
１　友好交流関係

　(１) 栃木県の友好交流
　　P.21～   ｢友好交流事業｣参照

　(２) 外国からの表敬訪問等（令和３(2021)年度）

ア　海外からの渡航を伴う表敬訪問等

(ｱ) 外国要人等との面会

国・地域名 県側対応者 訪問・受入 対応課

R03 11 23 ベトナム社会
主義共和国

首相一行
※政府訪問団46名及
び企業訪問団37名も
同行

ファム・ミン・チン
首相

知事 受入 国際課

(ｲ) 県人会からの表敬訪問等

　　実績なし　

イ　国内在住者からの表敬訪問等

国・地域名 県側対応者 訪問・受入 対応課

R03 4 15 イタリア イタリア商工会議所
ダヴィデ・ファン
トーニ事務局長

知事 受入 国際課

R03 5 28 香港 香港貿易発展局
ベンジャミン・ヤウ
主席代表

知事 受入 国際課

R03 6 11 モンゴル 駐日モンゴル大使館
ﾀﾞﾝﾊﾞﾙｼﾞｬｰ･ﾊﾞｯﾁｼﾞｬ
ﾙｶﾞﾙ大使

知事 受入 国際課

R03 10 25 シンガポール
駐日シンガポール大
使館

ロウ・ホンムン首相
公使

知事 訪問 国際課

R03 10 25 ベトナム 駐日ベトナム大使館
ヴー・ホン・ナム大
使

知事 訪問 国際課

R03 11 4 タイ 駐日タイ王国大使館
シントン・ラーピ
セートパン大使

知事 訪問 国際課

R04 1 27 ドイツ 駐日ドイツ大使館
クレーメンス・フォ
ン・ゲッツェ大使

知事 受入 国際課

R04 2 16 台湾
台北駐日経済文化代表
処

謝長廷 代表 知事 訪問 国際課

R04 3 23 米国
在日米国大使館

在日米国商工会議所

ヘザー・コーネル上
席商務官
ローラ・ヤンガー専
務理事

知事 訪問 国際課

(３) 市町の友好交流

　　P.85  ｢市町と友好姉妹都市との交流状況｣参照

月　日

月　日

団体等の名称

団体等の名称
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学　校  名 国・地域名

浙江(セッコウ）工業大学 中国 1991.11.23

カセサート大学 タイ 1993.3.5

復旦(フクタン）大学 中国 1994.11.24

祥明（サンミョン）大学校 韓国 1997.7.15

ノーザン・ブリティッシュ・コロ
ンビア大学

カナダ 1997.8.12

電子科技大学 中国 1998.4.27

エアランゲン・ニュールンベル
ク・フリートリッヒ・アレクサン
ダー大学

ドイツ 1999.3.30

浙江（セッコウ）師範大学 2000.3.13

浙江（セッコウ）大学 2002.12.20 学生交流

内蒙古農業大学 2000.12.5

ボゴール農科大学 インドネシア 2001.3.21

寧波（ネイハ）大学 中国 2001.4.19

国立台湾師範大学 台湾 2002.6.11

香港大学 中国 2003.3.29

国立政治大学 台湾 2003.8.26

パラツキー大学 チェコ 2003.10.14

モンゴル人文大学 モンゴル 2003.10.29

ダッカ大学 バングラデシュ 2003.12.2

モンゴル生命科学大学 モンゴル 2003.12.3

蓮庵（ヨアン）大学 韓国 2003.12.15

ノースダコタ大学 アメリカ 2004.6.16

オルレアン大学 フランス 2005.12.5

アジア工科大学 タイ 2008.2.26

全北（チョンブク）大学校 韓国 2008.4.22

東フィンランド大学 フィンランド 2008.6.13

慶北（キョンブク）大学校 韓国 2009.3.19

トライン大学 アメリカ 2010.11.8

アイルランド国立大学ダブリン校 アイルランド 2012.7.19
教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換
ダブルディグリープログラム

王立プノンペン大学 カンボジア 2014.4.4

ガジャマダ大学 インドネシア 2014.12.17

ヴィンセンス大学 アメリカ 2016.7.6

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

宇都宮大学

（４）県内教育機関の友好姉妹校との交流状況（令和４（2022）年４月１日現在）

○　大学・短期大学・高等専門学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

      ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、交流を一時的に中止している場合があります。

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

中国
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学　校  名 国・地域名

ﾎﾟﾝﾃｨﾌｨｼｱｶﾄﾘｯｸ大学
(人文科学部・社会科学部・教育
学部・工学部)

ペルー 2016.11.16

サラワク大学 マレーシア 2017.5.11

ダナン科学技術大学 ベトナム 2017.7.20

ペラデニヤ大学 スリランカ 2017.10.24

ガーナ大学 ガーナ 2018.2.28

パジャジャラン大学 インドネシア 2019.12.23

国立中興大学 台　湾 2020.3.31

アディスアベバ大学 エチオピア 2021.7.8

ネルソンマンデラアフリカ科学技
術大学院大学

タンザニア 2021.12.3

宇都宮大学
（地域デザイン科

学部）

トリサクティ大学
（地球工学・エネルギー学部）

インドネシア 2018.5.9

ハバナ大学（経済学部） キューバ 2002.9.18
教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換
(学生交流協定なし)

国立曁南（キナン）国際大学（人
文学院）

台湾 2003.6.6

釜慶（プギョン）大学校（人文社
会科学大学）

韓国 2005.8.4

イルクーツク国立言語大学（国際
事務局）

ロシア 2006.6.23

斉斉哈爾（チチハル）大学（外語
学院）

中国 2007.3.27

ダマスカス大学（人文学部） シリア 2008.1.10

華南農業大学（人文学院） 中国 2008.4.22

セントラル・ランカシャー大学 イギリス 2008.5.9

国立台北大学（人文学院） 台湾 2008.12.11

コリマ大学（政治社会学部） メキシコ 2009.1.12

ハノイ大学 ベトナム 2009.2.26

トリア大学（Ⅱ哲学部） ドイツ 2010.3.4

国立曁南（キナン）国際大学（教
育学院）

台湾 2013.12.25

パデュー大学
(教養学部)

