
提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

シュリ・ラーマチャンドラ大学 インド　チェンナイ 2013年12月25日

ブリティッシュコロンビア大学 カナダ　バンクーバー 2013年11月18日

ランシット大学 タイ　パトゥムタニ県 2015年3月25日

シーナカリンウィロート大学 タイ　バンコク 2013年8月19日

高雄医科大学 台湾　高雄市 2013年9月16日

台北医科大学 台湾　台北市 2016年5月11日

ヘルシンキ大学 フィンランド　ヘルシンキ 2013年8月27日

香港大学 香港　香港島・薄扶林 2013年11月25日

マンダレー歯科大学 ミャンマー マンダレー市 2013年3月22日

ヤンゴン歯科大学 ミャンマー ヤンゴン市 2013年3月22日

延世大学校 歯科大学 韓国 ソウル特別市 1992年 1月15日

同済大学 中国 上海市 2001年 5月29日

アイスランド大学 アイスランド　レイキャビック市 2012年1月31日

マンチェスター大学 人文学部 イギリス　マンチェスター市 2012年8月8日

デリー大学　レディー・シュリ・ラム女子カレッジ インド　ニュ－デリ－ 2013年8月1日

ダルマ・プルサダ大学 インドネシア　ジャカルタ市 2011年7月6日

ボゴール農科大学
インドネシア　ジャワ州　ボゴー
ル市

2017年7月12日

ガジャマダ大学 インドネシア　ジョグジャカルタ市 2010年 3月19日

プリンスエドワードアイランド大学
カナダ　プリンスエドワード州
シャーロットタウン

2017年5月1日

東亜大学校 韓国　釜山市 2009年8月25日

ソウル大学校生活科学大学 韓国　ソウル市 2015年12月15日

梨花女子大学校 韓国　ソウル市 2009年 9月30日

釜山外国語大校 韓国　釜山市 2010年 3月18日

ルンド大学人文学部
スウェーデン　スコーネ県　ルン
ド市

2011年 4月27日

ルンド大学工学部建築環境学科
スウェーデン　スコーネ県　ルン
ド市

2016年11月1日

ペラデニア大学 スリランカ　キャンディ 2010年12月16日

マヒドン大学 タイ　サラヤ 2013年12月19日

チュラロンコーン大学 タイ　バンコク都 2010年 3月15日

タマサート大学 タイ　バンコク都 2011年 2月22日

ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 （ミュンヘン大学） ドイツ　ミュンヘン市 2010年 3月10日

ダッカ大学 バングラデシュ　ダッカ 2016年3月5日

アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン　マニラ市 2016年9月15日

カリフォルニア州立大学　 ノースリッジ校
米国　カリフォルニア州
ノースリッジ市

2008年 1月29日

スペルマン・カレッジ 米国　ジョージア州　アトランタ 2016年10月4日

ハワイ大学西オアフ ハワイ州カポレイ 2018年8月1日

２３．姉妹校友好校等提携
(1)大学・短期大学

学校名

九州歯科大学

福岡女子大学
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ベトナム国家大学ハノイ校 ベトナム　ハノイ市 2009年 9月19日

ルーヴァン大学
ベルギー　ルーヴァン・ラ・ヌーヴ
市

2010年 1月25日

ワルシャワ大学地理及び地域研究学部 ポーランド　ワルシャワ市 2011年6月27日

ユバスキュラ応用科学大学 フィンランド　ユバスキュラ 2018年12月6日

トゥ―ルーズ・ジャン・ジョレス大学 フランス　トゥ―ルーズ　ミライユ 2018年12月6日

マラヤ大学 マレーシア　クアラルンプール 2018年8月1日

淡江大学 台湾　新北市 2011年11月21日

国立東華大学 2018年8月25日

大連大学 中国　大連市 2012年7月2日

同済大学外国語学院及び女子学院 中国　上海市 2011年8月22日

威徳大学校 韓国　慶尚北道慶州市 2015年11月23日

大邱韓医大学校 韓国　慶尚北道慶山市 2006年 9月 6日

三育大学校 韓国　ソウル市 2010年 5月12日

コンケン大学 タイ　コンケン市 2009年11月12日

吉林大学珠海学院 中国　広東省　珠海市 2016年4月25日

南京師範大学 中国　江蘇省　南京市 1994年11月28日

北京中医薬大学 中国　北京市 2009年11月17日

インド工科大学ボンベイ校 インド　マハラシュトラ州ムンバイ 2017年10月31日

オックスフォード・ブルックス大学
英国　オックスフォードシャー州
オックスフォード市

2000年 4月 6日

カーディフ大学 英国　カーディフ市 1992年 5月11日

ノッティンガム大学
英国　ノッティンガムシャー州
ノッティンガム市

1994年 6月29日

クイーンズランド大学
オーストラリア　クイーンズランド
州ブリスベン市

1999年 5月14日

タスマニア大学
オーストラリア　タスマニア州ホ
バート市

1999年 9月13日

ニューカッスル大学
オーストラリア　ニューサウス
ウェールズ州ニューカッスル市

2013年12月13日

バンクーバーアイランド大学
カナダ　ブリティッシュコロンビア
州ナナイモ

2017年2月1日

ダグラス・カレッジ
カナダ　ブリティッシュコロンビア
州

2000年 8月16日

セルカーク・カレッジ
カナダ　ブリティッシュコロンビア
州キャッスルガー市

2014年6月10日

仁川研究院 韓国　仁川広域市 2006年11月 9日

国民大学校 韓国　ソウル特別市 2011年1月26日

済州大学校 韓国　済州市 2018年3月29日

韓国海洋大学校 韓国　釜山広域市 2013年3月25日

国立昌原大学校 韓国　慶尚南道昌原市 2010年11月18日

王立プノンペン大学 カンボジア　プノンペン 2018年2月16日

タマサート大学 タイ　バンコク 2013年6月27日

キングモンクット工科大学トンブリ校 タイ　バンコク 2018年2月8日

福岡県立大学

北九州市立大学

福岡女子大学
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西安交通大学 中国　陜西省　西安市 2007年11月20日

同済大学 中国　上海市 2015年9月28日

澳門大学 中国　中国澳門特別行政区 2012年8月18日

北京語言大学 中国　北京市 2007年11月 2日

ゲッティンゲン大学
ドイツ　ニーダザクセン州
ゲッティンゲン市

1995年 3月31日

パリ・ディドロ大学 フランス　パリ 2017年4月28日

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 米国　カリフォルニア州 2014年12月8日

フォート・ルイス大学 米国　コロラド州デュランゴ市 2013年11月14日

オールド・ドミニオン大学
米国　バージニア州
ノーフォーク市

1986年 4月 1日

ハワイ大学カピオラニ・コミュニティカレッジ 米国　ハワイ州ホノルル 2016年8月22日

ピッツバーグ大学
米国 ペンシルバニア州ピッツ
バーグ市

2004年 5月 6日

タコマ・コミュニティカレッジ 米国 ワシントン州タコマ市 1999年12月24日

ダナン大学 ベトナム　ダナン市 2012年9月17日

ベトナム国家大学ハノイ校 ベトナム　ハノイ 2015年9月1日

ハノイ科学大学 ベトナム　ハノイ市 2012年9月15日

サラワク大学 マレーシア　サラワク州 2013年12月24日

ニューエラ・ユニバーシティカレッジ
マレーシア セランゴール州カ
ジャン

2018年1月26日

仁川大学校 韓国 仁川広域市 1997年 9月25日

文藻外語大学 台湾　高雄市 2013年9月25日

中華大学 台湾 新竹市 2003年 5月29日

大連外国語大学 中国 遼寧省 大連市 1988年 5月25日

大連理工大学 中国 遼寧省 大連市 2002年 4月25日

ブレーマーハーフェン大学
ドイツ　ブレーメン州
ブレーマーハーフェン

2018年12月7日

中原大学 台湾　桃園市 2019年3月20日

ウォーターフォード工科大学
アイルランド共和国
ウォーターフォード州

2019年3月29日

アイルランド国立大学 ゴールウェイ校
アイルランド共和国
ゴールウェイ州

2019年3月29日

シンガポール経営学校
シンガポール
クレメンティ

2019年3月29日

韓国教員大学校 韓国　忠清北道　清原郡 2006年 6月 1日

釜山教育大学校 韓国　釜山広域市 1998年12月11日

リンネ大学 スウェーデン　ヴェクショー市 2005年 8月23日

国立彰化師範大学 台湾　彰化市 2009年 5月 26日

遼寧師範大学 中国　遼寧省　大連市 1986年 6月26日

北アリゾナ大学
米国　アリゾナ州
フラッグスタッフ市

2001年 3月 6日

ウィスコンシン大学ラクロス校
米国　ウィスコンシン州　ラクロス
市

2013年11月15日

アイスランド大学 アイスランド　レイキャビク 2006年12月 6日

北九州市立大学

九州大学

福岡教育大学
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インド工科大学ボンベイ校 インド　ムンバイ 2008年 4月 8日

ガジャマダ大学
インドネシア
ジョグジャカルタ

2005年 1月29日

バンドン工科大学 インドネシア　バンドン 2016年3月25日

ウォーリック大学 英国　コヴェントリー 2009年 4月20日

エジンバラ大学 英国　エジンバラ 2019年2月7日

シェフィールド大学 英国　シェフィールド 2004年12月21日

ニューカッスル大学
英国
ニューカッスル・アポン・タイン

2005年 2月 6日

バーミンガム大学 英国　バーミンガム 1993年11月 9日

ブリストル大学 英国　ブリストル 2000年10月 5日

リーズ大学 英国　リーズ 2014年5月2日

ロンドン大学アジア・アフリカ学院 英国　ロンドン 2006年11月27日

ロンドン大学ロイヤル･ホロウェイ校 英国　ロンドン 2016年11月25日

オーストラリア国立大学 オーストラリア　キャンベラ 2006年 7月19日

クイーンズランド大学 オーストラリア　ブリスベン 1993年12月15日

シドニー工科大学
オーストラリア
ニューサウスウェールズ

2008年 6月19日

ニューサウス・ウェールズ大学
オーストラリア
ニューサウスウェールズ

2015年11月23日

ラ・トローブ大学 オーストラリア　メルボルン 2017年8月17日

ライデン大学 オランダ　ライデン 2006年12月 7日

クイーンズ大学
カナダ　オンタリオ州
キングストン

2009年 3月23日

梨花女子大学校 韓国　ソウル特別市 1994年10月10日

江原大学校 韓国　江原道　春川市 2005年 4月19日

韓国学中央研究院 韓国　城南市 2012年10月15日

慶尚大学校 韓国　慶州南道　晋州市 2004年12月14日

慶煕大学校 韓国　京畿道　龍仁市 2001年 5月1日

慶北大学校 韓国　大邸広域市 2003年12月30日

高麗大学校 韓国　ソウル特別市 2005年 8月17日

ソウル大学校 韓国　ソウル特別市 2001年 8月21日

西江大学校 韓国　ソウル特別市 1994年11月16日

成均館大学校 韓国　ソウル特別市 2005年 6月13日

済州大学校 韓国　済州市 2004年10月30日

中央大学校 韓国　ソウル特別市 2007年 7月17日

忠南大学校 韓国　大田広域市 1991年10月15日

全北大学校 韓国　全羅北道　全州市 2000年 3月 7日

東亜大学校 韓国　釜山広域市 2005年 3月10日

東国大学校 韓国　ソウル特別市 2005年 6月20日

九州大学
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釜慶大学校 韓国　釜山広域市 2018年12月21日

