
各高専による海外の大学等間交流協定締結状況（2016年3月31日現在）

高専名 締結先 国

函館 サンフランシスコ州立大学 米国

函館 釜慶大学校（環境・海洋科学技術部） 韓国

函館 チュンリン高校 マレーシア

苫小牧 香港高等科技教育学院 中国

苫小牧 EITホークスベイ ニュージーランド

苫小牧 モンゴル科学技術大学 モンゴル

苫小牧 モンゴル工業技術大学 モンゴル

釧路 キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ

釧路 トゥルク応用科学大学 フィンランド

旭川 水原ハイテク高等学校 韓国

旭川 エルランゲン大学 ドイツ

旭川 ブリュッセル自由大学 ベルギー

八戸 エクス・マルセイユ技術短期大学 フランス

八戸 経営・水資源大学 ベトナム

一関 パトゥムワン工科大学 タイ

仙台 仁荷工業専門大学 韓国

仙台 青雲大学校 韓国

仙台 キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ

仙台 フェリックス・フェッヒェンバッハ・ベルーフスコレーク ドイツ

仙台 オウル応用科学大学 フィンランド

仙台 トゥルク応用科学大学 フィンランド

仙台 トゥルク応用科学大学（技術環境ビジネス学部） フィンランド

仙台 ヘルシンキ・メトロポリア応用科学大学 フィンランド

仙台 リールＡ技術短期大学 フランス

秋田 中央地域工科経済水資源大学 ベトナム

鶴岡 レッドロックスコミュニティカレッジ 米国

鶴岡 ガジャマダ大学 インドネシア

鶴岡 泰日工業大学 タイ

鶴岡 中原工学院 中国

福島 ジェームズクック大学 オーストラリア

福島 サンパウロ大学サンカルロス校 ブラジル

福島 グアナファト大学 メキシコ

茨城 ガジャマダ大学職業訓練大学 インドネシア

茨城 瑞江情報大学 韓国

茨城 朝鮮理工大学 韓国

茨城 ワイアリキ工科大学 ニュージーランド

茨城 ルーアン応用科学大学 フランス

茨城 グアナファト大学 メキシコ

茨城
ロモノーソフ記念モスクワ国立総合大学（計算数学・サイバ
ネティクス学部）

ロシア

小山 香港ＶＴＣ（IVE） 中国

小山 重慶大学（自動化学院） 中国



高専名 締結先 国

小山 リールＡ技術短期大学 フランス

小山 グアナファト大学 メキシコ

群馬 上海工程技術大学 中国

群馬 上海市業余科技学院 中国

木更津 ドイツ文化センター ドイツ

木更津 ハインリヒ・ヘルツ・ベルーフス・コレーグ ドイツ

木更津 スルタン・アラム・シャー校 マレーシア

長岡 泰日工業大学 タイ

長岡 広東東軟学院 中国

長岡 黒龍江工程学院 中国

長岡 ハノイコミュニティカレッジ ベトナム

長岡 国立高等技術訓練センターマラッカ校 マレーシア

長岡 グアナファト大学 メキシコ

長岡 モンゴル科学技術大学 モンゴル

富山 バリークレア中高等学校 アイルランド

富山 サウスイースタン地区連合カレッジ 英国

富山 ビクトリア大学（英語センター） カナダ

富山 マラスピナインターナショナル高等学校 カナダ

富山 慶煕大学 韓国

富山 テマセク・ポリテクニック シンガポール

富山 ナンヤン・ポリテクニック シンガポール

富山 キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ

富山 ランプーン農業技術カレッジ タイ

富山 東北大学 中国

富山 パズマニーペーテルカトリック大学 ハンガリー

富山
ハンガリー科学アカデミー自然科学研究センター応用物
理・材料科学研究所(MFA)

