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学生
交換

1 大学間 中華人民共和国
復旦大学
Fudan University

上海 ○ -

2 大学間 中華人民共和国
上海対外貿易大学
Shanghai University of International Business and
Economics

上海 ○ -

3 大学間 中華人民共和国
華中科技大学
Huazhong University of Science and Technology

武漢 ○ -

4 大学間 フランス共和国
ストラスブール大学
Université de Strasbourg

ストラスブール ○ ○

5 大学間 フランス共和国
ストラスブール大学経営大学院（EMS）
Université de Strasbourg

ストラスブール ○ ○

6 大学間 フランス共和国
ストラスブール大学政治経済学研究所（IEP）
Université de Strasbourg

ストラスブール ○ ○

7 大学間 アメリカ合衆国
モンタナ大学
The University of Montana

モンタナ州ミズーラ ○ ○

8 大学間 ドイツ連邦共和国
マールブルク大学
Philipps-Universität Marburg

マールブルク ○ ○

9 大学間 アイルランド
ダブリンシティ大学
Dublin City University

ダブリン ○ ○

10 大学間 アメリカ合衆国
オレゴン州立大学
Oregon State University

オレゴン州コーバリス ○ ※1

11 大学間 インドネシア共和国
スラバヤ工科大学
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

スラバヤ ○ -

12 大学間 アメリカ合衆国
ミズーリ大学セントルイス校
University of Missouri-St. Louis

ミズーリ州セントルイス ○ ○

13 大学間 大韓民国
韓国外国語大学校
Hankuk University of Foreign Studies

ソウル ○ ○

14 大学間 大韓民国
東国大学校
Dongguk University

ソウル ○ ○

15 大学間 オーストラリア
シーキュー大学
CQ University

ロックハンプトン ○ ○

16 大学間 中華人民共和国
中国人民大学
Renmin University of China

北京 ○ -

17 大学間 台湾
天主教輔仁大学
Fu Jen Catholic University

新北 ○ ○

18 大学間 ベトナム社会主義共和国
ベトナム国家大学ホーチミン校
Vietnam National University, Hochiminh City

ホーチミン ○ -

19 大学間 大韓民国
大邱大学校
Daegu University

テグ ○ ○

20 大学間 中華人民共和国
大連外国語大学
Dalian University of Foreign Languages

大連 ○ ○

21 その他 アメリカ合衆国
ULI、日本政策投資銀行
Urban Land Institute, Development Bank of Japan

ワシントンDC ○ -

22 コンソーシアム アメリカ合衆国
ISEP（アイセップ）
International Student Exchange Programs

バージニア - ○

23 大学間 中華人民共和国
大連理工大学
Dalian University of Technology

大連 ○ -

24 大学間 タイ王国
アジア工科大学院
Asian Institute of Technology

バンコク ○ -

25 大学間 カナダ
トンプソンリバーズ大学
Thompson Rivers University

カムループス - ○

26 都市 大韓民国
平澤市
Pyeongtaek City

平澤 ○ -

27 その他 アメリカ合衆国
NCPPP（米国PPP協会）
The National Council for Public-Private Partnerships

バージニア ○ -

28 大学間 英国
ブライトン大学
The University of Brighton

ブライトン ○ ※2

29 大学間 オーストラリア
サンシャインコースト大学
The University of the Sunshine Coast

サンシャインコースト ○ ○

30 大学間 大韓民国
建国大学校
Konkuk University

ソウル ○ ○
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31 大学間 アメリカ合衆国
ウィノナ州立大学
Winona State University

ミネソタ州ウィノナ ○ ※1

32 大学間 アメリカ合衆国
メリヴィル大学
Maryville University

ミズーリ州セントルイス ○ ○

33 大学間 英国
カーディフ大学
Cardiff University

ウェールズ ○ ○

34 大学間 アメリカ合衆国
テネシー大学ノックスビル校
The University of Tennessee, Knoxville

テネシー州ノックスビル ○ ○

35 大学間 アメリカ合衆国
リンゼイウィルソン大学
Lindsey Wilson College

ケンタッキー州コロンビア ○ ○

36 大学間 ウズベキスタン共和国
タシケント国立東洋学大学
Tashkent State Institute of Oriental Studies

タシケント ○ -

37 大学間 大韓民国
金剛大学校
Geumgang University

ノンサン ○ ○

38 大学間 アイルランド
リムリック大学
University of Limerick

リムリック ○ ○

39 大学間 アメリカ合衆国
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
California State University, Monterey Bay

