国際交流

■大学間交流協定
国

名

（平成21年５月１日現在）

等

インド
インドネシア

韓国

ア

シンガポール

ジ

タイ

大

学

等

ア

インド工科大学マドラス校
インド工科大学ボンベイ校
ガジャマダ大学
インドネシア科学院
釜山大学校
忠南大学校
全北大学校
ソウル大学校
浦項工科大学校
慶北大学校
済州大学校
慶尚大学校
梨花女子大学校
延世大学校
西江大学校
慶熙大学校
東亜大学校
江原大学校
成均館大学校
東国大学校
高麗大学校
全南大学校
中央大学校
シンガポール大学
シンガポールマネジメント大学
チュラロンコン大学
マヒドン大学
タマサート大学
泰日工業大学
中山大学
華南理工大学
華南農業大学

平17(2005). 3.10
平17(2005). 4.19
平17(2005). 6.13
平17(2005). 6.20
平17(2005). 8.17
平17(2005).10.26
平19(2007). 7.17
平16(2004). 8.17
平 6(1994). 5.30
平14(2002). 8. 2
平15(2003). 9.30
平19(2007). 8. 1
昭59(1984).11.12
昭60(1985). 6.25
昭60(1985). 6.25
昭60(1985).12.25
平17(2005).3.24改訂
昭61(1986).10. 4
昭61(1986).11.27
昭61(1986).12.22
平 1(1989).11.27
平 7(1995).10.26
平13(2001).10.25
平14(2002). 3.18
平14(2002). 9.29
平15(2003). 9.22
平16(2004). 6.18
平16(2004).10.25

北京大学

中国

台湾
バングラデシュ
フィリピン
マレーシア

中東 イラン
アフリカ エジプト
アイスランド

ヨーロッパ

英国

オランダ

学術交流協定
締結年月日
平18(2006). 1. 3
平20(2008). 4. 8
平17(2005). 1.29
平20(2008). 8.20
昭61(1986). 9.15
平 3(1991).10.15
平12(2000). 3. 7
平13(2001). 8.21
平14(2002). 3.28
平15(2003).12.30
平16(2004).10.30
平16(2004).12.14

吉林大学
新疆師範大学
北京師範大学
清華大学
中国科学技術大学
四川大学
浙江大学
上海交通大学
復旦大学
中国人民大学
南京大学
香港大学
香港中文大学
北京航空航天大学
西安交通大学
東北師範大学
同済大学
武漢大学
南開大学
華中科技大学
中国農業大学
国立台湾大学
工業技術研究院
淡江大学
国立清華大学
グラミンコミュニケーションズ
フィリピン大学
アテネオ デ マニラ大学
マラヤ大学
テヘラン大学
カイロ大学
スーダン国立研究所
アイスランド大学
バーミンガム大学
グラスゴー大学
シェフィールド大学
ニューカッスル大学
ブリストル大学
ロンドン大学アジア・アフリカ学院
ウォーリック大学
ライデン大学

平17(2005). 3.28
平17(2005). 4.27
平18(2006). 4.28
平19(2007). 9.17
平20(2008). 1.25
平20(2008). 1.30
平20(2008). 4.16
平21(2009). 3.20
平21(2009). 4. 7
平19(2007).12.21
平20(2008). 9.11
平20(2008).10.14
平19(2007). 7.12
平16(2004). 8.11
平16(2004).11. 8
平19(2007). 8. 8
平19(2007).10.26
平20(2008). 4. 1
平20(2008). 7.15
平18(2006).12. 6
平 5(1993).11. 9
平 6(1994). 1. 6
平16(2004).12.21

平18(2006).11.27
平21(2009). 4.20
平18(2006).12. 7
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学生交流協定
（覚書）
締結年月日
平18(2006). 1. 3

歴代総長／
運営組織

平17(2005). 1.29

役員等／
経営協議会
委員

平 6(1994). 9.29
平 6(1994). 9.29

教育研究評
議会評議員

平13(2001). 8.21
平14(2002). 3.28
平15(2003).12.30
平16(2004).10.30
平16(2004).12.14
平 6(1994).10.10
平 6(1994).10.13
平 6(1994).11.16
平13(2001). 4.20
平17(2005). 3.10
平17(2005). 4.19
平17(2005). 6.13
平17(2005). 6.20
平17(2005). 8.17
平17(2005).10.26
平19(2007). 7.17
平13(2001). 4.30
平16(2004). 8.17
平15(2003). 7. 3
平14(2002). 8. 2
平15(2003). 9.30