アメリカ 2017.3.21
教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換
(学生交流協定なし)

タマサート大学
(教養学部)

タイ 2019.1.30 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

東華（トウカ）大学（環境科学与
工程学院）

中国 2005.3.28

龍華（リュウカ）科技大学（工程
学院、電資学院）

台湾 2005.7.28

遼寧科技大学（機械工程与自動化
学院・電子与信息工程学院・材料
科学与工程学院）

2009.1.13

華東理工大学（機械与動力工程学
院）

2011.11.20

浙江大学(光理工学部) 中国 2018.1.20 短期学生交流

東フィンランド大学（森林及び自
然科学部･研究科）

フィンランド 2011.1.20 ダブルディグリープログラム

ノアカリ科学技術大学（工学部・
理学部）

バングラデシュ 2019.3.4 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

宇都宮大学
（工学部・工学
研究科・地域創
生科学研究科）

上海交通大学（物理・天文学院） 中国 2019.4.23 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

交　流　先 提携
年月日

交 流 状 況

宇都宮大学
（続き）

宇都宮大学
（国際学部)

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

宇都宮大学
（工学研究科）

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

中国

学 校 名

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換
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学　校  名 国・地域名

キングモンクット工科大学トンブ
リー校（生物資源工学研究科）

タイ 2006.9.25 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

国際連合大学（高等研究所） その他 2008.3.21

浙江省農業科学院（畜牧獣医研究
所）

中国 2008.7.16

パデュー大学（農学部） アメリカ 2014.7.16

ブルサ工科大学（林学部） トルコ共和国 2015.8.18

ランブンマンクラット大学
(農学部・林学部、理数学部)

インドネシア 2016.7.26

カンボジア王立農業大学 カンボジア 2016.8.12

ジョモケニアッタ農工大学（農学
部）

アフリカ 2017.11.13
教員･学生交流、共同研究、学術資料等の交換
（学生交流協定なし）

ラオス国立大学（農学部） ラオス 2018.6.18

ベトナム国家農業大学（農学部） ベトナム 2018.10.8

モンゴル科学技術大学（生産技術
学部）

モンゴル 2018.10.10

アリゾナ大学（光科学学部） アメリカ 2007.10.9

カルカッタ大学（工学部光応用
フォトニクス学科）

インド 2011.12.11

中央フロリダ大学（光工学部） アメリカ 2012.7.3

南洋工科大学
(ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾚｰｻﾞｰ工学ｾﾝﾀｰ)

シンガポール 2013.4.9

セントロ・デ・インベスティゲー
ションズ・イン・オプティカＡ．
Ｃ（光科学研究センター）

メキシコ 2014.2.11

中国計量大学
(光学与電子科技学院)