釜山大学校 韓国　釜山広域市 1986年 9月15日

浦項工科大学校 韓国　慶尚北道　浦項市 2002年 3月28日

延世大学校 韓国　ソウル特別市 1994年10月13日

シンガポール国立大学 シンガポール 2001年 5月1日

シンガポールマネジメント大学 シンガポール 2004年 8月17日

ナンヤン工科大学 シンガポール 2017年8月15日

ウプサラ大学 スウェーデン　ウプサラ 2005年 3月24日

スウェーデン王立工科大学 スウェーデン　ストックホルム 2006年 9月18日

ストックホルム大学 スウェーデン　ストックホルム 2007年 1月 8日

泰日工業大学 タイ　バンコク 2007年 8月 1日

タマサート大学 タイ　バンコク 2003年 9月30日

チュラロンコン大学 タイ　バンコク 1994年 5月30日

マヒドン大学 タイ　バンコク 2002年 8月 2日

工業技術研究院 台湾　新竹 2007年12月21日

国立台湾大学 台湾　台北 2001年 5月1日

国立清華大学 台湾　新竹 2008年10月14日

淡江大学 台湾　台北 2008年 9月11日

国立政治大学 台湾　台北 2018年8月29日

国立台湾師範大学 台湾　台北 2018年10月22日

国立台湾科技大学 台湾　台北 2019年1月15日

華中科技大学 中国　武漢市 2008年 4月16日

華南農業大学 中国　広州市 1985年 6月25日

華南理工大学 中国　広州市 1985年 6月25日

吉林大学 中国　長春市 1986年10月 4日

四川大学 中国　成都市 2001年10月25日

上海交通大学 中国　上海市 2002年 9月29日

新彊師範大学 中国　ウルムチ市 1986年11月27日

清華大学 中国　北京市 1989年11月27日

浙江大学 中国　杭州市 2002年 3月18日

中国科学技術大学 中国　合肥市 1995年10月26日

中国科学院大学 中国　北京市 2017年6月6日

中国人民大学 中国　北京市 2004年 6月18日

中山大学 中国　広州市 1984年11月12日

同済大学 中国　上海市 2007年 9月17日

九州大学
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東北師範大学 中国　長春市 2006年 4月28日

南開大学 中国　天津市 2008年 1月30日

南京大学 中国　南京市 2004年10月25日

武漢大学 中国　武漢市 2008年 1月25日

復旦大学 中国　上海市 2003年 9月22日

北京大学 中国　北京市 1985年12月25日

北京航空航天大学 中国　北京市 2005年 3月28日

北京師範大学 中国　北京市 1986年12月22日

香港大学 中国　香港特別行政区 2001年 5月1日

香港中文大学 中国　香港特別行政区 2001年4月16日

遼寧何氏医学院 中国　瀋陽市 2015年6月5日

チリカトリック大学 チリ　サンティアゴ 2005年 8月22日

ハイデルベルク大学 ドイツ　ハイデルベルク 2011年 6月22日

ハノーバー獣医科大学 ドイツ　ハノーバー 1988年 9月 1日

ハノーバー大学 ドイツ　ハノーバー 1989年 2月20日

ホーエンハイム大学 ドイツ　シュトュットガルト 2004年 9月22日

ルードヴィヒ・マクシミリアン大学（ミュンヘン大学） ドイツ　ミュンヘン 1984年 1月30日

ミュンヘン工科大学 ドイツ　ミュンヘン 2004年 6月26日

ヨハネスグーテンベルク大学マインツ ドイツ　マインツ 2018年11月5日

ダッカ大学 バングラデシュ　ダッカ 2017年3月28日

アテネオ デ マニラ大学 フィリピン　マニラ 2003年6月30日

フィリピン大学 フィリピン　ケソン 2004年 8月11日

サンパウロ大学 ブラジル　サンパウロ 2007年 8月 9日

リオデジャネイロ連邦大学 ブラジル　リオデジャネイロ 2007年 5月 2日

エクスーマルセイユ大学 フランス　マルセイユ 2005年 4月 8日

エコール スーペリウール  デレクトリシテ フランス　パリ 2004年 3月26日

エコール ナショナル スーペリウール  ド テクニック アヴァンセ フランス　パリ 2004年 3月17日

グルノーブル大学連合 フランス　グルノーブル 2012年7月25日

国立東洋言語文化大学（INALCO) フランス　パリ 2008年12月28日

ストラスブール大学 フランス　ストラスブール 1999年10月1日

エコール ノーマル スーペリウール ド  カシャン フランス　パリ 2015年 7月1日

ポリテクニーク・ド・ボルドー フランス　ボルドー 2005年2月4日

ボルドー大学 フランス　ボルドー 1981年2月 4日

ボルドー建築景観学院 フランス　ボルドー 2005年2月4日

ボルドー国立農業技術大学校 フランス　ボルドー 2012年9月21日

九州大学
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ボルドー政治学院 フランス　ボルドー 2012年9月21日

ボルドー･モンテーニュ大学 フランス　ボルドー 1981年2月4日

アラバマ大学バーミンガム校 米国　アラバマ州 1983年11月 7日

アリゾナ州立大学 米国　アリゾナ州 2009年 2月25日

マサチューセッツ大学アムハースト校 米国　アムハースト 2008年 8月 8日

イェール大学 米国　コネティカット州 2000年 3月13日

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 米国　イリノイ州 2014年5月26日

ヴァージニア工科大学 米国　ヴァージニア州 2018年4月17日

ウィスコンシン大学マディソン校工学部 米国　ウィスコンシン州 1996年12月 9日

カリフォルニア大学 デービス校 米国　カリフォルニア州 2004年12月22日

カリフォルニア大学サンディエゴ校 米国　カリフォルニア州 2018年1月29日

北アリゾナ大学 米国　アリゾナ州 2015年12月2日

グローブシティ大学 米国　ペンシルヴァニア州 2000年 10月1日

ケンヨン大学 米国　オハイオ州 2000年 8月 1日

コーネル大学 米国　ニューヨーク州 1997年 9月18日

サンノゼ州立大学 米国　カリフォルニア州 2008年12月15日

ジョージア大学 米国　ジョージア州 2002年 4月 17日

デューク大学 米国　ノースキャロライナ州 1996年11月 7日

ハワイ大学マノア校 米国　ハワイ州 2014年6月13日

プリンストン大学 米国　ニュージャージー州 1995年 5月10日

ベレア大学 米国　ケンタッキー州 2000年 10月 1日

ミシガン大学 米国　ミシガン州 1995年10月1日

メリーランド大学システム 米国　メリーランド州 2014年6月24日

メリーランド大学ボルチモア・カウンティ校 米国　メリーランド州 2014年6月24日

ライス大学 米国　テキサス州 1995年10月 1日

ロードアイランド大学 米国　ロードアイランド州 2018年4月18日

ワシントン大学
米国　ワシントン州
シアトル

1994年10月 3日

ベトナム国家大学ハノイ校 ベトナム　ハノイ 2016年9月2日

ベトナム国家大学ホーチミン校 ベトナム　ホーチミン 2018年7月13日

ルーヴァン・カトリック大学
ベルギー
ルーヴァン・ラ・ヌーブ

1984年 1月25日

レウヴェン・カトリック大学 ベルギー　レウヴェン 1984年 2月14日

マラヤ大学 マレーシア　クアラルンプール 2007年 8月 8日

ヤンゴン大学 ミャンマー　ヤンゴン 2015年9月18日

グアダラハラ自治大学 メキシコ　グアダラハラ 1983年12月20日

メキシコ国立自治大学 メキシコ　メキシコシティ 2005年4月23日

九州大学
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モンゴル科学技術大学 モンゴル　ウランバートル 2013年10月9日

サンクトペテルブルク国立大学 ロシア　サンクトペテルブルク 2007年10月26日

サレント大学 イタリア 2015年3月12日

インド工科大学デリー インド 2015年2月27日

インド工科大学バラナシ インド 2015年1月22日

インド工科大学カーンプル インド 2014年10月20日

マニパル大学 インド 2016年7月25日

デリー大学 インド 2018年8月29日

バンドン工科大学 インドネシア 2003年2月28日

ハサヌディン大学 インドネシア 2017年7月11日

クランフィールド大学 英国 2001年7月25日

サリー大学 英国 2003年5月28日

マンソウラ大学 エジプト 2019年2月6日

シドニー工科大学 オーストラリア 1995年5月9日

オーストラリア国立大学 オーストラリア 2015年12月1日

オールネーションズ大学 ガーナ 2016年1月6日

オンタリオ工科大学 カナダ 2018年2月14日

中央大学校 韓国 2017年12月8日

昌原大学校 韓国 1996年1月29日

韓国交通大学校 韓国 1996年3月27日

釜山大学校 韓国 2002年4月9日

国立ハンバット大学校 韓国 2011年11月18日

スンミョン女子大学 韓国 2014年7月25日

韓国電子技術研究院 韓国 2014年10月12日

韓国海洋大学校 韓国 2016年10月27日

ジャウマ1世大学 スペイン 2017年1月13日

リュブリャナ大学 スロベニア 2018年11月8日

タマサート大学 タイ 2009年1月16日

キング・モンクット工科大学北バンコク校 タイ 2012年5月12日

ラジャマンガラ工科大学プラナコーン校 タイ 2013年12月2日

カセサート大学 タイ 2017年6月19日

キング・モンクット工科大学トンブリ校 タイ 2014年12月19日

キング・モンクット工科大学 ラードクラバン校 タイ 2018年11月8日

国立台湾科技大学 台湾 2009年7月14日

国立台北科技大学 台湾 2014年10月17日

九州工業大学

九州大学
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国立陽明大学 台湾 2017年6月19日

国立清華大学 台湾 2017年7月31日

東海大学 台湾 2018年3月6日

常熟理工学院 中国 2017年3月28日

江蘇大学 中国 2018年2月27日

山東大学 中国 1997年11月4日

北京科技大学 中国 1984年11月3日

華東交通大学 中国 2000年6月30日

大連理工大学 中国 2014年6月23日

中国農業大学 中国 2005年12月28日

河南科技大学 中国 2006年2月14日

揚州大学 中国 2007年7月29日

東北大学 中国 2013年7月18日

青島理工大学 中国 2016年7月11日

中国石油大学 中国 2013年9月2日

クラウスタール工科大学 ドイツ 2012年12月20日

フライベルグ工科大学 ドイツ 2018年2月15日

連邦工科大学アクラ校 ナイジェリア 2015年7月14日

サウスイーストノルウェー大学 ノルウェー 2016年6月23日

ブラック大学 バングラデシュ 2014年5月29日

インデペンデント大学 バングラデシュ 2016年3月29日

ラジシャヒ大学 バングラデシュ 2017年2月7日

フィリピン大学ディリマン校 フィリピン 2008年9月17日

アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン 2016年9月15日

ロレーヌ大学 フランス 2003年5月27日

サンテティエンヌ国立高等鉱業学院 フランス 2010年9月3日

ポワティエ大学 フランス 2016年6月15日

国際情報処理科学院 フランス 2018年4月9日

テキサス大学エルパソ校 米国 2013年5月13日

カリフォルニアポリテクニック州立大学 米国 2016年7月22日

ニューヨーク市立大学シティカレッジ 米国 2016年12月9日

ニューヨーク市立大学ブルックリン校 米国 2018年1月1日

コロラド大学ボルダー校 米国 2017年7月19日

ＦＰＴ大学 ベトナム 2007年3月19日

ハノイ科学技術大学 ベトナム 2007年3月20日

九州工業大学
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ホーチミン科学大学 ベトナム 2010年8月13日

ホーチミン市工科大学 ベトナム 2017年11月6日

ベトナム国家ハノイ科学大学 ベトナム 2018年11月2日

アダム・ミツキェヴィチ大学 ポーランド 2016年6月23日

ポルト大学 ポルトガル 2014年10月16日

マレーシアプトラ大学 マレーシア 2002年2月4日

マレーシア工科大学 マレーシア 2011年12月15日

マレーシア国民大学 マレーシア 2012年12月27日

マレーシア科学大学 マレーシア 2016年6月10日

マラ工科大学 マレーシア 2016年9月5日

トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 マレーシア 2018年7月9日

マラヤ大学 マレーシア 2018年10月4日

ペトロナス工科大学 マレーシア 2019年3月22日

マルチメディア大学 マレーシア 2019年3月7日

国立メキシコ工科大学 メキシコ 2017年11月30日

モンゴル国立大学 モンゴル 2016年2月18日

ノヴォシビルスク大学 ロシア 2017年4月20日

ベイラー大学 米国　テキサス州 1971年 7月12日

ニューヨーク州立大学 オネオンタ校 米国　ニューヨーク州 1972年11月30日

ロード・アイランド大学 米国　ロード・アイランド州 1973年 5月14日

ワシタ・バプテスト大学 米国　アーカンソー州 1974年12月 9日

サン・ディエゴ州立大学 米国　カリフォルニア州 1977年 1月31日

オクラホマ・バプテスト大学 米国　オクラホマ州 1977年 8月 5日

マーサー大学
米国　ジョージア州
メイコン市

1995年 5月15日

セント・クラウド州立大学 米国　ミネソタ州 2003年 5月 2日

デラウェア大学 米国　デラウェア州 2003年 5月24日

ノース・カロライナ大学 グリーンズボロ校 米国　ノース・カロライナ州 2005年 7月13日

ハワイ大学 ヒロ校 米国　ハワイ州 2006年 1月20日

ニューヨーク市立大学 スタテンアイランド校 米国　ニューヨーク州 2006年 8月17日

ニューメキシコ州立大学
米国　ニューメキシコ州
ラスクルーセス

2008年 1月16日

ミドルテネシー州立大学 米国　テネシー州 2009年 8月21日

ユタ州立大学 米国　ユタ州 2011年11月 8日

フォーマン大学 米国　サウスカロライナ州 2012年12月10日

サムフォード大学
米国　アラバマ州　バーミングハ
ム市

2013年11月25日

ベルモント大学 米国　テネシー州 2014年9月15日

九州工業大学

西南学院大学
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カーソン・ニューマン大学 米国　テネシー州 2015年11月2日

