

ザンクト・ガレン大学 スイス連邦 ザンクト・ガレン 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究 2016/12

ブエノスアイレス大学 経済学院 アルゼンチン共和国 ブエノスアイレス 学生交流  教員交流 共同研究 2016/12

リムリック大学ケミービジネススクール アイルランド共和国 リメリック 学生交流  教員交流  職員交流  共同研究　ダブルディグリー 2017/2

ISEG Lisbon リスボン経済経営学院 ポルトガル共和国 リスボン 学生交流  教員交流 共同研究 2017/2

インド商科大学院 インド ハイデラバード 学生交流  共同研究 2017/3

ISCTEビジネススクール ポルトガル共和国 リスボン 学生交流  共同研究 2017/3

フロリダ国際大学 アメリカ合衆国 フロリダ 学生交流  教員交流 2017/3

ボルチモア大学 アメリカ合衆国 ボルチモア 学生交流  教員交流 共同研究 2017/5

アストンビジネススクール アストン大学 英国 バーミンガム 学生交流  教員交流 2017/9
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名古屋商科大学 マネジメントセンターインスブルック オーストリア共和国 インスブルック 学生交流  教員交流  学術交流 2017/8

シューリック・ビジネススクール、ヨーク大学 カナダ オンタリオ 学生交流  学術交流 2017/9

マラヤ大学 マレーシア クアラルンプール 学生交流  職員交流  学術交流　共同研究 2017/10

モンペリエビジネススクール フランス共和国 モンペリエ 学生交流  教員交流  学術交流　共同研究 2017/11

北京理工大学 中華人民共和国 北京 学生交流  教員交流　共同研究 2018/1

ベトナム国家大学ホーチミン校　経済法律大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 学生交流  教員交流　共同研究 2018/2

香港中文大学, 深圳 中華人民共和国 深圳 学生交流  教員交流　共同研究 2018/2

ブダペスト・コルヴィニウス大学 ハンガリー ブダペスト 学生交流  教員交流　共同研究 2018/3

チリ大学 チリ共和国 サンティアゴ 学生交流  教員交流 2018/4

モナコ国際大学 モナコ公国 モナコ 学生交流  教員交流　共同研究 2018/6

ベイルート・アメリカン大学 レバノン共和国 ベイルート 学生交流 2018/9

アテネ経済商科大学 ギリシャ共和国 アテネ 学生交流  教員交流  学術交流 2018/11

プフォルツハイム大学 ドイツ連邦共和国 プフォルツハイム 学生交流  教員交流  学術交流 2018/12

オーバーン大学　モンゴメリ アメリカ合衆国 アラバマ州 学生交流  教員交流  学術交流 2019/2

国立台湾科技大学 台湾 台北 学生交流  教員交流  学術交流　ダブルディグリー 2019/5

モナシュ大学マレーシア校 マレーシア セランゴール 学生交流  教員交流  学術交流 2019/6

香港浸会大学 中華人民共和国 香港 学生交流  教員交流  学術交流 2019/7

シンガポールマネージメント大学 シンガポール共和国 シンガポール 学生交流 2019/9

同済大学 経済管理学院 中華人民共和国 上海 学生交流  教員交流  学術交流 2019/11

アイビービジネススクール・ウエスタン大学 カナダ ロンドン 学生交流 2020/1

シンガポール国立大学ビジネススクール シンガポール共和国 ケントリッジ 学生交流  教員交流  学術交流 2020/4

ソフィア大学 ブルガリア共和国 ソフィア 学生交流  教員交流  学術交流 2020/5

ランカスター大学管理学校 英国 ランカスター 学生交流 2020/6

モナッシュ大学オーストラリア オーストラリア連邦 メルボルン 学生交流 2020/6

ラホール経営科学大学 パキスタン・イスラム共和国 ラホール 学生交流  学術交流 2020/9

チュラロンコン大学経済学部 タイ王国 バンコク 学生交換  教員交換  学術交流 2001/5

ハンケン経済大学 フィンランド共和国 ヘルシンキ 学生交流  教員交流　共同研究 2021/1
インペリアル カレッジ ビジネス スクール、インペリアル カレッジ ロンドン 英国 ロンドン 学生交流 2021/1

リガ工科大学、リガビジネススクール ラトビア共和国 リガ 学生交流 2021/7
名古屋女子大学 セントラル・ランカシャー大学 英国 学生短期留学 1999/7

ニューカレッジノッティンガム 英国 学生交流 2005/10

ウィリアムウッズ大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学生交流  教員・研究者交流 1995/6

ミシガン州立大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生短期留学 1999/5

ウーロンゴン大学 オーストラリア連邦 学生交流 2003/7

クライストチャーチカレッジ･オブ･イングリッシュ ニュージーランド 学生交流 2005/11

ユニバーシティー･カレッジ･オブ･ザ･フレイザー･バレー カナダ 学生交流 2005/10

ブルゴーニュ大学 フランス共和国 学生交流 2006/1

名古屋造形大学 造形学部 カーネギー・メロン大学 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州 交換留学  教員の交流  共同の実験的教育計画・芸術計画 1995/2

ワイマール・バウハウス大学 ドイツ連邦共和国 チューリンゲン州 交換留学  共同の実験的芸術プロジェクト  国際交流展の開催 2001/4

フローニンゲン・ハンツ大学　アカデミア・ミネルヴァ オランダ王国 フローニンゲン州 交換留学  教員交流  国際交流展覧会の開催 2005/9

南台科技大学 台湾 台南県 教員の交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2006/6

ボイシー州立大学 アメリカ合衆国 アイダホ州 教員の交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2008/6

