
(2020.5.1現在)

大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
インドネシア

大学間協定 2018.07.17
医学部 　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2018.09.04
獣医学部 　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2018.09.03

部局間協定 医学部、医学研究科 2013.10.08
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2013.10.08
部局間協定 工学部、工学研究科 2017.08.08
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.08.08

農業技術学部 部局間協定 農学研究科 2019.04.01
インドネシア教育大学 部局間協定 国際協力研究科 2007.03.01

大学間協定 2004.10.27
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2012.02.07
　学生交流細則 保健学研究科 2012.12.26
部局間協定 法学部、法学研究科 2011.06.27
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2011.06.27

部局間協定
※ 経済学研究科 2004.11.04

　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2006.06.28
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2009.06.22
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2014.11.26
部局間協定 医学部、医学研究科 2019.02.11
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2019.02.11
大学間協定 2014.12.01
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2012.11.27
　学生交流細則 保健学研究科 2013.03.20
　学生交流細則（DD） 医学研究科 2016.02.29
部局間協定 工学部、工学研究科 2007.08.09
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2007.08.09
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2015.08.31

文化学部 　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.11.26
経済経営学研究科 　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2014.12.15
社会政治学研究科 　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2015.12.18
医学・公衆衛生・看護学部 　学生交流細則（DD） 保健学研究科 2018.10.01

カルタネガラ大学 部局間協定 国際協力研究科 2007.02.09
大学間協定 2016.01.29
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2016.01.29
　学生交流細則（DD） 工学研究科 2019.03.29

スマランPGRI大学 部局間協定 人間発達環境学研究科 2019.01.18
スラカルタ・ムハマディア大学 地理学部 部局間協定 海事科学研究科 2018.11.16

大学間協定 2003.12.29
　学生交流細則 全学 2003.12.29
部局間協定 医学部、医学研究科 2014.11.07
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2014.11.07

ハサヌディン大学 動物科学部 部局間協定 農学研究科 2018.06.25
部局間協定 医学部、医学研究科 2014.08.04
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2014.08.04
  学生交流細則（DD） 医学研究科 2018.12.06

バンドン工科大学 大学間協定 2019.04.04

部局間協定
工学研究科、科学技術イノベーション研究科、
先端バイオ工学研究センター

2019.03.01

 学生交流細則 工学研究科、科学技術イノベーション研究科 2019.03.01
ボゴール農科大学 大学間協定 2017.04.04
ランプン大学 大学間協定 2015.07.10
韓国

大学間協定 2003.10.06
　学生交流細則 全学 2003.10.06
部局間協定 文学部、人文学研究科 2018.03.06
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2018.03.06
部局間協定 法学部、法学研究科 2014.04.15
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2014.04.15
大学間協定 2001.02.23

経営経済学部 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2017.07.04
経済金融大学及び大学院経済学科 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2002.09.24
工科大学及び大学院工学系 　学生交流細則 工学部、自然科学研究科 2002.10.14

部局間協定 発達科学部、人間発達環境学研究科 2009.04.01
　学生交流細則 発達科学部、人間発達環境学研究科 2009.04.01
大学間協定 2012.05.15

　学生交流細則
※※※ 全学 2012.05.15

ビジネススクール 　学生交流細則 経営学研究科 2013.09.30
　学生交流細則 国際協力研究科 2012.03.26
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2012.03.26
　教員交流細則 国際協力研究科 2010.10.08
大学間協定 2003.10.01
　学生交流細則 全学 2003.10.01
大学間協定 2017.07.10

教育大学・師範大学・人文大学・社会
科学大学

　学生交流細則
国際文化学部、発達科学部、国際人間科学
部、国際文化学研究科、人間発達環境学研究
科

2017.06.30

大学間協定 2005.02.22
法科大学 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2005.02.22

部局間協定 法学部、法学研究科 2008.01.23
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2008.01.23
大学間協定 2002.10.15

儒学・東洋学部・語文学部・人文学部・
大学院（関連専攻）

　学生交流細則 文学部、文学研究科、文化学研究科 2002.10.15

法科大学・大学院（関連専攻） 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2004.07.13
生命科学･バイオテクノロジー大学院、
情報通信工学大学院、工学部

　学生交流細則
工学部、工学研究科、システム情報学研究科、
農学部、農学研究科

2011.03.21

部局間協定 経済学部、経済学研究科 2011.09.22
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2011.09.22
大学間協定 2015.10.19
　学生交流細則 全学 2015.10.19

国際大学院 　学生交流細則 国際協力研究科 2017.09.13

ウダヤナ大学 医学部

医学部

シアクアラ大学

漢陽大学校

韓国海洋大学校

韓国カトリック大学校 国際関係学部

ソウル国立大学校

アイルランガ大学

国立群山大学校

国立済州大学校

国立全南大学校

国立全北大学校 法学部・法学研究科

公州教育大学校及び教育大学院

医学部

インドネシア大学

大学院経済学研究科

数学・自然科学部

スラバヤ工科大学

ディポネゴロ大学 医学部

法学部

医学部

医学部パジャジャラン大学

成均館大学校

西江大学校 経済学部

高麗大学校

国際大学院

日本語大学及び大学院日語日文学科韓国外国語大学校

プルタミナ大学

アンダラス大学

ガジャマダ大学 工学部
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日

中央大学校 社会科学大学 部局間協定
※ 国際人間科学部、国際文化学研究科、人間発

達環境学研究科
2017.11.27

部局間協定 経営学部、経営学研究科 2017.02.27
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2017.02.27

経営経済研究所 部局間協定 経済経営研究所 2016.07.15
部局間協定 工学部、工学研究科 2017.06.19
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.06.19
部局間協定 工学部、工学研究科 2019.07.24
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2019.07.24
部局間協定 医学部 1992.11.20
　学生交流細則 医学部 2015.04.03

部局間協定 国際人間科学部、人間発達環境学研究科 2016.03.11

　学生交流細則 国際人間科学部、人間発達環境学研究科 2018.03.20
大学間協定 2001.07.20

人文学部 　学生交流細則 国際人間科学部 2014.02.06
師範学部 　学生交流細則 国際人間科学部 2004.09.06

大学間協定 2003.10.01
　学生交流細則 全学 2003.10.01
大学間協定 2002.05.20

語文学部・歴史文化学部・大学院（関
連専攻）

　学生交流細則 文学部、文学研究科、文化学研究科 2002.05.21

部局間協定 経済学部、経済学研究科 2011.10.25
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2011.10.25

カンボジア
王立プノンペン大学 大学間協定 2016.09.15
教育ユース・スポーツ省 部局間協定 国際協力研究科 2015.10.05
公衆衛生研究所 部局間協定 保健学研究科、国際協力研究科 2017.05.29
国際大学 部局間協定 医学部、都市安全研究センター、医学研究科 2019.10.08
シンガポール
シンガポール国立大学 ヨンルーリン医学部 部局間協定 医学部、医学研究科 2019.01.30

