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学⽣ インド⼯科⼤学カラグプー
ル校

Indian Institute of
Technology Kharagpur アジア インド 2016/02/22 近藤直

学術 インド⼯科⼤学カラグプー
ル校

Indian Institute of
Technology Kharagpur アジア インド 2016/02/22 近藤直

学術 インドネシア科学院 ボゴール植物園 Indonesian Institute of
Sciences アジア インドネシ

ア 2013/05/21 2016/05/21 井鷺裕司

学⽣ ガジャマダ⼤学 農業⼯学部、森林学部 Universitas Gadjah
Mada アジア インドネシ

ア 2013/04/02 2018/01/31 近藤直

学術 シア・クアラ⼤学 農学部 Syiah Kuala University アジア インドネシ
ア 2013/03/09 2017/11/28 神崎護

学⽣ ブラヴィジャヤ⼤学 農学部、農業技術学部 University of Brawijaya アジア インドネシ
ア 2011/05/17 2019/10/18 近藤直

学術 ブラヴィジャヤ⼤学 農学部、農業技術学部 University of Brawijaya アジア インドネシ
ア 2011/05/17 2019/10/18 近藤直

学術 ボゴール農業⼤学 Bogor Agricultural
University アジア インドネシ

ア 1983/07/26 神崎護

学⽣ ボゴール農業⼤学 Bogor Agricultural
University アジア インドネシ

ア 2001/11/28 2017/01/19 神崎護

学術 ムラワルマン⼤学 林学部、数理学部、農
学部

Mulawarman University アジア インドネシ
ア 2019/05/08 神崎護

学⽣ ムラワルマン⼤学 林学部、数理学部、農
学部

Mulawarman University アジア インドネシ
ア 2019/05/08 神崎護

学術 国⽴韓京⼤学 農学・⽣命科学研究科 Hankyong National
University アジア 韓国 2012/10/29 2017/09/25 松井徹

学⽣ 国⽴韓京⼤学 農学・⽣命科学研究科 Hankyong National
University アジア 韓国 2012/10/29 2017/09/25 松井徹

学術 ソウル国⽴⼤学 農学・⽣命科学部 Seoul National
University アジア 韓国 2016/08/22 宮川恒

学⽣ ソウル国⽴⼤学 農学・⽣命科学部 Seoul National
University アジア 韓国 2016/08/22 宮川恒

学術 成均館⼤学 ⽣命⼯学部 Sungkyunkwan
University アジア 韓国 2011/04/04 近藤直

学⽣ 成均館⼤学 ⽣命⼯学部 Sungkyunkwan
University アジア 韓国 2011/04/04 2016/03/02 近藤直

学術 国⽴慶尚⼤学 農学⽣命科学部 Gyeongsang National
University アジア 韓国 2013/02/19 2018/01/23 飯⽥訓久

学⽣ 国⽴慶尚⼤学 農学⽣命科学部 Gyeongsang National
University アジア 韓国 2013/02/19 2018/01/23 飯⽥訓久

学術 王⽴農業⼤学 Royal University of
Agriculture アジア カンボジア 2014/06/05 2019/10/05 近藤直

学⽣ 王⽴農業⼤学 Royal University of
Agriculture アジア カンボジア 2014/06/05 2019/10/05 近藤直

学術 カンボジア⼯科⼤学 Institute of Technology
of Cambodia アジア カンボジア 2016/06/02 藤原正幸

学⽣ カンボジア⼯科⼤学 Institute of Technology
of Cambodia アジア カンボジア 2016/06/02 藤原正幸
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学⽣ カセサート⼤学