大連民族学院 中華人民共和国 遼寧省 教員の教育・学術交流  交換留学 2008/9

香港バプティスト大学 中華人民共和国 香港 交換留学　教員交流　国際展覧会の開催 2009/8

江南影視藝術学院 中華人民共和国 江蘇省無鍚市 教員・研究者・学生交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2010/5

亜東技術学院 台湾 新北市 教員の交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2012/11
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名古屋造形大学 造形学部 オウル工科大学 フィンランド共和国 オウル市 交換留学　教員交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2012/12

紅河学院 中華人民共和国 雲南省 教員の交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2013/2

ハノイ建築大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・研究者・学生交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会　共同
の実践的プロジェクト

2014/7

ハートフォードシャー大学 英国 ハートフォードシャー州 交換留学　教員交流　セミナー　ワークショップ　作品展覧会 2013/5

国立臺灣藝術大学 台湾 新北市 交換留学　教員交流　国際展覧会の開催 2020/2

名古屋文理大学 クイーンズランド大学英語教育研究所 オーストラリア連邦 クイーンズランド州ブリスベン 語学研修 2007/9

ラングポーツ英語語学カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州ブリスベン 語学研修 2009/7

インターナショナル・ハウス・シドニー オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州シ
ドニー

語学研修 2013

ベネッセグループ・ベルリッツ傘下の留学生受入機関（ELS） アメリカ合衆国 ELS提携校：バンクーバー校/シ
アトル校/ポーランド校/サンフラ
ンシスコ近郊/サンタローザ校/シ
リコンバレー校/サンタモニカ校/
ミルウォーキー校/シカゴ校/セン
トピーターズバーグ校/メルボルン
校/オーランド校/ニューヨーク校/
ボストン校/トロント校

語学研修 2018/1

南山大学 大学間協定 インドネシア大学 インドネシア共和国 デポック 学生・教職員の交流 共同研究 1996/6

パジャジャラン大学 インドネシア共和国 バンドン 学生・教職員の交流 共同研究 2000/10

タマサート大学 タイ王国 バンコク 学生交流 1994/2

コーンケン大学 タイ王国 コーンケン 学生・教職員の交流 共同研究 2000/5

延世大学 大韓民国 ソウル 学生交流 1995/3

韓南大学 大韓民国 大田 学生・教職員の交流 共同研究 2000/1

韓国カトリック大学 大韓民国 ソウル 学生・教職員の交流 共同研究 2018/3

輔仁大学 台湾 新北 学生・教職員の交流 共同研究 2003/2

文藻外語大学 台湾 高雄 学生・教職員の交流 共同研究 2019/1

香港中文大学 中華人民共和国 香港 学生交流 1992/3

華東師範大学 中華人民共和国 上海 学生交流 2008/5

南京師範大学 中華人民共和国 南京 学生交流 2009/3

青海民族大学 中華人民共和国 西寧 学生交流 2017/3

香港恒生大学 中華人民共和国 香港 学生・教職員の交流 共同研究 2017/11

重慶郵電大学 中華人民共和国 重慶 学生・教職員の交流 共同研究 2019/9

チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学 トルコ共和国 チャナッカレ 学生・教職員の交流 共同研究 2019/3

アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン共和国 ケソン 学生交流 1996/10

マレーシア科学大学 マレーシア ペナン州 学生・教職員の交流 2000/5

ランカスター大学 英国 ランカスター 学生・教職員の交流 1993/5

ロンドン大学　アジア・アフリカ研究学院 英国 ロンドン 学生交流 1997/4

リーズ大学 英国 リーズ 学生交流 2005/11

エディンバラ大学 英国 エディンバラ 学生交流 2007/7

マンチェスター大学 英国 マンチェスター 学生交流 2011/1

リージェンツ大学ロンドン 英国 ロンドン 学生・教職員の交流 共同研究 2011/1

ニューカッスル大学 英国 ニューカッスル 学生・教職員の交流 共同研究 2018/11

イーストアングリア大学 英国 ノリッジ 学生・教職員の交流 共同研究 2020/9

ベルガモ大学 イタリア共和国 ベルガモ 学生・教職員の交流 共同研究 2019/12

ヴェネツィア・カフォスカリ大学 イタリア共和国 ヴェネツィア 学生・教職員の交流 共同研究 2020/1

ローマ大学ラ・サピエンツァ イタリア共和国 ローマ 学生交流 2020/2
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
南山大学 大学間協定 ザイド大学 オランダ王国 マーストリヒト 学生交流 2005/6

ストックホルム大学 スウェーデン王国 ストックホルム 学生交流 2001/4

サラマンカ大学 スペイン サラマンカ 学生交流 1999/3

サラマンカ・カトリック大学 スペイン サラマンカ 学生交流 2017/6

マドリッド自治大学 スペイン マドリッド 学生・教職員の交流 共同研究 2011/7

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学 スペイン ア・コルーニャ 学生・教職員の交流 共同研究 2019/6