大学間協定 2016.12.01
　学生交流細則 全学 2016.12.01

人文社会科学院経済学科（経済成長
センター）

部局間協定 経済学研究科、経済経営研究所 2016.06.13

スリランカ
ルフナ大学 農学部 部局間協定 農学研究科 2016.11.22
タイ

農学部 部局間協定 農学部、自然科学研究科 1999.03.11
部局間協定 人間発達環境学研究科、国際人間科学部 2018.12.17
　学生交流細則 人間発達環境学研究科、国際人間科学部 2018.12.17

情報技術学部、建築デザイン学部 部局間協定 工学部、工学研究科 2017.05.19
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.05.19

スラナリー工科大学 農業技術研究所 部局間協定
農学部、農学研究科、科学技術イノベーション
研究科

2017.12.21

大学間協定 2000.05.23
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2009.07.02
部局間協定 理学部、理学研究科、工学部、工学研究科 2019.06.11
　学生交流細則 理学部、理学研究科、工学部、工学研究科 2019.06.11
部局間協定 医学部、医学研究科、保健学研究科 2016.09.21
　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2016.09.21
部局間協定 医学部、保健学研究科 2018.04.20
　学生交流細則 医学部、保健学研究科 2018.04.20
部局間協定 医学部、保健学研究科 2016.10.18
　学生交流細則 医学部、保健学研究科 2016.10.18

アグロインダストリー学部 部局間協定 農学研究科 2016.02.09
看護学部 部局間協定 保健学研究科 2018.07.11

部局間協定 経営学部、経営学研究科 2012.01.05
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2012.01.05
部局間協定 経営学部、経営学研究科 2013.01.28
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2013.01.28
部局間協定 海事科学部、海事科学研究科 2013.09.02
　学生交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2013.09.02
大学間協定 2012.10.01
　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2013.02.20
　学生交流細則（DD） 医学研究科 2015.11.26

熱帯医学部 　学生交流細則 保健学研究科、医学研究科 2013.04.10
ラマチボディ病院医学部 　学生交流細則 医学部、保健学研究科、医学研究科 2013.05.31
公衆衛生学部 　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2015.04.07
工学部 　学生交流細則 工学研究科 2018.06.07

ラジャモンコン工科大学イサン校 文理学部 部局間協定 工学研究科 2017.03.23
大学間協定 2018.09.26

理工学部 　学生交流細則 工学研究科 2019.02.11
ユネスコ・アジア太平洋地域教育事務局 部局間協定 国際協力研究科 2015.12.09
台湾

大学間協定 2017.07.11
工学院、原子科学院、電機情報学院 　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2017.08.08

大学間協定 2016.09.29
　学生交流細則 全学 2019.08.27

工学院 　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.08.24
大学間協定 2017.07.21
　学生交流細則 全学 2017.07.21
部局間協定 法学部、法学研究科 2010.10.28
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2010.10.28
部局間協定 法学部、法学研究科 2009.07.01
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2009.07.01
大学間協定 2003.10.01
　学生交流細則 全学 2003.10.01

高等膜物質研究センター 部局間協定 先端膜工学研究センター 2019.11.19
部局間協定 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2020.01.13
　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2020.01.13

釜山国立大学校

ナザレ大学校

経済学部

カセサート大学
理学部・理学研究科

法学院
国立政治大学

ブラパ大学 ロジスティックス学部

シリラート病院医学部

チェンマイ大学

医学部

看護学部

保健学部

マヒドン大学

タマサート大学
シリントーン国際工学部

チュラロンコン大学
経済学部

ビジネススクール

国立成功大学

ラジャモンコン工科大学タンヤブリ校

キングモンクット総合工科大学トンブリ校

大邱大学校 工科大学及び大学院（工学系）

東亜大学校 医科大学

忠南大学校

工学部

南洋理工大学

再活福祉大学院、一般大学院再活学
科及びヒューマン再活学部

延世大学校

経済経営学部

木浦海洋大学校

木浦大学校

国立台北大学

国立台湾海洋大学

工程学院
国立台湾科技大学

国立清華大学
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
大学間協定 2002.02.27
　学生交流細則 全学

※※ 2019.04.08
管理学院 　学生交流細則 経営学研究科 2013.04.22
工学院 　学生交流細則 工学部、工学研究科 2015.11.26
社会科学院 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2015.03.17

部局間協定 工学部、工学研究科 2019.11.04
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2019.11.04
部局間協定 海事科学部、海事科学研究科 2010.04.14
　学生交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2010.04.14

精密機械研究開発センター 部局間協定 工学研究科 2017.05.31
大学間協定 2015.05.20

医学部 　学生交流細則 医学部、医学研究科 2015.05.20
看護学部 　学生交流細則 医学部、保健学研究科 2017.06.23

部局間協定 医学部、医学研究科 2016.03.09
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2016.03.09
大学間協定 2016.07.27

経済研究所 部局間協定 経済経営研究所 2007.07.13
中国文化大学 東アジア人文社会科学研究院 部局間協定 人文学研究科、文学部 2020.03.04

大学間協定 2017.02.20
法学院 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2017.10.16

中国
大学間協定 2015.01.23

法学院 　学生交流細則 法学研究科 2015.01.23
内蒙古農業大学 大学間協定 2015.03.10

大学間協定 2011.10.12
自動化学院 　学生交流細則 システム情報学研究科 2014.04.22

部局間協定 システム情報学研究科 2019.01.03
　学生交流細則 システム情報学研究科 2019.01.03
大学間協定 2000.08.31

教育科学学院・人文学院・継続教育学
院

　学生交流細則
発達科学部、国際文化学部、総合人間科学研
究科

2000.08.31

思勉人文高等研究院 　学生交流細則 人文学研究科 2011.12.15
資源与環境科学学院 　学生交流細則 発達科学部、人間発達環境学研究科 2011.02.02

大学間協定 2016.08.24
経済学院 部局間協定 経済経営研究所、経済学研究科 2014.11.21

杭州微甲病院 部局間協定 医学部附属病院 2019.07.27
江南大学 設計学院 部局間協定 文学部、文学研究科、文化学研究科 2005.04.27
合肥工業大学 大学間協定 2018.09.14

大学間協定 2000.05.08
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2009.02.24

四川大学 大学間協定 2017.03.13
部局間協定 工学部、工学研究科 2009.05.03
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2009.05.03
部局間協定 工学部、工学研究科 2010.06.25
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2010.06.25
部局間協定 システム情報学研究科 2019.07.11
　学生交流細則 システム情報学研究科 2019.07.11
大学間協定 2003.10.01
　学生交流細則 全学 2003.10.01
大学間協定 2019.10.22
　学生交流細則 全学 2009.04.09

機械・動力工程学院 　学生交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2010.05.10
船舶海洋・建築工程学院 　学生交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2010.05.10

