
大学間協定一覧 2019/9/1

129 校

No. 地域 国・地域名 大学名 発効日

1 アジア インド インド工科大学ハイデラバード校 2012/8/17

2 アジア インドネシア アイルランガ大学 2015/12/15

3 アジア インドネシア インドネシア大学 2015/6/28

4 アジア インドネシア ガジャマダ大学 2011/7/6

5 アジア インドネシア バンドン工科大学 2007/2/28

6 アジア 韓国 漢陽大学校 2008/12/16

7 アジア 韓国 慶尚大学校 2005/9/9

8 アジア 韓国 昌原大学校 2009/4/2

9 アジア 韓国 ソウル大学校 2000/10/20

10 アジア 韓国 中央大学校 2009/3/23

11 アジア 韓国 忠南大学校 2006/9/14

12 アジア 韓国 延世大学校 1998/9/18

13 アジア 韓国 釜山大学校 1995/5/24

14 アジア 韓国 全南大学校 1997/5/16

15 アジア 韓国 大邱慶北科学技術院(DGIST) 2018/6/8

16 アジア シンガポール シンガポール国立大学 2017/6/30

17 アジア シンガポール 南洋理工大学 2017/8/28

18 アジア タイ カセサート大学 2006/10/17

19 アジア タイ タイ王国保健省医科学局 2005/8/29

20 アジア タイ タマサート大学 2006/10/17

21 アジア タイ チェンマイ大学 2007/10/1

22 アジア タイ チュラロンコン大学 1988/12/21

23 アジア タイ マヒドン大学 1997/2/14

24 アジア タイ モンクット王トンブリ工科大学 2006/10/17

25 アジア 台湾 国立交通大学 2011/3/23

26 アジア 台湾 国立清華大学 2008/7/8

27 アジア 台湾 国立成功大学 2006/11/30

28 アジア 台湾 国立台湾大学 2008/3/20

29 アジア 中国 清華大学 2004/8/2

30 アジア 中国 同済大学 2010/10/22

31 アジア 中国 南京大学 2003/8/29

32 アジア 中国 北京師範大学 2010/4/1

33 アジア 中国 上海交通大学 1994/10/7

34 アジア 中国 深圳大学 2018/11/16

35 アジア 中国 西安交通大学 1995/12/18

36 アジア 中国 武漢大学 1996/9/27

37 アジア 中国 復旦大学 2001/6/21

38 アジア 中国 北京大学 2001/5/5

39 アジア 中国 浙江大学 2002/9/19

40 アジア 中国 湖南大学 2019/3/31

41 アジア 中国（香港） 香港科技大学 2017/10/10

42 アジア 中国（香港） 香港大学 2016/4/22

43 アジア 中国（香港） 香港中文大学 2010/11/8

44 アジア フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 2007/10/1

45 アジア フィリピン デ・ラ・サール大学 2006/8/9

46 アジア フィリピン フィリピン国立大学 2007/10/1

47 アジア ブルネイ・ダルサラーム スルタン・シェリフ・アリー・イスラミック大学 2017/10/16

48 アジア ブルネイ・ダルサラーム ブルネイ・ダルサラーム大学 2017/6/21

49 アジア ブルネイ・ダルサラーム ブルネイ工科大学 2018/8/6

50 アジア ベトナム カントー大学 2016/9/10

51 アジア ベトナム 日越大学 2016/11/24
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52 アジア ベトナム ハノイ工科大学 2018/7/23