ハンガリー

富山 プダペスト工科経済大学（自動制御応用情報学科） ハンガリー

石川 杭州職業技術学院 中国

石川 大連工業大学 中国

石川 大連職業技術学院 中国

福井 フェデレーション大学 オーストラリア

福井 プリンスオブソンクラ大学 タイ

長野 シャクアラ大学 インドネシア

長野 教育省傘下テクニカルカレッジ８校 タイ

長野 泰日工業大学 タイ

長野 國立台北科技大學 台湾

長野 クアラ・ルンプール大学 マレーシア

岐阜 アイオワ大学 米国

岐阜 バンドン工科大学 インドネシア

岐阜 タシケント工科大学 ウズベキスタン

岐阜 タシケント自動車・道路建設大学 ウズベキスタン

岐阜 トリノ工科大学タシケント校 ウズベキスタン



高専名 締結先 国

岐阜 ハノーバー工科大学 ドイツ

岐阜 リールＡ技術短期大学 フランス

岐阜 マレーシア工科大学 マレーシア

沼津 クモ工科大学校 韓国

鳥羽商船
シンガポール・ポリテクニック（シンガポール・マリタイム・ア
カデミー）

シンガポール

鳥羽商船 イスタンブル工科大学 トルコ

鈴鹿 オハイオ州立大学 米国

鈴鹿 ジョージアン技術大学 カナダ

鈴鹿 常州信息職業技術学院 中国

舞鶴 キングモンクット工科大学ラカバン校 タイ

舞鶴 高麗大学 韓国

舞鶴 国立高雄第一科技大学 台湾

舞鶴 大連職業技術学院 中国

舞鶴 ハノイ建設大学 ベトナム

舞鶴 交通運輸大学 ベトナム

明石 カリフォルニア大学アーバイン校（土木環境工学科） 米国

明石 インド工科大学カンプール校 インド

明石 ガジャマダ大学 インドネシア

明石 スラバヤ電子工学ポリテクニク インドネシア

明石 ディポネゴロ大学 インドネシア

明石 デ・ラ・サール大学 フィリピン

明石 リオ・グランデ・ド・スー大学 ブラジル

明石 ホーチミン市工科大学 ベトナム

奈良 ナンヤン･ポリテクニック シンガポール

奈良 勤益科技大学 台湾

和歌山 上海電機学院 中国

米子 南ソウル大学校 韓国

松江 ワイカト工科大学 ニュージーランド

津山 ペンシルベニアカレッジオブテクノロジー 米国

津山 大連東軟信息学院 中国

津山 モンゴル国立科学技術大学 モンゴル

広島商船 ＡＭＡコンピュータ大学 フィリピン

広島商船 エミリオ・アギナルド大学 フィリピン

広島商船 セント・マイケル校 フィリピン

広島商船 フィリピン大学ディリマン校 フィリピン

呉 ハワイ大学マウイコミュニティカレッジ 米国

呉 ラドフォード高校 オーストラリア

呉 東義大学校工科大学（College of Engineering） 韓国

呉 大連大学 中国

呉 西北工業大学 中国

呉 トムスク工科大学 ロシア

徳山 ウボン・ラチャタニ・ラチャパット大学 タイ



高専名 締結先 国

徳山
キングモンクット工科大学(King Monguts University of
Technology Thonburi)