マサリク大学 チェコ共和国 ブルノ 学生交流 2015/5

プラハ都市大学 チェコ共和国 プラハ 学生交流 2015/5

ライプツィッヒ商科大学大学院 ドイツ連邦共和国 ライプツィッヒ 学生・教職員の交流 共同研究 2000/11

ベルリン自由大学 ドイツ連邦共和国 ベルリン 学生・教職員の交流 共同研究 2007/2

ブレーメン経済工科大学 ドイツ連邦共和国 ブレーメン 学生交流 2008/6

バンベルク大学 ドイツ連邦共和国 バンベルク 学生交流 2011/3

デュッセルドルフ大学 ドイツ連邦共和国 デュッセルドルフ 学生交流 2012/2

オスロ大学 ノルウェー王国 オスロ 学生・教職員の交流 共同研究 2020/2

エトヴェシュ・ロラーンド大学 ハンガリー ブダペスト 学生・教職員の交流 共同研究 2019/3

エクス・マルセイユ大学 フランス共和国 マルセイユ 学生・教職員の交流 共同研究 2004/7

オルレアン大学 フランス共和国 オルレアン 学生・教職員の交流 共同研究 2005/1

ブルターニュ・アトランティックマネージメントスクール フランス共和国 カンペール 学生交流 2015/6

トゥールーズカトリック大学 フランス共和国 トゥールーズ 学生・教職員の交流 共同研究 2017/11

フランス国立東洋言語文化研究所 フランス共和国 パリ 学生・教職員の交流 共同研究 2020/3

ブリュッセル自由大学 ベルギー王国 ブリュッセル 学生・教職員の交流 共同研究 2018/3

ゲント大学 ベルギー王国 ゲント 学生・教職員の交流 2020/8

ヤギェヴォ大学 ポーランド共和国 クラクフ 学生・教職員の交流 共同研究 2018/6

ヴィータウタスマグヌス大学 リトアニア共和国 カウナス 学生・教職員の交流 共同研究 2018/8

ブカレスト大学 ルーマニア ブカレスト 学生・教職員の交流 共同研究 2018/4

太平洋国立大学 ロシア連邦 ハバロフスク 学生・教職員の交流 共同研究 2018/5

ネブラスカ大学リンカーン校 アメリカ合衆国 ネブラスカ州 学生・教職員の交流 共同研究 1974/12

イリノイ州立大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 学生交流 1975/4

オークランド大学 アメリカ合衆国 ミシガン州 学生交流 1977/2

デポー大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1977/3

ボーリング・グリーン州立大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生交流 1978/5

エカード大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 学生交流 1983/3

セントルイス大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学生交流 1984/3

アイオワ大学 アメリカ合衆国 アイオワ州 学生交流 1984/5

ディキンソン大学 アメリカ合衆国 ペンシルベニア州 学生交流 1987/2

ノースカロライナ大学チャペルヒル校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生交流 1987/9

ウィスコンシン大学マディソン校 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学生交流 1990/3

ノートルダム大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1990/6

アリゾナ州立大学 アメリカ合衆国 アリゾナ州 学生・教職員の交流 共同研究 1991/10

ジョージタウン大学 アメリカ合衆国 ワシントンD.C. 学生・教職員の交流 共同研究 1991/12

インディアナ大学ブルーミントン校 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1992/1

ミズーリ大学 アメリカ合衆国 ミズーリ州 学生交流 1992/3

パデュー大学 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 1992/5

ハワイ大学マノア校 アメリカ合衆国 ハワイ州 学生交流 1993/3

ジェームス・マディソン大学 アメリカ合衆国 バージニア州 学生交流 1995/4
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
南山大学 大学間協定 マサチューセッツ大学アマースト校 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 学生交流 1997/5

カリフォルニア州立大学フラトン校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流 2001/7

オハイオ州立大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生交流 2004/1

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学生交流 2004/2

ジョンキャロル大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生交流 2005/1

パシフィック大学 アメリカ合衆国 オレゴン州 学生交流 2006/5

ノーザンケンタッキー大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州 学生交流 2006/5

ハワイ大学ヒロ校 アメリカ合衆国 ハワイ州 学生・教職員の交流 共同研究 2010/3

サンディエゴ州立大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流 2013/4

アメリカン大学 アメリカ合衆国 ワシントンD.C. 学生交流 2014/7

ニューヨーク市立大学クイーンズ校 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 学生交流 2014/8

シンシナティ大学 アメリカ合衆国 オハイオ州 学生・教職員の交流 共同研究 2015/4

パデュー大学ノースウエスト校 アメリカ合衆国 インディアナ州 学生交流 2015/6

オクラホマ大学 アメリカ合衆国 オクラホマ州 学生交流 2016/12

メリーランド大学ボルチモアカウンティ校 アメリカ合衆国 メリーランド州 学生交流 2016/12

メリーランド・ノートルダム大学 アメリカ合衆国 メリーランド州 学生交流 2017/11

レッドランズ大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流学生・教職員の交流 共同研究 2018/2

ノースジョージア大学 アメリカ合衆国 ジョージア州 学生・教職員の交流 共同研究 2018/10

セントラルアーカンソー大学 アメリカ合衆国 アーカンソー州 学生・教職員の交流 共同研究 2019/2

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 学生交流 2019/2

セントピーターズ大学 アメリカ合衆国 ニュージャージー州 学生・教職員の交流 共同研究 2019/2

ノーステキサス大学 アメリカ合衆国 テキサス州 学生・教職員の交流 共同研究 2019/4

ナザレス大学 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 学生・教職員の交流 共同研究 2020/3