大学間協定 2016.05.18
　学生交流細則 全学 2016.05.04

Urban Planning & Design Institute 部局間協定 都市安全研究センター 2008.11.03
大学間協定 2008.01.27
部局間協定 経済学研究科 2009.06.09

　学生交流細則 経済学研究科 2009.06.09

部局間協定
文学部、文学研究科、文化学研究科、国際人
間科学部、総合人間科学研究科

2007.01.29

　学生交流細則
文学部、文学研究科、文化学研究科、国際人
間科学部、総合人間科学研究科

2007.01.29

部局間協定 法学部、法学研究科 2008.04.07

　学生交流細則 法学部、法学研究科 2008.04.07

成都理工大学 State Key Laboratory of Geohazards 部局間協定 都市安全研究センター 2008.10.08

西安交通大学 大学間協定 2018.08.21

部局間協定 工学部、工学研究科、都市安全研究センター 2009.02.24
　学生交流細則 工学部、工学研究科、都市安全研究センター 2009.02.24
部局間協定 法学部、法学研究科 2014.07.04
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2014.07.04
大学間協定 2003.12.01
　学生交流細則 全学 2003.12.01

大連理工大学 大学間協定 2018.06.11
大学間協定 2000.09.23
　学生交流細則 医学研究科 2002.06.25
大学間協定 2006.09.06

文学與新聞伝播学院、海洋発展研究
院

　学生交流細則
文学部、海事科学部、人文学研究科、海事科
学研究科

2016.10.10

中国科学院大学 大学間協定 2018.02.06
部局間協定 経済学研究科 2016.10.19
　学生交流細則 経済学研究科 2016.10.19
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2014.09.03
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2014.09.03

中国社会科学院 数量経済・技術経済研究所 部局間協定 経済学研究科 2015.05.27
大学間協定 2014.03.21

　学生交流細則
国際人間科学部、国際文化学研究科、法学
部、法学研究科、経済学部、経済学研究科

2014.03.21

中国政法大学 法学院 部局間協定 法学部、法学研究科 2008.04.07

中央研究院

台北医学大学

高雄医学大学 医学院

国立台湾大学

国立高雄科技大学 管理学院、海事学院、海洋行程学院

国立高雄大学 工学院

厦門大学

華中科技大学

華東師範大学

吉林大学

山東大学

重慶大学
土木工程学院

建築城規学院

華中師範大学 計算機学院

西南交通大学

法学院

浙江大学 人文学院、伝媒と国際文化学院

法学院

大連海事大学

経済学院

上海海事大学

上海交通大学

清華大学

汕頭大学

土木学院及び建築学院

中央財経大学 経済学院

中央民族大学

中国人民大学

民族学社会学学院・歴史文化学院

中国医科大学

中国海洋大学

重慶理工大学 車両工学部

東呉大学
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
中国農業大学 大学間協定 2018.06.28

大学間協定 2000.07.17
　学生交流細則 文学部、文学研究科、文化学研究科 2000.07.17
大学間協定 2001.03.16

法学院、外国語学院 　学生交流細則 法学研究科 2019.06.26
附属病院 部局間協定 医学部附属病院 2015.03.16

部局間協定 理学研究科 2019.05.31
　学生交流細則 理学研究科 2019.05.31
部局間協定 文学部、文学研究科、文化学研究科 2006.05.18
　学生交流細則 文学部、文学研究科、文化学研究科 2006.05.18
部局間協定 工学部、工学研究科 2017.02.20
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.02.20
部局間協定 工学部、工学研究科 2014.10.01
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2014.10.01

天津医科大学 部局間協定 医学部、医学研究科、附属病院 2019.05.28
部局間協定 工学部、工学研究科 2017.02.20
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.02.20
大学間協定 2016.03.17

外国語学院 　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2017.03.09
部局間協定 工学部、工学研究科 2013.03.29
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2013.03.29
大学間協定 2019.05.07

経済学院 　学生交流細則 経済学研究科 2010.12.06
大学間協定 2018.05.11
　学生交流細則 工学研究科、科学技術イノベーション研究科 2018.05.21
大学間協定 2017.02.17
　学生交流細則 全学 2017.02.17
部局間協定 理学研究科 2011.08.31
　学生交流細則 理学研究科 2011.08.31
部局間協定 工学部、工学研究科 2011.07.11
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2011.07.11
大学間協定 2016.04.26
　学生交流細則 全学 2016.04.26
　学生交流細則（DD） 経済学研究科 2012.12.10
　学生交流細則（DD） 経済学部 2015.03.23
部局間協定 システム情報学研究科 2019.07.14
　学生交流細則 システム情報学研究科 2019.07.14
大学間協定 2008.03.12

中国語現文学系及び歴史学系 　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2008.03.28
　学生交流細則 国際協力研究科 2012.06.12
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2014.03.17

法学院 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2017.03.24
大学間協定 2019.01.15

北京日本学研究センター、国際関係
学院、日本語学部

　学生交流細則
文学部、人文学研究科、国際人間科学部、国
際文化学研究科、経済学部、経済学研究科

2009.06.04

　学生交流細則（DD） 経済学研究科 2010.05.18
　学生交流細則（DD） 人文学研究科 2014.09.30
大学間協定 2018.01.18

教育学院、政治学與国際関係学院、
外文学院

　学生交流細則
発達科学部、国際文化学部、総合人間科学研
究科

2005.05.20

大学間協定 2000.10.10
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2018.06.12
　教員交流細則 経済学部、経済学研究科 2018.06.12
部局間協定 経済経営研究所 2016.03.20
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2017.03.23
　学生交流細則 経営学部 2017.03.23

法律学系 部局間協定 法学部 1996.01.23
大学間協定 2016.06.28

文学院 　学生交流細則
文学部、人文学研究科、国際人間科学部、国
際文化学研究科、人間発達環境学研究科

2019.05.17

法律学院 　学生交流細則 法学研究科 2016.06.28
医学院 　学生交流細則 医学部、保健学研究科 2019.06.12

大学間協定 2019.02.18
　学生交流細則 経済学研究科、経営学研究科 2019.02.18
部局間協定 法学部、法学研究科 2016.02.29
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2016.02.29
部局間協定 経済学研究科 2009.01.15
　学生交流細則 経済学研究科 2009.01.15
部局間協定 法学研究科 2015.07.20
　学生交流細則 法学研究科 2015.07.20

ネパール
部局間協定 医学部、医学研究科 2015.08.26
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2015.08.26

医学研究所 部局間協定 保健学研究科、医学部、医学研究科 2017.02.17
教育学部 部局間協定 国際人間科学部、人間発達環境学研究科 2019.07.17

バングラデシュ
IUBAT - International University of Business
Agriculture and Technology

部局間協定 人間発達環境学研究科 2013.02.09

部局間協定 医学部、医学研究科 2015.12.10
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2015.12.10