平 8(1996). 1.10

沿革

学府・研究
院制度に
ついて

大学の組織

部局長等

教育研究
組織
学生定員
及び在籍
学生数

入学状況

学位取得
者数等

平19(2007). 6.18
平18(2006).12.30
平 7(1995). 9.18

学部卒業・
大学院修了
後の状況

平 7(1995). 9.29
平18(2006). 6.27

教職員等

平14(2002). 3.18
平14(2002). 9.29
平15(2003). 9.22
平16(2004). 6.18
平16(2004).10.25
平13(2001). 4.16
平13(2001). 4.23
平17(2005). 3.28
平17(2005). 4.27
平18(2006). 4.28
平19(2007). 9.17
平20(2008). 1.25
平20(2008). 1.30
平20(2008). 4.16
平21(2009). 3.20
平13(2001). 4.18

社会との
連携

平20(2008). 9.11
平20(2008).10.14
平16(2004). 8.11
平15(2003). 6.30
平19(2007). 8. 8
平19(2007).10.26
平20(2008). 4. 1
平18(2006).12. 6
平13(2001). 1. 8
平16(2004). 3. 8
平16(2004).12.21
平17(2005). 2. 6
平12(2000).10. 5
平18(2006).11.27
平18(2006).12. 7

国際交流

収入・支出

グローバル
COE
プログラム等

教育プログラム
採択状況

建物配置図
及び
部局所在地

土地・建物

諸施設

案内図

国際交流

歴代総長／
運営組織

国

役員等／
経営協議会
委員

名

ハノーバー獣医科大学
ハノーバー大学
ミュンヘン工科大学
ホーエンハイム大学

学術交流協定
締結年月日
平17(2005). 3.24
平18(2006). 9.18
平19(2007). 1. 8
昭59(1984). 1.30
平16(2004).1.22改訂
昭63(1988). 9. 1
平 1(1989). 2.20
平16(2004). 6.26
平16(2004). 9.22

ボルドー第一・第二・第三・第四大学・国立化学物理学院・
国立電子情報科学学院・建築景観学院

昭56(1981). 2. 4
平17(2005).2.4改訂

エクス−マルセイユ第一大学
（プロヴァンス大学）
ストラスブールコンソーシアム
（３機関）
グルノーブルコンソーシアム
（４機関）
エコール ナショナル スーペリウール ド テクニック アヴァンセ
エコール ノーマル スーペリウール ド カシャン
エコール スーペリウール デレクトリシテ
エコール ポリテクニック
国立東洋言語文化大学
（INALCO)
ルーヴァン・カトリック大学
レウヴェン・カトリック大学
サハリン国立総合大学
サンクトペテルブルグ大学
アラバマ大学
ハワイ大学
コーネル大学
ジョージア大学
カリフォルニア大学デービス校
ワシントン大学
★ プリンストン大学
ライス大学
ミシガン大学
デューク大学（入学料・検定料のみ）
ウィスコンシン大学マディソン校工学部
ベレア大学
イェール大学（入学料・検定料のみ）
グローブシティ大学
ケンヨン大学
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
マサチューセッツ大学アムハースト校
サンノゼ州立大学
トロント大学
クイーンズ大学
チリカトリック大学
リオデジャネイロ連邦大学
サンパウロ大学
グアダラハラ自治大学
メキシコ国立自治大学
クィーンズランド大学
シドニー大学
オーストラリア国立大学
シドニー工科大学
国際連合大学高等研究所

平17(2005). 4. 8

等

スウェーデン

大

学

等

ウプサラ大学
スウェーデン王立工科大学
ストックホルム大学
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学

教育研究評
議会評議員

ドイツ

沿革

ヨーロッパ

学府・研究
院制度に
ついて

フランス

大学の組織

部局長等

ベルギー

教育研究
組織

ロシア

学生定員
及び在籍
学生数

入学状況

北

アメリカ合衆国

米

学位取得
者数等
学部卒業・
大学院修了
後の状況

教職員等

カナダ

中南米

社会との
連携

国際交流

グローバル
COE
プログラム等

オセアニア

収入・支出

その他

チリ
ブラジル
メキシコ

オーストラリア
国連機関
計

建物配置図
及び
部局所在地

福岡−釜山大学間
コンソーシアム

平16(2004). 6.26
平16(2004). 9.22
ボルドー第一･第二･国立化学物理学院･国立電子情報科学学院
平18(2006). 2. 6
ボルドー建築景観学院 平18(2006).2.6
ボルドー第四大学 平18(2006).3.2
ボルドー第三大学 平18(2006).6.21
平17(2005). 4. 8
平11(1999).10. 1
平11(1999).10. 1
平16(2004). 3.17
平16(2004). 3.19
平16(2004). 3.26
平16(2004). 3.30
平20(2008).12.28