ビクトリア大学 カナダ ビクトリア 学生交流 1995/4

カールトン大学 カナダ オタワ 学生・教職員の交流 共同研究 2005/6

アルゴマ大学 カナダ スーセントマリー 学生・教職員の交流 共同研究 2019/2

ケベック大学モントリオール校 カナダ モントリオール 学生・教職員の交流 共同研究 2019/11

メキシコ自治工科大学 メキシコ合衆国 メキシコシティ 学生交流 2008/12

グアナファト大学 メキシコ合衆国 グアナファト 学生・教職員の交流 共同研究 2016/8

コルドバカトリック大学 アルゼンチン共和国 コルドバ 学生・教職員の交流 共同研究 2017/9

サルバドール大学 アルゼンチン共和国 ブエノスアイレス 学生交流 2019/8

ウルグアイカトリック大学 ウルグアイ モンテビデオ 学生・教職員の交流 共同研究 2018/10

ロスアンデス大学 コロンビア共和国 ボゴタ 学生・教職員の交流 共同研究 2016/3

教皇庁立ハベリアーナ大学 コロンビア共和国 ボゴダ 学生・教職員の交流 共同研究 2017/3

教皇庁立チリ・カトリック大学 チリ共和国 サンチアゴ 学生・教職員の交流 共同研究 2018/1

サンティアゴ・デ・チリ大学 チリ共和国 サンティアゴ 学生交流 2018/8

ブラジリア大学 ブラジル連邦共和国 ブラジリア 学生・教職員の交流 共同研究 2019/12

ペルー・カトリック大学 ペルー共和国 リマ 学生・教職員の交流 共同研究 2009/6

グリフィス大学 オーストラリア連邦 ブリスベン 学生交流 1983/12

オーストラリア国立大学 オーストラリア連邦 キャンベラ 学生・教職員の交流 1992/1

マッコーリー大学 オーストラリア連邦 シドニー 学生交流 1994/5

サナタ・ダルマ大学 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 学生・教職員の交流 共同研究 2008/1

インドネシア教育大学 インドネシア共和国 バンドン 教職員の交流 共同研究 2012/8

プルタミナ大学 インドネシア共和国 ジャカルタ 学生・教職員の交流 共同研究 2020/1

王立芸術大学 カンボジア王国 プノンペン 教職員の交流 共同研究 2015/6
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南山大学 大学間協定 西江大学 大韓民国 ソウル 学生・教職員の交流 共同研究 2009/3

国立中興大学 台湾 台中 学生・教職員の交流 共同研究 2013/3

世新大学 台湾 台北 学生・教職員の交流 共同研究 2018/3

北京理工大学珠海学院 中華人民共和国 珠海 学生・教職員の交流 共同研究 2018/4

サンカルロス大学 フィリピン共和国 セブ 学生・教職員の交流 共同研究 2011/11

ホーリーネーム大学 フィリピン共和国 タグビララン 学生・教職員の交流 共同研究 2015/12

モンゴル国立大学 モンゴル国 ウランバートル 学生・教職員の交流 共同研究 2019/1

バハルダール大学 エチオピア連邦民主共和国 アムハラ州 学生・教職員の交流 共同研究 2018/7

リールカトリック大学 フランス共和国 リール 学生・教職員の交流 共同研究 2010/3

ジョンズホプキンス大学 アメリカ合衆国 メリーランド州 学生・教職員の交流 共同研究 2014/10

ウィスコンシン大学ラクロス校 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学生・教職員の交流 共同研究 2017/11

カルガリー大学 カナダ アルバータ州 学生・教職員の交流 共同研究 2017/9

バレンシア大学 アメリカ合衆国 フロリダ州 学生交流 2016/1

カーティン大学シンガポール シンガポール共和国 シンガポール 学生交流 2017/1

サザンクロス大学 オーストラリア連邦 リズモア 学生交流 2016/11

オークランド大学 ニュージーランド オークランド 学生交流 2014/10

ダブリンシティ大学 アイルランド ダブリン 学生交流 2016/8

サンウェイ大学 マレーシア クアラルンプール 学生交流 2018/11

サクレッドハート大学 インド ティルパター 学生交流 2020/2

チチェスター大学 英国 チチェスター 学生交流 2018/4

ポートランド州立大学 アメリカ合衆国 ポートランド州 学生交流 2016/1

タンロン技術学院 ベトナム タンロン 学生交流 2018/2

国立成功大学 台湾 台南 学生交流 1998/9

ノースカロライナ大学シャーロット校 アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 学生交流 2019/2

ジョージ・ワシントン大学 アメリカ合衆国 ワシントンD.C. 学生交流 2019/9

部局間協定 ウィスコンシン大学ロースクール アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 学生・教職員の交流 共同研究 2004/6

タリン大学 エストニア共和国 タリン 教職員の交流　共同研究 2020/3

日本赤十字豊田看
護大学

大学間 タイ赤十字看護大学 タイ王国 学生・学術交流 2018/7

日本福祉大学 大学間 フィリピン大学ディリマン校（国立） フィリピン共和国 ケソン市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2013/2

マレーシア科学大学（国立） マレーシア ペナン市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2003/8

プノンペン大学（王立） カンボジア王国 プノンペン市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2010/2