ノースサウス大学 健康生命科学部 部局間協定 理学研究科 2014.10.22
バングラデシュ農業大学 大学間協定 2013.05.20
フィリピン

部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2009.11.25
　学生交流細則 国際人間科学部、総合人間科学研究科 2005.07.04
部局間協定 人間発達環境学研究科 2014.05.20
　学生交流細則 人間発達環境学研究科 2014.05.20

セントルークスメディカルセンター 部局間協定 医学研究科 2019.04.26
フィリピン大学ディリマン校 大学間協定 2014.08.25

部局間協定 医学部、医学研究科 2014.06.13
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2014.06.13
大学間協定 2016.04.21
　学生交流細則 農学部、農学研究科 2016.04.21

南京工業大学

法学院

復旦大学
国際関係・公共事務学院

北京大学
経済学院

北京外国語大学

北京日本学研究センター

南京大学

寧波大学

天津大学 建築学院

医学院

東北大学
資源および土木工程学院

南開大学

蘭州大学
経済学院

香港中文大学

中南財経政法大学

武漢理工大学

中山大学

美術系

力学及び工程科学学院

土木工程学院

青島大学
化学・化学工学部

アテネオ・デ・マニラ大学

サンベーダ大学

フィリピン大学マニラ校

ハルビン工業大学 土木工程学院

外国語言文学学院

国家発展研究院

香港大学

武漢大学

カトマンズ医科大学

ティッタゴン医科大学

北京師範大学

マカオ大学 法学部

フィリピン大学ロスバニョス校

汽車工程学院

トリブバン大学

鄭州大学

同済大学
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
ベトナム

大学間協定 2019.09.05
　学生交流細則 経済学研究科 2013.07.22

ダナン大学 大学間協定 2013.08.07
日越大学 大学間協定 2018.04.12

部局間協定 農学部、農学研究科 2014.12.26
熱帯農学コース 部局間協定 農学部、自然科学研究科 2005.01.05

部局間協定 医学部、医学研究科、保健学研究科 2016.08.01
　学生交流細則 医学部、医学研究科、保健学研究科 2016.08.01

ハノイ科学技術大学 大学間協定 2018.04.16
フエ農林大学 大学間協定 2018.01.03
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 大学間協定 2016.11.22

経済法律大学 大学間協定 2014.04.17
経済法律大学(法学部) 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2014.04.17

部局間協定 国際人間科学部 2011.07.06
　学生交流細則 国際人間科学部 2011.07.06

ベトナム国家大学ホーチミン市 国際大学 部局間協定 農学研究科 2015.04.20
部局間協定 農学研究科 2014.04.28
　学生交流細則 農学研究科 2014.12.01
大学間協定 2019.03.11
　学生交流細則 経済学研究科 2012.02.07

　学生交流細則（DD）
法学研究科、経済学研究科、経営学研究科、
国際協力研究科

2016.07.13

日本語学部 　学生交流細則（DD） 経済学部 2019.03.11
マレーシア

部局間協定 医学部、医学研究科 2015.02.27
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2017.04.25

トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 大学間協定 2014.12.06

部局間協定
工学研究科、科学技術イノベーション研究科、
先端バイオ工学研究科センター

2019.04.26

  学生交流細則 工学研究科、科学技術イノベーション研究科 2019.04.26
マラヤ大学 農業バイオテクノロジー研究センター 部局間協定 国際人間科学部、人間発達環境学研究科 2019.06.18

大学間協定 2017.12.06
法学部 　学生交流細則 法学部、法学研究科 2015.09.03

ミャンマー
大学間協定 2015.02.04
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科、国際協力研究科 2017.04.10

モンゴル
部局間協定 法学研究科 2015.07.24
　学生交流細則 法学研究科 2015.07.24
大学間協定 2014.09.29

総合科学部、国際関係行政学部 　学生交流細則

文学部、国際人間科学部、国際文化学部、経
済学部、人文学研究科、国際文化学研究科、
人間発達環境学研究科、経済学研究科、国際
協力研究科

2017.04.01

ラオス
ラオス健康科学大学 臨床検査学部 部局間協定 保健学研究科、医学部 2020.02.13

大学間協定 2001.05.10
ラオス日本人材開発研究所 部局間協定 国際協力研究科 2016.01.08

イエメン
イエメン国教育省 部局間協定 国際協力研究科 2006.09.18
イスラエル
ヘブライ大学 大学間協定 2019.04.11
トルコ
アディヤマン大学 部局間協定 農学研究科 2010.04.16

大学間協定 2004.01.15
　学生交流細則 全学 2004.01.15
部局間協定 経営学研究科 2014.09.02
　学生交流細則 経営学研究科 2014.09.02

ハラン大学 大学間協定 2017.07.21
ウガンダ
ウガンダ教育省 部局間協定 国際協力研究科 2008.10.01

部局間協定 国際協力研究科 2015.04.21
　学生交流細則 国際協力研究科 2015.04.21

ガーナ
ガーナ大学 経済学部 部局間協定 国際協力研究科 2016.12.22
スーダン
国立研究所 部局間協定 農学研究科 2017.01.29
スーダン科学アカデミー 部局間協定 農学研究科 2018.11.29
タンザニア
ダルエスサラーム大学 経済研究所 部局間協定 国際協力研究科 2007.02.09
ナミビア
ナミビア大学 大学間協定 2020.02.07
マラウイ

マラウイ大学
Centre for Education Research and
Training

部局間協定 国際協力研究科 2006.06.12

リロングウェ農業自然資源大学 大学間協定 2019.02.05
オーストラリア

大学間協定 2017.07.24
　学生交流細則 全学 2017.07.24

カーティン大学 人文学科 部局間協定※ 国際人間科学部、国際文化学部、国際文化学
研究科

2018.04.23

大学間協定 2015.11.05
　学生交流細則 全学 2015.11.05

シドニー大学 ロースクール 部局間協定
※ 法学部、法学研究科 2017.12.14

タスマニア大学 部局間協定 海事科学研究科 2016.07.01
大学間協定 2015.10.05

人文･社会学部、経済･経営学部、工
学・コンピューター・数学部、法学部、
生命物理学部

　学生交流細則 全学
※※ 2015.10.05

大学間協定 2018.06.29
　学生交流細則 全学 2018.06.29

南オーストラリア大学 大学間協定 2015.04.20

ノッティンガム大学マレーシア校

ベトナム国家大学ホーチミン市

ベトナム国家大学ホーチミン市 社会人文科学大学

国際医科大学

国民経済大学

ノンラム大学

ハノイ医科大学

ベトナム農業アカデミー

貿易大学

コチ大学 経営・経済・社会科学部

マケレレ大学 ビジネス運営科学カレッジ

マレーシア国民大学

ヤンゴン経済大学

オトゴンテンガー大学 ロースクール

モンゴル国立大学

ラオス国立大学

イスタンブール工科大学

西オーストラリア大学

ウーロンゴン大学

クイーンズランド大学

ニューサウスウェールズ大学
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部局間協定 工学部、工学研究科 2018.08.09
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2018.08.09