平19(2007).10.26

平19(2007). 5.31
平20(2008). 8. 8
平20(2008).12.15
平21(2009). 3.23
平17(2005). 8.22
平19(2007). 5. 2
平19(2007). 8. 9
昭58(1983).12.20
平17(2005). 4.23
平 5(1993).12.15
平18(2006). 5. 1
平18(2006). 7.19
平20(2008). 6.19
平20(2008). 3.18
(27ヶ国･地域 )110機関

平 8(1996). 9.27
平18(2006).11.27
平19(2007).10.26

平14(2002). 4. 1
平 6(1994).10. 3
平 7(1995). 5.10
平 7(1995).10. 1
平 7(1995).10. 1
平 8(1996).11. 7
平 8(1996).12. 9
平12(2000). 3. 7
平12(2000). 3.13
平12(2000). 3.15
平12(2000). 8. 1

平20(2008).12.15
平13(2001). 5.23
平13(2001). 5.23
平17(2005). 8.22
平19(2007). 5. 2
平19(2007). 8. 9
平17(2005). 4.23
平 7(1995). 3.31
平18(2006). 5. 1
平20(2008). 6.19
(25ヶ国･地域 )107機関

※ボルドー第一・第二・国立化学物理学院・国立電子情報科学学院 平18(2006). 2. 6
ボルドー建築景観学院 平18(2006). 2. 6 ボルドー第四大学 平18(2006). 3. 2
ボルドー第三大学 平18(2006). 6.21

★印の大学は，
授業料不徴収協定を締結していない大学。

教育プログラム
採択状況

平21(2009). 1.29
平21(2009). 1.14
平21(2009). 1.21
平21(2009). 3.23
平20(2008).12.28
昭59(1984). 1.25
昭59(1984). 2.14
平18(2006).11.27
平19(2007).10.26
昭58(1983).11. 7
平 4(1992). 7.17
平 9(1997). 9.18
平14(2002). 4. 1
平16(2004).12.22

学生交流協定
（覚書）
締結年月日
平17(2005). 3.24
平18(2006). 9.18
平19(2007). 1. 8
平 7(1995). 4.10
平16(2004).1.22改訂

九州大学,九州工業大学,久留米大学,西南学院大学,筑紫女学園大学,
中村学園大学,日本赤十字九州国際看護大学,福岡大学,
福岡教育大学,福岡経済大学,福岡国際大学,福岡歯科大学,
福岡女子大学,釜山大学校,東西大学校,東亜大学校,
釜山外国語大学校,高神大学校,慶星大学校,東義大学校,釜慶大学校,
釜山教育大学校,韓国海洋大学校,霊山大学校

平20(2008). 9.25

土地・建物

■国際共同研究室
（Associated International Laboratory（LIA）協定
諸施設

案内図

協力分野

大学等

九州大学,フランス国立
科学研究センター
（CNRS）
,
磁場核融合研究 プロヴァンス大学,
核融合科学研究所,
大阪大学

締結年月日

平19(2007)).10.22
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■COE形成のための交流協定
国名等
フィンランド
英国
フランス

機関名
フィンランド国立技術研究センター
インペリアルカレッジロンドン
ボルドー大学
ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学（ミュンスター大学）
ドイツ
法学部情報メディア法研究所
アメリカ合衆国 イリノイ大学
韓国
韓国エネルギー研究院
インドネシア バンドン工科大学
インド
インド国立環境工学研究所
オーストラリア カーティン工科大学

協定締結年月日
平20(2008). 1.14
平20(2008). 1.21
平20(2008). 1.30
平20(2008). 2. 7
平20(2008). 2. 6
平20(2008).11. 5
平20(2008).11. 5
平21(2009). 1.30
平21(2008). 3. 9