農学部、カムペンセン校
農学部、⽔産学部、森
林学部、経済学部、農
産学部、理学部

Kasetsart University アジア タイ 2014/03/12 2018/12/05 神崎護

学術 キングモンクット⼯科⼤学
トンブリ校 ⽣物資源科学部

King Mongkut's
University of
Technology Thonburi

アジア タイ 2010/06/15 2017/07/11 ⾕史⼈

学⽣ キングモンクット⼯科⼤学
トンブリ校 ⽣物資源科学部

King Mongkut's
University of
Technology Thonburi

アジア タイ 2012/05/18 2017/07/11 ⾕史⼈

学術 キングモンクット⼯科⼤学
ラーカバン校 農学部

King Mongkut's
Institute of Technology
Ladkrabang

アジア タイ 2019/06/25 樋⼝浩和

学⽣ キングモンクット⼯科⼤学
ラーカバン校 農学部

King Mongkut's
Institute of Technology
Ladkrabang

アジア タイ 2019/06/25 樋⼝浩和

学術 コンケン⼤学 農学部 Khon Kaen University アジア タイ 2000/06/05 ⽩岩⽴彦

学⽣ コンケン⼤学 農学部 Khon Kaen University アジア タイ 2006/06/07 2018/02/06 ⽩岩⽴彦

学術 シルパコーン⼤学 ⼯学・⼯業技術学部 Silpakorn University アジア タイ 2011/08/02 2016/05/27 橋本渉

学⽣ シルパコーン⼤学 ⼯学・⼯業技術学部 Silpakorn University アジア タイ 2011/08/02 2016/05/27 橋本渉

学術 タイ国⽴科学技術研究
所

Thailand Institute of
Scientific and
Technological Research

アジア タイ 2010/10/05 2017/12/29 神崎護

学術 チェンマイ⼤学 農学部 Chiang Mai University アジア タイ 2013/09/10 2018/04/20 松村康⽣

学⽣ チェンマイ⼤学 農学部 Chiang Mai University アジア タイ 2013/09/10 2018/04/20 松村康⽣

学⽣ チェンマイ⼤学 理学部 Chiang Mai University アジア タイ 2013/10/15 2018/09/26 松村康⽣

学術 国⽴宜蘭⼤学 ⽣物資源学院 National Ilan University アジア 台湾 2014/10/07 2019/09/23 近藤直

学⽣ 国⽴宜蘭⼤学 ⽣物資源学院 National Ilan University アジア 台湾 2014/10/07 2019/09/23 近藤直

学⽣ 国⽴台湾⼤学 ⽣物資源科学農学院 National Taiwan
University アジア 台湾 2012/10/15 2017/10/19 ⽥尾⿓太郎

学⽣ 国⽴台湾⼤学 ⽣命科学院 National Taiwan
University アジア 台湾 2013/01/16 2017/12/23 ⾕史⼈

学術 国⽴中興⼤学

農業暨⾃然資源学院、
⽂学院、管理学院、⼈
⽂与社会科学研究セン
ター、環境保育暨防災
科技研究センター、国際
農業センター

National Chung Hsing
University アジア 台湾 2017/06/19 ⽥尾⿓太郎

学術 吉林⼤学 ⽣物農業⼯程学院 Jilin University アジア 中国 2019/03/27 飯⽥訓久

学⽣ 吉林⼤学 ⽣物農業⾏程学院 Jilin University アジア 中国 2019/03/27 飯⽥訓久

学術 江南⼤学 Jiangnan University アジア 中国 2010/11/30 2017/12/05 近藤直

学⽣ 江南⼤学 Jiangnan University アジア 中国 2010/11/30 2017/12/05 近藤直
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学術 昆明理⼯⼤学 ⼤学院
Kunming University of
Science and
Technology