中国 2014.5.22

逢甲大学
（理学院）

台湾 2017.11.9

西安工業大学国際オプティクス教
育研究センター及び光電工程学院

中国 2021.3.11

浙江工業大学 中国 1984.12.1

イリノイ州立大学スプリング
フィールド校

アメリカ 2000.5.2

リール科学技術大学 フランス 2003.11.12

明道大学 台湾 2006.12.15 大学間連携

モンゴル科学技術大学 モンゴル 2006.12.19 共同研究活動、学術交流、交換留学

ソイル大学 韓国 2011.2.11
留学生受入れ
教育・学術研究・文化交流

ジョモケニアッタ農工大学 ケニア 2012.9.12

ブータン王立大学 ブータン王国 2013.3.25

チェジュ大学 韓国 2013.7.22

プノンペン大学 カンボジア 2015.8.14

台州学院 中国 2016.1.12

アディスアベバ科学技術大学 2016.2.25

カイゼンインスティチュート 2017.3.20

ワライタソド大学 2017.3.22

メケレ大学 2017.3.23

スリヤ大学 インドネシア 2018.1.30

マリアノマルコス州立大学 フィリピン 2018.3.6

デジン大学 韓国 2018.7.16

三笠野日本語センター マレーシア 2019.2.15

サンニオ大学 イタリア 2019.7.19

中華医事科技大学 台湾 2019.8.7

教員･学生交流、共同研究、学術資料等の交換
（学生交流協定なし）

交　流　先 提携
年月日

学 校 名

宇都宮大学
（オプティクス
教育研究セン

ター）

教員･学生交流、共同研究、学術資料等の交換
（学生交流協定なし）

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

宇都宮大学
（農学部）

交 流 状 況

足利大学

教育・学術研究・文化交流・教職員・　学生交
流

大学間連携

教育・学術研究・文化交流・学生交流

エチオピア
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学　校  名 国・地域名

北京医学院
※現北京大学　医学部

1980.9.20

中国医科大学 1982.10.26

コーネル大学 1982.4.29

ブリティッシュ・コロンビア大学
(医学部）

2000.12.1

モンゴル国立医科大学 モンゴル 2005.8.16

チュラロンコン大学(医学部） 2006.11.20

マヒドール大学（医学部） 2010.2.5

アンダラス大学(医学部） インドネシア 2012.11.1

レスター大学(医学部） イギリス 2015.7.16

ハムカ大学 インドネシア 2017.5.14

河北医科大学 中国 2018.5.2

ブータン医科大学 ブータン王国 2014.8.11

モンゴル国立医科大学ダルハン分
校

モンゴル国 2018.8.22

国立フィリピン大学マニラ校 フィリピン共和国 2010.6.28
学生海外研修派遣、共同研究及び研究者交流事
業、オンラインによる学生間交流

同済大学(医学部) 中華人民共和国 2011.2.25 観光医療を中心とする交流

モンゴル国立医療科学大学 モンゴル国 2015.7.4
臨床実習、病院見学及び講義の受講、研修生の
受入れ

ジトーミル国立農業生態学大学 ウクライナ国 2013.7.29
放射線の生態影響に関する共同研究及び学術交
流

パスツール研究所 マダガスカル共和国 2019.1.30 学術交流及び研究活動の促進

レーゲンスブルク大学 ドイツ連邦共和国 2019.6.7 大学間交流に伴う学術交流及び研究活動の促進

アルフェナス国立大学 ブラジル連邦共和国 2019.8.23 大学間交流に伴う学術交流及び研究活動の促進

サント・トマス大学 フィリピン共和国 2019.9.16 大学間交流に伴う学術交流及び研究活動の促進

JAMK応用科学大学 フィンランド共和国 2020.2.3 大学間交流に伴う学術交流及び研究活動の促進

ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑｽ大学（ミュ
ンスター大学）医学部

ドイツ連邦共和国 2005.9.12
臨床実習、病院見学及び講義の受講、研修生の
受入れ、教員交流、インターネット講義

シティ・オブ・ホープ(国立がん
センター)

アメリカ合衆国 提携なし 臨床実習・病院見学及び講義の受講

チェンマイ大学医学部 タイ王国 2016.1.8 大学間交流に伴う学術交流

西安交通大学医学部 中華人民共和国 2017.12.5 大学間交流に伴う学術交流

獨協医科大学
（看護学部）

チェンマイ大学看護学部 タイ王国 2019.7.10
学部間交流に伴う学術交流及び研究活動の促
進、オンラインによる学生間交流

南台科技大學 台湾 1996.10.31
交換留学生派遣・受入れ、海外研修派遣・受入
れ、教職員交流、ダブルディグリープログラム

インディアナ大学
パデュー大学
インディアナポリス校

アメリカ 2006.9.11
交換留学生派遣・受入れ、海外研修派遣・受入
れ、教職員交流

トライン大学 アメリカ 2007.3.6 交換留学生派遣、海外研修受入れ、教職員交流

ハワイ大学コミュニティーカレッ
ジズ

アメリカ 2008.2.12 海外研修派遣・受入れ、教職員交流

サンパウロ州立大学
パウリスタ総合大学

ブラジル 2008.6.19 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

白鷗大学

交 流 状 況

タイ

学 校 名
交　流　先 提携

年月日

獨協医科大学
（医学部）

中国

自治医科大学
(看護学部）

教員・学生の交流、共同研究

自治医科大学
(医学部）

学術交流協定に基づく教員・学生の交流、共同
研究

アメリカ

獨協医科大学
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学　校  名 国・地域名

中国伝媒大学 中国 2008.10.28 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

ハワイ大学マノア校 アメリカ 2010.5.24
交換留学生派遣・受入れ、海外研修派遣・受入
れ、教職員交流

カリフォルニア州立大学サンバー
ナディーノ校

アメリカ 2010.7.18 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

ベルゲン大学 ノルウェー 2010.7.20 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

銘傅大学 台湾 2012.3.23
交換留学生派遣・受入れ、海外研修派遣・受入
れ、教職員交流

ヴィクトリア大学 カナダ 2012.7.31 経営学部留学プログラム学生派遣

ベルビューカレッジ アメリカ 2012.8.14 経営学部留学プログラム学生派遣

タコマコミュニティーカレッジ アメリカ 2012.8.14 経営学部留学プログラム学生派遣

パリ大学東クレテイユ フランス 2013.11.16 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

檀国大学校 韓国 2014.3.13
交換留学生派遣・受入れ、海外研修派遣、教職
員交流

タイ国立開発行政研究院ＮＩＤＡ タイ 2014.3.13 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

サイモン・クズネッツ記念ハリコ
フ国立経済大学

ウクライナ 2016.8.25 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

タマサート大学 タイ 2018.4.16 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

中国伝媒大学南広学院 中国 2019.4.10 交換留学生派遣・受入れ、教職員交流

浙江財経大学 中国 1997.4.23

内蒙古民族大学 中国 2005.8.12

山西大学商務学院 中国 2010.8.26

東新大学校 韓国 2007.3.9

ソウル女子大学 韓国 2010.3.19

ウソン大学・ソルブリッジ国際経
営大学

韓国 2014.12.1 留学生の相互受入れ、学生交流

グエン・タット・タイン大学 ベトナム 2014.3.17

ヴィンセンス大学 アメリカ 2015.12.24

ノートン大学 2018.8.1

経営経済大学 2018.8.1

メコン大学 2018.8.1

ホーチミン市技術師範大学 2015.3.15

ホーチミン市工科大学 2015.9.29

グエンタトタン大学 2019.5.1

インドネシア・インターナショナ
ル・インスティチュート・
フォー・ライフサイエンス（I3L)