国際交流
■部局間交流協定
国

名

等

インド

インドネシア

韓国

スリランカ

タイ

ア
ジ
ア
中国

台湾
バングラデシュ

ベトナム

マレーシア
モンゴル

（平成21年５月１日現在）
大

学 ・ 学

部

等

締結部局

インドプラズマ研究所
インドネシア大学歯学部
インドネシア大学理学部
バンドン工科大学
ボゴール農科大学
ハサヌディン大学工学部
韓国科学技術院
韓国海洋研究所
順天大学校農科大学
釜慶大学校工科大学
韓国エネルギー研究院
韓国海洋大学校海洋科学技術大学・工科大学
嶺南大学校薬学大学
東西大学校
公州大学校特殊教育大学院
サムソン生命公益財団サムソンソウル病院
釜慶大学校自然科学大学
嶺南大学校工科大学
仁濟大学校医科大学
釜慶大学校人文社会科学大学
韓国高等科学院数学部門
江陵大学校歯科大学
東西大学校日本研究センター
国民大学校
（建築大学）
国民大学校
（造形大学）
韓国科学技術院
（文化技術大学院）
ケラニヤ大学理学部
コンケーン大学薬学部
チェンマイ大学薬学部
ナレスアン大学薬学部
チェンマイ大学農学部
カセサート大学農学部・カンペンセン農学部・農業工学部・林学部・水産学部・経済学部・理学部
西安建築科技大学
（旧西安冶金建築学院）
中国協和医科大学
南昌大学医学院
（旧江西医学院）
中国医科大学
北京工商大学
中国薬科大学
山東科技大学
曁南大学文学院
大連理工大学
南昌大学医学院口腔医学系
（旧江西医学院口腔医学系）
華東師範大学教育科学学院
原子力工業省西南物理研究所
北京語言大学
（旧北京語言文化大学）
哈爾濱医科大学
雲南農業大学
中南林業科技大学
（旧中南林学院）
西南農業大学
香港大学法学部
南京林業大学
厦門大学化学化工学院
西北農林科技大学
（西北農業大学）
北京科技大学
中国科学院プラズマ物理研究所
第四軍医大学
瀋陽薬科大学
南京理工大学機械工程学院
中国科学院水利部水土保持研究所
上海大学外国語学院
上海社会科学院法学研究所
中国農業科学院農業資源・農業区画研究所
華東政法学院
華東師範大学歴史系
山東大学東方考古研究センター
山東大学法学院
中国科学院生態環境研究センター
東北大学工商管理学院
西南政法大学
東北財形大学MBA学院
中国科学院化学研究所
山東大学歴史文化学院
大連理工大学管理学院
中国国家海洋局第1海洋研究所
新疆大学資源環境科学学院
台湾国立中央大学地球科学院
国立台湾海洋大学
バンガバンドウ・シェイク・ムジブル・ラーマン農業大学
バングラデシュ農業大学
カントー大学農学部
ハノイ農業大学
ノンラム大学
タイグェン農林大学
水資源大学
プトラ・マレーシア大学
マレーシアサラワク大学資源科学技術学部
モンゴル医科大学歯学部
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応
歯
理
工・シ情・総
農
工・シ情・総理工・人環
工・総
応
農
工・シ情・総・機
機・総
工・シ情・総・応
薬
芸術工
人環
病院
理
工・シ情・総
医
比
数理
歯
韓セ
芸
芸
芸
理
薬
薬
薬
農
農
工・総
医
医
医
経
薬
理・機
文
理・工・総
歯
育
応
言
生医
農
農
農
法
農
工・総
農
工・シ情・総
応
医
薬
芸術工
農
人環
法
農
法
人文・文
人文・文
法
理・工・総・農・応・先導
経
法
経
理・工・総・農・先導
文
経
応
理
理
農
農
農
農
農
農
農
農
農
農
歯