カンボジア工科大学（国立） カンボジア王国 プノンペン市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2012/2

南京大学（国立） 中華人民共和国 江蘇省南京市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2002/1

延世大学校（私立） 大韓民国 ソウル市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2003/10

イリノイ大学（州立） アメリカ合衆国 イリノイ州シカゴ市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2016/12

チャールズスタート大学（公立） オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2017/12

ハノイ大学（国立） ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2018/8

スィーパトゥム大学（私立） タイ王国 バンコク 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2018/12

ウスター大学（公立） グレートブリテン及び北アイルラ
ンド連合王国

ウスターシャー州 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2019/7

モホーク・カレッジ（州立） カナダ オンタリオ州ハミルトン市 学生・教職員・研究者交流 1998/3

ビクトリア大学（公立） オーストラリア ビクトリア州メルボルン市 学生・教職員・研究者交流 1992/5

学部間 クラーク・カレッジ（州立） アメリカ合衆国 ワシントン州バンクーバー市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2012/6

ミンダナオ国際大学（私立） フィリピン共和国 ダバオ市 学生交流 2013/2

全南大学校（国立） 大韓民国 光州広域市 学生交流 2015/6
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日本福祉大学 学部間 パジャジャラン大学（国立） インドネシア共和国 西ジャワ州バンドゥン市 学生・教職員・研究者交流  共同研究  学術資料交換 2019/10

東海大學 台湾 台中市 単位互換  教員･研究者･学生交流 2007/5

アスンシオン大学 パラグアイ共和国 アスンシオン市 教職員・学生・研究・学術情報・文化交流 2020/2

Nihon Gakko大学 パラグアイ共和国 フェルナンド・デ・ラ・モラ市 教職員・学生・研究・学術情報・文化交流 2020/2

カアグアス大学 パラグアイ共和国 カアグアス県 教職員・学生・研究・学術情報・文化交流 2020/4

藤田医科大学 コーンケン大学 タイ王国 コーンケン市 教員・研究者・学生交流 2006/8

カチョン大学 大韓民国 城南市 教員・研究者・学生交流 2012/10

ザンビア大学 ザンビア共和国 ルサカ市 教員・研究者・学生交流 2014/4

国立台湾大学 台湾 台北市 教員・研究者・学生交流 2014/3

ミラノ・ビコッカ校 イタリア共和国 ミラノ 教員・研究者・学生交流 2006/6

UAE大学 アラブ首長国連邦 アルアイン市 教員・研究者・学生交流 2014/9

ソウル大学 大韓民国 ソウル市 教員・研究者・学生交流 2014/11

チュラロンコン大学 タイ王国 バンコク市 教員・研究者・学生交流 2015/8

ヤンゴン第一医科大学 ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン市 教員・研究者・学生交流 2015/8

ハノイ医科大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 教員・研究者・学生交流 2015/9

首都医科大学 中華人民共和国 北京 教員・研究者・学生交流 2015/10

ジョンズホプキンズ大学 アメリカ合衆国 メリーランド州ボルチモア 教員・研究者・学生交流 2016/1

モンゴル医科大学 モンゴル国 ウランバートル 教員・研究者・学生交流 2016/8

ミュンスター大学 ドイツ連邦共和国 ミュンスター 教員・研究者・学生交流 2017/1

中国医科大学 中華人民共和国 瀋陽市 教員・研究者・学生交流 2017/2

上海健康医学院 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・学生交流 2017/2

マンダレー医科大学 ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン市 教員・研究者・学生交流 2017/3

サンパウロ大学 ブラジル連邦共和国 サンパウロ州 教員・研究者・学生交流 2017/4

台湾国立成功大学 台湾 台南市 教員・研究者・学生交流 2017/7

ヴィクトリア大学 オーストラリア連邦 ヴィクトリア州メルボルン 教員・研究者・学生交流 2018/2

マヒドン大学 タイ王国 バンコク市 教員・研究者・学生交流 2018/2

リュブリャナ大学 スロベニア リュブリャナ 教員・研究者・学生交流 2019/8

シラパコーン大学 タイ王国 バンコク市 教員・研究者・学生交流 2019/9

マラヤ大学 マレーシア クアラルンプール 教員・研究者・学生交流 2019/9

アシバデン大学 トルコ イスタンブール 教員・研究者・学生交流 2020/2

サバンチ大学 トルコ イスタンブール 教員・研究者・学生交流 2020/2

インドネシア大学 インドネシア テボック 教員・研究者・学生交流 2020/12

トマスジェファーソン大学 ペンシルベニア州 フェラデルフィア 教員・研究者・学生交流 2021/1

南京医科大学 中華人民共和国 南京市 教員・研究者・学生交流 2021/5

名城大学 ザガジグ大学 エジプト・アラブ共和国 シャルキーヤ県ザガジグ 教員および研究員の交流。文献および資料等の情報交換 1985/1

南カリフォルニア大学 アメリカ合衆国 カリフォルニア州ロスアンゼルス 教員の交流、大学院生及び学部生の交流、共同研究プロジェクト・教
育プログラムの計画及び実施、研究及び教育業績に関する資料の交
換

