
岡山大学国際交流協定一覧
 区分 相手大学

国・地域名 大学等名

■大学間協定　68件  中国 東北師範大学

 中国 内蒙古農業大学

 中国 鄭州大学

 中国 北京航空航天大学

 中国 中国科学院昆明植物研究所

 中国 大連軽工業学院

 中国 遼寧科技大学

 中国 同済大学

 中国 中国医科大学

 中国 ハルピン医科大学

 中国 大連医科大学

 中国 吉林大学

 中国  北京信息科技大学

中国 上海理工大学

中国 河南科技大学

中国 内蒙古大学

中国 首都師範大学

 中国・韓国 上海中医薬大学・圓光大学

 インドネシア ボゴール農科大学

インドネシア マナド国立大学

 インドネシア ハサヌディン大学

 インドネシア  ガジャマダ大学

 韓国 光州科学技術院

 韓国 成均館大学校

 韓国  高麗大学校

 モンゴル モンゴル国立農業大学

 モンゴル  モンゴル国立大学

 ミャンマー ミャンマー国保健省医科学局及び医学研究局

 タイ マヒドン大学

 タイ メジョー大学

 タイ カセサート大学

 タイ  チュラロンコン大学

 マレーシア マレーシア工科大学

 トルコ カラデニーズ工科大学

 トルコ エーゲ大学

 ベトナム ダラット大学

 ベトナム フエ大学

 ベトナム ハノイ工科大学

 ベトナム  ハノイ国家大学

 カンボジア カンボジア国立教育大学

 台湾 国立台湾大学

 台湾 国立台北科技大学

 オーストラリア サウスオーストラリア大学

 オーストラリア アデレ－ド大学

 フランス グルノーブル第一大学

 フランス  ピエール・マリーキュリー大学（パリ第６大学）

 フランス  ストラスブール大学

 ドイツ ハノーファー大学

 ポーランド アダム・ミツキエヴィチ大学

 セルビア ノヴィサド大学

 セルビア  ベオグラード大学



 英国 シェフィールド大学

 英国 カーディフ大学

 英国 エジンバラ大学

 英国  カンブリア大学

 アメリカ合衆国 サンノゼ州立大学

 アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学イーストベイ校

 アメリカ合衆国 カンザス大学

 アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学スト－ニ－ブルック校

 アメリカ合衆国 カリフォルニア州立大学フラートン校

 アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナシャンペイン校

 アメリカ合衆国 南オレゴン大学

 アメリカ合衆国 メリーランド大学ボルチモア校

 アメリカ合衆国 アリゾナ州立大学

 アメリカ合衆国 グアム大学

 ガーナ ガーナ大学

 ケニア ジョモケニアッタ農工大学

■部局間協定 　115件

 社会文化科学研究科  中国 上海社会科学院部門経済研究所

 中国 浙江大学経済学院

 中国 復旦大学中国語言文学系

 韓国  国民大学校社会科学大学国際学部

 フランス ミシェル・ド・モンテーニュ＝ボルドー第３大学

ドイツ ルール大学ボーフム

 トルコ チャナッカレ3月18日大学社会科学研究所

 自然科学研究科  中国 浙江大学材料及び化学工程学院

 中国 北京大学生命科学学院

 中国 西安交通大学

 中国 浙江工业大学・机电工程学院

 中国 陜西師範大学化学与材料科学学院

 中国 中国科学院上海有機化学研究所

 中国 北京大学医学部

 中国 復旦大学数理科学学院

 中国 中国科学院大連化学物理研究所

 中国 中国人民大学化学科

 韓国 漢陽大学工学部

 タイ タマサート大学シリントン国際工学部

 タイ プリンスオブソンクラー大学

 タイ  ブラパー大学理学部

 インドネシア スラバヤ工科大学

 エジプト サウスバリー大学

 エジプト エル－メノフェイア大学理学部

 スペイン ムルシア大学獣医学部

 ロシア ロシア連邦国立科学センター生物医学研究所

 チェコ プラハ化学工学大学食品生化学部

 ギリシャ テッサロニキ大学歯学部

