
学部間　協定校一覧 平成29年1月25日現在

No 地域 大学名 国名 担当部局 窓口担当者 締結日 更新日 更新予定日 締結日 更新予定日

1 アジア アムリタ大学　医学部 インド 医学 堀　浩樹 2012/1/30 2012/1/30 自動更新 2012/1/30 自動更新

2 アジア
モンクット王トンブリ工科大学
生物資源学研究科

タイ 生物 粟冠　和郎 2009/10/20 2017/1/4 2022/1/3 － －

3 アジア モンクット王ラカバン工科大学 タイ 工学 小林  英雄 2005/9/5 2015/10/7 2020/10/6 2015/10/7 －

4 アジア 真理大学財経学院 台湾 ｲﾉﾍﾞ 小林　一成 2014/10/21 2014/10/21 2019/10/20 2014/10/21 －

5 アジア
バンガバンドゥシャイク・ムジブ
医科大学　（ＢＳＭＭＵ）

バングラデシュ 医学
伊佐地　秀司
櫻井　洋至

2015/7/27 2015/7/27 2020/7/26 － －

6 アジア フィリピン大学マニラ校　保健学部 フィリピン 医学 堀　浩樹 2015/7/23 2015/7/23 2018/7/22 － 2018/7/22

7 アジア
ホーチミン市工科大学
機械工学部・応用科学部・材料工学
部

ベトナム 工学 平井　淳之 2015/4/20 2015/4/20 2020/4/19 2015/4/20 2020/4/19

8 アジア
ベトナム科学技術院（VAST)
エネルギー科学研究所（IES)