1992/5

南オレゴン大学 アメリカ合衆国 オレゴン州アシュランド 学生・教員の交流。春期１ヶ月の語学研修実施 1993/9

ウエストミンスター大学 英国 ロンドン 学生・教員の交流 1995/1

クイーンズランド工科大学 オーストラリア ブリスベン 学生・教員の交流。交換留学　夏期・春期１ヶ月の語学研修実施　海
外研修実施

1995/6

内蒙古大学 中華人民共和国 内蒙古自治区フフホト市 教育・研究資料・刊行物・情報の交換、教職員並びに研究者の交流、
学生の交流、共同研究の実施及び教育・研究集会の開催

1995/10

南開大学 中華人民共和国 天津市 教育・研究資料・刊行物・情報の交換、教職員並びに学者の交流、学
生の交流、共同研究の実施及び教育・研究集会の開催

1995/10

人間環境大学
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名城大学 中国薬科大学 中華人民共和国 江蘇省南京市 学術図書・研究及び教育業績に関する資料の交換、研究・教育の協

力のための教職員の交流、学生の交流、相互校を訪問した教職員へ
の便宜、その他両大学の合意を得た事項

1996/6

デラサール大学 フィリピン共和国 マニラ 共同研究活動、刊行物・教育研究資料およびその他の情報の交換、
教員の研究・講義および協議のための交流、学生の学習・研究のため
の交流

1997/3

サンフォード大学 アメリカ合衆国 アラバマ州バーミンガム 薬学の研究を遂行し薬剤師の職能を国際的に発展させることを目的と
した学生及び教員の交流

1997/6

新彊農業大学 中華人民共和国 新彊ウイグル自治区ウルムチ
市

教育・研究資料・刊行物及び情報の交換、教職員並びに学者の交流、
学生の交流、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

1997/9

瀋陽薬科大学 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市 教員・研究者及び職員の交流、学生の交流。学術資料・出版物の交
換、共同研究及びその成果の公開、両大学が合意したその他の事項

1998/6

オレゴン州立大学 アメリカ合衆国 オレゴン州コーバリス 国際交流の促進。夏期１ヶ月の語学研修実施 1998/9

上海師範大学 中華人民共和国 上海市 教員・研究者及び職員の交流、学生の交流。学術資料・出版物の交
換、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

1999/5

真理大学 台湾 新北市 教員・研究者の交換および交流、学生の交換および交流、共同研究
の実施、学術資料・出版物および情報の交換

1999/9

フィリピン大学 フィリピン共和国 ケソンシティ 刊行物・教育研究資料及びその他の情報の交換、教員の共同研究・
講義及び協議のための交流、学生の学習・研究のための交流

1999/10

北京第二外国語学院 中華人民共和国 北京市 教員・研究者及び職員の交流、学生の交流、学術資料及び出版物の
交換、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

2000/3

加耶大学校 大韓民国 慶尚北道 教員・研究者および職員の交流、学生の交流、学術資料および出版
物の交流、共同研究の実施および教育・研究会の開催

2000/10

アル・アハワイン大学 モロッコ王国 イフラネ 共同研究・講義・シンポジウム等の活動および学者や研究者の交換、
両者が関心を有する分野の情報および資料の交換、その他の分野の
学者や研究者の交換、学生の交換

2000/11

オートノマスメトロポリタン大学 メキシコ合衆国 メキシコシティ 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資材・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交流

2000/11

内蒙古農業大学 中華人民共和国 内蒙古自治区フフホト市 学術資材・学術出版物および情報の交換、学生・教職員ならびに研究
者の交流、共同研究の計画・遂行及び教育・研究会の開催

2001/8

ナンシー商業学院 フランス共和国 ナンシー 学生の交換交流、教員の交流 2001/11

韶関学院 中華人民共和国 広東省韶関市 学術資材・学術出版物および情報の交換、学生・教職員ならびに研究
者の交流、共同研究の計画・遂行及び教育・研究会の開催

2002/1

首都経済貿易大学 中華人民共和国 北京市 教員・研究者及び職員の交流、学生の交流、学術資料及び出版物の
交換、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

2003/4

ベトナム国立大学ハノイ校 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資材・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交換

2003/11

太平洋国立大学(旧：ハバロフスク国立工業大学) ロシア ハバロフスク 教員の研究、講義及び協議のための交流、学生の学習・研究のため
の交流、共同研究活動

2005/2

ホーチミン市外国語・情報技術大学 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資材・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交換

2006/2

大連交通大学 中華人民共和国 遼寧省大連市 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資料・学術出版物・
有益な情報の交換、学生および研究者の交流

2008/7

マカオ大学 中華人民共和国 マカオ 双方の利益となる共同研究の計画および遂行、学術資料・学術出版
物・有益な情報の交換、学生および研究者の交流

2008/8

ワルシャワ大学 ポーランド共和国 ワルシャワ 双方の利益となる共同研究の計画および遂行、教職員及び研究者の
交流、学生の交流、研究成果・学術出版物及び他の学術情報の交
換、双方によって合意された他の学術交流

2009/4

アルザス・欧州日本学研究所 フランス共和国 キエンツハイム 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資料・学術出版物・
有益な情報の交換、学生・研究者および職員の交流

2009/7
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名城大学 国立台中科技大学 台湾 台中市 教職員の交流、学生の交流、学術資料・出版物・情報の交換、共同研

究の実施及び教育・研究会の開催
2009/8

世新大学 台湾 台北市 学術研究の交流と学術情報の交換、教員・研究員の交流、学生の交
流と研修、教職員の交流と研修

2011/11

桂林理工大学 中華人民共和国 広西壮族自治区桂林市 教員・研究者・職員および学生の交流、教育・研究に関わる刊行物お
よび情報の交換、共同研究の実施および教育・研究集会の開催

