
大学等名 相手先学校・学部名等 国・地域名　 提携年月日

愛媛大学 【大学間協定】

大学間協定72機関 西南大学　　　　　　 中華人民共和国　　　　 昭和60年11月15日

部局間協定68機関 遼寧師範大学　　　　　　 中華人民共和国　　　　 昭和61年11月7日

メチョー大学　　　　　　 タイ王国　　　　　　 昭和62年8月4日

エセックス大学　　　　　　 連合王国　　　　　　 平成2年8月1日

カリフォルニア大学　 デービス校　　　　　 アメリカ合衆国　　　　　 平成3年4月5日

パライバ大学 ブラジル　 平成7年8月11日

ローマ大学　“トール　ベルガータ”　　　　　　 イタリア　　　　　　　 平成7年9月26日

汕頭大学　　　　　　 中華人民共和国　　　　　 平成8年5月2日

ブエノスアイレス大学　　　　　 アルゼンチン　　　　　 平成9年2月10日

内蒙古農業大学　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成10年2月3日

武漢大学　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成10年10月26日

中国人民大学　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成10年12月14日

大連医科大学　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成12年7月21日

ワシントン大学バセル校　　　　　　 アメリカ合衆国　　　　　 平成15年2月4日

全州大学校  　　　　　 大韓民国　　　　　　 平成15年2月26日

韓瑞大学校  　　　　 大韓民国　　　　　 平成15年2月25日

カンピナグランデ大学　　　　　　　 ブラジル　　　　　　　 平成15年11月13日

ブルゴーニュ大学　 フランス 平成15年12月17日

チャナッカレ・オンセキズマルト(3月18日)大学　　　　　　　　　　　 トルコ　　　　　　　 平成16年3月18日

浙江工商大学　　　　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成17年2月22日

フライブルク大学 ドイツ連邦共和国 平成17年6月7日

忠南大学校 大韓民国　　　　　　 平成17年7月6日

義守大学 台湾 平成18年4月27日

プルバンチャル大学 ネパール連邦民主共和国 平成18年5月28日

トリブバン大学工学校 ネパール連邦民主共和国 平成18年5月28日

ネパール工科大学 ネパール連邦民主共和国 平成18年5月28日

ゴロンタロ大学 インドネシア共和国 平成19年3月16日

ハサヌディン大学 インドネシア共和国 平成19年4月6日

ガジャマダ大学 インドネシア共和国 平成19年5月15日

国立政治大学 台湾 平成20年10月9日

ボゴール農業大学 インドネシア共和国 平成20年12月18日

長江大学 中華人民共和国 平成21年2月19日

ルリオ大学 モザンビーク共和国 平成21年3月9日

バンドン工科大学 インドネシア共和国 平成21年7月21日

韓山師範学院 中華人民共和国 平成21年9月17日

中央民族大学 中華人民共和国 平成22年6月17日

首都経済貿易大学 中華人民共和国 平成22年6月18日

蔚山大学校 大韓民国 平成22年7月21日

カレッジ・オブ・レイク・カウンティ アメリカ合衆国 平成22年8月17日

上海師範大学 中華人民共和国 平成23年3月21日

国立高雄大学 台湾 平成23年4月30日

ルイジアナ大学モンロー校 アメリカ合衆国 平成24年3月5日

桂林理工大学 中華人民共和国 平成24年3月14日

天津外国語大学 中華人民共和国 平成24年5月2日

県内大学等の姉妹友好提携状況
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吉林大学 中華人民共和国 平成24年5月4日