カリフォルニア州シーサイド ○ ○

40 大学間 カナダ
マニトバ大学
University of Manitoba

ウィニペグ ○ ○

41 大学間 フィリピン共和国
カラガ州立大※3
Caraga State University

ブトゥアン ○ -

42 大学間 フィリピン共和国
サンホセリコルトス大学
University of San Jose-Ricoletos

セブ ○ -

43 大学間 フィリピン共和国
セントジョセフ工科大学※3
Saint Joseph Institute of Technology

ブトゥアン ○ -

44 大学間 フィリピン共和国
ファーザー・サトゥルニノ・ユリオス大学※3

Father Saturnino Urios University
ブトゥアン ○ -

45 都市 フィリピン共和国
ブトゥアン市※3
Butuan City

ブトゥアン ○ -

46 大学間 インド
インド工科大学マドラス校
Indian Institute of Technology Madras

チェンナイ ○ -

47 大学間 大韓民国
韓南大学校
Hannam University

テジョン ○ ○

48 大学間 スイス連邦
ルツェルン大学
The University of Lucerne

ルツェルン ○ ○

49 大学間 台湾
中国文化大学
Chinese Culture University

台北 ○ -

50 大学間 カナダ
クワントレンポリテクニック大学
Kwantlen Polytechnic University

バンクーバー ○ ○

51 大学間 中華人民共和国
吉林大学
Jilin University

長春 ○ -

52 大学間 英国
ヨーク・セント・ジョン大学
York St John University

ヨーク ○ ○

53 大学間 マレーシア
マラヤ大学
University of Malaya

クアラルンプール ○ -

54 その他 ハンガリー
ハンガリー科学アカデミー原子核研究所
Institute of Nuclear Research of the Hungarian
Academy of Sciences

デブレツェン ○ -

55 大学間 オランダ王国
ロッテルダム大学
Rotterdam University, Rotterdam Business School

ロッテルダム ○ ○

56 大学間 インド
Mangalam Educational Society
マンガラン教育協会
（マンガラン工科大学・Mangalam College of Engineering)

ケララ ○ -

57 大学間 マレーシア
マレーシア国際イスラム大学
International Islamic University Malaysia

パハン ○ -

58 大学間 インド
ケララ大学
University of Kerala

ケララ ○ -

59 大学間 フィリピン共和国
フィリピン大学ディリマン校
University of the Philippines Diliman

ケソンシティ ○ -

60 大学間 ルーマニア
ティミショアラ工科大学
Politehnica University of Timisoara

ティミショアラ ○ -
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61 大学間 台湾
龍華科技大学
Lunghwa University of Science and Technology

桃園県（とうえんけん） ○ -

62 大学間 大韓民国
成均館大学
Sungkyunkwan University

ソウル ○ ○

63 大学間 インド
インド工科大学デリー校
Indian Institute of Technology Delhi

デリー ○ -

64 大学間 アメリカ合衆国
ポートランド州立大学
Portland State University

オレゴン州ポートランド ○ -

65 大学間 フランス共和国
ナント大学
University of Nantes

ナント - ○

66 大学間 大韓民国
円光大学校
Wonkwang University

イクサン（益山） ○ ○

67 大学間 タイ王国
チェンマイ大学
Chiang Mai University

チェンマイ ○ -

68 大学間 大韓民国
仁荷大学
Inha University

仁川広域市 ○ ○

69 大学間 ニュージーランド
ユニテック工科大学
Ｕｎｉｔｅｃ Institute of Technology

オークランド ○ -

70 大学間 カナダ
サスカチュワン大学
University of Saskatchewan

サスカチュワン ○ -

71 大学間 スロベニア
リュブリャーナ大学
The University of Ljubljana

リュブリャーナ ○ -

72 大学間 フランス共和国
ピエール・マリー・キュリー大学 (パリ第6大学)
University Pierre and Marie Curie

パリ ○ -

※1 現在は、学生の派遣超過により、学生交換を中止している。
※2 学生交換は、バイオナノの博士課程または学際融合の大学院生に限る。
※3 フィリピンの3大学、ブトゥアン市、東洋大学との間の5者間協定。