タイ

宇部 ニュージャージー大学 米国

宇部 ニューカッスル大学 オーストラリア

宇部 東義科学大学 韓国

宇部 ナンヤン・ポリテクニック シンガポール

宇部 文藻外語大学 台湾

宇部 國立聯合大學 台湾

宇部 ハルピン工業大学 中国

宇部 アムール大学 ロシア

宇部 コムソモリスク大学 ロシア

大島商船 郡山水産専門大学 韓国

大島商船 シンガポールマリタイムアカデミー シンガポール

大島商船 国立高雄海洋科技大学 台湾

大島商船 青島大学 中国

阿南 ソノマ州立大学 米国

阿南 釜山産業科学高等学校 韓国

阿南 慶南工業高等学校 韓国

阿南 国立釜山機械工業高等学校 韓国

阿南 国立聯合大学 台湾

阿南 オストファリアヴォルフェンビュッテル応用科学大学 ドイツ

阿南 オスナブリュック応用科学大学 ドイツ

阿南 ダナン工科大学 ベトナム

阿南 ダナン工業短期大学 ベトナム

阿南 ベトナム中央電気短期大学 ベトナム

阿南 ホーチミン市外国語情報技術大学 ベトナム

阿南 ホーチミン市電気短期大学 ベトナム

香川 ソウル大学（工学部） 韓国

香川 東洋未来大学 韓国

香川 ラジャマンガラ工科大学タンブリヤ校 タイ

香川 泰日工業大学 タイ

香川 正修科技大学 台湾

香川 クライストチャーチ・ポリテクニック工科大学 ニュージーランド

香川 カーン大学 フランス

香川 フランソワ・ラブレー・トゥール大学 フランス

香川 ダナン工科大学 ベトナム

香川 マラ工科大学 マレーシア

新居浜 サザンクロス大学 オーストラリア

新居浜 重慶工業職業技術学院 中国

弓削商船 ナコンパノム大学 タイ

弓削商船 モンゴル科学技術大学交通機械工学学校 モンゴル

弓削商船 モンゴル科学技術大学動力工学学校 モンゴル

高知 シドニー技術専科大学 オーストラリア



高専名 締結先 国

久留米 レッドリバー・コミュニティーカレッジ カナダ

久留米 啓明大学校（工科大学) 韓国

久留米 ナンヤン・ポリテクニック シンガポール

久留米 合肥学院大学 中国

北九州 全北機械工業高校 韓国

北九州
全北大学
(旧盆山大学統合）

韓国

北九州 揚州大学(信息工程学院) 中国

佐世保 仁荷大学(情報技術工学院) 韓国

佐世保 スウェーデン王立工科大学(情報通信工学部) スウェーデン

佐世保 承徳石油高等専科学校 中国

佐世保 北京大学(化学与分子工程学院) 中国

佐世保 厦門理工学院 中国

熊本 オウル応用科学大学 フィンランド

熊本 テマセク・ポリテクニク シンガポール

熊本 ニーアン・ポリテクニック シンガポール

熊本
バルセロナマイクロエレクトロニクス研究所―国立マイクロ
エレクトロニクスセンター

スペイン

熊本 マーレイ大学 米国

熊本 マレーシア国際イスラム大学 マレーシア

熊本 香港IVE/Chai Wan 中国

熊本 大学間電子工学研究センター ベルギー

熊本 中国北京航空航天大学北海学院 中国

都城
モンゴル科学技術大学(School of Civil Engineering and
Architecture)

モンゴル

都城 モンゴル科学技術大学 モンゴル

鹿児島 ハワイ大学 米国

鹿児島 トゥールーズ第3大学　工学部 フランス

鹿児島 モンペリエ大学 フランス

沖縄 マリボル大学(機械工学部) スロベニア

沖縄 パトゥムワン工科大学 タイ

沖縄 ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校 タイ

沖縄 国立遺伝子生命工学研究センター タイ

沖縄 ナルヴィク大学 ノルウェー

北海道地区４高専包括 イースタン工科大学ホークスベイ校 ニュージーランド

東北地区６高専及び函館
高専、小山高専包括

リールA技術短期大学 フランス

東北地区６高専及び函館
高専、小山高専包括

ブロワ技術短期大学 フランス

東北地区６高専及び函館
高専、小山高専包括

ルアーブル技術短期大学 フランス



高専名 締結先 国

東北地区6高専・函館高専
包括

アルトワ大学
ベツーヌ技術短期大学
ランス技術短期大学

フランス

東北地区6高専包括
ヘルシンキ・メトロポリア応用科学大学
トゥルク応用科学大学

フィンランド

近畿地区４高専包括 成都工業学院 （成都航空職業技術学院） 中国

近畿地区４高専包括 成都電子機械高等専科学校 中国

九州沖縄地区９高専包括
キングモンクット工科大学
トンブリ校

タイ

九州沖縄地区９高専包括 厦門理工学院 中国

九州沖縄地区９高専包括 ガジャマダ大学 インドネシア

九州沖縄地区９高専包括 ガジャマダ大学専門学校 インドネシア

九州沖縄地区９高専包括 カセサート大学 タイ

九州沖縄地区９高専包括 キングモット工科大学北バンコク校 タイ

九州沖縄地区９高専包括 國立台北科技大學 台湾

九州沖縄地区９高専包括 ハノイ大学 ベトナム

九州沖縄地区９高専包括 ペトロナス工科大学 マレーシア

九州沖縄地区９高専包括 モンゴル科学技術大学 モンゴル

九州沖縄地区９高専包括
シンガポール・ポリテクニクス（共和国工業短大、シンガ
ポール工業短大、Temasek工業短大）

シンガポール

５商船高専包括 ハワイ大学カウアイ・コミュニティ・カレッジ 米国