ロイヤルメルボルン工科大学 部局間協定 工学部、工学研究科 2017.02.17
ニューカレドニア

部局間協定
国際文化学研究科、法学研究科、経済学研究
科

2016.07.13

　学生交流細則
国際文化学研究科、法学研究科、経済学研究
科

2016.07.13

アメリカ合衆国
アーカンソー大学 部局間協定 先端膜工学研究センター 2019.05.16
FHI360 部局間協定 国際協力研究科 2011.09.12
エモリー大学 大学間協定 1983.09.19

大学間協定 2003.10.01
　教員交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2008.09.30

カリフォルニア大学アーバイン校 民主政治研究所 部局間協定 経済学研究科 2016.10.07
カリフォルニア大学サンディエゴ校 大学間協定 2015.12.16
カリフォルニア大学バークレー校 太平洋地震工学研究センター 部局間協定 工学部、工学研究科、都市安全研究センター 2019.10.30
カリフォルニア大学ヘイスティングス法科大学院 部局間協定

※ 法学研究科 2017.07.20

コーネル大学
サミュエル・カーティス・ジョンソン経営
大学院

部局間協定 科学技術イノベーション研究科 2017.05.15

部局間協定 国際人間科学部 2015.03.17
　学生交流細則 国際人間科学部 2015.03.17
大学間協定 2017.10.30
　学生交流細則 全学 2018.08.17
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2012.02.23
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2012.02.23
大学間協定 2015.02.02

　学生交流細則
国際文化学部、国際文化学研究科、経済学
部、経済学研究科

2017.06.01

ネブラスカ大学リンカーン校 大学間協定 2018.09.07
大学間協定 2017.03.25
部局間協定 医学部、医学研究科 2019.09.23
　学生交流細則 医学部、医学研究科 2019.09.23
大学間協定 2016.04.04
　学生交流細則 全学 2015.10.30

公共国際問題研究大学院 　学生交流細則 国際協力研究科 2019.08.22
ボストンカレッジ 経済学部 部局間協定 経済学研究科 2012.04.17

ドーンサイフ人文科学部 大学間協定 2018.02.06

ビタビ工学部 部局間協定
工学研究科、システム情報学研究科、計算科
学教育センター

2016.02.03

南フロリダ大学 大学間協定 2011.04.11
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2016.03.29
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2016.03.29

メーン海事大学 大学間協定 2003.10.01

部局間協定
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2017.10.25

　学生交流細則
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2017.10.25

大学間協定 2003.08.01
工学部 部局間協定 工学部 1980.06.09

部局間協定
※ 経営学部 1996.03.04

　学生交流細則 経営学部 2017.05.15
医学部 　学生交流細則 医学部、医学研究科 2011.05.12

カナダ

ウェスタンオンタリオ大学 教育学部、教育学大学院 部局間協定
国際文化学研究科、人間発達環境学研究科、
国際人間科学部、国際文化学部、発達科学部

2017.10.22

大学間協定 2020.02.26
　学生交流細則 全学

※※ 2020.02.26
キャンベルファミリー乳癌研究所 部局間協定 医学研究科 2018.07.18
トロント大学 理工学部 部局間協定 工学部 1980.05.14

部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2014.11.18
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2014.11.18
部局間協定 システム情報学研究科 2016.12.01
　学生交流細則 システム情報学研究科 2016.12.01

マギル大学 王立学術振興協会 部局間協定 医学部、医学研究科 2019.10.15
チリ
国連ラテンアメリカ・カリブ
経済委員会

部局間協定 経済経営研究所 2010.07.29

パラグアイ
ノルテ大学 大学間協定 2011.10.19
ブラジル
サンパウロ大学 大学間協定 2018.05.24

ブラジリア大学 部局間協定
※ 国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学

研究科
2017.08.28

大学間協定 2004.02.26
法学部 　学生交流細則 法学研究科 2010.10.22

リオデジャネイロ連邦大学 経済研究所 部局間協定 経済経営研究所 2010.03.04
メキシコ
グアダラハラ大学 大学間協定 2007.02.09
メキシコ国立自治大学 会計・経営学部 部局間協定

※ 経営学部、経営学研究科 2018.02.28
アイルランド

大学間協定 2018.07.31
経営経済学部 　学生交流細則 経済学部、経営学部 2018.07.31
理学部 　学生交流細則 工学部、自然科学研究科 2005.12.13

部局間協定 経済学部、経済学研究科 1992.07.27
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2002.12.03

イタリア
IASI-CNR(Institute for Systems Analysis and
Computer Science-National Research Council)

部局間協定 システム情報学研究科 2017.03.29

大学間協定 2011.05.10
　学生交流細則 全学 2016.06.13
　教員交流細則 全学 2016.04.01

カリフォルニア海事大学

ヴェネツィア大学

モナシュ大学 芸術・デザイン・建築学部

医学部

ピッツバーグ大学

メリーランド大学 カレッジパーク校

南カリフォルニア大学

ジョージア大学

テネシー大学

ジョージア工科大学

ハワイ大学マノア校

ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ

ブロック大学 科学技術計算研究所

リオデジャネイロ州立大学

ワシントン大学

オタワ大学

ヒューロン・ユニバーシティ・カレッジ

経営学部

ニューカレドニア大学
法律・経済・経営学部、文学・言語・人
文科学部

ダブリン・シティ大学

ユタ州立大学

アイルランド国立大学ゴルウェー校
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
大学間協定 2016.12.20

外国言語・文学・現代文化学研究科 　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2017.1.13
部局間協定 法学部、法学研究科 2015.01.09
部局間協定 国際文化学部、国際文化学研究科 2016.03.24

部局間協定
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2017.06.21

　学生交流細則
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2017.06.21

　学生交流細則（DD） 国際文化学研究科 2017.03.15
部局間協定 経営学部、経営学研究科 2013.12.27
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2013.12.27

ピサ大学 工学部 部局間協定 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2019.01.28
部局間協定 工学研究科 2015.02.19
　学生交流細則 工学研究科 2015.04.23
大学間協定 2015.01.26

　学生交流細則
経済学部、法学部、経済学研究科、法学研究
科

2015.01.26

大学間協定 2016.03.18
　学生交流細則 全学 2016.03.18

部局間協定
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2018.04.18

　学生交流細則
国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学
研究科

2018.04.18

部局間協定 法学部、法学研究科 2017.03.16

　学生交流細則 法学部、法学研究科 2017.03.16

部局間協定 工学部、工学研究科 2018.01.25
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2018.01.25

英国
部局間協定 国際協力研究科 2015.03.18
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2015.03.18
大学間協定 2001.04.03
　学生交流細則（DD） 経済学研究科 2018.03.20

