
※契約書や研究費の配分の有無等に係らず、平成26年度に実施した海外の研究機関等との研究交流の実績

※所属は、平成27年10月1日現在

※海外協定校は機関名の後に★マークを表示

基幹研究院（人文科学系）

地域 国名 機関名

アジア インドネシア インドネシア国立芸術大学デンパサール校★

欧州 フランス ストラスブール大学スポーツ科学部★

北米 アメリカ テキサス女子大学

欧州 フランス マルセイユ・エクサンプロヴァンス大学地中海社会人文学研究所

欧州 イギリス クラフツ・スタディ・センター, UCA（クリエイティブ・アーツ大学）

基幹研究院（人間科学系）　

地域 国名 機関名

アジア 韓国 韓国外国語大学

アジア 韓国 高麗大学校★

アジア フィリピン ド･ラサール大学

アジア 中国 東北財経大学

アジア 韓国 ソウル市立大学

アジア 韓国 高麗大学校★

アジア 韓国 淑明女子大学★

アジア 韓国 国民大学日本学研究所

アジア 韓国 培栽大学

アジア 韓国 全南大学

アジア 韓国 延世大学

アジア 韓国 徳政女子大学

アジア 韓国 済州大学

アジア 韓国 啓明大学校★

アジア 中国 北京大学中外女性研究センター

アジア 韓国 ソウル市立大学政治学科

アジア 韓国 ソウル大学日本学研究所

アジア 韓国 ソウル市立大学政治学科

アジア タイ アジア工科大学院大学環境資源開発研究科★

欧州 イタリア トリノ大学

欧州 イタリア ラクイラ大学

欧州 イギリス ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス

欧州 イギリス ケンブリッジ大学

欧州 フランス ストラスブール大学日本学学科／アルザス・欧州日本学研究所研究部図書プロジェクト★

海外の研究機関等との共同研究の実績



地域 国名 機関名

欧州 ドイツ 青少年研究所（ミュンヘン）

欧州 イタリア ミラノ大学

欧州 イタリア キェーティ=ペスカーラ大学

欧州 イタリア パヴィア大学

北米 米国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校

北米 米国 ニューヨーク工科大学

北米 米国 南オレゴン大学★

北米 アメリカ コーネル大学

北米 アメリカ ハーバード大学

基幹研究院（自然科学系）　

地域 国名 機関名

アジア モンゴル モンゴル国立健康科学大学

アジア 台湾 国立成功大学

アジア タイ Prince of Songkla University★

アジア 中国 Tsinghua University

欧州 フランス ESPCI, Paris

欧州 フランス キューリー研究所，Pairs

欧州 フランス CNRS, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse / Universit´e Paul Sabatier

欧州 英国 オックスフォード大学★

欧州 チェコ チェコ工科大学

欧州 ベルギー ブリュッセル自由大学

欧州 イギリス Queen's University of Belfast

オセアニア オーストラリア シドニー大学

オセアニア オーストラリア University of Melbourne

オセアニア オーストラリア DeakinUniversity

北米 米国 ジョージア大学

北米 米国 マチューセッツ大学ボストン校

北米 米国 ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校

北米 米国 カリフォルニア大学ロサンジェルス校

北米 ハワイ University of Hawaii at Manoa

欧州 フィンランド タンペレ大学★

欧州 ドイツ フリツ・ハーバー研究所

欧州 ハンガリー デブレツェン大学

欧州 英国 バーミンガム大学

欧州 スイス PSI, ポールシュリファー研究所

欧州 フランス ILL, ラウエランジュバン研究所



地域 国名 機関名

欧州 チェコ Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods

欧州 ドイツ HZB, ヘルムホルツゼントラムベルリン研究所

北米 米国 セントルイス大学

北米 米国 ヴァージニア大学

北米 米国 ORNL, オークリッジ国立研究所

北米 米国 ペンシルベニア州立大学

北米 米国 ノートルダム大学

北米 米国 ワシントン大学

北米 米国 バージニア工科大学

お茶大アカデミック・プロダクション

地域 国名 機関名

アジア インド Institute of Mathematical Sciences

アジア インド Chennai Math Institute

アジア インド Indian Istitute of Technology, Madras

欧州 フランス ストラスブール大学　薬学部★

グローバルリーダーシップ研究所

地域 国名 機関名

アジア 大韓民国 ソウル市立大学

教育開発センター

地域 国名 機関名

欧州 ドイツ ミュンヘン大学

リーディング大学院推進センター

地域 国名 機関名

欧州 イギリス オックスフォード大学★

欧州 イギリス Marine Biological Association of the UK