53 アジア ベトナム ハノイ国家大学 2002/12/16

54 アジア ベトナム ハノイ医科大学 2017/10/30

55 アジア ベトナム ベトナム科学技術アカデミー 2012/8/7

56 アジア ベトナム ホーチミン市国家大学 2007/10/1

57 アジア ミャンマー ヤンゴン大学 2015/6/18

58 アジア モンゴル モンゴル国立大学 2000/8/17

59 アフリカ エジプト アレキサンドリア大学 2011/8/7

60 オセアニア オーストラリア アデレード大学 2012/3/2

61 オセアニア オーストラリア オーストラリア国立大学 1995/6/21

62 オセアニア オーストラリア クィーンズランド大学 2010/3/11

63 オセアニア オーストラリア モナシュ大学 1996/12/24

64 中東 カタール カタール大学 2015/2/20

65 中東 サウジアラビア キング・アブドゥルアジーズ大学 2014/9/17

66 中東 イスラエル ヘブライ大学 2019/3/20

67 中南米 ブラジル カンピーナス大学 2017/6/14

68 中南米 ブラジル サンパウロ大学 2009/10/19

69 中南米 ペルー ローマ教皇庁立ペルー・カトリック大学 2007/10/1

70 中南米 メキシコ メキシコ国立自治大学 2007/10/1

71 北米 カナダ トライアンフ研究所 2017/6/27

72 北米 カナダ トロント大学 2012/2/10

73 北米 カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 2000/3/27

74 北米 カナダ マックマスター大学 1997/6/23

75 北米 米国 ウェズリアンカレッジ 2001/1/16

76 北米 米国 カリフォルニア大学サンディエゴ校 2017/8/22

77 北米 米国 カリフォルニア大学 2002/1/28

78 北米 米国 カリフォルニア大学バークレー校 2014/8/29

79 北米 米国 コーネル大学 1989/6/30

80 北米 米国 ジョージア大学 2011/7/25

81 北米 米国 テキサスA&M大学 2001/6/7

82 北米 米国 ナザレスカレッジローチェスター校 2001/6/12

83 北米 米国 パデュー大学 2011/9/1

84 北米 米国 ライス大学 2011/10/18

85 北米 米国 ローレンスリバモア国立研究所 2017/4/10

86 北米 米国 ワシントン大学 1996/3/28

87 ヨーロッパ 英国 キングス・カレッジ・ロンドン 2017/5/23

88 ヨーロッパ 英国 シェフィールド大学 2010/5/17

89 ヨーロッパ 英国 ダーラム大学 2018/2/12

90 ヨーロッパ 英国 ノッティンガム大学 1997/6/24

91 ヨーロッパ 英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 2004/11/15

92 ヨーロッパ 英国 リーズ大学 2012/3/28

93 ヨーロッパ オーストリア ウィーン大学 2009/9/15

94 ヨーロッパ オランダ グローニンゲン大学 2002/10/3

95 ヨーロッパ オランダ デルフト工科大学 1998/6/22

96 ヨーロッパ スイス スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2015/3/11

97 ヨーロッパ スイス スイス連邦工科大学ローザンヌ校 2004/2/28

98 ヨーロッパ スウェーデン イェーテボリ大学 2007/10/1

99 ヨーロッパ スウェーデン カロリンスカ大学 2001/5/5

100 ヨーロッパ スウェーデン スウェーデン王立工科大学 2001/3/29

101 ヨーロッパ スペイン バリャドリード大学 2007/10/1

102 ヨーロッパ スペイン マドリード自治大学 2003/6/18

103 ヨーロッパ デンマーク コペンハーゲン大学 2007/10/1

104 ヨーロッパ ドイツ アーヘン工科大学 2005/9/5

105 ヨーロッパ ドイツ アウクスブルク大学 2009/5/25
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106 ヨーロッパ ドイツ
エアランゲン・ニュルンベルク・フリードリヒ・

アレクサンダー大学
2008/8/20

107 ヨーロッパ ドイツ カールスルーエ工科大学 2017/3/15

108 ヨーロッパ ドイツ ゲッティンゲン大学 2012/11/12

109 ヨーロッパ ドイツ ハイデルベルク大学 2010/7/30

110 ヨーロッパ ドイツ ビーレフェルト大学 2010/4/26

111 ヨーロッパ ドイツ ベルリン工科大学 2015/1/30

112 ヨーロッパ ドイツ ミュンヘンルートゥヴィヒ・マクシミリアン大学 1996/12/10

113 ヨーロッパ ドイツ ミュンヘン工科大学 1996/12/20

114 ヨーロッパ ドイツ
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
2010/9/30

115 ヨーロッパ ドイツ ルール・ボーフム大学 2010/8/2

116 ヨーロッパ ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 2011/5/27

117 ヨーロッパ フィンランド オーボアカデミー大学 1997/2/12

118 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ大学 2016/8/11

119 ヨーロッパ フランス エコール・ポリテクニーク 2017/1/10

120 ヨーロッパ フランス エックス・マルセイユ大学 2015/9/14

121 ヨーロッパ フランス グルノーブル大学連合 2000/2/2

122 ヨーロッパ フランス ストラスブール大学 2000/2/2

123 ヨーロッパ フランス パリ・サクレ大学 2017/5/19

124 ヨーロッパ フランス ピエール・マリー・キュリー大学 2005/2/14

125 ヨーロッパ フランス フランス国立科学研究センター 2005/5/18

126 ヨーロッパ フランス ボルドー大学 2012/10/2

127 ヨーロッパ ベルギー InteruniversitairMicro-ElectronicaCentrumvzw(IMEC) 2012/10/2

128 ヨーロッパ ロシア サンクトペテルブルク大学 2009/10/20

129 ヨーロッパ ロシア ロシア科学アカデミー 2015/2/9
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