政治学部 　学生交流細則（DD） 法学研究科 2013.09.19

人文学部・社会科学部 　学生交流細則
文学部、法学部、経済学部、人文学研究科、国
際文化学研究科、法学研究科、経済学研究
科、国際人間科学部

2017.02.24

大学間協定 2011.03.02
ハートフォードカレッジ 大学間協定

※ 2018.10.22
カーディフビジネススクール 部局間協定 経営学部、経営学研究科 2004.03.11
カーディフビジネススクール、（現代言
語学部）

　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2020.02.12

カーディフビジネススクール、社会科
学部(船員政策国際研究センター)及び
工学部

部局間協定 海事科学部、自然科学研究科 2005.08.01

グラスゴー大学 大学間協定 1999.08.10
大学間協定 2016.02.25

　学生交流細則
国際文化学部、法学部、経済学部、国際文化
学研究科、法学研究科、経済学研究科

2016.02.25

サセックス大学 教育学社会学研究科 部局間協定（DD） 国際協力研究科 2010.02.25
大学間協定 1989.02.24
　学生交流細則 国際人間科学部 2000.10.17

マネジメントスクール 　学生交流細則（DD） 経営学研究科 2016.11.29
大学間協定 2013.03.25
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2017.06.19
大学間協定 1999.10.28

　学生交流細則
文学部、人文学研究科、国際人間科学部、国
際文化学部、国際文化学研究科

2019.02.20

部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.12.11
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2014.02.14

ロバート・ゴードン大学 部局間協定 海事科学研究科 2018.06.06
大学間協定 2017.03.30
　学生交流細則 全学 2017.03.30
　学生交流細則（DD） 国際協力研究科 2009.09.07

ロンドン大学教育大学院 部局間協定 人間発達環境学研究科 2015.07.06
部局間協定 法学研究科 2017.01.23
　学生交流細則 法学研究科 2017.01.23

エストニア
タリン工科大学 工学部・工学研究科 部局間協定 科学技術イノベーション研究科 2018.08.31
オーストリア

部局間協定 経営学部、経営学研究科 2012.06.08
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2012.06.08
大学間協定 2017.10.24
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2018.11.30
　教員交流細則 人文学研究科 2018.11.30
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2019.09.30
　教員交流細則 法学研究科 2019.10.03
大学間協定 2015.10.06

　学生交流細則
国際人間科学部、医学部
人間発達環境学研究科、保健学研究科

2015.10.06

グラーツ医科大学 大学間協定 2015.08.28
大学間協定 2018.05.04
　学生交流細則 全学 2018.05.04
大学間協定 2018.03.23

　学生交流細則
法学部、工学部、法学研究科、工学研究科、科
学技術イノベーション研究科

2018.06.15

オランダ
ティルブルグ大学 経済経営学部 部局間協定

※ 経済学研究科 2016.02.25
フローニンゲン大学 生体分子科学・生物工学研究所 部局間協定 農学研究科、工学研究科 2014.12.16

大学間協定 2019.11.04
　学生交流細則 全学 2014.10.15

ナポリ大学

トリノ大学

ボローニャ大学
言語文学翻訳通訳学部フォルリ校及
び通訳翻訳学部

ナポリ東洋大学

パルマ大学 経済学研究科

フィレンツェ大学 産業工学部

ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院

ケント大学

シェフィールド大学

ミラノ大学
私法・法制史学部、イタリア・超国家法
学部、法律学部

イーストアングリア大学 国際開発学部

エセックス大学

ミラノビコッカ大学 材料科学部

オックスフォード大学

グラーツ大学

マネジメントセンターインスブルック

FHヨアネウム応用科学大学

インスブルック大学

法学部

法学研究科

ダンディー大学

バーミンガム大学

マンチェスター大学 人文学部

社会・政治学部

ライデン大学

ウィーン経済大学

カーディフ大学

ボッコーニ大学

ロンドン大学クイーン・メアリー
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日

ギリシャ
アリストテレス大学 部局間協定 工学部、工学研究科、都市安全研究センター 2017.02.06
ジョージア
トビリシ国立大学 大学間協定 2017.09.13
クロアチア

部局間協定 文学部、人文学研究科 2019.06.14
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2019.06.14
部局間協定 海事科学部、海事科学研究科 2016.02.29
　学生交流細則 海事科学部、海事科学研究科 2016.02.29

スイス
大学間協定 2017.07.27
　学生交流細則 全学 2017.09.07

スウェーデン
世界海事大学 大学間協定 2003.10.01
ヨーテボリ大学 経営経済研究科 部局間協定

※ 経営学部、経営学研究科 2012.03.06
大学間協定 2011.04.07

工学部 　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2011.04.11
スペイン
バルセロナ国際問題研究センター 部局間協定 国際文化学研究科 2015.02.23

部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.09.25
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.09.25

工学部 部局間協定 システム情報学研究科 2017.04.27
大学間協定 2016.09.30
　学生交流細則 全学

※※ 2016.09.30
部局間協定 経済学研究科 2019.09.27
　学生交流細則 経済学研究科 2019.09.27
大学間協定 2020.02.21

　学生交流細則
人文学研究科、文学部、国際文化学研究科、
国際人間科学部

2020.02.21

スロバキア
大学間協定 2017.05.23

　学生交流細則

人文学研究科、文学部、国際文化学研究科、
人間発達環境学研究科、国際人間科学部、法
学研究科、法学部、経営学研究科、経営学部、
医学研究科、医学部、システム情報学研究科、
科学技術イノベーション研究科

2020.03.03

スロベニア
部局間協定 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2019.03.29
　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2019.03.29

リュブリャナ大学 大学間協定 2016.06.24
セルビア
ベオグラード大学 大学間協定 2017.06.19
チェコ

大学間協定 2017.06.15
　学生交流細則 全学 2017.06.15

デンマーク
大学間協定 2000.08.30

　学生交流細則
国際人間科学部、医学部、総合人間科学研究
科

2000.08.30

社会科学部 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2001.06.29
ドイツ
アーヘン工科大学 大学間協定 2018.07.10
センメルヴェイス大学アスクレピオスメディカル
スクール 部局間協定

※ 医学部、医学研究科 2015.06.01

部局間協定 経営学研究科 2013.08.28
　学生交流細則 経営学研究科 2013.08.28
部局間協定 法学研究科 2014.06.27
　学生交流細則 法学研究科 2014.06.27

カールスルーエ工科大学 大学間協定 2017.12.11
大学間協定 2016.05.12
　学生交流細則 全学

※※ 2016.05.12
部局間協定 工学部、自然科学研究科 2000.05.09
　学生交流細則 工学部、自然科学研究科 2002.07.16
部局間協定 経済学研究科 2014.07.24
　学生交流細則 経済学研究科 2014.07.24
部局間協定 経営学研究科 2014.09.22
　学生交流細則 経営学研究科 2014.09.22
部局間協定 経営学部、経営学研究科 2013.10.11
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2013.10.11

生物生理学部 部局間協定 農学研究科、工学研究科、理学研究科 2014.11.07
部局間協定 経済学部、経済学研究科 2019.09.11
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2019.09.11