スリッパリーロック大学 米国　ペンシルバニア州 2016年6月13日

ミネソタ州立大学マンケート校 米国　ミネソタ州 2016年6月16日

マーシー大学 米国　ニューヨーク州 2017年1月18日

サザンニューハンプシャ大学 米国　ニューハンプシャー州 2017年1月30日

オレゴン大学 米国　オレゴン州 2017年12月11日

ノースアラバマ大学 米国　アラバマ州 2018年1月10日

キャンベル大学 米国　ノース・カロライナ州 2018年12月 5日

マクマスター大学 カナダ　オンタリオ州 2003年 4月23日

プリンス・エドワード・アイランド大学
カナダ　プリンス・エドワード・アイ
ランド州

2015年12月10日

モントリオール大学 カナダ　ケベック州 2016年12月19日

コンコルディア大学 カナダ　ケベック州 2017年3月22日

ロイヤルロード大学
カナダ　ブリティッシュ・コロンビ
ア州

2017年11月29日

リヴァプール・ジョン・モーズ大学 英国　リヴァプール市 2000年7月3日

セントラル・ランカシャー大学 英国　プレストン市 2009年7月9日

ウィンチェスター大学 英国　ハンプシャー州 2014年7月23日

キール大学 英国　キール市 2016年6月24日

ヨーク・セントジョン大学 英国　ヨーク市 2017年2月10日

グルノーブル・アルプ大学 フランス　グルノーブル市 1978年 2月27日

エクス＝マルセイユ大学 フランス　エクサンプロバンス 1988年 2月29日

パリ第３新ソルボンヌ大学 フランス　パリ 2004年11月10日

ボルドー・モンテーニュ大学 フランス　ボルドー市 2015年10月29日

ISGビジネススクール フランス　パリ市 2016年12月1日

アンジェ・カトリック大学 フランス　アンジェ市 2018年1月9日

フランシュ・コンテ大学 フランス　ブザンソン 2018年2月16日

ノード大学 ノルウェー　ボーデー市 2006年11月16日

ユバスキュラ応用科学大学 フィンランド　ユバスキュラ 2010年 3月25日

タンペレ大学 フィンランド　タンペレ市 2016年10月14日

トリノ大学 イタリア　トリノ 2010年10月26日

シエナ外国人大学 イタリア　シエナ 2014年7月7日

アムステルダム応用科学大学 オランダ　アムステルダム市 2012年 3月20日

コペンハーゲン大学 デンマーク　コペンハーゲン市 2012年 7月 3日

カレル大学 チェコ　プラハ市 2013年7月22日

マサリク大学 チェコ　ブルノ市 2013年7月23日

ケルン大学 ドイツ　ケルン市 2014年7月8日

西南学院大学
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デュースブルク・エッセン大学 ドイツ　デュースブルク市 2014年9月25日

エトベシュ･ロラーンド大学 ハンガリー　ブダペスト市 2013年8月27日

アイスランド大学 アイスランド　レイキャビク市 2015年2月23日

ワルシャワ経済大学 ポーランド　ワルシャワ市 2016年2月9日

ワルシャワ大学 ポーランド　ワルシャワ市 2016年8月22日

ルーヴァン・カトリック大学
ベルギー　ルーヴァン・ラ・ヌーヴ
市

2016年12月14日

ブリュッセル自由大学 ベルギー　ブリュッセル市 2017年12月18日

サンチアゴ・デ・コンポステーラ大学
スペイン　サンチアゴ・デ・コンポ
ステーラ市

2018年1月10日

サンクトペテルブルク工科大学 ロシア　サンクトペテルブルク 2018年5月2日

ルーマニア・アメリカ大学 ルーマニア　ブカレスト 2018年5月14日

イスタンブール・セヒール大学 トルコ　イスタンブール 2018年12月4日

ディーキン大学 オーストラリア　ビクトリア州 2015年6月30日

吉林大学 中国　吉林省　長春市 1991年 1月14日

華東師範大学 中国　上海市 2011年 6月16日

香港バプテスト大学 中国　香港 2008年 9月 8日

香港恒生大学 中国　香港 2018年2月14日

慶星大学校 韓国　釜山広域市 2001年 6月25日

梨花女子大学校 韓国　ソウル特別市 2005年 5月17日

高麗大学校 韓国　ソウル特別市 2011年 7月20日

釜慶大学校 韓国　釜山広域市 2012年 7月12日

誠信女子大学校 韓国　ソウル特別市 2016年8月24日

東呉大学 台湾　台北市 2006年 1月23日

輔仁大学 台湾　台北 2015年2月17日

東海大学 台湾　台中市 2016年1月27日

国立東華大学 台湾　花蓮市 2017年8月9日

文藻外語大学 台湾　高雄市 2018年8月21日

マラヤ大学 マレーシア　クアラルンプール 2015年5月27日

アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン　ケソン市 2015年5月11日

マハサラカム大学 タイ　マハサラカム 2018年8月9日

チュラーロンコーン大学 タイ　バンコク 2014年7月24日

ヨハネスブルグ大学
南アフリカ共和国　ヨハネスブル
ク

2019年4月5日

セントラル・ランカシャー大学 英国　プレストン 2017年7月21日

パドヴァ大学 イタリア　パドヴァ市 2002年 7月24日

イスラム大学ジャカルタ校 インドネシア　ジャカルタ 2017年8月8日

パジャジャラン大学 インドネシア　バンドン市 2012年10月26日

西南学院大学

福岡大学
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イスラム大学マラン校 インドネシア　マラン 2017年11月22日

ガジャマダ大学
インドネシア
ジョクジャカルタ市

2002年 2月 1日

イスラム州立大学バンドン校 インドネシア　バンドン 2018年11月23日

ニューカッスル・アポン・タイン 大学
英国
ニューカッスル・アポン・タイン市

1985年 6月28日

バース大学 英国　バース市 2003年 6月 8日

リーズ大学 英国　リーズ市 1990年12月11日

グリフィス大学 オーストラリア　ブリズベン市 1991年11月28日

仁川大学校 韓国　仁川広域市 2010年 5月27日

培材大学校 韓国　大田広域市 2015年9月18日

慶南大学校 韓国　大田広域市 2018年2月16日

東国大学校 韓国　慶州市 2013年7月19日

慶煕大学校 韓国　ソウル市 2011年 8月19日

国民大学校 韓国　ソウル市 2013年11月13日

啓明大学校 韓国　大邱広域市 2006年12月18日

東亜大学校 韓国　釜山広域市 2010年 6月 2日

東西大学校 韓国　釜山広域市 2010年 6月29日

釜慶大学校 韓国　釜山広域市 2012年 4月10日

梨花女子大学校 韓国　ソウル特別市 2001年 9月 4日

高麗大学校 韓国　ソウル特別市 2002年10月25日

蔚山大学校 韓国　蔚山広域市 1990年12月 6日

釜山大学校 韓国　釜山広域市 2000年12月 4日

東義大学校 韓国　釜山広域市 2002年 3月29日

慶北大学校 韓国　大邱市 2018年6月26日

釜山外国語大学校 韓国　釜山広域市 2019年1月7日

プノンペン大学 カンボジア　プノンペン市 2015年7月24日

ジョモ・ケニアッタ農業工業大学 ケニア　ナイロビ 2017年7月24日

ヴァレンシア大学 スペイン　ヴァレンシア市 2011年 2月22日

セビージャ大学 スペイン　セビージャ 2017年4月11日

カセサート大学 タイ　バンコク市 2017年1月27日

銘傳大学 台湾　台北市 2015年6月25日

国立高雄大学 台湾　高雄市 2012年 4月 1日

輔仁大学 台湾　台北縣　新荘市 2001年 5月30日

広州大学 中国　広州市 2007年 6月22日

長安大学 中国　西安市 2015年5月12日

東北林業大学 中国　ハルピン市 2011年 4月 8日

福岡大学
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ハルピン師範大学 中国　ハルピン市 2011年 4月25日

黒龍江大学 中国　ハルピン市 2011年 9月28日

ハルピン理工大学 中国　ハルピン市 2012年 9月 7日

ハルピン商業大学 中国　ハルピン市 2012年 9月 8日

国家法官学院 中国　北京市 2005年 9月13日

中央財経大学 中国　北京市 2008年11月21日

煙台大学 中国　煙台市 2002年 8月 1日

華東師範大学 中国　上海市 2000年 8月30日

西安交通大学 中国　西安市 2013年7月25日

西北大学 中国　西安市 2013年9月23日

中国政法大学 中国　北京市 2001年 7月 9日

揚州大学 中国　揚州市 2002年 1月21日

済南大学 中国　済南市 2018年5月10日

フリードリヒ・シラー大学イエナ ドイツ　イエナ市 2009年 6月25日

デュースブルク・エッセン大学 ドイツ　ルール地方 2015年6月24日

パムッカレ大学 トルコ　デニズリ市 2009年 8月10日

トリブヴァン大学 ネパール　カトマンズ市 2001年10月12日

セントラル・フィリピン大学 フィリピン　イロイロ市 2017年1月5日

ドゥ・ラ・サール大学 フィリピン　マニラ市 2002年 8月 9日

タンペレ大学 フィンランド　タンペレ市 2011年 4月19日

連邦立サンタ・カタリナ大学 ブラジル　フロリアノポリス市 2002年 1月11日

セルジー・ポントワーズ大学
フランス
セルジー・ポントワーズ市

2012年11月22日

バイオ産業大学 フランス　セルジー 2017年9月15日

パリ・ディドロ大学-パリ第7 フランス　パリ市 2006年12月21日

リヨン政治学院 フランス　リヨン市 2012年11月20日

ウオッシュバン大学 米国　カンザス州 1984年10月 1日

カンザス大学 米国　カンザス州 1988年 1月 9日

シアトル大学 米国　シアトル市 2016年2月18日

ジョージア工科大学 米国　ジョージア州 1995年 7月31日

ダナン大学 ベトナム　ダナン市 2013年10月22日

ハノイ大学 ベトナム　ハノイ市 2013年8月29日

リエージュ大学 ベルギー　リエージュ市 2013年7月1日

ルーヴァン・カトリック大学
ベルギー　ルーヴァン・ラ・ヌーヴ
市

1997年 6月25日

サリバジャヤ医療科学大学 マレーシア　サリバジャヤ 2017年8月10日

スルタン・イドリス教育大学 マレーシア　タンジョンマリム市 2010年 5月17日

福岡大学
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マラヤ大学 マレーシア　クアラルンプール 2018年5月10日

