
基幹研究院（人文科学系）

地域 国・地域名 研究機関名

アジア 韓国 釜山外国語大学校★
アジア 韓国 ソウル大学校
大洋州 オーストラリア ニューサウスウェールズ★
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）
欧州 イギリス Society for Research into Higher Education
欧州 イギリス British Association for International and Comparative Education
欧州 フィンランド ヘルシンキ大学
国際機関 国際機関 World Education Research Association
北米 アメリカ ウィスコンシン大学
北米 アメリカ ハワイ大学マノア校

基幹研究院（人間科学系）

地域 国・地域名 機関名

アジア 台湾 中原大学
アジア 中国 復旦大学
大洋州 オーストラリア Australian National University
北米 アメリカ ハーバード大学院
北米 アメリカ合衆国 AEDP Institute (NYC)
北米 アメリカ合衆国 コロラド大学デンバー校
北米 カナダ オタワ大学
北米 米国 Stanford University
欧州 イギリス ロンドン大学
欧州 イタリア 国立ミラノ・ビコッカ大学
欧州 イタリア ラ・サピエンツァ国立ローマ大学★
欧州 ドイツ ヨーロッパ教育史研究図書館
欧州 ノルウエイ Modum Bad病院
欧州 ポルトガル リスボン大学

基幹研究院（自然科学系）

地域 国・地域名 機関名

アジア 韓国 梨花女子大学　★
アジア タイ Prince of Sngkla University
アジア 中国 北京大学
アジア ベトナム Vietnam Academy of Science and Technology
欧州 イギリス University of Reading
欧州 オーストリア ウィーン工科大学
欧州 オランダ Dept. Computer Science, Integrative Bioinformatics, Vrije Universiteit
欧州 ドイツ シュトットガルト大学
欧州 イギリス プリマス大学
欧州 イギリス Marine Biological Association of the UK
欧州 イギリス University of Oxford　★
欧州 イギリス EBI, Cambridge
欧州 イギリス オックスフォード大学
欧州 オランダ ティルブルフ大学
欧州 オランダ フローニンゲン大学
欧州 オランダ ユトレヒト大学
欧州 デンマーク コペンハーゲン大学★
欧州 ドイツ ハイデルベルグ大学
欧州 ドイツ Department Pharmazie, Ludwig-Maximilians-Universität
欧州 ドイツ ボン大学
欧州 ドイツ ザールランド大学

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30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、令和元年6月1日現在
※海外協定校は、研究機関名の後に★マークを表示



地域 国・地域名 機関名

欧州 ドイツ ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン
欧州 ドイツ エアランゲン大学
欧州 ノルウェー オスロ大学
欧州 フランス CBMN, Université de Bordeaux–CNRS 
欧州 フランス ボルドー大学
欧州 ブルガリア ソフィア大学
大洋州 シドニー CSIRO
大洋州 メルボルン モナッシュ大学
中東 イスラエル Technion - Israel Institute of Technology
北米 アメリカ UCLA 
北米 アメリカ アラバマ大学
北米 アメリカ カーネギーメロン大学
北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア工科大学
北米 アメリカ合衆国 ロチェスター大学
北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学デービス校
北米 アメリカ合衆国 カーネギーメロン大学
北米 アメリカ合衆国 Texas A&M University
北米 カナダ ブリティッシュコロンビア大学

研究所、センター

地域 国名 機関名

アジア 韓国 ソウル大学
アジア 韓国 韓国外国語大学
アジア 韓国 釜山大学
アジア 韓国 Institute for National Security Strategy
アジア タイ Asian Institute of Technology（AIT）★
アジア 台湾 台湾国立大学
アジア 台湾 台湾国立政治大学
アジア 中国 北京大学★
アジア 中国 南開大学
アジア 中国 華東師範大学
北米 アメリカ イェール大学
北米 アメリカ Washington College
北米 アメリカ University of Bridgeport
欧州 スイス ジュネーブ大学
欧州 スイス ローザンヌ大学
欧州 ノルウェー ノルウェー科学技術大学★