アジア 中国 2006/09/21 2016/06/28 ⽩岩⽴彦

学⽣ 昆明理⼯⼤学 ⼤学院
Kunming University of
Science and
Technology

アジア 中国 2006/09/21 2016/06/28 ⽩岩⽴彦

学術 上海海洋⼤学 Shanghai Ocean
University アジア 中国 2003/10/24 2016/02/15 菅原達也

学⽣ 上海海洋⼤学 Shanghai Ocean
University アジア 中国 2006/03/20 2016/02/15 菅原達也

学術 ⻄北農林科技⼤学 Northwest A & F
University アジア 中国 2010/05/18 近藤直

学⽣ ⻄北農林科技⼤学 Northwest A & F
University アジア 中国 2010/05/18 2016/01/14 近藤直

学⽣ 浙江⼯業⼤学 機械⼯学部、海洋学部 Zhejiang University of
Technology アジア 中国 2015/03/13 近藤直

学術 浙江⼯業⼤学 機械⼯学部、海洋学部 Zhejiang University of
Technology アジア 中国 2015/03/13 近藤直

学⽣ 浙江⼤学 農学⽣命環境科学部 Zhejiang University アジア 中国 2009/07/30 2014/07/02 近藤直

学術 中国農業科学院 農業環境及び持続可能
発展研究所

Chinese Academy of
Agricultural Sciences アジア 中国 2019/02/21 秋津元輝

学⽣ 中国農業科学院 農業環境及び持続可能
発展研究所

Chinese Academy of
Agricultural Sciences アジア 中国 2019/02/21 秋津元輝

学術 中国農業⼤学 China Agricultural
University アジア 中国 2009/07/14 近藤直

学⽣ 中国農業⼤学 China Agricultural
University アジア 中国 2009/06/29 2014/09/09 近藤直

学術 同済⼤学 ⼟⽊⼯程学院 Tongji University アジア 中国 2011/06/21 2016/05/09 村上章

学⽣ 同済⼤学 ⼟⽊⼯程学院 Tongji University アジア 中国 2011/06/21 2016/05/09 村上章

学術 東北林業⼤学 Northeast Forestry
University アジア 中国 2006/12/30 2016/10/27 北島薫

学⽣ 東北林業⼤学 Northeast Forestry
University アジア 中国 2006/12/30 2016/10/27 北島薫

学術 南京農業⼤学 Nanjing Agricultural
University アジア 中国 2004/10/21 2016/08/25 ⽥尾⿓太郎

学⽣ 南京農業⼤学 Nanjing Agricultural
University アジア 中国 2004/10/21 2016/08/25 ⽥尾⿓太郎

学術 華中農業⼤学 Huazhong Agricultural
University アジア 中国 2017/05/04 ⽥尾⿓太郎

学⽣ 華中農業⼤学 Huazhong Agricultural
University アジア 中国 2017/05/04 ⽥尾⿓太郎

学術 華南農業⼤学 South China
Agricultural University アジア 中国 2012/02/20 2017/03/10 近藤直

学⽣ 華南農業⼤学 South China
Agricultural University アジア 中国 2012/02/20 2017/03/10 近藤直

学術 広⻄⼤学 Guangxi University アジア 中国 2017/03/21 北島薫

3 / 6



交流協定⼀覧︓農学部・農学研究科 2020.4⽉更新  

種別 先⽅機関 先⽅部局 先⽅機関(アルファベット) 地域 国 初回締結⽇ 更新⽇ 担当教員

学⽣ 広⻄⼤学 Guangxi University アジア 中国 2017/03/21 北島薫

学術 ⼭東⼤学
泰⼭学堂、⽣物学院、
環境科学・⼯学院、化
学・化学⼯学院

Shandong University アジア 中国 2016/03/09 澤⼭茂樹

学⽣ ⼭東⼤学
泰⼭学堂、⽣物学院、
環境科学・⼯学院、化
学・化学⼯学院

Shandong University アジア 中国 2016/03/09 澤⼭茂樹

学術 瀋陽農業⼤学 Shenyang Agricultural
University アジア 中国 2012/03/13 2017/01/17 近藤直

学⽣ 瀋陽農業⼤学 Shenyang Agricultural
University アジア 中国 2012/03/13 2017/01/17 近藤直

学術 バングラデシュ農業⼤学 Bangladesh Agricultural
University アジア バングラデ

シュ 2012/09/20 2017/10/19 村上章

学⽣ バングラデシュ農業⼤学 Bangladesh Agricultural
University アジア バングラデ

シュ 2012/09/20 2017/10/19 村上章

学術 カントー⼤学 環境・⾃然資源学院 Can Tho University アジア ベトナム 2014/07/29 2019/09/09 ⾈川晋也

学⽣ カントー⼤学 環境・⾃然資源学院 Can Tho University アジア ベトナム 2014/07/29 2019/09/09 ⾈川晋也

学⽣ フエ⼤学 Hue University アジア ベトナム 2012/03/13 2017/03/14 ⾈川晋也

学術 サバ州サバ公園局 Sabah Parks アジア マレーシア 2015/03/02 北⼭兼弘

学術 プトラ・マレーシア⼤学 Universiti Putra
Malaysia アジア マレーシア 2014/04/24 近藤直

学⽣ プトラ・マレーシア⼤学 Universiti Putra
Malaysia アジア マレーシア 2014/04/24 近藤直

学術
マレーシア森林研究所
（旧マレーシア林業研究
開発委員会）

Malaysian Forestry
Research and
Development Board

アジア マレーシア 2014/07/03 2019/07/02 ⼩杉緑⼦

学術 ミャンマー林業⼤学 University of Forestry アジア ミャンマー 2017/03/14 神崎護

学⽣ ミャンマー林業⼤学 University of Forestry アジア ミャンマー 2017/03/14 神崎護

学術 国際熱帯農業研究所 International Institute
of Tropical Agriculture アフリカ ナイジェリア 2010/11/18 ⾈川晋也

学術 フィレンツェ⼤学 農学部 University of Florence 欧州 イタリア 2009/01/29 2014/07/28 ⽥尾⿓太郎

学術 モリーゼ⼤学 農業・環境・⾷品科学部 University of Molise 欧州 イタリア 2012/05/30 2016/12/20 近藤直

学⽣ モリーゼ⼤学 農業・環境・⾷品科学部 University of Molise 欧州 イタリア 2012/05/30 2016/12/20 近藤直

学術 ウィーン農科⼤学
The University of
Natural Resources and
Life Sciences

欧州 オーストリ
ア 1992/06/30 2019/01/07 近藤直

学⽣ ウィーン農科⼤学
The University of
Natural Resources and
Life Sciences

欧州 オーストリ
ア 2019/01/07 近藤直

学⽣ ワーヘニンゲン⼤学 Wageningen University 欧州 オランダ 2008/12/15 2018/02/06 秋津元輝
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学術 カザフ農業⼤学 Kazakh State University
of Agriculture 欧州 カザフスタ

