
基幹研究院（人文科学系）

地域 国・地域名 機関名

アジア 韓国 釜山外国語大学校★

アジア 韓国 高麗大学校★

アジア 韓国 同徳女子大学校★

アジア 韓国 国立ソウル大学

アジア 台湾 国立台湾大学★

アジア 中国 大連理工大学

アジア 中国 大連東軟信息学院

アジア 中国 中国社会科学院歴史研究所

アジア 中国 香港城市大学

アジア 中国 香港教育学院

オセアニア オーストラリア ニューサウスウェールズ大学★

オセアニア オーストラリア シドニー工科大学

オセアニア オーストラリア ニューキャッスル大学

オセアニア ニュージーランド カンタベリー大学

北米 アメリカ ミネソタ大学

北米 アメリカ コネチカット大学

北米 アメリカ カリフォルニア州立大学　San Macros校
北米 アメリカ ウェスタンワシントン大学
北米 カナダ ブリテッシュコロンビア大学
北米 カナダ オタワ大学
北米 メキシコ Instituto Politécnico Nacional （国立工科学院）
ヨーロッパ イギリス アシュトン大学
ヨーロッパ イタリア Liceo Scientifico Lussana
ヨーロッパ ドイツ ポツダム大学
ヨーロッパ フィンランド ユヴァスキュラ大学
ヨーロッパ フランス ストラスブール大学★

基幹研究院（人間科学系）

地域 国・地域名 機関名

アジア 韓国 コリア大学

アジア タイ National Institute for Child and Family Development

アジア 中国
School of Modern Languages and Cultures, Faculty of Arts, University of Hong
Kong

オセアニア オーストラリア 豪州国立大学

オセアニア クック諸島
Cook Islands Climate Change Division, the Office of the Prime Minister,
Govenrment of the Cook Islands

オセアニア クック諸島 Cook Islands Campus, University of the South Pacific

オセアニア クック諸島 Island Sustainability Alliance CIS Inc. (ISACI)

北米 アメリカ ハーバード大学

北米 アメリカ スタンフォード大学

北米 アメリカ Department of Anthropology, University of Hawai'I at Manoa

北米 アメリカ Mario Einaudi Center for International Studies, Cornell University

北米 アメリカ ニューヨーク工科大学

北米 アメリカ カリフォルニア大学サンタバーバラ校

北米 アメリカ 南オレゴン大学★

北米 アメリカ サンディエゴ大学

北米 アメリカ サンディエゴ州立大学

北米 アメリカ
Ronald H. Fredrickson Center for School Counseling Outcome Research &
Evaluation, UMASS Amherst

北米 アメリカ Florida Atlantic University Boca Raton, Florida, United States Join institution

ヨーロッパ イギリス Department of Psychiatry, The Warneford Hospital, University of Oxford

ヨーロッパ イタリア Modena e Reggio Emilia大学

ヨーロッパ イタリア  'La Sapienza' Roma大学★

ヨーロッパ イタリア Napoli大学 Orientale★

ヨーロッパ イタリア Messina大学

ヨーロッパ イタリア L'Aquila大学

10-4　海外研究機関等との国際的な研究交流

※契約書や研究費の配分の有無等に係らず、平成28年度に実施した海外研究機関等との国際的な研究交流の実績
※所属は、平成29年5月1日現在
※海外協定校は機関名の後に★マークを表示



ヨーロッパ オランダ 個人開業心理オフィスオーランド

ヨーロッパ オランダ Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam

ヨーロッパ ドイツ ライプチヒ大学

ヨーロッパ ドイツ University Duisburg-Essen

ヨーロッパ ドイツ ドイツ青少年研究所（ミュンヘン）　Deutsches Jugendinstitut e.V.

ヨーロッパ フランス OECD

ヨーロッパ フランス Centre national de la recherche scientifique(CNRS)フランス国立学術研究センター

基幹研究院（自然科学系）

地域 国・地域名 機関名

アジア 台湾 Tamkang University （淡江大学）

アジア 中国 The Chinese University of Hong-Kong

オセアニア オーストラリア The University of Sydney

オセアニア オーストラリア Monash University★

オセアニア オーストラリア CSIRO

オセアニア オーストラリア オーストラリア中性子科学技術機構（ANSTO）

北米 アメリカ ワイオミング大学

北米 アメリカ ベイラー医科大学

北米 アメリカ メリーランド大学

北米 アメリカ アメリカ国立がん研究所 (FNLCR)

北米 アメリカ The University of Massachusetts, Boston

北米 アメリカ University of Georgia

北米 アメリカ Vanderbilt University

北米 アメリカ オークリッジ国立研究所（ORNL）

北米 アメリカ ノートルダム大学

北米 アメリカ オレゴン健康科学大学

北米 アメリカ ポートランド州立大学

北米 アメリカ カリフォルニア大学デービス校★

ヨーロッパ イギリス Swansea University

ヨーロッパ イギリス バーミンガム大学

ヨーロッパ イギリス ISIS（ラザフォードアップルトン研究所RAL所有）

ヨーロッパ イギリス オックスフォード大学

ヨーロッパ イギリス Marine Biological Association of the UK

ヨーロッパ オランダ HAN University of Applied Sciences

ヨーロッパ スイス University of Lausanne

ヨーロッパ スイス パウル・シェラー研究所（PSI）

ヨーロッパ スウェーデン European Spallation Source (ESS)

ヨーロッパ チェコ チェコ科学アカデミー（CAS）

ヨーロッパ ドイツ Stuttgart University

ヨーロッパ ドイツ ハイデルベルグ大学

ヨーロッパ ドイツ ドイツ人工知能研究センター

ヨーロッパ ドイツ ハインツ・マイヤー・ライプニッツセンター（FRM-II）

ヨーロッパ ドイツ ベルリン・ヘルムホルツ研究所（HZB）

ヨーロッパ フィンランド タンペレ大学★

ヨーロッパ フィンランド Centria University

ヨーロッパ フランス ESPCI

ヨーロッパ フランス ラウエ・ランジュバン研究所（ILL）

基幹研究院

地域 国名 機関名

アジア 台湾 国立中山大学

アジア 台湾 国立高雄師範大学

アジア 韓国 全北大学

プロジェクト教育研究院

地域 国名 機関名

北米 アメリカ ブリガムヤング大学

北米 アメリカ メリーランド大学

アジア マレーシア HELP大学

アジア 中国 遼寧師範大学

アジア トルコ MEF大学