ジーゲン大学 理工学部 部局間協定 農学研究科 2019.02.26
WHU 部局間協定

※ 経営学研究科 2006.03.22
大学間協定 2018.04.03

　学生交流細則

文学部、国際人間科学部、国際文化学部、発
達科学部、工学部、人文学研究科、国際文化
研究科、人間発達環境学研究科、工学研究
科、システム情報学研究科

2018.08.07

大学間協定 2015.06.02
　学生交流細則 全学

※※ 2015.11.02

部局間協定
国際人間科学部、発達科学部、人間発達環境
学研究科

2018.04.01

　学生交流細則
国際人間科学部、発達科学部、人間発達環境
学研究科

2018.04.01

ドレスデン－ライブニッツ固体物理材料研究所 部局間協定 分子フォトサイエンス研究センター 2013.07.08
大学間協定 2018.02.28

　学生交流細則
工学部、工学研究科、科学技術イノベーション
研究科

2018.08.30

バルセロナ大学
経済経営学部

自然科学部

ハンブルク工科大学

EBS University of Business and Law Business School

リンショピン大学

翻訳通訳学部・研究科

ケルン大学 経営経済社会科学部

オスナブリュック大学 法学部

キール大学

経済学研究科

トリーア大学

ポンペウ・ファブラ大学

マリボル大学 電子工学・コンピューター科学部

コメニウス大学

リエカ大学 海事学部

バーゼル大学

バルセロナ自治大学

プーラ大学 人文学部

ゲッティンゲン大学

カレル大学

オーフス大学

ドレスデン工科大学

工学部

経営・経済・社会科学部

ダルムシュタット工科大学
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部局間協定
※ 文学部、国際人間科学部、国際文化学研究

科、人間発達環境学研究科、人文学研究科
2013.03.21

　学生交流細則（DD） 国際文化学研究科 2019.03.11
部局間協定 法学研究科 2015.07.15
　学生交流細則 法学研究科 2015.07.15
部局間協定 工学部、工学研究科 2017.06.30
　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.06.30
大学間協定 2015.10.05
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2016.05.11
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2016.03.15
大学間協定 2019.08.29
　学生交流細則 全学 2019.08.29
部局間協定 国際文化学研究科、国際人間科学部 2013.06.27
　学生交流細則 国際文化学研究科、国際人間科学部 2013.06.27

マールブルク大学 経済経営学部 部局間協定
※ 経済学部、経済学研究科 2017.03.13

マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク 第一哲学部 部局間協定
※ 文学部、国際人間科学部、国際文化学研究

科、人文学研究科
2015.07.16

ミュンヘン工科大学 大学間協定
※ 全学 2018.03.01

ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ（マインツ
大学）

物理化学研究所 部局間協定 理学研究科 2017.11.15

部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.06.26
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2013.06.26

ノルウェー
オスロ・アーケシュフース大学 教育・国際学部 部局間協定 人間発達環境学研究科 2013.03.15

部局間協定 システム情報学研究科、計算科学教育センター 2016.06.02

　学生交流細則 システム情報学研究科 2017.09.21
ノルウェー経済経営大学 部局間協定

※ 経営学研究科 2004.12.24
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2015.10.09
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文科学研究科 2015.10.09

ハンガリー
大学間協定 2016.11.10

　学生交流細則
文学部、人文学研究科、国際文化学部、国際
文化学研究科、人間発達環境学研究科、国際
人間科学部、 法学部、法学研究科

2018.04.12

大学間協定 2019.12.09
社会科学・国際関係学部 　学生交流細則 文学部、法学部、人文学研究科、法学研究科 2019.12.04

大学間協定 2018.05.30

国際ビジネス経営学部 　学生交流細則
経済学部、経営学部、経済学研究科、経営学
研究科

2018.05.30

フィンランド
部局間協定 工学部 1989.02.06
　学生交流細則 工学部 1998.09.15
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2015.10.22
　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2015.10.22

フランス

大学間協定 2017.03.23

法政治学部、経済経営学部、人文学
部

　学生交流細則
文学部、人文学研究科、国際人間科学部、国
際文化学研究科、法学部、法学研究科、経済
学部、経済学研究科

2019.04.01

工科学校 　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2019.06.16

部局間協定 経営学部、経営学研究科 1982.05.19
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 1992.01.05
部局間協定 経営学研究科 2020.02.14
　学生交流細則 経営学研究科 2020.02.14
大学間協定 2018.07.12

法学院 　学生交流細則 国際協力研究科 2018.07.12
情報数理学部 　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2018.12.19

部局間協定 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2018.10.25
　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2018.10.25
部局間協定 国際人間科学部、国際文化学研究科 2015.09.21
　学生交流細則 国際文化学部、国際文化学研究科 2015.09.21

クロード・ベルナール（リヨン第1）大学 部局間協定 理学研究科 2015.05.13
部局間協定 経営学部、経営学研究科 2014.12.26
　学生交流細則 経営学部、経営学研究科 2014.12.26
部局間協定 理学研究科 2012.10.15
　学生交流細則 理学研究科 2012.10.15

国立応用科学院トゥールーズ校 部局間協定 理学研究科 2018.04.24

部局間協定
工学部、工学研究科、システム情報学研究科、
海事科学部、海事科学研究科

2015.07.02

　学生交流細則
工学部、工学研究科、システム情報学研究科、
海事科学部、海事科学研究科

2015.07.02

ストラスブール大学 大学間協定 2013.03.14
大学間協定 2018.02.27
　学生交流細則 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 2019.11.04

法経済社会科学部、法学学際研究セ
ンター

部局間協定 法学研究科、法学部 2020.02.04

法経済社会科学部 　学生交流細則 法学研究科、法学部 2020.02.04
大学間協定 2016.01.05
　学生交流細則 全学 2016.01.05

地理・歴史・経済・社会科学研究科 　学生交流細則（DD） 国際文化学研究科 2019.10.24
大学間協定 2006.04.06
　学生交流細則 全学

※※ 2017.07.24
パリ第13大学 大学間協定 2011.07.08

大学間協定 2005.07.14
　学生交流細則 全学 2017.05.16

パリ地球物理学研究所 部局間協定※ 理学研究科 2016.04.25

パリ・ナンテール大学

国立応用科学院リヨン校

パリ第2（パンテオン・アサス）大学

トゥールーズ国立工科大学

トゥール大学

グルノーブル第3大学
（スタンダール）

ケッジビジネススクール

コートダジュール天文台

パリ大学（パリ・ディドロ大学)

ブダペスト商科大学

世界文化学科

エコール・シュペリュール・ド・コメルス・ド・パリ

ライプツィヒ大学 歴史・芸術・東洋学部

ベルゲン大学 人文学部

タンペレ大学

エトヴェシュ・ロラーンド大学

ヘルシンキ大学

グルノーブル国立工科大学 (Grenoble INP)