2012/6

天津城建大学 中華人民共和国 天津市 共同教育プログラムの実施、教員・研究者・職員・学生の交流、相互に
関心のある分野における研究プロジェクトの促進、情報・刊行物・研究
報告書の交換、会議、セミナー、会合などのイベントの運営

2012/8

アウクスブルグ大学 ドイツ アウクスブルク 教授、学術・事務関係者の交換、研究プロジェクトの実施、学生交換、
大学院学生の共同指導

2012/9

銘伝大学 台湾 台北市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2013/11

ディクシー州立大学 アメリカ合衆国 ユタ州セントジョージ 学生の交流、専門的開発、共同研究活動、学部メンバーの交流、文
化・スポーツ交流

2014/3

INSEECグループ フランス共和国 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2014/7

ヤンゴン外国語大学 ミャンマー ヤンゴン 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/3

ダナン外国語大学(ダナン大学) ベトナム ダナン市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/5

アイルランガ大学 インドネシア スラバヤ市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/2

アリゾナ大学 アメリカ合衆国 アリゾナ州ツーソン 教員・研究者の交換、学生の訪問 2013/4

ラジャマンガラ工科大学タニヤブリ校 タイ王国 バンコク 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2013/10

マンダレー大学 ミャンマー マンダレー 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2013/11

全南大学校 大韓民国 光州 共同研究・抗議・シンポジウム・ワークショップ等の活動、学者・研究者
の交流、学生の交流（学部・修士・博士）

2008/1

北京建築大学 中華人民共和国 北京 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/3

東亞大学校 大韓民国 釜山広域市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/4

香港教育大学 中華人民共和国 香港 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/11

マラヤ大学 マレーシア クアラルンプール 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/12
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名城大学 ハノイ経営工科大学 ベトナム ハノイ 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出

版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2016/3

ロモノーソフ・モスクワ国立総合大学 ロシア モスクワ 教員、職員の交流、共に関心のある資料および出版物の交換講座、
会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の学問活動および科
学活動の編成

2016/3

河北工業大学 中華人民共和国 天津市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2016/10

ブロック大学 カナダ オンタリオ州セントキャサリン
ズ

学習及び研究を目的とする協力及び知識交換、共同研究プロジェクト
の実施、情報及び学術出版物の交換、その他両校が承諾するプログ
ラム

2017/7

マレー州立大学 アメリカ合衆国 ケンタッキー州マレー 組織的な教職員及び学生の交換と教育、研究、その他の学術活動に
おける連携を通じて、両校の教育プログラムを向上させる

2017/8

中国三峡大学 中華人民共和国 湖北省宜昌市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2012/8

東国大学校 大韓民国 ソウル 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2007/5

中原大学 台湾 桃園市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2018/5

国立台湾科技大学 台湾 台北市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2018/4

キャンベラ大学 オーストラリア キャンベラ a)短期講習における提携（双方向）、ｂ）留学プログラム、ｃ）研究及び客
員講義における相互協力、ｄ）人材交換を含む、双方ににとって有益な
提携活動を模索する協力体制の策定

2018/7

スリジャヤワルダネプラ大学 スリランカ ナゲゴダ 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2018/6

ニューヨーク市立大学ハンター校 アメリカ合衆国 ニューヨーク 学生の交換留学を目的とする 2019/2

江南大学 中国 無錫市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2019/6

元智大学 台湾 桃園市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2019/7

ルイスクラーク州立大学 アメリカ合衆国 アイダホ州ルイストン 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2019/8

交通運輸大学 ベトナム社会主義共和国 ハノイ 教員、研究者、管理部門スタッフの交流、学生の交流、共同研究プロ
ジェクトの実施、講義およびシンポジウムの実施、学術情報及び資料
の交換、その他両大学が合意した学術的協力の促進

2019/12

オスロ大学 ノルウェイ オスロ 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2020/4

忠南大学校 大韓民国 テジョン広域市 教員、研究者、管理部門スタッフの交流/学生の交流/共同研究プロ
ジェクトの実施/講義及びシンポジウムの実施/学術情報、資料、学科
履修単位の交換/その他両大学が合意した学術的協力の推進

2020/8

74



学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名城大学 ケベック大学モントリオール校 カナダ モントリオール 共同研究プロジェクト、教育及び研修の領域における教授及び専門家

の交流、学生交換、学生向け研究及び研修インターンシップ、共同出
版、研究方法及び学術組織に関する交流

2021/4

ヴィルニュス大学 リトアニア ヴィルニュス 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2021/12

ペラデニヤ大学 スリランカ ペラデニヤ 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2022/1

ディーキン大学 オーストラリア メルボルン 共同研究・講義・会議における教員の協力、教育的資源・出版物の交
換を含んだ一般学術協力、単位評価、学生交流プログラムの開発と実
施、教職員交流プログラムの開発と実施、特別短期学術プログラム・プ
ロジェクトの確認、共同作業の思案

2012/7

ポートランド州立大学 アメリカ合衆国 オレゴン州ポートランド 教職員・学生訪問、学部・大学院在籍登録、学術出版物・学術情報の
共有、学術活動の促進

2012/7

カルガリー大学 生涯学習部 カナダ カルガリー 学生交流および情報交換、教育に関する共同プロジェクト、双方が関
心のあるその他の課題

2011/7

総合学術研究科 チュラロンコン大学理学部 タイ王国 バンコク 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資料・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交流