2018.11.1

アトマジャヤ大学 2013.12.16

プレジデント大学 2018.7.1

ダルマプルサダ大学 2021.12.6 MOU締結

パナメリカナ大学 メキシコ 2015.1.5 ダブルディグリー学生の受入

山東交通学院 2016.9.5 オンライン学術交流の実施

上海工商外国語学院 2017.8.25

華東師範大学 2018.10.26

青海大学 2020.7.1

西南大学 2019.4.1

上海経済管理学校 2019.3.20 令和３年度は、交流実績なし

トライン大学 2019.4.1

IUPUI 2019.6.1

学生・教職員の派遣および受入を中止

帝京大学
宇都宮キャンパス

中国

カンボジア 令和３年度は交流実績なし

ベトナム

インドネシア

交 流 状 況

学生交流

学生交流

作新学院大学

白鷗大学
（続き）

教員の相互派遣・学術交流・学生交流

交　流　先 提携
年月日

学 校 名

アメリカ

オンライン学術交流の実施

令和３年度は、交流実績なし

オンライン学術交流の実施
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学　校  名 国・地域名

コロンバス州立大学 2010.3.18

ウッチ工科大学 2018.5.1

クラクフ大学 2018.5.1

アミティ大学 インド 2017.7.1

ウシャク大学 トルコ共和国 2017.8.8 短期交換留学生の受け入れ中止

サザンクイーンズ大学 オーストラリア 2019.11.18 令和３年度は、交流実績なし

元培医事科技大学 台湾 2006.10.22 海外研修先、学生の派遣及び受入れ

マヒドン大学 タイ 2007.7.23 海外実習実施先（大学院）

クリスチャン大学 タイ 2009.4.7 海外研修先

首都医科大学康复医学院 中国 2009.3.23 海外研修先

コニャン大学校 韓国 2009.10.24 海外研修先、短期留学生受け入れ

インジェ大学校 韓国 2009.10.26 海外研修先

テグハニ大学校 韓国 2013.11.14 海外研修先

ウルチ大学校 韓国 2014.2.6 海外研修先

国立ヤンゴン看護大学 ミャンマー 2013.10.31 海外研修先

国立ヤンゴン医療技術大学 ミャンマー 2013.12.16 海外研修先

ホーチミン医科薬科大学 ベトナム 2014.7.1 海外研修先

国立ハノイ医科大学 ベトナム 2015.3.5 海外研修先

グリフィス大学 オーストラリア 2015.1.23 海外研修先

シンガポール工科大学 シンガポール 2017.11.24
海外研修先、短期研修生等の受入れ、教員の交
流

ラオス国立健康科学大学 ラオス 2015.11.10 海外研修先

ウダヤナ大学 インドネシア 2016.1.25 海外研修先

マネージメント＆サイエンス大学 マレーシア 2016.2.26 海外研修先

フィリピン大学マニラ校 フィリピン 2016.8.25 海外研修先

カンボジア国立保健科学大学 カンボジア 2016.7.28 海外研修先

イーストアングリア大学 イギリス 2016.8.19 海外研修先

センメルワイス大学 ハンガリー 2016.11.7 海外研修先

ヴロツワフ医科大学 ポーランド 2016.8.25 海外研修先

ナンヤンポリテクニック シンガポール 2013.4.8
海外研修先、短期研修生等の受入れ、教員の交
流

中国リハビリテーションセンター
（機関）

中国 2016.7.28 海外研修先

TAFEクィーンズランド（機関） オーストラリア 2016.8.19 海外研修先

中日友好病院（病院） 中国 2019.12.23 海外研修先（予定）

国立チョーライ病院（病院） ベトナム 2014.7.1 海外研修先

国立バックマイ病院 ベトナム 2015.3.5 海外研修先

国立モンゴル医科大学 モンゴル 2015.7.16 海外研修先

モンゴル日本教育病院 モンゴル 2019.10.17 海外研修先（予定）

リトアニア健康科学大学 リトアニア 2019.12.15 海外研修先

シエラネバダ大学 アメリカ 2015.2.2 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

壇国大学 韓国 2017.4.13 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

景徳鎮陶瓷大学
（陶芸美術学部）

中国 2017.9.18 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

中国伝媒大学南広学院
（国際学部）

中国 2019.2.26 教員・学生交流、共同研究、学術資料等の交換

國學院大學
栃木短期大学

漢陽女子大學校 韓国 2007.11.27 教育・学術交流、留学生派遣・受入れ

足利短期大学
リンカーンランドコミュニティカ
レッジ

アメリカ 2000.10.18 近年の交流はなし

帝京大学
宇都宮キャンパス

（続き）

学生・教職員の派遣および受入を中止

ポーランド

交 流 状 況

文星芸術大学

アメリカ

令和３年度は、交流実績なし

国際医療福祉大学
大田原キャンパス

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
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学　校  名 国・地域名

ポートランド州立大学 アメリカ 1997.8.1 学生の短期留学（１ヶ月、３ヶ月）

大連医科大学付属本渓金山病院 中国 2016.12.21 専門分野、教職員・学生の交流

聖功女子高級中学 台湾 2017.3.7

臺南市光華高級中學 台湾 2017.3.7

大華科技大学 台湾 2017.3.8. 教職員・学生、学術交流、留学生募集

カンザス大学 アメリカ 2018.10.2 教職員・学生、学術交流

重慶大学 中国 2006.11.1

香港ＩＶＥ 中国 2014.3.14

グアナファト大学 メキシコ 2015.2.9

リールＡ技術短期大学 フランス 2015.3.24

アルトワ大学 フランス 2016.5.2

ガジャマダ大学 インドネシア 2016.6.9

国立聯合大学 台湾 2018.3.15

台湾科技大学 台湾 2018.5.24

応用科学学院ルーアン校 フランス 2020.1.24

リールＡ技術短期大学 フランス 2016.1.13

ブロア技術短期大学 フランス 2016.1.13

ルアーブル技術短期大学 フランス 2016.3.1

リトラル・コート・ドパル技術短
期大学

フランス 2016.5.31

ヴァランシエンヌ技術短期大学 フランス 2016.7.20

小山工業高等
専門学校
他10高専

アルトワ大学 フランス 2017.9.27 教員・学生交流

学　校  名 国・地域名

宇都宮南高等学
校

光華高級中學 台湾 2016.6.6 相互交流

ブッカー・Ｔ・ワシントン高校 アメリカ 提携なし 相互学校訪問

センテナリーハイツステイト高校 オーストラリア 提携なし 生徒の派遣

ビーバートン高校 アメリカ 提携なし ペンパル等

宇都宮商業高等
学校

台中家事商業高級中等学校 台湾 2017.4.19 学術交流

小山北桜高等学
校

オーダーシュプレー職業高校 ドイツ 2001.9.25 (交流停止中）

栃木農業高等学
校

金華農業学校 中国 2000.1.27 (交流停止中)