マラ工科大学 マレーシア　クアラルンプール 2019年2月4日

リーズ・ベケット大学 英国 リーズ市 1996年 8月 9日

シュトゥットガルト造形美術大学 ドイツ 　シュトゥットガルト市 2002年 7月19日

リール科学技術大学 フランス リール市 1998年11月 3日

リール・カトリック大学 フランス リール市 2003年 3月24日

アビリン・クリスチャン大学 米国 テキサス州 アビリン市 1996年12月11日

オックスフォード・ブルックス大学 英国 オックスフォード市 2012年10月3日

中央大学校 韓国 ソウル特別市 1996年 7月 2日

東国大学校 韓国 ソウル特別市 2002年 1月16日

東亜大学校 韓国 釜山広域市 2005年 2月14日

天津大学 中国 天津市 1990年11月 4日

中国人民大学 中国 北京市 2001年 4月 2日

京畿映像科学高等学校 韓国 京畿道 高陽市 2011年7月25日

ティラナ工科大学 アルバニア ティラナ 2009年 2月26日

フェデレーション大学オーストラリア （旧バララット大学）
オーストラリア ビクトリア州
バララット市

2001年12月20日

慶星大学校 韓国 釜山広域市 1981年12月 5日

キングモンクット工科大学 タイ バンコク市 2008年 3月13日

泰日工科大学 タイ バンコク市 2017年4月3日

高雄科技大学 台湾　高雄市 2017年7月27日

青島科技大学 中国　山東省青島市 2008年 4月18日

北華大学 中国 吉林省 吉林市 2008年 4月16日

南京理工大学 中国 江蘇省 南京市 1993年12月25日

大連理工大学 中国 遼寧省 大連市 1988年 2月20日

オレゴン州立大学 工学部
米国 オレゴン州
 コーバリス市

2002年4月22日

フットヒルカレッジ 米国 カリフォルニア州 1992年 6月12日

カリフォルニア州立大学 イーストベイ校
米国 カリフォルニア州
ヘイワード市

2003年 4月

カラブリア大学
イタリア　カラブリア州
コセンツァ

2016年9月29日

國立陽明大学 台湾　台北市 2017年10月17日

台北医学大学 台湾　台北市 2016年7月4日

瀋陽薬科大学 中国　瀋陽市 2018年2月15日

上海中医薬大学 中国　上海市 2018年3月15日

遼寧中医薬大学 中国　遼寧省 2018年2月15日

ハワイ大学 米国　ハワイ州 2016年11月1日

デュケイン大学
米国　ペンシルベニア州　ピッツ
バーグ市

2013年3月25日

福岡大学

福岡工業大学

九州産業大学造形短期大学部

九州産業大学

第一薬科大学
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アントワープ大学　薬学部 ベルギー　アントワープ 2018年6月11日

ＡＧＨ科学技術大学　材料科学部 ポーランド　クラクフ 2018年6月12日

ヤギェウォ大学　薬学部 ポーランド　クラクフ 2018年6月13日

アルバータ大学　医学部 カナダ　エドモントン 2018年11月5日

国家中医薬研究所 台湾　台北市 2018年12月5日

パラナ・ポンティフィカル・カトリック大学 ブラジル　パラナ州　クリチバ 2018年12月6日

台北市中医師会 台湾　台北市 2019年3月10日

レスパティ・インドネシア大学 インドネシア　ジャカルタ市 2015年3月4日

江原大学校 韓国　江原道春川市 2013年 6月13日

全北大学校 韓国　全羅道州全州市 2017年10月12日

東元大学校 韓国　京畿道広州市 2016年10月14日

玄奘大学 台湾　新竹市 2018年2月8日

長榮大学 台湾　台南市 2018年3月30日

美和科技大学 台湾　屏東県 2013年 12月4日

崇仁医護管理専科学校 台湾　嘉義市 2016年4月11日

青島農業大学 中国　山東省青島市 2014年12月16日

盤錦職業技術学院 中国　遼寧省盤錦市 2014年12月25日

遼寧大学 中国　遼寧省瀋陽市 2014年12月10日

上海中医薬大学 中国　上海市 1995年11月14日

遼寧衛生職業技術学院 中国　遼寧省 2004年10月13日

ミナス・ジェライス連邦大学
ブラジル　ミナス・ジェライス州ベロオリゾ
ンテ 2017年10月4日

アーカンソー大学 リトルロック校 米国　アーカンソー州リトルロック 2017年7月24日

カリフォルニア州立大学 フラトン校 米国　カリフォルニア州 2016年10月28日

カンザス州立大学
米国　カンザス州　マンハッタン
市

2014年6月29日

デラウェア大学 米国　デラウェア州 2016年10月28日

カリナリー・インスティチュート・ オブ・アメリカ 米国　ニューヨーク 2016年8月11日

ハワイ大学 リーワード コミュニティーカレッジ 米国　ハワイ州 2000年10月10日

ハワイ大学 カピオラニ校 米国　ハワイ州 2016年8月11日

ベトナム国立農業大学 ベトナム　ハノイ市 2016年8月24日

グアム大学 アメリカ　グアム 2019年2月11日

浙江樹人大学 中国　浙江省 2018年8月23日

イエジン農業大学 ミャンマー　ネピドー 2018年12月7日

仁濟大学校 韓国　慶尚南道金海市 2015年8月24日

忠南大学校　看護学科 韓国　大田広域市 2013年10月9日

春海保健大学校 韓国　蔚山市 2013年6月4日

中村学園大学

第一薬科大学

純真学園大学
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圓光保健大学校 韓国　全羅北道益山市 2016年11月4日

台湾元培科技大学 台湾　新竹市 2014年2月24日

南通大学 中国　江蘇省　南通市 2017年11月1日

西安医学院 中国　陝西省　西安市 2018年5月29日

ウエスタンシドニー大学
オーストラリア
ニューサウスウェールズ

2019月5月14日

ミラノ・ビコッカ大学 イタリア　ミラノ市 2015年9月21日

スブラス・マレット大学
インドネシア　ジャワ州　スラカル
タ市

2018年3月19日

ニューキャッスル・アポンタイン大学
英国　ニューキャッスル
アポンタイン市

1998年 9月 7日

バススパ大学 英国　バススパ市 1999年 2月26日

セントラル・ランカシャー大学 英国　ランカシャー州 2013年 1月31日

リバプールジョンモアズ大学 英国　リバプール市 2001年10月16日

カイロ大学 エジプト　カイロ市 2016年11月3日

モナシュ大学 オーストラリア　メルボルン市 2007年 2月20日

アケイディア大学
カナダ
ノバスコシア州　ウルフビル

2011年 4月 7日

ビクトリア大学 カナダ　ビクトリア市 2008年 9月16日

梨花女子大学校 韓国　ソウル市 2010年 8月13日

建陽大学校 韓国　論山市 2009年 1月14日

全州大学校 韓国　全羅北道　全州市 1997年11月28日

チェンマイ大学 タイ　チェンマイ市 2011年 6月14日

呉鳳科技大学 台湾　嘉義県 2007年12月17日

南栄科技大学 台湾　台南県 2010年 2月26日

南台科技大学 台湾　永康市 2001年 6月20日

銘伝大学 台湾　台北市 2014年7月8日

浙江工業大学之江学院 中国　浙江省　杭州市 2017年12月26日

吉林大学 中国　吉林省　長春市 1999年 6月 8日

南開大学 中国　天津市 1997年 5月20日

北京第二外国語学院 中国　北京市 2000年12月26日

ヨハンネス・グーテンベルク大学 （マインツ大学） ドイツ　マインツ市 1999年12月 2日

フィリピン大学ロスバニヨス校 フィリピン　ラグナ州 2013年 1月11日

ストラスブール大学 フランス　ストラスブール市 2001年 2月 9日

南オレゴン大学
米国　オレゴン州
アシュランド市

1998年 4月27日

ブラウン大学
米国　ロードアイランド州　プロ
ヴィデンス

2018年1月1日

ハノイ大学 ベトナム　ハノイ市 2015年6月13日

スリジャヤワルダナプラ大学 スリランカ 　ヌゲゴダ 2018年11月27日

サラワク大学 マレーシア　サラワク州 2019年3月8日

純真学園大学

久留米大学
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ヴェネツィア「カ・フォスカリ」大学 アジア地中海アフリカ学科 イタリア　ヴェネツィア市 2012年12月12日

アバリストウィス大学 英国　アバリストウィス 1991年10月 1日

フリンダース大学 オーストラリア　アデレード市 1994年 9月12日

リジャイナ大学 カナダ　サスカチュワン州 1995年 2月 8日

大邱大学校 韓国　慶北慶山市 2002年11月14日

昌原文星大学 韓国　慶南昌原市 2003年 6月 5日

東西大学校 韓国　釜山市 1994年12月 9日

慶南情報大学 韓国　釜山市 1994年12月 9日

静宜大学 台湾　台中市 1997年11月28日

皖江工学院（旧　河海大学文天学院） 中国　安徽省　馬鞍山市 2013年12月12日

内蒙古大学
中国　内蒙古自治区　呼和浩特
市

2010年 3月30日

蘇州大学応用技術学院 中国　江蘇省　蘇州市 2010年 5月12日

長沙学院 中国　湖南省　長沙市 2010年 9月14日

湖南高尓夫旅游職業学院 中国　湖南省　常徳市 2010年 9月20日

上海工商外国語職業学院 中国　上海市 2005年11月21日

上海海洋大学 中国　上海市 2005年11月21日

上海商学院 中国　上海市 2015年11月18日

山東外国語職業学院 中国　日照市 2018年4月16日

上海師範大学　天華学院 中国　上海市 2011年12月 1日

寧波大紅鷹学院 中国　浙江省　寧波市 2012年7月26日

大連外国語大学 中国　遼寧省大連市 1994年 6月 6日

華東師範大学 中国　上海市 1993年 4月21日

ユニテック工科大学（旧　ﾕﾆﾃｯｸﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）
ニュージーランド
オークランド市

1994年 5月23日

ハワイ大学 全コミュニティカレッジ 米国　ハワイ州 1995年 7月 6日

パシフィック・ルーサラン大学 米国　ワシントン州 1994年 5月11日

インドネシア大学 文学部 インドネシア　ジャカルタ市 1998年 9月13日

カルガリー大学 カナダ　カルガリー市 2016年11月17日

才能大学 韓国　仁川市 2010年 2月 4日

霊山大学校 韓国　釜山市 2010年 4月29日

漢陽大学校 韓国　ソウル特別市 2001年12月10日

高麗大学校 韓国　ソウル特別市 2010年 8月27日

東亜大学校 韓国　釜山広域市 1997年 7月11日

釜山外国語大学校 韓国　釜山市 2017年1月13日

タマサート大学 タイ　バンコク都 1999年 8月16日

三信家商専科学校 台湾　高雄市 2000年 3月22日

九州共立大学

九州国際大学
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高雄餐旅大学 台湾　高雄市 2010年12月 9日

南開科技大学 台湾　台中市 2000年 1月28日

華東政法学院 中国　上海市 2001年 9月20日

東北財経大学 中国　遼寧省　大連市 1998年 9月27日

遼寧大学 中国　遼寧省　瀋陽市 1998年 9月25日

シリマン大学 フィリピン　ドゥマゲッティ市 2017年1月27日

アバリストウィス大学 英国　アバリストウィス 1991年10月 1日

フリンダース大学 オーストラリア　アデレード市 1994年 9月12日

リジャイナ大学 カナダ　サスカチュワン州 1995年 2月 8日

大邱大学校 韓国　慶北慶山市 2002年11月14日

昌原文星大学 韓国　慶南昌原市 2003年 6月 5日

東西大学校 韓国　釜山市 1994年12月 9日

慶南情報大学 韓国　釜山市 1994年12月 9日

国立台湾芸術大学 台湾　新北市 2010年 9月10日

静宜大学 台湾　台中市 1997年11月28日

内蒙古大学
中国　内蒙古自治区　呼和浩特
市

2010年 9月23日

湖南女子学院 中国　湖南省　長沙市 2010年 6月30日

山東女子学院 中国　山東省　済南市 2014年10月16日

上海師範大学天華学院 中国　上海市 2011年12月 1日

大連外国語大学 中国　遼寧省　大連市 1994年 6月 6日

華東師範大学 中国　上海市 1993年 4月21日

上海海洋大学 中国　上海市 2004年11月 8日

中華女子学院 中国　北京市 2002年 6月14日

ヴェネツィア「カ・フォスカリ」大学 イタリア　ヴェネツィア市 2015年11月10日

ユニテック工科大学
ニュージーランド
オークランド市

1994年 5月23日

ハワイ大学 全コミュニティカレッジ 米国　ハワイ州 1995年 7月 6日

パシフィック・ルーサラン大学 米国　ワシントン州 1994年 5月11日

国立虎尾科技大学 台湾　雲林県虎尾鎮 2004年 8月27日

湖南大学校 工科大学 韓国　光州広域市 1997年12月19日

東西大学 韓国　釜山市 2016年 9月21日

タイグエン大学 ベトナム　タイグエン 2010年 4月 6日

亀尾１大学 韓国　亀尾市 2008年 1月31日

蓮庵工業大学 韓国　晋州市 2006年10月10日

韓国国際大学校 韓国　晋州市 2009年10月12日

新羅大学校 韓国　釜山市 2010年 6月 3日

九州国際大学

九州女子大学

西日本工業大学

近畿大学産業理工学部
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東明大学校 韓国　釜山広域市 2009年 4月24日