2008/2

都市情報学部　都市情報
学研究科　総合研究所

ホーチミン市開発研究所 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン 双方の利益となる共同研究の計画および遂行、学術資料、学術出版
物、有益な情報の交換、学生・研究者および職員の交流

2011/3

都市情報学部・都市情報
学研究科

天津大学管理学院 中華人民共和国 天津市 双方の利益となる共同研究計画・遂行　学術資料・学術出版物・情報
の交換　学生・研究者の交流

2009/12

外国語学部 ハノイ教育大学 ベトナム ハノイ 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2018/6

台湾大学　文学院 台湾 台北市 特定の研究テーマに対して共同研究や学術活動、双方の研究者の交
流、双方が関心をもつ学問分野における資料、情報の交換、中国文化
研修プログラムを中心とする交流。

2020/1

コンケン大学　人文社会学部 タイ王国 コンケン 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2020/2

理工学部 淅江大学理学院機械エネルギー学院 中華人民共和国 淅江省杭州市 教員・研究者及び職員の交流、学生の交流、学術資料及び出版物の
交換、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

2005/2

上海大学理学院 中華人民共和国 上海市 教員・研究者・職員の交流、学生の交流　学術資料及び出版物の交
換、共同研究の実施及び教育・研究会の開催

2008/11

トルヴェルガタ大学ヴォルテラセンター イタリア共和国 ローマ 数理科学分野全般にわたる共同研究 1996/12

南京工業大学浦江学院 中華人民共和国 南京市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2017/3

チュラロンコン大学建築学部 タイ バンコク 国際ワークショップIWGU( International work shop on Green
Urbanism)の開催を開催するうえでの、教職員間の交流・共同活動の
基盤の提供

2019/1

国立中山大学　工学部 台湾 高雄 教員、および研究者の交流、共同研究の実施と、セミナー・シンポジウ
ムの開催、相互に関心のある分野における情報・文書・研究シーズの
交換、学生の交流

2019/11

デンプ人文科学大学 インド ゴア 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2019/12

国際化推進センター
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学校名 学部名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月
名城大学 理工学部 トリブバン大学　工学研究所 ネパール連邦民主共和国 キルティプル 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出

版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2020/1

チュラロンコン大学工学部 タイ バンコク 教員、および研究者の交流、共同研究、講義、シンポジウムなどの活
動の開催、相互に関心のある分野における情報・文書・研究材料の交
換、学生の交流

2020/5

理工学部・理工学研究科 国立台湾大学電気情報工学部 台湾 台北市 双方の利益となる共同研究などに関する企画・実行、学術情報に関す
る出版物・情報の交換、学生・研究者の交換

2005/11

カセサート大学　　理学部 タイ バンコク 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学術活動および科学活動の編成

2020/3

経営学部・経済学部 上海同済大学アジア太平洋研究センター 中華人民共和国 上海市 教員の招聘、共同研究の実施及び研究会の開催、学術資料及び出版
物の交換

2003/5

経営学部・経済学部
経営学研究科・経済学研究科

ライデン大学人文学部 オランダ王国 ライデン 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資料・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交流

2007/8

経営学研究科 天津大学管理学院 中華人民共和国 天津市 双方の利益となる共同研究計画および遂行、学術資料・学術出版物・
情報の交換、学生および研究者の交流

2009/3

シュリーキャランナレンドラ農業大学 インド ジョブナー 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2015/5

ブラウィジャヤ大学 インドネシア マラン市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換、講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同
の学問活動および科学活動の編成

2019/2

農学部・農学研究科 キングモンクット工科大学トンブリ校 タイ王国 バンコク 教員・研究者・学生及び職員の交流、学術資料・出版物・情報の交
換、研究プロジェクトにおける協力、教育課程・研究会・講演会などの
教育研究活動における協力

2010/4

法学部 高麗大学校法科大学 大韓民国 ソウル 名城大学法学部が実施する法律講義のための交換教授派遣 1997/7

清華大学法律学部 中華人民共和国 北京市 名城大学法学部が設置する講座の講義のための交換教授派遣 1998/7

慶煕大学政経学部 大韓民国 ソウル 双方の利益となる共同研究の計画及び遂行、教員と学生の交流 2012/12

ウイリアム S.リチャードソンスクール・オブ・ローハワイ大学マノア
校

アメリカ合衆国 ハワイ州ホノルル 交換教授の受け入れ、共同研究の企画・推進、法律講義のための交
換教授派遣

1995/12

輔仁大学法律学院 台湾 新北市 教員、職員および／または学生の交流、共に関心のある資料および出
版物の交換講座、会議、セミナー、シンポジウムまたは講義等、共同の
学問活動および科学活動の編成

2016/6

法学研究科 国立台湾大学法律学院 台湾 台北市 双方の利益となる共同研究などに関する企画・実行、学術情報に関す
る出版物・情報の交換、学生・研究者の交換

2006/3

大学総計 48校　2097件

うち国立大学法人 4校　　679件

　　公立大学法人 3校　　159件

　　私立 41校　1259件

※姉妹提携によらない交流の場合、提携年月は交流開始年となります。    

※国名は外務省の表記に準じます。

農学部
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