 デンマーク コペンハーゲン大学理学部

 アメリカ合衆国 パーデュー大学理学部

 アメリカ合衆国 国立がん研究所乳腺腫瘍生物学研究所

 保健学研究科  タイ シーマハサラカム看護大学



 環境学研究科  インドネシア スマトラウタラ大学大学院天然資源環境管理研究科

インドネシア バンドゥン工科大学土木環境工学部

 ベトナム フエ農林大学

 ベトナム ハノイ土木大学・環境理工学研究所

 中国 河北農業大学林学院

中国 華中農業大学経済管理・土地管理学院

 韓国 韓国産業技術大学知識技術・エネルギー研究科

韓国 韓国地質資源研究院地球環境研究本部

 ドイツ ヘルムホルツ環境研究センター

 ポーランド グダニスク工科大学土木環境工学部

 アメリカ合衆国 アラスカ大学フェアバンクス校国際北極圏研究センター

 医歯薬学総合研究科  中国 北京大学首鋼医院

 中国 華中科技大学同済医学院附属同済医院器官移植研究所

 中国 内蒙古大学生命科学学院

中国 南方医科大学珠江病院

 タイ コンケン大学医学部

インドネシア ウダヤナ大学医学部

 フランス パリ神経科学大学院

 イタリア ラクイラ大学医学部

 教育学部  オーストラリア キャンベラ大学

 法学部  中国 北京大学法学院

 台湾 国立高雄大学法学院

 英国  ケント大学政治学・国際関係学部

 経済学部  中国 中央財経大学経済学院

 韓国 江原大学校経営大学

 ルーマニア ブカレスト大学行政・経営管理学部

 理学部  中国 北京大学化学及び分子工程学院

 韓国 東義大学校自然科学大学

 タイ チェンマイ大学理学部

 台湾 国立台湾大学理学院

 ドイツ コンスタンツ大学化学部

 ポーランド クラコフ工科大学

 ロシア カザン州立大学生物学部

 アメリカ合衆国 ノートルダム大学理学部

 医学部  中国 中国医学科学院  中国協和医科大学

 中国 南昌大学医学院

 韓国 慶尚大学校医科大学

 歯学部  中国 南昌大学医学院

 中国 北京大学口腔医学院

 中国 大連医科大学口腔学院

 インド マンガロール大学歯学部（ABSM歯学研究所）

 インドネシア インドネシア大学歯学部

 ベトナム  ハイフォン医科大学

 韓国 ソウル大学歯学部

 モンゴル モンゴル医科大学歯学部

 英国 グラスゴー大学歯学部

 カナダ サスカチュワン大学歯学部

 アメリカ合衆国 ワシントン大学歯学部

 アメリカ合衆国 ルイジアナ州立大学歯学部

 ブラジル サンパウロ大学歯学部

 薬学部  中国 上海中医薬大学中薬研究所

 韓国 圓光大学校人獣共通感染病研究センター

 韓国 梨花女子大学校薬学大学



 工学部  中国 上海交通大学機械・動力工程学院

 中国 厦門大学医学院

 中国 四川大学化学学院

 韓国 韓国エネルギー技術研究院廃機物熱分解研究センター

 バングラデシュ クルナ大学科学工学技術学校

 フィンランド タンペレ工科大学

 フィンランド タンペレポリテクニック

 フィンランド フィンランド工業技術研究所

 ポルトガル ポルト大学工学部

 ルーマニア ペトルポニ高分子化学研究所

 英国 ラフボロー大学理学部

 イタリア ローマ第３大学工学部

 アメリカ合衆国 ミズーリ大学ローラ校工学部

 環境理工学部  台湾 国立東華大学管理学院

 ドイツ ドレスデン工科大学森林地盤水文科学部

 ポーランド グダニスク工科大学水環境工学部

 カナダ サスカチュワン大学工学部

 農学部  中国 浙江大学農業生物技術学院

 中国 大連大学生物工程学院

 インドネシア サム・ラチュランギ大学

 インドネシア ウダヤナ大学畜産学部

 インドネシア スリビジャヤ大学農学部

 マレーシア マレーシアプトラ大学食品科学・バイオテクノロジー学部

 資源植物科学研究所  韓国 全南大学校農業植物ストレス研究センター

 ロシア ロシア連邦国立科学センター生物医学研究所

 ロシア カザン州立大学生物学部

 岡山大学病院  中国 洛陽市中心病院

 ベトナム  ベトナム循環器センターＥ病院ハノイ

 地球物質科学研究センター  台湾 国立成功大学地球科学科