バベシュ・ボヤイ大学 ルーマニア 平成25年9月23日

ブカレスト大学 ルーマニア 平成25年9月24日

ローザンヌ大学 スイス連邦 平成26年9月1日

開南大学 台湾 平成26年11月13日

カリフォルニア州立大学サクラメント校 アメリカ合衆国 平成27年3月4日

西安交通大学 中華人民共和国 平成27年7月30日

ジョリエット･ジュニア･カレッジ アメリカ合衆国 平成27年9月9日

パテイン大学 ミャンマー連邦共和国 平成28年2月16日

マラヤ大学 マレーシア 平成28年2月22日

トゥールーズ第3ポールサバティエ大学 フランス 平成28年4月15日

パンヤーピワット経営大学 タイ王国 平成28年4月26日

全北大学校 大韓民国 平成28年6月7日

タンリン工科大学 ミャンマー連邦共和国 平成28年10月19日

オレンブルグ大学 ロシア連邦 平成28年10月31日

ミャンマー海事大学 ミャンマー連邦共和国 平成29年4月20日

モービー工科大学 ミャンマー連邦共和国 平成30年4月5日

パランカラヤ大学 インドネシア共和国 平成30年9月3日

国立高雄科技大学 台湾 平成30年10月30日

チェリャビンスク国立大学 ロシア連邦 平成30年12月28日

フィリピン大学ロスバニョス校 フィリピン共和国 令和元年9月2日

スマトラ工科大学 インドネシア共和国 令和元年10月25日

マラウイ大学チャンセラー校 マラウイ共和国 令和元年11月13日

フィリピン大学ディリマン校 フィリピン共和国 令和元年11月13日

デ・ラサール大学 フィリピン共和国 令和2年2月14日

王立プノンペン大学 カンボジア王国 令和2年7月27日

中央ルソン州立大学 フィリピン共和国 令和4年1月14日

　【部局間協定】　

泰山医学院　　　　　　　 中華人民共和国　　　　　　 平成4年9月27日

復旦大学高等教育研究所　　　 中華人民共和国　　　 平成8年6月19日

オーフス大学医学部　　　　　 デンマーク　　　　　 平成9年7月10日

中国医科大学　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成11年1月18日

廣東医学院　　　　　 中華人民共和国　　　　 平成11年11月22日

清華大学理学院  　　　　　 中華人民共和国　　　　　 平成12年9月25日

オッフェンブルグ工科大学 ドイツ連邦共和国 平成17年5月5日

連合王国ＩＮＴＯマンチェスター 連合王国 平成17年8月18日
ベトナム国家大学(VNU)科学大学環境技術開発研究セン
ター

ベトナム社会主義共和国 平成18年10月6日

ブラパ大学 タイ王国 平成19年5月15日

ストーニーブルック大学鉱物物性研究施設 アメリカ合衆国 平成20年3月19日

シカゴ大学地球科学放射光コンソ－シアム アメリカ合衆国 平成20年3月19日

国立成功大学地球科学研究所 台湾 平成20年3月19日

バイロイト大学バイエルン地球科学研究所 ドイツ連邦共和国 平成20年4月7日

ノン・ラム大学生物工学環境研究所 ベトナム社会主義共和国 平成20年4月24日

オーストラリア国立大学地球科学研究所 オーストラリア連邦 平成20年5月20日

インドネシア技術評価応用庁海洋調査技術研究センター インドネシア共和国 平成20年5月26日

中国地質大学   地質形成・鉱産資源国家重点実験室 中華人民共和国 平成21年5月15日
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国立台湾海洋大学海洋センター 台湾 平成22年5月4日

ハノイ科学技術大学工業物理研究所 ベトナム社会主義共和国 平成23年1月6日

ハサヌディン大学工学部 インドネシア共和国 平成23年3月2日

ベトナム国立大学ハノイ校（VNU）科学大学 ベトナム社会主義共和国 平成23年5月10日

ルンド大学理学部 スウェーデン 平成24年3月5日

国立陽明交通大学理学院 台湾 平成24年8月28日

ワシントン大学シアトル校エデュケーショナル・アウトリーチ アメリカ合衆国 平成24年9月14日

キョンヒ大学理学部生物学科 大韓民国 平成25年1月13日

韓国　安全性評価研究所 大韓民国 平成25年3月6日

パプアニューギニア国立医学研究所 パプアニューギニア 平成25年6月24日

ノン・ラム大学生物工学環境研究所 ベトナム社会主義共和国 平成25年7月12日

中国海洋大学環境科学与工程学院/中国海洋大学海洋与
大気学院

中華人民共和国 平成25年7月17日

オーストラリア連邦アデレード集中英語教育機関(IELI) オーストラリア 平成25年10月15日

リーズ大学語学センター イギリス 平成25年10月23日

M.V.ロモノーソフ･国立モスクワ国立総合大学地質学部 ロシア連邦 平成26年2月7日

タイ王国マヒドン大学熱帯医学部 タイ王国 平成26年2月19日

インドネシア科学院化学研究所 インドネシア共和国 平成26年5月13日

順天郷大学国際教育交流処 大韓民国 平成26年5月13日

復旦大学文物・博物館学部 中華人民共和国 平成26年9月12日

カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション アメリカ合衆国 平成26年12月2日

バンガー大学日本研究所 イギリス 平成26年12月19日

オークランド大学イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー ニュージーランド 平成26年12月19日