南京鉄道職業技術学院 中国　南京市 2007年 7月 4日

皖江工学院（旧 河海大学文天学院） 中国　安徽省　馬鞍山市 2009年3月10日

遼寧工業大学 中国　遼寧省　錦州市 2009年 4月27日

南開技術學院 台湾　南投県 2001年 5月14日

セントアンズカレッジ オックスフォード大学 英国　オックスフォード市 1996年 4月15日

フィッツウイリアムカレッジ ケンブリッジ大学 英国　ケンブリッジ市 1996年 4月15日

東西大学　 韓国　釜山市 2013年 3月21日

崇実大学 韓国　ソウル市 2018年2月21日

培花女子大学 韓国　ソウル市 2018年8月20日

東亜放送芸術大学 韓国　安成市 2019年2月13日

ラジャマンガラ・クルングテップ工科大学（RMUTK) タイ　バンコク市 2013年 2月25日

南台科技大学 台湾　台南市 1997年 9月27日

弘光科技大学 台湾　台中市 2018年11月27日

中日合作無錫立信日語進修学院 中国　江蘇省　無錫市 2012年 8月 7日

大連大学日本語言文化学院 中国　遼寧省　大連市 2013年 2月28日

上海長江創新学院 中国　上海市 2012年 8月16日

フランス経済戦争大学 フランス　パリ市 2012年 2月27日

ドンア大学 ベトナム　ダナン 2018年3月20日

ホンバン国際大学 ベトナム　ホーチミン 2013年11月18日

コズミンスキー大学 ポーランド　ワルシャワ 2016年11月1日

セトゥーバル・ビジネススクール ポルトガル　セトゥーバル 2019年2月27日

　ヤンゴン工科大学 ミャンマー　ヤンゴン 2015年10月15日

カリンガ産業技術大学 インド　ブバネシュワル市 2018年7月27日

SCMC 工業技術大学 インド 2018年11月27日

ダフォディル国際大学 バングラデシュ　ダッカ市 2018年7月25日

ハワイイ大学機構 米国　ハワイ州 2016年11月1日

ハワイイ大学ヒロ校 米国　ハワイ州 2016年11月1日

セイクレッドハート大学 アメリカ　コネチカット州 2018年9月11日

パラナ・カトリカ大学 ブラジル　クリチーバ市 2018年12月6日

ホセ・シメオン・カーニャス中米大学
エルサルバドル　サンサルバド
ル市

2018年12月8日

リバプール大学歯学部 英国　リバプール市 2016年10月25日

ブリティッシュコロンビア大学歯学部 カナダ　バンクーバー 2010年 2月 8日

慶熙大学校 歯医学専門大学院 韓国　ソウル特別市 2005年 4月15日

上海交通大学 口腔医学院 中国　上海市 2004年 4月14日

福岡歯科大学

西日本工業大学

日本経済大学
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中国医科大学　口腔医学院 中国　瀋陽市 2013年 3月21日