ホークスベリーハイスクール オーストラリア 2007.9.22

東京インドネシア共和国学校
（日本国内所在）

インドネシア 1982

足利工業高等学
校

カール・ゼヴェリング実業高等専
門学校

ドイツ 2005.11.18 (交流停止中）

黒磯南高等学校 プラサーハイスクール アメリカ 2013.3.21 (交流停止中）

セントテレサナショナルセカンダ
リースクール

マレーシア 提携なし 総合的な探究の時間における協働課題研究

ユニティクリスチャンスクール カナダ 提携なし (交流停止中）

壬生高等学校 コンコードハイスクール オーストラリア 提携なし (オンライン交流計画中)

足利南高等学校 相互学校訪問

佐野高等学校

○　公立高等学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

宇都宮北高等学
校

学 校 名

教職員・学生の交流、留学生募集

交　流　先 提携
年月日

交 流 状 況

佐野日本大学
短期大学

小山工業高等
専門学校
他７高専

教員・学生交流

教員・学生交流

小山工業高等
専門学校
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学　校  名 国・地域名

ワニタ高校 アメリカ 2005.11.17 生徒の派遣、受入れ等相互交流

北京市第四中学校 中国 提携なし 生徒交流、地球環境フォーラム開催

台南市立南寧高級中学校 提携なし

台南市立土城高級中学校 提携なし

私立崑山中学校 提携なし

国立第一高級中学校 提携なし

チャールズ・キャンベル・カレッ
ジ

ミッチャム・ガールズ・ハイス
クール

アデレード・ハイスクール

ヘンリー・ハイスクール

ブライトン・セコンダリースクー
ル

ローマ・ミッチェル・セカンダ
リーカレッジ

アベフォイル・パーク・ハイス
クール

マリアットビル・ハイスクール

ノーウッド・モリオルタ・ハイス
クール

サルズバリー・イースト・ハイス
クール

ハレットコーブ・スクール

ハリスタウン州立ハイスクール オーストラリア 相互交流、英語研修、授業参加、ホームステイ

アヴィニヨン・ヴォークリューズ
県商工会議所附属ホテル学校

フランス フランス料理講習の受講と交流

Apicius International School
of Hospitality

イタリア料理講習の受講と交流

インスティチュト・ヨーロイプ・
ディ・デザイン

ファッションやデザイン講習の受講と交流

サンタ・チェチーリア音楽院 音楽レッスンと交流

浙江商業職業技術学院 中国 中国料理講習の受講と交流

台湾国立嘉義高級中學校 台湾 相互交流、授業参加

トリニティ・ベイ・ステート・ハ
イスクール

オーストラリア 2006.10.31

マディソン・カントリー・デイ・
スクール

アメリカ 2007.10.1

台北市立成功高級中學 台湾 2013.5.17

イリノイ州　エルク・グローブ高
校

アメリカ 1988. 6.3 生徒の派遣・受入れ、教員交流

Sydney　English Language
Center

オーストラリア 提携なし 生徒の派遣

宇都宮海星女子
学院高等学校

セント・ウルスラ・カレッジ オーストラリア 1997.8.4 生徒の派遣・受入れ

マックス・プランク・ギムナジウ
ム

ドイツ 2014.4.11 生徒の派遣・受入れ、教員交流、ホームステイ

漢陽高校 韓国 提携なし 生徒間相互交流

シダー・ラピッズ・ハイスクール アメリカ 提携なし 生徒間相互交流、ホームステイ

臺北市立大理髙級中學 台湾 提携なし 生徒間相互交流

○　私立高等学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

作新学院高等
学校

台湾 生徒交流、共同研究

宇都宮文星女子
高等学校

オーストラリア 2019.1 生徒の派遣

宇都宮短期大学
附属高等学校

イタリア

白鷗大学足利高
等学校

生徒間相互交流、授業参加、ホームステイ

足利短期大学附
属高等学校

國學院大學栃木
高等学校
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学　校  名 国・地域名

グレシャム高校 アメリカ 2017.9.25 生徒の派遣、３年ごとに生徒の受入れ

月壇中学校 中国 2012.5.19 生徒の派遣、受入れ、文化的作品の交換

ストラットフォード・アポン・エ
オボン・キング・エドワード６世
校

イギリス 2017.6.6 文化的作品の交換等、生徒の受入れ

ストラットフォード・アポン・エ
イボン・グラマースクール・
フォー・ガールズ

イギリス 2004.10.14 生徒の派遣、受入れ

カンザス大学 アメリカ 2018.11.27 希望者がいれば留学進学の推薦

フンファルビ・ヤーノシュ二言語
教育貿易経済専門高校

ハンガリー 2019.5.27 生徒の派遣、受入れ

Eｌk Ｇｒｏｖｅ高校 アメリカ 1988.6.3 今年3月の訪問と６月の受入れは中止

完山高校 韓国 1996.9.30 隔年の相互訪問（10月に受入れ）

セラノ・ハイスクール

ルセーヌ・バリー・ハイスクール

学　校  名 国・地域名

足利市立
中学校　11校

イリノイ州　スプリングフィール
ド市中学校・高校

アメリカ
1990
平成２年

生徒の派遣、受入れ、リンカーンスピーチコン
テストの開催
2021年度の交流は中止

佐野市立中学校
及び本市在住公
私立中学生

ペンシルバニア州　ランカスター
市内各中学校

アメリカ 1993.7
生徒の派遣、受入れ
2021年の交流は中止

鹿沼市内中学校
１、２校

レッドリバー高校ほかグランド
フォークス市内小・中学校

アメリカ -

生徒の派遣、受入れ（隔年実施）
　友好都市グランドフォークス市と鹿沼市が交
流活動を設定しているため、年によって、交流
する学校が異なる。
2020年の交流は中止、2021年の交流は未定