法学部

ベルリン経済法科大学

歴史・文化学学部東アジア美術学科

オスロ大学 数学・自然科学部

ESSECビジネススクール

ベルリン自由大学

エクス＝マルセイユ大学

高分子化学研究所フライブルク大学

グルノーブル・アルプ大学

ブダペスト・コルヴィヌス大学

人文科学部アジア・アフリカ研究所
ハンブルク大学
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
BRGM（フランス地質調査所） 部局間協定 都市安全研究センター 2006.08.07
フランス国立パルス磁場研究所 部局間協定 分子フォトサイエンス研究センター 2003.12.18

部局間協定 法学研究科 2018.08.28
法学部 　学生交流細則 法学研究科 2020.03.09

部局間協定 法学研究科 2018.09.17
　学生交流細則 法学研究科 2018.09.17
部局間協定 法学部、法学研究科 2015.11.15
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2015.11.15
大学間協定 2018.07.24
　学生交流細則 全学 2018.07.24
大学間協定 2015.04.10

　学生交流細則
人文学研究科、人間発達環境学研究科、国際
協力研究科

2015.04.10

部局間協定 国際文化学研究科、国際人間科学部 2017.01.10
　学生交流細則 国際文化学研究科、国際人間科学部 2017.01.10

ブルガリア
7研究機関 大学間協定 2005.07.01

食品技術大学 部局間協定 農学研究科 2015.12.16

大学間協定 2012.07.25
　学生交流細則 全学

※※ 2018.06.18
トラキア大学 農学部 部局間協定 農学部、農学研究科 2016.06.01
ベルギー

大学間協定 2019.09.30

　学生交流細則
法学研究科、国際文化学研究科、経済学研究
科

2014.08.11

法学部、経済・社会政治学部 　教員交流細則
国際文化学研究科、法学研究科、経済学研究
科

2017.06.22

ブリューゲル研究所 部局間協定 経済学研究科 2013.10.07
大学間協定 2017.09.25

文学・翻訳・コミュニケーション学部 　学生交流細則
文学部、国際人間科学部、人文学研究科、国
際文化学研究科

2018.06.19

大学間協定 2010.09.03
　学生交流細則 全学 2016.10.12
大学間協定 2019.11.27

人文学部、経済経営学部 　学生交流細則
国際文化学部、経済学部、経営学部、国際文
化学研究科、経済学研究科、経営学研究科

2016.10.21

大学間協定 2016.10.12
工学部、建築学部 　学生交流細則 工学部、工学研究科 2017.02.10

大学間協定 2014.01.30
シャンブルー農業生物工学科 　学生交流細則 工学研究科 2015.12.22
人文学部 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2016.06.22
法政治学部 　学生交流細則 法学研究科 2014.04.04
マネジメントスクール 　学生交流細則 経営学研究科 2014.09.26
マネジメントスクール 　学生交流細則 経済学研究科 2014.09.25
生命医科学系 部局間協定

※ 医学研究科、バイオシグナル研究センター 2017.12.20

部局間協定 経済学研究科 2016.03.01

　学生交流細則 経済学研究科 2016.03.01
大学間協定 2019.10.21

　学生交流細則
経済学部、経済学研究科、国際文化学部、国
際文化学研究科

2011.05.03

　学生交流細則（DD） 国際文化学研究科 2017.07.06
　学生交流細則（DD） 経済学部 2015.06.08

社会科学部 　学生交流細則
経済学部、経済学研究科
法学部、法学研究科
国際文化学部、国際文化学研究科

2016.07.19

ヨーロピアンスタディーズセンター、経
済経営学部、人文学部

　学生交流細則（DD） 経済学研究科 2014.03.12

経済経営学部 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2015.09.18
法学部 　学生交流細則 法学研究科 2019.10.21
ヨーロピアンスタディーズセンター 　学生交流細則（DD） 国際文化学研究科 2015.12.15

ポーランド
アダム・ミツキェヴィチ大学 大学間協定 2016.10.26

部局間協定 経済学部、経済学研究科 2014.07.22
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2014.07.22
大学間協定 2017.05.31
　学生交流細則 全学 2017.05.31
大学間協定 2013.10.10
　学生交流細則 全学 2018.10.10
部局間協定 文学部、人文学研究科 2012.07.27
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2012.07.27

ヨーロッパ研究研究科 　学生交流細則（DD） 法学研究科 2018.07.19
部局間協定 経済学部、経済学研究科 2017.06.27
　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2017.06.27
大学間協定 2013.10.09

東洋学部 　学生交流細則 国際文化学研究科、国際人間科学部 2013.10.24
ポルトガル

部局間協定 法学部、法学研究科 2010.11.01
　学生交流細則 法学部、法学研究科 2010.11.01

ラトビア
リガ工科大学 大学間協定 2015.02.25
リトアニア

大学間協定 2016.12.28

　学生交流細則
国際人間科学部、工学部、人間発達環境学研
究科、工学研究科、システム情報学研究科

2016.12.28

ルーマニア
部局間協定 文学部、人文学研究科 2018.03.20
　学生交流細則 文学部、人文学研究科 2018.03.20
大学間協定 1998.11.18

政治行政コミュニケーション学部 　学生交流細則 国際人間科学部、国際文化学研究科 2016.05.24
文学部 　学生交流細則 国際人間科学部 2003.06.19
経営学部 　学生交流細則 経済学部、経済学研究科 2016.01.05

「ディミトリエ・カンテミル」キリスト教大学 外国語学部

ワルシャワ大学

コインブラ大学 経済学部

ヴィリニュス・ゲディミナス工科大学

バベシュ・ボヨイ大学

グダニスク大学 経済学部

ヤゲウォ大学
哲学部

ブリュッセル自由大学（蘭語系）

モンス大学

ルーヴァン・カトリック大学
経済学部

レンヌ第1大学 経営学院・企業経営学院

ソフィア大学

ヘント大学

ブリュッセル自由大学（仏語系）

リエージュ大学

リヨン高等師範学校

サンルイ大学

リール政治学院

リール大学

ボルドー政治学院

ポワティエ大学

人文学部

ルーヴェン大学

ニコラウス・コペルニクス大学

ワルシャワ経済大学
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大学・機関等名 学部等名 協定種別 関連部局 締結更新日
大学間協定 2016.12.15

日本語・日本文学科 　学生交流細則 人文学研究科 2016.12.15
ロシア

大学間協定 2018.06.08

　学生交流細則
国際文化学部、国際人間科学部、法学部、国
際文化学研究科、法学研究科

2018.10.17

大学間協定 2016.11.25
　学生交流細則 全学 2016.11.25

ロシア科学アカデミー プロホロフ一般物理学研究所 部局間協定 分子フォトサイエンス研究センター 2018.12.13

DD：ダブルディグリープログラム
※学生交流細則を含む学術交流協定
※※一部の分野では学生交流を実施していない場合があります
※※※キャンパスアジア・プログラムに係る学生交流実施細則

ブカレスト大学

サンクトペテルブルグ大学

ウラル連邦大学
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