南カリフォルニア大学歯学部 米国　ロサンゼルス 2009年 9月29日

マンダレー歯科大学 ミャンマー　マンダレー市 2016年 3月 8日

ヤンゴン歯科大学 ミャンマー　ヤンゴン市 2004年10月27日

ラギャギリ工業技術大学 インド　ケーララ州　コーチ 2016年11月1日

馬山大学 韓国　慶尚南道　馬山市 2004年12月28日

永進専門大学 韓国　大邱広域市 2004年8月6日

カセサート大学 タイ　バンコク都 2015年6月15日

ラジャマンガラ工科大学 タイ　バンコク都 2015年6月15日

安徽外国語学院 中国　合肥市 2017年8月8日

瀋陽理工大学 中国　瀋陽市 2009年6月17日

瀋陽大学 中国　瀋陽市 2010年10月11日

セントラルワシントン大学 米国　ワシントン州 2017年8月15日

国立モンゴル科学技術大学 モンゴル国　ウランバートル市 2013年5月10日

新モンゴル工業大学 モンゴル国　ウランバートル市 2014年9月1日

シドニー大学アスベスト疾患研究所 オーストラリア　シドニー市 2014年10月1日

蔚山（ウルサン）大学病院 韓国　蔚山広域市 2009年4月20日

チャンウォン国立大学 韓国　昌原市 2011年3月2日

順天郷（スンチョンヒャン）大学 韓国　ソウル市 1989年7月7日

圓光（ウォンカン）大学 韓国　全羅北道　益山市 2010年8月30日

高神大学 韓国　釜山市 2011年7月29日

高神医科大学 韓国　釜山市 1984年11月16日

韓国産業安全保健公団
産業安全衛生研究院

韓国　仁川広域市 2013年5月15日

大邱（テグ）カトリック大学 韓国　大邱広域市 2007年8月7日

韓国カトリック大学産業保健大学院 韓国　ソウル市 2003年2月12日

慶南（キョンナム）大学校
工科大学工業技術研究所

韓国　慶尚南道　馬山市 1989年9月11日

世界保健機関（WHO） スイス　ジュネーヴ 1988年3月14日

タイ保健省疾病対策局 タイ　ノタンブリ市 2016年7月19日

タマサート大学医学部・公衆衛生学部 タイ　パトゥムターニー市 2018年4月1日

マヒドン大学 タイ　バンコク市 2011年10月25日

タイ保健省医療サービス局
ノパラット・ラジャタニー病院

タイ　バンコク市 2018年6月8日

馬偕医学院 台湾　新北市 2015年10月1日

国立台湾大学 台湾　台北市 2005年5月18日

台北医学大学 台湾　台北市 2012年11月19日

温洲医学院 中国　浙江省　温洲市 2006年1月20日

福岡歯科大学

久留米工業大学

産業医科大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

中国疾病予防コントロールセンター
職業衛生中毒コントロールセンター

中国　北京市 2016年4月6日

フィンランド国立産業医学研究所 フィンランド　ヘルシンキ市 2003年8月28日

ユヴァスキュラ大学 フィンランド　ユヴァスキュラ市 2003年5月13日

ベトナム国立産業環境保健研究所 ベトナム　ハノイ 2010年11月3日

リヴァプール大学 英国　リヴァプール 2017年3月2日

西シドニー大学 オーストラリア　シドニー 2014年6月4日

クィーンズ大学 カナダ　キングストン 2010年 3月 5日

馬山大学 韓国　馬山市 2010年 3月 8日

徳成女子大学 韓国　ソウル市 2016年9月30日

東亜大学 韓国　釜山市 2014年7月28日

仁川大学 韓国　仁川市 2014年7月9日

静宜大学 台湾　台中市 2013年11月1日

中国文化大学 台湾　台北市 2013年9月18日

広東省外語芸術職業学院 中国　広州市 2014年4月2日

上海杉達学院 中国　上海市 2015年3月17日

南開大学 中国　天津市 2010年 3月 9日

北京語言大学 中国　北京市 2010年 3月 8日

AIS セントへレンズ大学 ニュージーランド オークランド 2015年2月23日

ヴィサヤ大学 フィリピン　セブ 2014年7月18日

ＱＱ　イングリッシュ フィリピン　セブ島 2014年11月28日

ハワイ大学　マノア校 米国　ハワイ州　ホノルル 2014年7月16日

ハワイ大学　カピオラニ校 米国　ハワイ州　ホノルル 2014年12月26日

マレーシア理科大学 マレーシア ペナン 2014年12月1日

寧波大学 中国　寧波市 2018年6月15日

ワーナーパシフィック大学
米国　オレゴン州
ポートランド

2018年8月30日

リーズ大学語学センター
英国　ウェスト・ヨークシャー州
リーズ市

2017年2月7日

エセックス大学
英国　エセックス州　コルチェス
ター

2016年4月16日

ニューカッスル大学
オーストラリア　ニューサウス
ウェールズ州　ニューカッスル

2016年1月29日

サザンクロス大学
オーストラリア　ニューサウス
ウェールズ州　リズモア

2007年 3月30日

セント・メアリーズ大学
カナダ　ノバスコシア州
ハリファックス

2002年 3月 14日

バンクーバーアイランド大学
カナダ　ブリティッシュコロンビア
州 ナナイモ

2016年1月25日

大邱大学校 韓国　大邱広域市 2007年 1月17日

東義大学 韓国　釜山広域市　釜山鎮区 2017年3月9日

慶南情報大学 韓国　釜山広域市　沙上区 2017年2月20日

大邱カトリック大学 韓国　慶尚北道 慶山市 河陽邑 2017年2月7日

筑紫女学園大学

産業医科大学

福岡女学院大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

仁濟大学校 韓国　釜山広域市 2004年11月22日

樹人医護管理専科学校 台湾　高雄市 2012年7月23日

華東師範大学 中国　上海市 2016年6月28日

上海大学文学院 中国　上海市 2016年12月19日

大連外国語大学 中国　遼寧省　大連市 1994年10月28日

バギオ大学 フィリピン　バギオ市 2016年8月31日

ランドルフ大学
米国　ヴァージニア州
リンチバーグ市

2000年 6月7日

セントラル・ワシントン大学 米国　ワシントン州 2002年 4月 22日

テネシー大学マーティン校 米国　テネシー州　マーティン 2013年11月1日

ハワイ大学　カピオラニ校 米国　ハワイ州　ホノルル 2019年1月31日

ウィンチェスター大学 英国　ウィンチェスター市 2008年 6月19日

バンクーバー・アイランド大学 カナダ　ナナイモ市 2010年 1月15日

大連大学 中国　大連市 2005年 4月11日

上海旅遊高等専科学校 上海師範大学旅遊学院 中国　上海市 2008年 6月27日

ネルソン・マルボロ・インスティチュート・オブ・テクノロジー ニュージーランド 2011年 3月17日

マーサー大学
米国　ジョージア州
メイコン市

2002年 9月24日

培材大学校 韓国　大田広域市 2018年4月11日

翰林聖心大学校 韓国　江原道　春川市 1998年 8月 6日

東園科学技術大学校 韓国　慶尚南道　梁山市 1999年11月12日

中部大学校 韓国　忠清南道　錦山郡 2006年11月29日

韓信大学校 韓国　京畿道　烏山市 2012年12月14日

長庚大学 台湾　桃園市 2017年6月2日

アイルランガ大学
インドネシア共和国　東ジャワ州
スラバヤ市 東スラバヤ区

2014年3月19日

タイ赤十字看護大学 タイ　バンコク都 2008年 2月11日

ナムディン大学 ベトナム　ナムディン 2011年 1月 5日

ラ・ソース大学 スイス　ローザンヌ 2019年 1月 1日

韓国カトリック大学校 韓国　ソウル特別市 2007年 2月 9日

大邱カトリック大学校 韓国　大邱市 2009年12月28日

釜山カトリック大学校 韓国　釜山広域市 2007年 1月24日

モッポカトリック大学校 韓国　モッポ市 2014年1月15日

仁川カトリック大学校 韓国　仁川 2015年5月18日

コットンネ大学 韓国　忠清北道 清州市 2015年5月19日

カトリック上智大学校 韓国　慶尚北道安東市 2018年10月30日

セントルイスカレッジ タイ　バンコク 2013年8月26日

ザビエル大学（アテネオ・デ・カガヤン） フィリピン　カガヤン・デ・オロ市 2018年2月14日

西南女学院大学

日本赤十字九州国際看護大学

福岡女学院大学

聖マリア学院大学

九州情報大学

九州栄養福祉大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

カノッサカレッジ フィリピン　サンパブロ市 2016年1月30日

マウント セント メリーズ大学 米国　カリフォルニア州 2007年 6月13日

春海保健大学 韓国　蔚山市 2015年5月29日

中華医事科技大学 台湾　台南市 2018年12月25日

美和科技大学 台湾　屏東県 2018年12月26日

ウダヤナ大学 インドネシア　バリ 2016年1月25日

イーストアングリア大学 英国　ノーフォーク　ノリッチ 2016年8月19日

グリフィス大学
オーストラリア　クイーンズランド
州

2015年1月23日

乙支大学校 韓国　大田広域市 2014年2月6日

仁済大学校 韓国　金海市 2009年10月26日

大邱韓医大学校 韓国　大邱広域市 2013年11月4日

建陽大学校 韓国　大田広域市 2009年10月26日

カンボジア国立保健科学大学 カンボジア　プノンペン 2016年7月28日

ナンヤンポリテクニック シンガポール 2013年4月8日

シンガポール工科大学 シンガポール 2017年11月24日

アルカラ大学 スペイン　マドリード 2016年5月21日

クリスチャン大学 タイ　ナコーンパトム 2009年4月7日

マヒドン大学　（公衆衛生学部） タイ　バンコク 2007年7月23日

元培醫事科技大学 台湾　新竹市 2006年10月22日

首都医科大学康復医学院 中国　北京市 2009年3月23日

中国科学院大学 中国　北京市 2017月4月28日

オタゴ大学 ニュージーランド　ダニーデン 2017月4月4日

センメルワイス大学 ハンガリー　ブダペスト 2016年11月7日

フィリピン大学マニラ校 フィリピン　マニラ 2016年8月25日

ヘルシンキ大学 フィンランド　ヘルシンキ 2018年2月13日

パリ第11大学 フランス　パリ 2016月11月8日

コロラド大学デンバー校（看護学部） 米国　コロラド州 2009月12月22日

ハワイ大学　カピオラニ・コミュニティ・カレッジ 米国　ハワイ州 2009年4月2日

フィラデルフィア科学大学　メイズカレッジ 米国　ペンシルバニア州 2009年8月28日

ピッツバーグ大学医学部 米国　ペンシルバニア州 2016月4月1日

ハノイ医科大学 ベトナム　ハノイ市 2016年3月5日

フエ医科薬科大学 ベトナム　フエ市 2017月11月1日

ホーチミン市医薬科大学 ベトナム　ホーチミン市 2014年7月1日

ヴロツワフ医科大学 ポーランド　ヴロツワフ 2018年3月

マネージメント＆サイエンス大学 マレーシア　スランゴル 2016年2月26日

国際医療福祉大学
福岡保健医療学部・福岡看護

学部

保健医療経営大学

聖マリア学院大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

ヤンゴン看護大学 ミャンマー　ヤンゴン市 2013年10月31日

ヤンゴン第一医科大学 ミャンマー　ヤンゴン市 2013年12月14日

ヤンゴン第二医科大学 ミャンマー　ヤンゴン市 2017月7月22日

ヤンゴン医療技術大学 ミャンマー　ヤンゴン市 2013年12月14日

モンゴル国立医科大学 モンゴル　ウランバートル 2015年7月16日

ラオス国立健康科学大学 ラオス　ビエンチャン 2015年11月10日

モスクワ第一医科大学 ロシア　モスクワ 2017年10月10日

漢陽サイバー大学 韓国　ソウル市 2017年 1月 17日

大連工業大学 中国　大連市 2019年3月13日

培材大学 韓国　大田広域市西区 2016年12月8日

春海保健大学校 韓国　蔚山市 2013年4月22日

東洲大学校 韓国　釜山広域市 1985年 3月 4日

実践大学 台湾　台北市 1984年12月26日

アクロン大学 米国　オハイオ州 1986年 9月 6日

エドモンドコミュニティ カレッジ 米国　ワシントン州 1986年 6月 6日

レスパティ・インドネシア大学 インドネシア　ジャカルタ市 2015年3月4日

江原大学校 韓国　江原道春川市 2013年 6月13日

全北大学校 韓国　全羅道州全州市 2017年10月12日

東元大学校 韓国　京畿道広州市 2016年10月14日

玄奘大学 台湾　新竹市 2018年2月8日

長榮大学 台湾　台南市 2018年3月30日

美和科技大学 台湾　屏東県 2013年 12月4日

崇仁医護管理専科学校 台湾　嘉義市 2016年4月11日

青島農業大学 中国　山東省青島市 2014年12月16日

盤錦職業技術学院 中国　遼寧省盤錦市 2014年12月25日

遼寧大学 中国　遼寧省瀋陽市 2014年12月10日

遼寧衛生職業技術学院 中国　遼寧省 2004年10月13日

ミナス・ジェライス連邦大学
ブラジル　ミナス・ジェライス州ベ
ロオリゾンテ

2017年10月4日

アーカンソー大学 リトルロック校 米国　アーカンソー州リトルロック 2017年7月24日

カリフォルニア州立大学 フラトン校 米国　カリフォルニア州 2016年10月28日

カンザス州立大学 米国　カンザス州マンハッタン市 2014年6月29日

デラウェア大学 米国　デラウェア州 2016年10月28日

カリナリー・インスティチュート・ オブ・アメリカ 米国　ニューヨーク 2016年8月11日

ハワイ大学リーワード コミュニティーカレッジ 米国　ハワイ州 2000年10月10日

ハワイ大学 カピオラニ校 米国　ハワイ州 2016年8月12日

中村学園大学短期大学部

国際医療福祉大学
福岡保健医療学部・福岡看護

学部

サイバー大学

香蘭女子短期大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

ベトナム国立農業大学 ベトナム　ハノイ市 2016年8月24日

グアム大学 アメリカ　グアム 2019年2月11日

浙江樹人大学 中国　浙江省 2018年8月23日

イエジン農業大学 ミャンマー　ネピドー 2018年12月7日

ウィスコンシン州立大学 リバフォールズ校 米国　ウィスコンシン州 2001年04月26日

テネシー大学マーティン校 米国　テネシー州　マーティン 2015年7月24日

崇義女子大学校 韓国　ソウル特別市 1999年 9月10日

慶南情報大学校 韓国　釜山 2016年7月12日

厦門理工学院 中国　福建省　厦門市 2012年 6月23日

フェデレーション大学
（旧バララット大学）

オーストラリア ビクトリア州 1996年 8月 7日

永進専門大学 韓国 大邱広域市 1994年 2月28日

呉鳳技術学院 台湾 嘉義県 1988年 5月26日

景文工商専科学校 台湾 台北市 1990年11月20日

フットヒル・カレッジ 米国 カリフォルニア州 1990年11月29日

カリフォルニア州立大学 イーストベイ校
米国 カリフォルニア州
ヘイワード市

2009年4月1日

東釜山大学 韓国　釜山広域市 2004年12月 8日

中国海洋大学国際教育学院 中国　山東省　青島市 2011年1月18日

煙台大学文経学院 中国　山東省　煙台市 2011年2月2日

中国塩城工学院 中国　江蘇省　塩城市 2012年6月5日

中国黒龍江省社会科学院職工大学 中国　黒龍江省　爾浜市 2014年12月4日

上海中僑職業技術学院 中国　上海市 2010年12月1日

上海工商職業技術学院 中国　上海市 2017年4月1日

上海恩博職業技術学院 中国　上海市 2017年4月1日

THANH TAY大学 ベトナム　ハノイ 2016年5月10日

Dai Nam大学 ベトナム　ハノイ 2017年5月1日

釜山女子大学 韓国　釜山広域市 2001年 9月15日

長庚大学 台湾　桃園市 2017年6月2日

マーサー大学
米国　ジョージア州
メイコン市

1989年 7月27日

アバリストウィス大学 英国　アバリストウィス 1991年10月 1日

フリンダース大学 オーストラリア　アデレード市 1994年 9月12日

リジャイナ大学 カナダ　サスカチュワン州 1995年 2月 8日

大邱大学校 韓国　慶北慶山市 2002年11月14日

昌原文星大学 韓国　慶南昌原市 2003年 6月 5日

東西大学校 韓国　釜山市 1994年12月 9日

慶南情報大学 韓国　釜山市 1994年12月 9日

東筑紫短期大学

西日本短期大学

中村学園大学短期大学部

九州女子短期大学

西南女学院大学短期大学部

福岡工業大学短期大学部

福岡女学院大学短期大学部

精華女子短期大学

福岡医療短期大学
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提　　携　　先 所　在　地 提携年月日学校名

静宜大学 台湾　台中市 1997年11月28日

湖南女子学院 中国　湖南省長沙市 2010年 6月30日

山東女子学院 中国　山東省済南市 2014年10月16日

大連外国語大学 中国　遼寧省大連市 1994年 6月 6日

華東師範大学 中国　上海市 1993年 4月21日

中華女子学院 中国　北京市 2002年 6月14日

ユニテック工科大学
ニュージーランド
オークランド市

1994年 5月23日

ハワイ大学 全コミュニティカレッジ 米国　ハワイ州 1995年 7月 6日

パシフィック・ルーサラン大学 米国　ワシントン州 1994年 5月11日

善明学園 晋州専門大学 韓国　慶尚南道 1976年11月 3日

遼寧対外経貿学院 中国　遼寧省　大連市 1992年 4月10日

内蒙古智力引進外語学院 中国　内蒙古自治区 1999年10月

周口師範学院 中国　周口市 2010年 5月10日

アズサパシフィック大学 米国　カリフォルニア州 1979年 5月24日

ブリュートンパーカー大学 米国　ジョージア州 1985年 3月20日

アビリーン・クリスチャン大学 米国　テキサス州 1995年11月28日久留米信愛短期大学

九州女子短期大学

折尾愛真短期大学

－101－



(2)　高等専門学校　 2019年4月1日現在
提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

釜山外国語大学 韓国　釜山広域市 2018年 1月22日

全北大学校（旧益山大学校） 韓国　全州市
2010年11月 9日

（1994年 1月14日）

全北機械工業高校 韓国　益山市 2010年11月29日

永進専門大学校 韓国　大邱広域市 2019年 3月11日

ナンヤン・ポリテクニック シンガポール 2016年 2月23日

キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ 2015年 3月17日

パンヤピワット経営大学 タイ 2018年 8月20日

揚州大学 中国　揚州市 1994年 5月16日

エスリンゲン大学 ドイツ 2017年 3月23日

ロイトリンゲン大学 ドイツ 2017年 7月4日

エシジェリック工学校 フランス　ルーアン市 2017年 3月21日

トゥールーズ技術短期大学 フランス　トゥールーズ市 2019年3月25日

レッドリバーコミュニティカレッジ カナダ　マニトバ洲 1997年 2月 3日

啓明大学校工科大学 韓国　大邱広域市 1996年 1月22日

キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ 2017年 3月30日

合肥学院大学 中国　合肥市 1995年10月 5日

ナンヤン・ポリテクニック シンガポール 2015年11月16日

ニューヨーク市立大学クイーンズ校 アメリカ 2013年12月16日

コロンビア大学工学部機械工学科 アメリカ 2016年 2月26日

スラバヤ電子工学ポリテクニック インドネシア 2012年11月15日

ガジャマダ大学 インドネシア 2014年11月 7日

国立ポリテクニク協会 インドネシア 2018年12月 3日

テマセク・ポリテクニック シンガポール 2011年 9月27日

リパブリック・ポリテクニック シンガポール 2011年 9月27日

シンガポール・ポリテクニック シンガポール 2011年 9月27日

ナンヤン・ポリテクニック シンガポール 2011年 9月27日

ニーアン・ポリテクニック シンガポール 2011年 9月27日

シンガポール工科大学 シンガポール 2015年12月10日

南洋理工大学 シンガポール 2016年10月12日

シンガポール工科デザイン大学 シンガポール 2017年 3月10日

キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ 2011年 1月10日

泰日工業大学 タイ 2014年 4月21日

タイ教育省職業教育局 タイ 2014年 7月14日

３高専共通
  有明工業高等専門学校
  北九州工業高等専門学校
  久留米工業高等専門学校

学　校　名

北九州工業高等専門学校

国立高等専門学校機構
包括協定

有明工業高等専門学校

久留米工業高等専門学校
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プリンセスチュラポーン･サイエンスハ
イスクール