日光市立今市中
学校

安和國中学校 台湾 提携なし 生徒の受け入れ、交流、吹奏楽部と合奏

小山市立
全中学校・義務
教育学校後期課
程

ケアンズ・ステート・ハイスクー
ル

オーストラリア 2006.8.21 生徒の派遣、受入れ

小山市立小山第
三中学校

紹興市樹人中学校 中国 2011.11.6 生徒の派遣、受入れ、手紙交流

小山市立小山城
南中学校

紹興市元培中学校 中国 2015.3.27 生徒の派遣、受入れ、手紙交流

真岡市立真岡中
学校

オーストラリンド・シニア・ハ
イ・スクール

オーストラリア 2003.10.30
生徒の派遣、受入れ（隔年）
2021年の交流は中止

真岡市立真岡東
中学校

ガダード・ミドル・スクール アメリカ 1990.11.9
生徒の派遣、受入れ（隔年）
2021年の交流は中止

真岡市立真岡西
中学校

正心髙級中學校 台湾 1993.7.23
生徒の派遣、受入れ（隔年）
2021年の交流は中止

真岡市立大内中
学校

北京市第五中学校分校 中国 1998.11.12

生徒の派遣、受入れ（隔年）
中国情勢により2018年より派遣、受入中断
2019年はオーストラリアに派遣
2021年の交流は中止

真岡市立山前中
学校

サドブルック・マグネット・ミド
ル・スクール

アメリカ 2007.11.9
生徒の派遣、受入れ（隔年）
相手事情により、派遣のみで継続
2021年の交流は中止

真岡市立中村中
学校

サンドバーグ・ミドル・スクール アメリカ 2006.11.3
生徒の派遣、受入れ（隔年）
2021年の交流は中止

真岡市立長沼中
学校

真岡市立久下田
中学校

真岡市立物部中
学校

大田原市内
中学校

ウエストコビナ市内の日本語学校 アメリカ 2004.11.3
生徒の派遣、受入れ（隔年）
2020年・2021年度の交流は中止

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

アークビショップ・カーニー・
リージョナル・セカンダリー・ス
クール

カナダ 提携なし

生徒の派遣のみ（長沼、久下田、物部３校合
同）
2020年以降の交流相手校については、新規開拓
を検討中
2021年の交流は中止

佐野日本大学
高等学校

足利大学附属
高等学校

幸福の科学学園
高等学校

アメリカ
2017.3.21
2017.3.30

生徒交流

○　公立中学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況
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学　校  名 国・地域名

那須塩原市立全
中学校9校及び
義務教育学校１
校

インターナショナルスクール
Europagymnasium Auhof

オーストリア 2009.2

学生・教員の相互交流、ホームステイ、学校訪
問
2021年度…受入れ、派遣共に中止
　　　　　オンラインでの交流を実施
2022年度…受入は中止、派遣は検討中

マレニー・ステート・ハイスクー
ル

オーストラリア 2018.8.15 生徒の派遣・受入れ

ミラレステ中学校 アメリカ 2018.1.23 生徒の派遣・オンライン交流・受入れ

那須烏山市立中
学校及び本市在
住通学公私立中
学生

メノモニー・ミドル・スクール アメリカ
1991.5.23
姉妹都市提
携

中学生の派遣、学校訪問、ホームステイの実施
2021年の交流は中止

下野市立中学校
４校

ディーツヘルツタール市内中学校 ドイツ
2009.10.1
姉妹都市提
携

中学生の海外派遣（ホームステイ・学校訪問の
実施）および日本でのホームステイ・学校訪問
の受け入れ（３年に1回実施）

上三川町立
各中学校３校
本郷中学校
上三川中学校
明治中学校

ケアンズ市内中学校 オーストラリア 提携なし
生徒の派遣（学校訪問、ホームステイ等）
2022年の交流は中止

益子町
中学校３校

セント・アイヴス・スクール イギリス 提携なし
生徒の派遣（学校訪問、ホームステイ等）
2021年度、2022年度の交流は中止

茂木町立茂木中
学校

スピードウェイタウンの中学校 アメリカ
2014.10.14
姉妹都市提
携

生徒の派遣、受入れ、ホームスティ実施
※隔年
2020年：受入中止、2021年：派遣中止

市貝町立市貝中
学校

ケアンズ・ステイト・ハイスクー
ル

オーストラリア 提携なし
生徒の派遣（学校訪問、ホームステイの実施）
2020年、2021年は中止

壬生町内中学校
２校および本町
在住公私立中学
生

シドニー
コンコードハイスクール
ダルウィッチハイスクール

オーストラリア 提携なし
①中学生の派遣、学校訪問、ホームステイ
 （2022年度は中止）
②オンライン海外体験語学研修(2022年度実施)

野木町内中学校
２校

ニュージーランドの中学校へ派遣 ニュージーランド 提携なし 生徒の派遣(中止)