ン 1998/07/03 ⾈川晋也

学術 バレンシア⼯科⼤学 Universitat Politècnica
de València 欧州 スペイン 2017/01/24 飯⽥訓久

学⽣ バレンシア⼯科⼤学 Universitat Politècnica
de València 欧州 スペイン 2017/01/24 飯⽥訓久

学⽣ ゲッティンゲン⼤学 農学部 Georg-August-Universit
ät Göttingen 欧州 ドイツ 2016/04/14 秋津元輝

学⽣ ドレスデン⼯科⼤学 理学部 Technische Universität
Dresden 欧州 ドイツ 2016/07/05 北島薫

学術 ルール⼤学ボーフム校 ⼟⽊環境⼯学部 Ruhr-University
Bochum 欧州 ドイツ 2013/09/11 2018/09/10 村上章

学⽣ ルール⼤学ボーフム校 ⼟⽊環境⼯学部 Ruhr-University
Bochum 欧州 ドイツ 2013/09/11 2018/09/10 村上章

学術 ⻄ブルターニュ⼤学 欧州海洋研究所 Université de Bretagne
Occidentale 欧州 フランス 2017/12/21 益⽥玲爾

学⽣ ⻄ブルターニュ⼤学 欧州海洋研究所 Université de Bretagne
Occidentale 欧州 フランス 2017/12/21 益⽥玲爾

学術 モンペリエ農業科学⾼等
教育国際センター

Montpellier SupAgro 欧州 フランス 2015/11/20 ⾕史⼈

学⽣ モンペリエ農業科学⾼等
教育国際センター

Montpellier SupAgro 欧州 フランス 2016/09/08 2018/07/17 ⾕史⼈

学術 ロレーヌ⼤学 理⼯学部 Université de Lorraine 欧州 フランス 2015/07/24 ⼩杉緑⼦

学⽣ ロレーヌ⼤学 理⼯学部 Université de Lorraine 欧州 フランス 2015/07/24 ⼩杉緑⼦

学術 ルーヴェン・カトリック⼤学 ⽣物科学⼯学研究科 Katholieke Universiteit
Leuven 欧州 ベルギー 2017/05/25 近藤直

学⽣ ルーヴェン・カトリック⼤学 ⽣物科学⼯学研究科 Katholieke Universiteit
Leuven 欧州 ベルギー 2017/05/25 近藤直

学術 ハーパーアダムス⼤学 Harper Adams
University 欧州 英国 2014/05/19 2019/03/12 飯⽥訓久

学⽣ ハーパーアダムス⼤学 Harper Adams
University 欧州 英国 2014/05/19 2019/03/12 飯⽥訓久

学術 マッセー⼤学 Massey University ⼤洋州 ニュージー
ランド 2019/05/08 秋津元輝

学⽣ マッセー⼤学 Massey University ⼤洋州 ニュージー
ランド 2019/05/08 秋津元輝

学術 アントファガスタ⼤学 Universidad de
Antogagasta 中南⽶ チリ 1992/10/26 吉⽥天⼠

学術 アルバータ⼤学 農学・⽣命・環境学部 University of Alberta 北⽶ カナダ 2009/02/19 2016/06/14 吉⽥天⼠

学⽣ アルバータ⼤学 農学・⽣命・環境学部 University of Alberta 北⽶ カナダ 2009/02/19 2016/06/14 吉⽥天⼠

学術 ブリティッシュ・コロンビア⼤
学 林学部 University of British

Columbia 北⽶ カナダ 2018/01/04 北島薫

学⽣ ブリティッシュ・コロンビア⼤
学 林学部 University of British

Columbia 北⽶ カナダ 2018/01/04 北島薫
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学術 イリノイ⼤学アーバナ・シャ
ンペーン校 農学・消費者・環境学部 University of Illinois at

Urbana-Champaign 北⽶ ⽶国 2010/05/26 2015/08/17 近藤直

学⽣ イリノイ⼤学アーバナ・シャ
ンペーン校 農学・消費者・環境学部 University of Illinois at

Urbana-Champaign 北⽶ ⽶国 2010/05/26 2015/08/17 近藤直

学術 ケンタッキー⼤学 農業・⾷・環境学部 University of Kentucky 北⽶ ⽶国 2016/10/31 秋津元輝

学⽣ ケンタッキー⼤学 農業・⾷・環境学部 University of Kentucky 北⽶ ⽶国 2016/10/31 秋津元輝

学⽣ ハワイ⼤学マノア校 熱帯農学・⼈的資源学
部

University of Hawaiʻi at
Mānoa 北⽶ ⽶国 2014/06/03 近藤直

学術 ワシントン州⽴⼤学 Washington State
University 北⽶ ⽶国 2010/11/05 2017/02/16 近藤直

学⽣ ワシントン州⽴⼤学 農業・⼈間・天然資源科
学部

Washington State
University 北⽶ ⽶国 2011/01/05 2017/02/16 近藤直
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