学術交流協定
締結年月日
平13(2001). 2.26
平 2(1990). 4.23
平 3(1991). 6. 7
平13(2001). 1.24
平20(2008). 2.26
平20(2008).12. 2
平 2(1990).12. 4
平 5(1993). 9.15
平 6(1994).12.23
平12(2000).12.28
平13(2001). 7. 4
平13(2001).12.26
平14(2002). 2.20
平15(2003). 2.17
平16(2004). 3. 3
平16(2004). 3. 8
平17(2005). 4.14
平18(2006). 7.18
平19(2007). 3. 9
平19(2007).10.22
平19(2007).11.22
平20(2008). 2.15
平20(2008). 3.17
平20(2008). 3.18
平21(2009). 2.11
平21(2009). 3. 4
平15(2003). 6.23
平 9(1997).12.26
平18(2006). 1.27
平18(2006).10.26
平20(2008). 3. 7
平21(2009). 4.22
昭57(1982). 7.16
昭59(1984). 3. 8
昭59(1984).12.11
昭59(1984).12.24
昭60(1985). 5.17
昭60(1985).10.11
昭60(1985).12.11
昭61(1986). 4. 5
昭62(1987). 7. 1
昭62(1987).11.11
昭63(1988).10.10
平 1(1989). 1.12
平 3(1991). 1. 9
平 4(1992). 7.21
平 5(1993).11. 4
平 5(1993).11. 5
平 6(1994). 4.20
平 7(1995). 9.27
平 8(1996). 5.13
平 8(1996).12. 6
平 9(1997).10. 9
平 9(1997).11.27
平11(1999). 9. 6
平12(2000). 2.23
平13(2001). 9. 7
平14(2002).11.22 18(2006).1.25改訂
平15(2003). 8. 9
平16(2004). 1.27
平16(2004). 6. 4
平16(2004).12.24
平17(2005). 1.11
平17(2005). 8. 8
平17(2005). 8.20
平18(2006). 6. 5
平18(2006). 6.23
平18(2006). 7. 5
平18(2006).11.28
平19(2007). 3.10
平19(2007). 3.28
平19(2007). 5. 1
平19(2007).10.10
平20(2008). 4.11
平20(2008).12.26
平17(2005).10.12
平19(2007). 3. 1
平14(2002). 3.13
平16(2004).10.30
平 5(1993).11. 5
平 5(1993).11. 5
平15(2003). 3. 3
平20(2008). 2.28
平20(2008). 9.19
平 6(1994). 4.20
平13(2001). 3.21
平12(2000).10. 4

学生交流協定
（覚書）
締結年月日

平18(2006). 4.26
平20(2008). 2.26
平20(2008).12. 2
平 7(1995). 9.26
平 7(1995). 9.30
平14(2002). 8. 5

歴代総長／
運営組織
役員等／
経営協議会
委員
教育研究評
議会評議員

沿革
平14(2002). 2.20
平17(2005). 7.27
平16(2004). 3. 3
平19(2007). 3. 7
平18(2006). 7.18
平20(2008). 6. 5
平19(2007).10.22

学府・研究
院制度に
ついて

大学の組織

部局長等
平20(2008). 3.18
平21(2009). 2.11
平21(2009). 3. 4
平18(2006). 7. 6
平 9(1997).12.26
平18(2006). 1.27
平18(2006).10.26
平20(2008). 9.30
平21(2009). 4.22

教育研究
組織
学生定員
及び在籍
学生数

入学状況

学位取得
者数等
学部卒業・
大学院修了
後の状況

教職員等

平11(1999). 4. 7

社会との
連携

平 8(1996).12.20
平10(1998). 1.18

国際交流

平13(2001). 9. 7

収入・支出

平16(2004).12.24
平17(2005). 1.11
平19(2007). 1.17
平18(2006). 6. 5
平18(2006). 6.23
平18(2006). 7. 5
平18(2006).11.28
平19(2007). 3.10
平19(2007). 3.28
平19(2007). 5. 1
平19(2007).10.10
平20(2008).12.26
平17(2005).10.12
平19(2007). 3. 1