塩谷町立
塩谷中学校

ハンティングディール・プライマ
リースクール

オーストラリア 提携なし
中学生の海外派遣（学校訪問・ホームステイの
実施）
2021年の交流は中止

那須町内中学校
2校

トリニティ・アングリカンスクー
ル

オーストラリア 提携なし
中学生の海外派遣（学校訪問・ホームステイの
実施）2020年度、2021年度は派遣事業中止

那珂川町立馬頭
中学校

那珂川町立小川
中学校

学　校  名 国・地域名

宇都宮短期大学
附属中学校

ハリスタウン州立ハイスクール オーストラリア － 相互交流、英語研修、授業参加、ホームステイ

宇都宮海星女子
学院中学校

セント・ウルスラ・カレッジ オーストラリア 1997.8.4 生徒の派遣・受入れ

マックス・プランク・ギムナジウ
ム

ドイツ 2014.4.11 生徒の派遣・受入れ、教員交流、ホームステイ

漢陽高校 韓国 提携なし 生徒間相互交流

シダー・ラピッズ・ハイスクール アメリカ 提携なし 生徒間相互交流、ホームステイ

ストラットフォード・アポン・エ
イボン・グラマースクール・
フォーガールズ

イギリス 2011.5.29
毎年の研修旅行、毎年夏の短期研修
Seasonal Event

北京月壇中学校 中国 2012.5.19 毎年の交換訪問、中国語講座

ペンシルバニア州
ランカスター市内中学・高等学校

アメリカ 提携なし 生徒の受入れ

セント・スティーブンス・カト
リック・カレッジ

オーストラリア 2015.9.29

Sri UCSI Secondary School マレーシア 2016.6.20

ストラットフォード・アポン・エ
オボン・キング・エドワード６世
校

イギリス 2017.6.6 生徒の派遣

カンザス州立大学 アメリカ 2018.11.27 生徒の留学、卒業後の進学

フンファルビ・ヤーノシュ二言語
教育貿易経済専門高校

ハンガリー 2017.5.27 毎年の交換訪問

幸福の科学学園
中学校

ケリービル・ハイスクール オーストラリア 2017.10.30 生徒交流

さくら市立
中学校（２校）

ホースヘッズ・ミドル・スクール アメリカ
1993.4.14
姉妹都市提
携

生徒の派遣・受入れ（2021年度は派遣事業中
止、2022年度は未定）、動画・掲示物の作品交
流

○ 私立中学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

國學院大學栃木
中学校

佐野日本大学中
等教育学校 生徒の受入れ、生徒の派遣

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況
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学　校  名 国・地域名

宇都宮市立清原
北小学校

Lodge National Primary School マレーシア 提携なし
zoomを使ったオンライン交流，Flipgridを使っ
たビデオレター交流

宇都宮市立新田
小学校

上海日本人学校　虹橋校 中国
令和3年12月
17日

オンライン会議システムによる交流，グループ
ごとに分かれて総合的な学習の時間での発表会

足利市立矢場川
小学校

ILESスクール アメリカ 提携なし 動画・スライドの作品交流

栃木市立栃木第
三小学校

金華師範附属小学校 中国 2012.7.2 近年の交流なし

栃木市立大平西
小学校

蘭渓市雲山小学校 中国 2012.7.17 近年の交流なし

栃木市立藤岡小
学校

蘭渓市聚仁教育集団聚仁小学校 中国 2012.7.17 近年の交流なし

栃木市立皆川城
東小学校

蘭渓市実験小学校 中国 2013.1.15 近年の交流なし

栃木市立千塚小
学校

東陽市実験小学校 中国 2013.1.15 近年の交流なし

栃木市立大宮北
小学校

金華市環城小学校 中国 2013.7.4 近年の交流なし

栃木市立国府北
小学校

武義県壺山小学校 中国 2013.7.4 近年の交流なし

栃木市寺尾小学
校

義烏市実験小学校 中国 2013.7.12 近年の交流なし

栃木市立大平中
央小学校

東陽市呉寧第五小学校 中国 2013.7.12 近年の交流なし

栃木市立岩舟小
学校

東陽市外国語小学校 中国 2018.7.6 姉妹校訪問・作品の交換

鹿沼市内小学校
１、２校

レッドリバー高校他、
グランドフォークス市内小中学校

アメリカ －

生徒の派遣、受入れ（隔年実施）
　友好都市グランドフォークス市と鹿沼市が交
流活動を設定しているため、年によって、交流
する学校が異なる。
2020年の交流は中止、2021年の交流は未定

小山市立小山第
一小学校

福山國民小学校 台湾 提携なし 生徒の受入れ（2018年度）

小山市立小山城
東小学校

高雄市内の３つの小学校 台湾 提携なし 生徒の受入れ（2018年度）

小山市立
中・義務(後期
課程)

金門県内中学校 台湾 提携なし 生徒の受入れ（2019年度）

学　校  名 国・地域名

作新学院小学部 復興門外第一小学校 中国 2011.10.11 児童の受入れ（共同研究）

交　流　先 提携
年月日

交 流 状 況

〇　私立小学校

学 校 名
交　流　先 提携

年月日
交 流 状 況

○　公立小学校

学 校 名
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学　校  名 国・地域名

R2.11～R3.2
※オンライン留学
R2.9～R3.1
※オンライン留学

R3.2
※オンライン研修
R3.3
※オンライン研修
R2.12
※オンライン研修

留学へいプログラム事前研修

（さくらサイエンス）

イリノイ大学
スプリングフィールド校

アメリカ 5人
R3.9,R4.9
オンライン研修

浙江工業大学 中国 0人 R3年度中止

マリアノマルコス州立大学
フィリピン
共和国

7人
R4.3,R5.3
オンライン研修

自治医科大学
（医学部）

自治医科大学
（看護学部）

ハワイ大学マノア校 アメリカ 60人 R3年度は中止
海外短期研修（語学修得、異
文化理解を目的とした研修

ハワイ大学コミュニティカ
レッジカピオラニキャンパス

アメリカ １人
R3.8.1～R4.12.31
（予定）

交換留学プログラム（半期～
一学年間の留学）

１人
R3.8.1～R4.5.31
（予定）

交換留学プログラム（半期～
一学年間の留学）

30人 R3年度は中止
海外短期研修（語学修得、異
文化理解を目的とした研修

1人
R3.9.1～R4.6.30
（予定）

交換留学プログラム（半期～
一学年間の留学）

30人
R4.3.3～R4.3.10
（予定）

海外短期研修（語学修得、異
文化理解を目的とした研修

伝媒大学 中国 1人
R3.9.1～R4.6.30
（予定）

交換留学プログラム（半期～
一学年間の留学）

ヴィクトリア大学 カナダ 15人 R3年度は中止
経営学部留学プログラム（語
学修得やホームステイを行
う。）

タコマコミュニティーカレッ
ジ

アメリカ 15人 R3年度は中止
経営学部留学プログラム（語
学修得やホームステイを行
う。）

宇都宮大学

事業名（事業概要）期間

海外研修

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止
のため令和4年度の派遣につ
いては中止予定

宇都宮大学
（農学部）

26人

30人

（５）県内教育機関の海外大学等への留学生派遣状況(令和４（2022）年4月1日現在 予定分も含む)