タイ 2016年12月 6日

タマサート大学工学部 タイ 2017年10月10日

キングモンクット工科大学トンブリ校 タイ 2019年 4月19日

國立聯合大學 台湾 2012年 4月25日

國立高雄第一科技大學 台湾 2012年 4月25日

國立台北科技大學 台湾 2012年 4月25日

中州科技大學 台湾 2012年 4月25日

正修科技大學 台湾 2012年 4月25日

香港職業訓練協議会（VTC） 中国　香港 2012年 1月 9日

トゥルク応用科学大学 フィンランド 2015年 3月 4日

オウル応用科学大学 フィンランド 2016年 4月19日

ヘルシンキメトロポーリア応用科学大
学

フィンランド 2016年 5月25日

（ベトナム国）商工省 ベトナム 2017年 1月12日

（ベトナム国）労働傷病兵社会問題
省職業訓練総局

ベトナム 2017年 1月13日

（ベトナム国）科学技術連合会 ベトナム 2017月 1月13日

ハノイ工科大学 ベトナム 2017月 2月27日

(ベトナム国)教育訓練省 ベトナム 2018年 1月18日

マラ工科大学 マレーシア 2013年 12月 6日

モンゴル国教育･文化・科学・スポー
ツ省（締結時は国教育科学省）

モンゴル 2014年11月26日

ウランバートル市 モンゴル 2017年 6月 2日

ガジャマダ大学 インドネシア 2014年 2月 6日

ガジャマダ大学専門学校 インドネシア 2014年 2月 6日

キングモンクット工科大学北バンコク校 タイ 2014年 2月 7日

カセサート大学 タイ 2014年 2月10日

キングモンクット工科大学トンブリ校 タイ 2016年 3月 1日

國立台北科技大學 台湾 2015年 3月 3日

厦門理工学院 中国 2014年 6月28日

ハノイ大学（MOU） ベトナム 2014年 6月 9日

ハノイ大学（MOA） ベトナム 2015年 6月15日

ダナン科学技術大学 ベトナム 2017年 2月22日

ペトロナス工科大学 マレーシア 2014年 2月 6日

国立モンゴル科学技術大学 モンゴル 2014年 8月 2日

リパブリック・ポリテクニック シンガポール 2006年8月3日

シンガポール・ポリテクニック シンガポール 2006年8月3日

テマセク・ポリテクニック シンガポール 2006年8月3日

九州沖縄地区９高専学
術交流覚書

国立高等専門学校機構
包括協定
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(3)　高等学校　

提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

仁川機械工業高等学校 韓国　仁川広域市 1989年11月 2日

ウェスタン・ハイツ・セカンダリ・カ
レッジ

オーストラリア
ビクトリア州

1999年10月 1日

オベロン・ハイスクール
オーストラリア
ビクトリア州

1988年12月 1日

石家庄外国語学校 中国　河北省市 2009年12月14日

ヴィラマリア・カレッジ
ニュージーランド
クライストチャーチ

2012年8月6日

ギズボーン・セカンダリ・カレッジ
オーストラリア
ビクトリア州

2005年 7月30日

北京月壇中学校 中国　北京市 1998年11月16日

南京市第４中学校 中国　南京市 2008年10月 1日

ブリスベン・アドベンティスト・カ
レッジ

オーストラリア
クイーンズランド州

2007年8月2日

大連第５中学校 中国　大連市 2002年 8月 3日

馬山第一高校
韓国　慶尚南道
馬山市

2004年11月22日

東莱女子高等学校 韓国　釜山市 1988年 4月1日

Oakland Technical High School
米国 カリフォルニア
州　オークランド市

1979年11月17日

Kelston Boys High School
ニュージーランド
オークランド市

1987年3月20日

Kelston Girls High School
ニュージーランド
オークランド市

1987年3月20日

Kelston Midle School
ニュージーランド
オークランド市

1987年3月20日

江原大学校師範大学付属高等
学校

大韓民国 江原道 春
川市

1991年10月30日

大邱観光高等学校 韓国　大邱広域市 2004年4月1日

スタジアム高等学校 米国　タコマ市 2014年3月27日

Pacific Buddhist Academy
米国　ハワイ州
ホノルル市

2014年6月7日

仁川新峴高校 韓国　仁川市 2017年11月8日

カニシアス・カレッジ
インドネシア
ジャカルタ

2011年8月

聖イグナチオ・カレッジ・リヴァ
ヴュー校

オーストラリア
シドニー

2011年8月

九龍華仁学院 中国　香港 2011年8月

福岡大学附属若葉高等学校

上智福岡高等学校

北九州市立高等学校

学　校　名

小倉工業高校

朝倉高校

玄界高校

香住丘高校

筑紫高校

福岡西陵高等学校

三井高校

八女高校

東鷹高校

福岡女子高校

筑紫女学園高等学校
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ザビエル高校 フィリピン　マニラ 2009年8月

聖イグナチオ学院
東ティモール
ディリ

2013年1月

チャンダイギア高等学校
ベトナム
ホーチミン市

2018年10月11日

シェルフォード・アングリカン女子
校

オーストラリア
メルボルン市

1996年 8月 9日

CHIJ  Katong Convent シンガポール 2009年11月17日

ＣＨIＪ　Ｓｔ　Ｎｉｃｏｌas　Ｇｉｒｌｓ　Ｓｃｈ
ｏｏｌ

シンガポール 2015年6月5日

ＣＨＩＪ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ シンガポール 2013年6月14日

ウドムスクサ　スクール タイ　バンコク市 2016年10月13日

上海文来高等学校 中国　上海 2017年1月21日

セントビーズカレッジ
ニュージーランド
クライストチャーチ市

2005年11月10日

トリニティグラマースクール
オーストラリア
シドニー州

2018年11月9日

国立デンパサール第一高等学校 インドネシア　バリ島 2014年5月7日

The Rockhampton Grammar
School

オーストラリア　クイー
ンズランド州

1992年5月25日

明徳高等学校 韓国　慶尚南道 2002年 7月24日

咸平ゴルフ高等学校 韓国　全羅南道 2013年 9月7日

県冠高等学校 韓国　釜山広域市 2016年4月19日

大連市第二十高級中学 中国　大連市 1998年 5月21日

ビショップ・アマットハイスクール
米国　カリフォルニア
州

1988年11月 3日

Damien High School
米国　カリフォルニア
州

2016年4月1日

ＲＥＡＬ　Ｓｃｈｏｏｌ

マレーシア
Cheras校
 Shah Alam校
 Johor Bahru校

2016年11月20日

ソウルデザイン高等学校 韓国　ソウル特別市 2018年9月6日

グレース・ルセラン・カレッジ
オーストラリア
ブリスベーン市

1992年 5月 7日

マキロップ・カトリック・カレッジ
オーストラリア　ダー
ウィン市

2016年9月7日

グレンダウィーカレッジ
ニュージーランド
オークランド市

1992年 2月 1日

セントヒルダズスクール
オーストラリア
ゴールドコースト市

1990年 4月 1日

ぺンロスカレッジ
オーストラリア
パース市

1990年11月20日

ジョンポールカレッジ
オーストラリア
ローガン市

1992年 3月10日

アクアナスカレッジ
オーストラリア
ゴールドコースト市

1994年 1月14日

セント・メリー・アングリカン・ガー
ルズ・スクール

オーストラリア
西オーストラリア州

1994年 4月 1日

上智福岡高等学校

沖学園高等学校

福岡雙葉高等学校

福岡大学附属大濠高等学校

東福岡高等学校

博多高等学校

博多女子高等学校
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セント・マイケルズ・カレッジ
オーストラリア
ゴールドコースト市

1999年 9月20日

アシシ　カトリック　カレッジ
オーストラリア
アッパークーメラ市

2006年 6月23日

スルタンイブラヒムハイスクール
マレーシア
ジョホールバル市

2015年12月9日

信男教育学園上海文来高校 中国　上海 2017年5月

ハワイ大学カピオラニ・コミュニ
ティー・カレッジ

アメリカ　ハワイ州 2018年2月

三聖女子高校 韓国　釜山広域市 2000年 1月24日

チュラローンコン大学付属学校 タイ　バンコク市 2012年 5月 5日

セントメアリーズカレッジ
ニュージーランド
オークランド市

2017年 8月 

フランクストン高校
オーストラリア
メルボルン市

1997年 4月 1日

ゼビエルカレッジ
オーストラリア
メルボルン市

1999年 4月 1日

ソンファン高校 韓国　天安市 2012年 1月31日

クイーンズランド州教育省
（公立88校）

オーストラリア
クイーンズランド州

2017年8月23日

タウランガ・ボーイズ・カレッジ
ニュージーランド
タウランガ

2017年10月25日

マウント・マウンガヌイ・カレッジ
ニュージーランド
タウランガ

2017年10月26日

オツモエタイ・カレッジ
ニュージーランド
タウランガ

2017年10月30日

新北市立竹圍高級中學 台湾　新北市 2018年 3月 7日

信男教育学園上海文来高校 中国　上海 2017年 5月 8日

シーフィールドナショナルセコン
ダリースクール

マレーシア
セランゴール州スバ
ンジャア

2019年3月4日

アワレイディーオブセイクレット
ハートカレッジ

オーストラリア
アデレード市

2002年 4月 1日

ハミルトンガールズハイスクール
ニュージーランド
ハミルトン市

2018年4月27日

パシフィックブディストアカデミー
米国　ハワイ州
ホノルル市

2009年 3月 5日

三賢女子高校 韓国　普州市 1986年2月22日

貞信女子高等学校 韓国　ソウル特別市 2003年10月30日

慶熈大学併設女子高等学校 韓国　ソウル特別市 1982年12月20日

釜山コンピュータ科学高等学校 韓国　釜山広域市 1985年12月18日

ウォルフォード・アングリカン
スクール

オーストラリア
アデレード市

1992年 4月 1日

ランコーン州立高校 オーストラリア　ブリスベン市 2015年5月26日

培花女子高校 韓国　ソウル特別市 1984年 8月 1日

遼寧師範大学附属高級中学 中国　大連市 2005年 4月27日

福岡第一高等学校

純真高等学校

中村学園三陽高等学校

敬愛高等学校

西南女学院高等学校

慶成高等学校

東筑紫学園高等学校

福岡海星女子学院高等学校

博多女子高等学校

福岡女学院高等学校

中村学園女子高等学校

九州国際大学付属高等学校

福岡舞鶴高等学校
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上海田家炳高級中学 中国　上海市 2010年 7月 6日

イプスウィッチガールズグラマース
クール

オーストラリア
イプスウィッチ市

2003年 2月25日

モートン・ベィ・カレッジ
オーストラリア
ブリスベン市

1989年 4月19日

クレイフィールド・カレッジ
オーストラリア
ブリスベン市

1989年 9月22日

眞景学園　眞景女子高等学校 韓国　全羅北道　益山市 2011年 2月11日

誠一女子高等学校 韓国　釜山広域市 2003年 9月15日

善明学園 韓国　慶尚南道　晋州市 1976年11月 3日

アズサ・パシフィック大学
米国　カリフォルニア
州アズサ

1979年 5月24日

釜山美容高等学校 韓国 2008年 6月18日

永化観光経営高等学校 韓国　 仁川広域市 1996年10月 1日

温陽ハノル高等学校 韓国　 忠南牙山市 2000年10月12日

京花女子高等学校
韓国　京畿道　広州
郡

1999年10月 1日

内蒙古外国語職業学院 中国　 呼和浩特市 1999年10月 1日

大連外国語学院留学服務中心 中国　遼寧省　大連市 2003年 6月18日

南通市崇川区江戸外国語培訓中心 中国　江蘇省　南通市 2008年 9月 5日

遼寧対外経貿職業学院 中国　大連市 1992年 4月10日

新モンゴル高等学校
モンゴル
ウランバートル市

2001年10月11日

私立釜山観光高等学校 韓国　釜山市 2016年7月7日

学校法人白民学園
（釜山観光高等学校・松島中学校）

韓国　釜山市 2017年1月13日

大連市第十六中学校 中国　大連市 1995年11月16日

ワイヌイオマタ高等学校
ニュージーランド
ウェリントン市

2016年10月21日

ソウル観光高等学校 韓国　ソウル特別市 2018年10月12日

九州国際大学付属高等学校

飯塚高等学校

大和青藍高等学校

折尾愛真高等学校

星琳高等学校
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福者女子高校 韓国　天安市 2011年 7月16日