ジャワハルラール・ネルー大学言語文学文化研究院 インド 平成27年1月28日

ジャワハルラール・ネルー大学国際問題研究院 インド 平成27年1月28日

シェレバングラ農科大学 バングラデシュ 平成27年2月23日

韓国国立江原大学医学部 大韓民国 平成27年3月12日

モンゴル国立医療科学大学 モンゴル 平成27年4月6日

ブリティッシュコロンビア大学イングリッシュ・ランゲー
ジ・インスティチュート

カナダ 平成27年12月15日

欧州シンクロトロン放射光研究所 フランス 平成28年3月7日

南京大学化学化工学院 中華人民共和国 平成28年4月11日

インドネシア国際生命科学大学 インドネシア共和国 平成28年5月26日

韓国国立交通大学校工科大学 大韓民国 平成28年7月10日

マルタ大学理学部 マルタ共和国 平成28年8月31日

パジャジャラン大学 インドネシア共和国 平成28年9月27日

インドネシア共和国環境林業省研究開発イノベーション庁林
業研究開発研究所

インドネシア共和国 平成28年10月21日

ペンナングナンナショナルベテラン東ジャワ大学農学部 インドネシア共和国 平成28年12月2日

ネパール国地震工学研究所 ネパール連邦民主共和国 平成28年12月23日

モンゴル科学アカデミー地質古生物学研究所 モンゴル 平成29年8月10日

韓国地質資源研究院気候変動緩和部門 韓国 平成30年3月17日

高雄医学大学医学部 台湾 平成30年6月14日

高雄医学大学看護学部 台湾 平成30年6月14日

天津科技大学海洋与環境学院 中華人民共和国 平成31年2月27日

西北大学都市環境科学部 中華人民共和国 令和元年8月26日
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アフマド・ダーラン大学産業技術学部 インドネシア共和国 令和元年10月10日

ウプサラ大学数学科 スウェーデン 令和元年10月30日

台東大学師範学院 台湾 令和2年1月20日

ルーヴェン・カトリック大学理学部 ベルギー王国 令和2年1月22日

ローマ大学サピエンツァ地球科学科 イタリア 令和2年5月27日

ブラパ大学理学部 タイ 令和2年6月10日

安徽師範大学化学・材料科学学院 中華人民共和国 令和2年6月30日

ノルウェー科学技術大学自然科学部 ノルウェー 令和2年7月27日

アンダラス大学農学部・農業技術学部 インドネシア共和国 令和3年3月1日

松山大学 【大学間協定】

大学間協定15機関 建国大学校 大韓民国 平成5年6月25日

部局間協定5機関 カンタベリークライストチャーチ大学 イギリス 平成5年11月1日

ビクトリア大学 カナダ 平成6年11月15日

復旦大学 中華人民共和国 平成12年10月12日

フライブルク大学 ドイツ連邦共和国 平成14年12月16日

青島大学 中華人民共和国 平成16年10月12日

上海師範大学 中華人民共和国 平成16年10月13日

平澤大学校 大韓民国 平成18年4月28日

國立高雄大学 台湾 平成22年5月1日

上海財経大学 中華人民共和国 平成23年9月30日

ハワイ大学ヒロ校 アメリカ合衆国 平成24年8月30日

ブルゴーニュ大学 フランス 平成27年2月6日

玄奘大学 台湾 平成27年3月19日

グリフィス大学 オーストラリア 平成30年7月9日

セントラル・ランカシャー大学 英国 令和3年12月14日

【学部間協定】

仁川大学校 大韓民国 平成20年10月20日

対外経済貿易大学 中華人民共和国 平成23年10月12日

國立成功大学 台湾 平成25年12月13日

東呉大学 台湾 平成28年9月14日

聖カタリナ大学 オハイオ・ドミニカン大学 アメリカ合衆国 平成15年3月12日

又松大学校 大韓民国 平成16年3月25日

レオン大学 スペイン 平成17年9月6日

聖トマス大学 チリ 平成18年4月5日

釜山女子大学 大韓民国 平成21年7月6日

国際大学 大韓民国 平成21年7月13日

慶北科学大学 大韓民国 平成21年12月8日

教皇庁立聖トマス大学 フィリピン共和国 平成23年1月27日

アクィナス大学 フィリピン共和国 平成23年1月24日

カトリック大学ＩＣＥＳ フランス 平成23年1月26日

ＦＡＳＴＡ聖トマスアクィナス大学 アルゼンチン　　　　　 平成23年1月27日

釜山カトリック大学校 大韓民国 平成23年4月1日

モザンビーク聖トマス大学 モザンビーク共和国 平成23年5月19日

韓信大学校 大韓民国 平成23年8月2日

アビラ・サンタ・テレサ・デ・ヘスス・カトリック大学 スペイン 平成25年4月8日
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マーシャ大学 マレーシア 令和2年9月18日