グローバル
COE
プログラム等

教育プログラム
採択状況

建物配置図
及び
部局所在地

土地・建物

諸施設

案内図
平11(1999).10. 6

平20(2008). 9.19

国際交流

国

歴代総長／
運営組織
役員等／
経営協議会
委員

中近東
アフ
リカ

教育研究評
議会評議員

名

等

大

イスラエル
エジプト
ザンビア
チュニジア
アイスランド
イタリア

英国

沿革
オランダ

学府・研究
院制度に
ついて

スウェーデン
スペイン
スロベニア
チェコ共和国

大学の組織

教育研究
組織

ヨーロッパ

部局長等

学生定員
及び在籍
学生数

ドイツ

ハンガリー

入学状況
フランス

学位取得
者数等
ブルガリア

学部卒業・
大学院修了
後の状況

ポーランド

教職員等
ロシア

社会との
連携

国際交流

デンマーク

収入・支出
アメリカ合衆国
北
米

グローバル
COE
プログラム等

教育プログラム
採択状況

諸施設

オセアニア

土地・建物

カナダ

中南米

建物配置図
及び
部局所在地

パナマ
ブラジル
メキシコ
オーストラリア
ニュージーランド

学 ・ 学

部

等

締結部局

テクニオン−イスラエル工科大学
タンタ大学工学部
ザンビア大学鉱山学部
スファックス大学理学部
レイキャビク大学
ミラノ工科大学
ケンブリッジ大学東洋学部
ハートフォードシャ大学自然科学学部
ケンブリッジ大学ペンブロークカレッジ
ロイヤル･カレッジ･オブ･アート建築デザイン学部
ロイヤル･カレッジ･オブ･アート ヘレン･ハムリン･リサーチセンター
ロイヤル･カレッジ･オブ･アート ヘレン･ハムリン･リサーチセンター
ラフバラー大学理学部
アムステルダム大学法学部
ユトレヒト芸術大学アート・メディアテクノロジー学部
ルンド大学工学部
ルンド大学工学部
アリカンテ大学科学部
カタルーニャ工科大学
ノヴァゴリツァ工科大学
オストラバ工科大学
ゲオルグ･アウグスト･ゲッティンゲン大学数学部
マックス・プランク研究所プラズマ物理研究所
カールスルーエ造形大学
ハノーバー大学機械工学部
デュースブルグ･エッセン大学土木工学部,理工学部,生物・地理学部,化学部
シュトゥットガルト大学数学・物理学部
ダルムシュタット科学技術大学デザイン学部
カールスルーエ大学工学部
カールスルーエ大学数学学部
ボン大学法経学部
Ｌ．
エトボシ大学理学部
センメルワイス大学薬学部
センメルワイス大学体育・スポーツ科学部、
大学院スポーツ科学研究科
ランス・マネジメント・スクール
パリ・ラ・ヴィレット建築大学
リール科学技術大学
パリ南大学遺伝学微生物学研究所
国立トゥールーズ電気電子情報流体通信工学院
国立応用科学院リヨン校
ボルドー政治学院
ジュシュー数学研究所
ソフィア医科大学歯学部
バルナ医科大学歯学部
スタニスロースタジック鉱山冶金大学 非鉄金属学部
ロシア科学アカデミー太平洋研究所
ロシア科学アカデミー宇宙物理学・電波伝播研究所
ロシア科学アカデミー宇宙物理学・超高層大気物理学研究所
クルチャトフ研究所核融合研究所
ロシア科学アカデミーシベリア支部宇宙物理・超高層大気物理学研究所
ラブレンティエフ流体力学研究所
ロシアレーザー物理研究所
極東水文気象研究所
モスクワ工科大学
ロシア科学アカデミー極東支部海洋地質・地球物理研究所
モスクワ工業物理大学
ロシア科学アカデミーV.I.イリシェフ太平洋海洋学研究所極東支部
デンマーク工科大学COM
ハーネマン大学医学部
カリフォルニア州立ポリテクニック大学ポモナ校
ケンタッキー大学応用エネルギー研究センター
ヴァージニア工科大学
ワシントン大学工学部
ペンシルバニア州立大学エネルギー燃料研究センター
コロンビア大学法学大学院
シカゴ大学放射線科カートロスマン放射線像研究所
カリフォルニア大学サンデイエゴ校物理科学部，
工学部，
スクリプス海洋研究所
ニューヨーク大学ロースクール
ニューハンプシャー大学理工学部、
生命科学及び農学部、
環境研究グループ
トロント大学オンタリオ教育研究所
マッギル大学工学部
ビクトリア大学法学部
カルガリー大学医学部
トロント大学図書館
ブリテッシュコロンビア大学数学科
パナマ大学歯学部
パウリスタ総合大学
ヌエボレオン州立自治大学
モナシュ大学法学部，
人文社会学部
オーストラリアＩＰＳ電波 宇宙予報サービスセンター
チャールズ・ダーウィン大学教育・保健・科学部
ウェリントン･ビクトリア大学法学部
計
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学術交流協定
締結年月日