セントドミニクスカレッジ
ニュージーランド
オークランド市

2003年 5月30日

永信高校 韓国　大邱広域市 1984年12月28日

ハワイ大学附属高等学校 米国　ハワイ州 1985年 9月 4日

ハノイ国家大学・外国語大学付
属外国語専門高等学校

ベトナム　ハノイ市 2013年 1月24日

キム　リエン高校 ベトナム　ハノイ市 2014年2月

ベト　ドク高校 ベトナム　ハノイ市 2014年2月

ダルウィッチ　カレッジ 英国　ロンドン 1994年 9月 1日

上海文来中学高中部国際部 中国　上海市 2011年11月14日

プラモチウィッタヤラミントゥラス
クール

タイ　バンコク市 2013年 1月15日

セントアンドリューススクール
ニュージーランド
クライストチャーチ

2001年11月12日

THARNPANYA　SCHOOL
タイ
バンコク

2013年11月26日

世宗高等学校 韓国　ソウル特別市 2013年10月4日

プラモチウィッタヤラミントゥラス
クール

タイ　バンコク市 2013年10月26日

セコラ・スリ・ベスタリ校
マレーシア
クアラルンプール

2015年 2月25日

(4)中等教育学校

提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

ビーコンヒルズ・カレッジ
オーストラリア
ビクトリア州

2011年12月10日

フランクストン・ハイスクール
オーストラリア
ビクトリア州

2016年9月1日

セントパトリックス・カレッジ
オーストラリア
ビクトリア州

2016年9月1日

リンデンホールスクール 米国　ペンシルべニア 2010年 4月10日

(5)　中学校　

提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

大西中学校 韓国　大邱広域市 2003年 7月25日

グレンイーデン・インターメディ
エットＳ

ニュージーランド
オークランド市

1996年10月25日

三政中学校 韓国　金海市 2016年8月3日

ﾊｳﾌﾟﾄｼｭｰﾚ ﾍｱﾍﾞﾂｶｳﾙ ドイツ　フレッヒェン 2018年9月25日

開林中学校 韓国　釜山広域市 2002年10月 1日

望美中学校 韓国　釜山広域市 2001年11月 1日

グレンドーイカレッジ中学校
ニュージーランド
オークランド市

1989年11月20日

ドゥングン科学中学校
マレーシア
トレンガヌ州

2004年 7月31日

福岡市立宮竹中学校

学　校　名

福岡市立金武中学校

福岡市立早良中学校

福岡市立住吉中学校

福岡市立博多中学校

福岡市立箱崎清松中学校

希望が丘高等学校

九産業大学付属九州高等学校

立花高等学校

東海大学付属福岡高等学校

学　校　名

リンデンホールスクール中高学部

柳川高等学校

筑陽学園高等学校

明光学園高等学校

久留米信愛高等学校

西日本短期大学
附属高等学校

福岡市立東光中学校
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華明中学校 韓国　釜山広域市 2015年12月21日

ASEAN BEHS 26
ミャンマー
マンダレー市

2015年11月20日

百済中学校 韓国　扶餘郡 1999年11月27日

大同市第三中学校 中国　大同市 1988年10月21日

グレイス・チャーチ・スクール 米国　ニューヨーク市 2008年10月27日

Pacific Buddhist Academy
米国　ハワイ州
ホノルル市

2014年6月7日

ザビエル高校 フィリピン　マニラ 2009年8月

カニシアスカレッジ
インドネシア
ジャカルタ

2011年8月

九龍華仁学院 中国　香港 2011年8月

聖イグナチオ・カレッジ・リヴァ
ヴュー校

オーストラリア
シドニー

2011年8月

聖イグナチオ学院
東ティモール
ディリ

2013年1月

シェルフォード・アングリカン女子
校

オーストラリア
メルボルン市

1996年 8月 9日

CHIJ  Katong Convent シンガポール 2009年11月17日

ＣＨIＪ　Ｓｔ　Ｎｉｃｏｌas　Ｇｉｒｌｓ　Ｓｃｈ
ｏｏｌ

シンガポール 2015年6月5日

ＣＨＩＪ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ シンガポール 2013年6月14日

国立デンパサール第一高等学校 インドネシア　バリ島 2014年5月7日

The Rockhampton Grammar
School

オーストラリア　クイー
ンズランド州

1992年5月25日

明徳高等学校 韓国　慶尚南道 2002年 7月24日

咸平ゴルフ高等学校 韓国　全羅南道 2013年 9月7日

県冠高等学校 韓国　釜山広域市 2016年4月19日

大連市第二十高級中学校 中国　大連市 1998年 5月21日

ビショップ・アマットハイスクール
米国　カリフォルニア
州

1988年11月 3日

Damien High School
米国　カリフォルニア
州

2016年4月1日

ＲＥＡＬ　Ｓｃｈｏｏｌ　Cheras校
             　　　　  Shah Alam校
             　　　　  Johor Bahru校

マレーシア 2016年11月20日

ソウルデザイン高等学校 韓国　ソウル特別市 2018年9月6日

三聖女子高校 韓国　釜山広域市 2000年 1月24日

セントメアリーズカレッジ
ニュージーランド
オークランド市

2017年 8月

福岡女学院中学校

行  橋  市  立  行  橋  中  学  校
行  橋  市  立  中  京  中  学  校

行  橋  市  立  泉  中  学  校
行  橋  市  立  今  元  中  学  校
行  橋  市  立  仲  津  中  学  校
行  橋  市  立  長  峡  中  学  校

筑紫女学園中学校

上智福岡中学校

沖学園中学校

福岡雙葉中学校

北九州市立早鞆中学校

太宰府市立太宰府西中学校

大牟田市立宅峰中学校

福岡市立宮竹中学校
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チュラローンコン大学付属学校 タイ　バンコク市 2012年 5月 5日

スルタンイブラヒムハイスクール
マレーシア
ジョホールバル市

2015年12月9日

信男教育学園上海文来高校 中国　上海 2017年5月

ハワイ大学カピオラニ・コミュニ
ティー・カレッジ

アメリカ　ハワイ州 2018年2月

三賢女子中学校 韓国　晋州市 2013年8月21日

本願寺ミッションスクール
米国　ハワイ州
ホノルル市

2001年 4月23日
（2012年3月8日更新）

貞信女子中学校 韓国　ソウル特別市 2010年 2月25日

アイバンホーググラマースクール
オーストラリア
ビクトリア州

1991年 9月20日

蚕新中学校 韓国　ソウル特別市 1992年12月19日

アズサパシフィック大学
米国　カリフォルニア
州アズサ

1979年 5月24日

モートンベィカレッジ
オーストラリア
ブリスベン市

1989年 4月19日

クレイフィールドカレッジ
オーストラリア
ブリスベン市

1989年 9月22日

セントヒルダーズスクール
オーストラリア
ゴールドコースト市

1990年 4月 1日

ぺンロスカレッジ
オーストラリア
パース市

1990年11月20日

ジョンポールカレッジ
オーストラリア
ローガン市

1992年 3月10日

アクアナスカレッジ
オーストラリア
ゴールドコースト市

1994年 1月14日

セント・メリー・アングリカン・ガー
ルズ・スクール

オーストラリア
西オーストラリア州

1994年 4月 1日

セント・マイケルズ・カレッジ
オーストラリア
ゴールドコースト市

1999年 9月20日

アシシ　カトリック　カレッジ
オーストラリア
アッパー・クーメラ市

2006年 6月23日

セントドミニクスカレッジ
ニュージーランド
オークランド市

2003年 5月30日

福者女子高校 韓国　天安市 2011年 7月16日

プラモチウィッタヤラミントゥラス
クール

タイ　バンコク市 2013年 1月15日

ジョンボールカレッジ
オーストラリア
クイーンズランド州

2015年3月9日

照曜館中学校

折尾愛真中学校

久留米信愛中学校

明光学園中学校

博多女子中学校

大牟田中学校

西南女学院中学校

中村学園女子中学校

福岡女学院中学校

敬愛中学校
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(6)　小学校　

提　　携　　先 所　在　地 提携年月日

レンジビュー・インターメディエッ
ト・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2002年 3月27日

長承浦初等学校 韓国　巨済市 1998年12月10日

ステェラン小学校 フランス　ボルドー市 1999年 9月27日

ラジャーディヒル・エクラム小学校 マレーシア　イポー市 1999年10月29日

広南初等学校 韓国　ソウル特別市 2003年 7月21日

サマーヴィル・インターメディエッ
ト・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2013年9月24日

新川初等学校 韓国　釜山広域市 2004年 4月 4日

後龍國民小學 台湾　苗栗縣　後龍鎮 2011年12月15日

南川初等小学校 韓国　釜山広域市 1993年 3月27日

暁庄学院小学校
中華人民共和国　南
京市

2018年 2月 9日

マリーズベイ・インターメディエッ
ト・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2005年 8月25日

旭水初等学校 韓国　大邱広域市 2004年 2月 6日

下南国民学校 韓国　釜山広域市 1995年 6月23日

到遠外国語小学校 中国　南京市 2007年 8月17日

千戸初等学校 韓国　ソウル特別市 2001年 6月15日

リムエラ・インターメディエット・ス
クール

ニュージーランド
オークランド市

1996年 8月16日

バガール・ビシ小学校
マレーシア
クアラトレンガヌ市

2000年 7月25日

中星小学校 中国　広州市 2004年12月27日

サマーヴィル・インターメディエッ
ト・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2002年 8月 5日

オークランド・ノーマル・インターメ
ディエット・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2010年 8月19日

グレンフィールド・インターメディ
エット・スクール

ニュージーランド
オークランド市

2008年10月16日

玉華小学校 中国　大連市 2000年 5月29日

ストラスモアノースプライマリース
クール

オーストラリア
メルボルン市

2001年 5月29日

密州初等学校 韓国　密陽市 2013年8月9日

晶碩小学校 中国　浙江省安吉県 2018年9月7日

大同市第十八小学校 中国　大同市 1988年10月21日

昌原吐月初等学校
韓国　慶尚南道　昌
原市

1997年 6月21日

グレイス・チャーチ・スクール 米国　ニューヨーク市 1997年 6月19日

北九州市立
小倉中央小学校

北九州市立浅川小学校

福岡市立野芥小学校

福岡市立博多小学校

福岡市立東若久小学校

福岡市立別府小学校

福岡市立宮竹小学校

北九州市立上津役小学校

福岡市立西高宮小学校

福岡市立若久小学校

大牟田市立平原小学校

田川市立後藤寺小学校

福岡市立入部小学校

福岡市立内浜小学校

福岡市立塩原小学校

行橋市立椿市小学校

福岡市立和白東小学校

福岡市立舞松原小学校

福岡市立高宮小学校

福岡市立那珂小学校

福岡市立那珂南小学校

福岡市立西花畑小学校

福岡市立若宮小学校

学　校　名

福岡市立愛宕浜小学校

福岡市立今津小学校

北九州市立花房小学校

福岡市立西新小学校
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百済初等学校 韓国　扶餘郡 1989年11月11日

窺岩初等学校 韓国　扶餘郡 1999年11月23日

南京日友好希望小学校 中国　南京竹鎮 2008年 4月 2日

薛埠中心小学校
中国　江蘇省　金壇
区

2011年 2月18日

チュラローンコーン大学附属小学
校

タイ王国　バンコク郡 2017年8月21日

湖北小学校、湖東小学校、
湖西小学校

台湾彰化市 1992年8月17日

国立清華大學附設実験国民小
学校

台湾　新竹市 2004年 6月29日

リンデンホールスクール
米国　ペンシルベニ
ア

2004年 4月11日リンデンホールスクール小学部

築上町立椎田小学校

築上町立築城小学校

上毛町立南吉富小学校
上毛町立西吉富小学校
上毛町立友枝小学校
上毛町立唐原小学校

宗像市立赤間小学校

太宰府市立
太宰府西小学校

太宰府市立
水城西小学校

福岡雙葉小学校
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