松山東雲女子大学 スティーブンズ大学 アメリカ合衆国 平成12年5月15日

シーダークレスト大学 アメリカ合衆国 平成12年4月25日

ピッツア大学 アメリカ合衆国 平成11年4月15日

南京大学 中華人民共和国 平成12年12月21日

南京大学海外教育学院 中華人民共和国 平成12年2月18日

西安国際文化培訓学院 中華人民共和国 平成13年4月1日

江南大学 中華人民共和国 平成14年12月2日

西安外国語大学 中華人民共和国 平成18年6月13日

チャナッカレ３月１８日大学 トルコ共和国 平成14年7月10日

京畿大学校 大韓民国 平成15年2月20日

南ソウル大学 大韓民国 平成19年10月1日

マラ工科大学 マレーシア 平成16年12月24日

西シドニー大学 オーストラリア連邦 平成17年3月11日

松山東雲短期大学 西安国際文化培訓学院 中華人民共和国 平成13年4月1日

メアリービル大学 アメリカ合衆国 平成12年1月18日

ダグラス大学 カナダ 平成11年11月2日

クイーンズランド工科大学 オーストラリア連邦 平成12年3月27日

カリフォルニア州立大学ポモナ校 アメリカ合衆国 平成12年2月28日

クライストチャーチ大学 ニュージーランド 平成12年2月15日

ロイヤルメルボルン工科大学 オーストラリア連邦 平成12年3月30日

南ソウル大学 大韓民国 平成19年10月1日

圓光大学校 大韓民国 平成16年12月14日

西安外国語大学 中華人民共和国 平成18年6月13日

西シドニー大学 オーストラリア連邦 平成25年4月4日

今治明徳短期大学 阜陽師範学院信息工程学院 中華人民共和国 平成23年12月19日

重慶工業職業技術学院 中華人民共和国 平成22年10月5日

サザンクロス大学 オーストラリア 平成24年2月7日

スラバヤ工科大学 インドネシア共和国 平成28年5月27日

国立聯合大学 台湾 平成28年9月19日

弓削商船高等専門学校 ナコンパノム大学 タイ王国　　　　　　 平成22年3月8日

ハワイ大学カウアイコミュニティーカレッジ アメリカ合衆国 平成22年11月29日

モンゴル科学技術大学動力工学校 モンゴル国 平成26年9月17日

モンゴル科学技術大学交通機械工学校 モンゴル国 平成27年8月21日

今治精華高等学校 マックニコラス高校 アメリカ合衆国 平成9年4月16日

ノートルダム高校 アメリカ合衆国 平成12年6月14日

ヴィラマドンナ高校 アメリカ合衆国 平成12年6月13日

シンシナティ・ヒルズ高校 アメリカ合衆国 平成12年6月

セントフランシス高校 アメリカ合衆国 平成16年10月7日

聖カタリナ学園 セントメアリーズ校 ニュージーランド 平成3年7月1日

高等学校 アッパー・ハット・カレッジ校 ニュージーランド 平成30年7月6日

愛光中学・高等学校 道明中学高等学校 台湾 平成22年7月22日

松山東雲高等学校 文英女子高等学校 大韓民国 平成17年7月21日

Sydney Church of England Girls' Grammer School オーストラリア 平成17年3月7日

恩恵高等学校 大韓民国 平成22年11月8日

新居浜工業高等専門学校
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県内大学等の姉妹友好提携状況

松山聖陵高等学校 ハイランド・ハイスクール アメリカ合衆国 平成22年5月24日

宇和島南中等教育学校 カワナナコア中学校 アメリカ合衆国 平成17年10月13日

桃園市立永豊高級中学 台湾 平成28年11月7日

松山商業高校 グラント・ユニオン高校 アメリカ合衆国 平成18年1月19日

松山高級商業家事職業学校 台湾 平成25年2月21日

三島高校 キララ高校 オーストラリア連邦 平成19年11月30日

松山工業高校 フットヒル高校 アメリカ合衆国 平成20年5月12日

松山高級工農職業学校 台湾 平成27年4月15日

建国高級中学 台湾 平成29年12月19日

鶯歌高級工商職業学校 台湾 平成29年12月20日
伊予農業高校 新社高級中学 台湾 平成30年5月9日

松山南高校