ベトナム 工学 平井　淳之 2014/9/30 2014/9/30 2019/9/29 2014/9/30 －

9 アジア パテイン大学 ミャンマー 生物 中島　千晴 2016/12/4 2016/12/4 2021/12/3 － －

10 アジア ヤンゴン第二医科大学 ミャンマー 医学 笠井　裕一 2015/10/22 2015/10/22 2020/10/21 － －

11 アジア マンダレー医科大学 ミャンマー 医学 笠井　裕一 2014/11/4 2014/11/4 自動更新 － －

12 アジア ヤンゴン第一医科大学 ミャンマー 医学 笠井　裕一 2012/12/17 2012/12/17 自動更新 － －

13 アジア ラオス健康科学大学 ラオス 医学 櫻井　洋至 2011/9/26 2011/9/26 自動更新 2011/9/26 －

14 アジア
釜慶国立大学校
水産科学学部・環境海洋学部

韓国 生物 吉松　隆夫 1995/9/22 2013/2/6 2018/2/5 2013/2/6 －

15 アジア 北京理工大学外国語学院 中国 教育 宮岡　邦任 2015/11/16 2015/11/16 2020/11/15 － －

16 アジア 温州大学　生命環境科学学院 中国 生物 吉松　隆夫 2013/3/31 2013/3/31 2018/3/30 2013/3/31 －

17 アジア 蘭州大学　第二臨床医学院 中国 医学 伊佐治　秀司 2011/3/17 2011/3/17 自動更新 2011/3/17 －

18 アジア 南開大学日本研究院 中国 人文 深井　英喜 2010/1/22 2015/7/4 2020/7/3 2013/3/18 2018/3/17

19 アジア 浙江大学理学院 中国 工学 今西　誠之 2009/3/28 2015/9/10 2020/9/9 2009/3/28 －

20 アジア 廣西医科大学 中国 医学 村田  真理子 2006/6/6 2011/7/20 自動更新 － －

21 アジア 上海交通大学医学院 中国 医学 堀　浩樹 2004/8/11 2009/12/1 自動更新 2009/12/1 －

22 アジア 清華大学熱能工程系及び工程力学系 中国 工学 稲葉　忠司 1995/10/1 2005/12/5 2010/12/4 2005/12/5 －

23 アフリカ ガーナ大学　医学部 ガーナ 医学 堀　浩樹 2010/2/18 2010/2/18 自動更新 2010/2/18 －

24 アフリカ ムヒンビリ健康科学大学　医学部 タンザニア 医学 堀　浩樹 2007/10/19 2013/1/17 自動更新 2007/10/19 －

25 アフリカ ハッサン２世農獣医大学 モロッコ 生物 吉松　隆夫 2002/11/20 2014/10/30 2019/10/29 － －

26 欧州 ティラナ工科大学 アルバニア 工学 前田　太佳夫 2012/9/13 2012/9/13 2017/9/12 2012/9/13 －

27 欧州
パドヴァ大学マネジメント工学部・土木
環境建築工学部

イタリア 工学
平井　淳之
花里　利一

2014/2/17 2014/2/17 2019/2/16 － －

28 欧州 ペルジア大学　医学部 イタリア 医学
ｶﾞﾊﾞｻﾞ･ｴｽﾃ
ﾊﾞﾝ

2010/2/22 2015/4/9 2020/4/8 2015/4/9 2020/4/8

29 欧州 シェフィールド大学　英語教育センター 英国 教養 2015/9/10 2015/9/10 － － －

30 欧州 国立アテネ工科大学 ギリシャ 工学
平井　淳之
花里　利一

2012/5/16 2012/5/16 2017/5/15 2012/5/16 －
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No 地域 大学名 国名 学部 窓口担当者 締結日 更新日 更新予定日 締結日 更新予定日

31 欧州 ルンド大学　人文・神学学部 スウェーデン 人文
ｸﾞｯﾄﾏﾝ ﾃｨｴ
ﾘｰ ﾙｼｱﾝ ｼﾞｪ
ﾗｰﾙ

2011/3/18 2016/1/8 2021/1/7 2016/1/8 2021/1/7

32 欧州 イェーテボリ大学　健康科学部 スウェーデン 医学 冨本　秀和 2009/1/14 2009/1/14 2014/1/13 2009/1/14 －

33 欧州 ロイトリンゲン大学　工学部 ドイツ 工学 平井　淳之 2015/3/5 2015/3/5 2020/3/4 2015/3/5 2020/3/4

34 欧州 フライブルグ応用科学カトリック大学 ドイツ 医学 畑下　博世 2014/6/11 2014/6/11 自動更新 － －

35 欧州 ロストック大学　医学部 ドイツ 医学 西川　政勝 2004/10/29 2011/8/22 自動更新 － －

36 欧州 ベルゲン大学　医歯学部 ノルゥエー 医学
ｶﾞﾊﾞｻﾞ･ｴｽﾃ
ﾊﾞﾝ

2016/1/21 2016/1/21 2021/1/20 － －

37 欧州 ISMANS フランス 工学 阿部　純義 2010/7/26 2010/7/26 2015/7/25 2010/7/26 －

38 欧州 パリ工芸大学 フランス 工学 平井　淳之 2009/8/31 2009/8/31 2014/8/30 2009/8/31 －

39 欧州 リヨン政治学院（リヨン第二大学） フランス 人文
ｸﾞｯﾄﾏﾝ ﾃｨｴ
ﾘｰ ﾙｼｱﾝ ｼﾞｪ
ﾗｰﾙ

2002/1/21 － 破棄なし 2013/3/18 －

40 欧州 シャルル・ド・ゴールリール第3大学 フランス 人文
ｸﾞｯﾄﾏﾝ ﾃｨｴ
ﾘｰ ﾙｼｱﾝ ｼﾞｪ
ﾗｰﾙ

1989/11/1 － 破棄なし 2013/3/15 －

41 欧州 ゲント大学　生物科学工学部 ベルギー 生物 吉松　隆夫 2015/3/9 2015/3/9 2020/3/8 2015/3/9 2020/3/9

42 大洋州 フリンダース大学　医学部 オーストラリア 医学 竹村　洋典 2014/2/27 2014/2/27 自動更新 2014/2/27 －

43 大洋州 オークランド大学　教育学部
ニュージーラン
ド

教育 後藤　太一郎 2013/8/14 2016/7/11 2019/7/10 － －

44 北米 ワシントン大学　医学部 米国 医学 島本　亮 2014/8/25 2014/8/25 2019/8/24 － －

45 北米
財団法人ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾘﾆｯｸ
医用生体工学ﾗｰﾅｰ研究所

米国 工学 堀内　孝
2011/2/1発

効
2011/2/1 2016/1/31 － －

46 北米 ニューメキシコ大学　医学部 米国 医学 武田　多一 2009/6/24 2009/6/24 自動更新 － －

47 北米 ウェイン州立大学　医学部 米国 医学 堀　浩樹 2002/3/18 2008/2/8 自動更新 － －

48 北米 マーサー大学　医学部 米国 医学
ｶﾞﾊﾞｻﾞ･ｴｽﾃ
ﾊﾞﾝ

1998/11/1
発効

1998/10/29 自動更新 － －
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