学生交流協定
（覚書）
締結年月日

平11(1999). 2. 8
平14(2002).10.12
平18(2006). 8.10
平19(2007). 6. 4
平16(2004).12.30
平14(2002). 2.28
平10(1998). 6.30
平10(1998).12.22
平12(2000).10.16
平15(2003). 6.30
平16(2004). 3.24
平18(2006). 5.19
平19(2007).11.28
平 7(1995). 9.11
平20(2008). 9.25
平 5(1993). 5.25
平15(2003). 8.18
平12(2000). 9.13
平15(2003). 6.23
平12(2000). 1.26
平20(2008). 4.28
平10(1998). 8.11
平15(2003). 3.26
平15(2003). 7.24
平17(2005). 3.10
平17(2005). 4. 4
平19(2007).10.10
平19(2007).10.17
平19(2007).11.13
平20(2008). 9.16
平 3(1991). 5.23
平16(2004). 1.29
平17(2005). 9.20
平16(2004). 6.28
平17(2005). 4. 1
平18(2006). 9. 4
平18(2006). 9.29
平19(2007).10.26
平19(2007).12.25
平20(2008). 1.29
平18(2006). 6. 7
平18(2006). 6. 9
平12(2000).12.21
平11(1999). 2.22
平11(1999). 3.27
平11(1999). 4. 6
平12(2000).12.11
平16(2004). 4.26
平16(2004). 6.29
平18(2006). 3.10
平18(2006).11. 8
平20(2008). 2.20
平20(2008). 2.29
平21(2009). 3.23
平21(2009). 4. 1
平19(2007). 3.23
昭59(1984). 4.30
平 2(1990). 6. 7
平 5(1993). 6.23
平 6(1994). 4. 6
平7(1995).6.1 平12(2000).11.20改訂
平 9(1997). 3.20
平10(1998). 6.25
平12(2000).12.12 平17(2005).9.8変更
平16(2004). 4. 5
平18(2006). 3.17
平20(2008).10.23
昭59(1984). 6.27
昭61(1986). 3.24
平 9(1997). 4. 4
平13(2001).11.19
平19(2007).12.25
平20(2008). 8. 1
平17(2005).10.28
昭58(1983). 6.14
平19(2007). 6.11
平 8(1996). 6.14
平 9(1997). 3.24
平18(2006). 5.16
平 9(1997). 1.30
(37ヶ国･地域 )167機関

平18(2006). 8.10
平16(2004).12.30
平14(2002). 2.28
平10(1998). 6.30
平11(1999). 3. 8

平 7(1995). 9.11
平20(2008). 9.25
平 5(1993). 8.26

平12(2000). 1.26
平20(2008). 4.28
平10(1998). 8.11
平16(2004). 7. 7
平 8(1996). 9.27
平17(2005). 3.10
平17(2005). 4. 4
平19(2007).10.10
平19(2007).10.17
平20(2008). 9.16
平16(2004). 1.29
平12(2000). 9. 5
平16(2004). 6.28
平17(2005). 4. 1
平18(2006). 9.29
平19(2007).10.26
平19(2007).12.25

平21(2009). 3.23

平 2(1990). 6. 7
平 6(1994). 4. 6

平10(1998). 6.25

平18(2006). 3.17
平20(2008).10.23

平 9(1997). 4. 4

平19(2007). 6.11
平10(1998). 1.20

平 9(1997). 1.30
(24ヶ国･地域 )77機関

（注）
締結部局名に芸術工とあるのは、
九州芸術工科大学が締結した交流協定のうち、
部局間交流協定として引き継ぐもの

案内図

環太平洋韓国研究
コンソーシアム協定

ソウル大学校国際大学院韓国研究センター，
高麗大学校民族文化研究院，
ＵＣＬＡ
韓国研究学研究所，
ハワイ大学韓国研究学研究所，
オーストラリア国立大学韓国研
究センター，
北京大学韓国研究センター，
復旦大学韓国研究センター,延世大学校国
学研究院,ハーバード大学韓国学研究所,ロンドン大学SOAS韓国学センター,九州
大学韓国研究センター,ブリティッシュ・コロンビア大学韓国研究センター

韓セ

共同教育プログラム

中国人民大学経済学院

経

■学生交流協定（コレージュ・ドクトラル（日仏共同博士課程））
国
ヨーロッパ

名

等
フランス

大
コレージュ・ドクトラル加盟機関

備考：コンソーシアム形式の学生交流（仏国側加盟：54機関 日本側加盟：34機関）
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学

等

平18(2006).10.10

平20(2008). 9. 5

（平成21年５月１日現在）

締結年月日
平14(2002). 9.13