○　大学・短期大学・高等専門学校

学 校 名
留学生派遣先 人数

(人)

海外英語研修

     　※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、派遣を一時的に中止している場合があります。

交換留学・協定校私費留学

※派遣を一時的に中止
獨協医科大学
（医学部）

宇都宮大学
（地域デザイン

科学部）

宇都宮大学
（国際学部）

スリランカ
ほか

足利大学
（看護学部・
工学部）

協定校の短期留学
プログラム
(令和3年度は2校がオンライ
ン研修プログラム実施）（令
和4年度はオンライン研修プ
ログラム実施予定）

65人

1人

台湾　ほか

マレーシア

ドイツ

台湾

台湾

シンガポー
ル　ほか

白鷗大学

インディアナ大学
パデュー大学
インディアナポリス校

アメリカ

南台科技大學 台湾

白鷗大学
（経営学部）

1人

2人

2人

22人

2人

5人

国際インターンシップ

R2.9～R3.6
R3.2～R3.6
※オンライン留学

※オンライン参加

R2.11，R3.3
※オンライン研修

R3.2
※オンライン研修

R3.3
※オンライン研修

その他（調査・学会参加等）

海外研修，合同開催ワーク
ショップ

海外研修

エアランゲン大学

国立台湾師範大学

国立政治大学

サラワク大学

台北城市科技大学　ほか

ポートランド州立大学

ICMMPM2020　ほか

ダナン科学技術大学

JICAスリランカ　ほか

メーファール大学

ベトナム

アメリカ

タイ
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学　校  名 国・地域名

作新学院大学 ヴィンセンス大学 アメリカ 0人 協定校の短期留学

アトマジャヤ大学
インドネシ
ア

6人
程度

R3年度中止
R4年度未定

i3L
インドネシ
ア

2人
程度

R3年度中止
R4年度未定

Universidad Panamericana メキシコ
3人
程度

R3年度中止
R4年度未定

帝京大学グループ ロンドン
キャンパス

イギリス
2人
程度

R3年度中止
R4年度未定

帝京大学グループ ベルリン
キャンパス

ドイツ
2人
程度

R3年度中止
R4年度未定

コロンバス州立大学 アメリカ
2人
程度

R3年度中止
R4年度未定

レジス大学
北コロラド大学他

アメリカ
8人
程度

R3年度中止
R4年度未定

トライン大学 アメリカ
10人
程度

R3年度中止
R4年度未定

国際医療福祉大学
大田原キャンパス 未定

香港IVE（香港職業教育学院） 香港 0人 R3年度は実施しない 海外短期留学

台湾科技大学 台湾
10人
程度

未定 海外短期留学

Cairns College of English &
Business

オーストラ
リア

15人
程度

未定 語学研修プログラム

グアナファト大学 メキシコ
2人
程度

未定 海外短期留学

フランスIUT フランス
2人
程度

未定 海外短期留学

フランスINSAルーアン フランス 0人 R3年度は実施しない 海外短期留学

小山工業
高等専門学校

帝京大学
宇都宮キャンパス

学 校 名 事業名（事業概要）

交換留学・語学研修

留学生派遣先 人数
(人)

期間
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学　校  名 国・地域名

R2.10～R3.3
※オンライン留学

タマサート大学 タイ 1人 R2.4～R3.3

R2.10～R3.3
※オンライン留学

イリノイ大学スプリング
フィールド校

アメリカ 9人
R3.9
オンライン研修

浙江工業大学 中国 0人 令和3年度受入れ中止

フィリピン　マリアノマルコ
ス州立大学

フィリピン 11人
R4.3さくらサイエン
スオンラインプログ
ラム

自治医科大学
(医学部）

未定

自治医科大学
(看護学部）

受け入れ予定なし

チュラロンコン大学 タイ 1人

モンゴル国立医科大学 モンゴル 6人

ハルツーム大学 スーダン 1人 R2.4～R6.3（1人）

広東医科大学 1人

吉林化工学院大学 1人

西南医科大学 1人

中南医科大学 1人

自治医科大学大学院 2人

モンゴル国立医科大学大学院 モンゴル 1人 R2.4～R6.3（1人）

チッタゴン大学

バングラデシュ大学

帝京大学 マレーシア 1人 R4.4～R6.3（1人）

モンゴル国立医療科学大学 モンゴル 2人
Ｒ2.4.１～
Ｒ5.3.31

大学間友好交流協定校の
交換留学生を受入（大学
院・4年）

安徽医科大学
中華人民共和
国

1人
Ｒ3.2.１～
Ｒ6.3.31

留学生を受入（大学院・4
年）

サンパウロ州立パウリスタ大学 ブラジル 1人 R3.9.24～R4.8.31

銘傳大学 台湾 3人 R3.9.24～R4.8.31

南台科技大學 台湾 1人 R3.9.24～R4.3.31

2人 R3.9.24～R4.8.31

3人 R3.9.24～R4.3.31

ベルゲン大学 ノルウェー 1人 R3.9.24～R4.3.31

NIDA タイ 2人 R3.9.24～R4.8.31

1人 R3.9.24～R4.8.31

1人 R3.9.24～R4.3.31

足利大学
（工学部・
看護学部）

協定校の短期留学
プログラム・科学技術振
興機構（JST)

バングラデ
シュ

2人

H31.4～R5.3（2人）
R2.4～R5.3(1人）
R2.4～R6.3（1人）
R3.4～R5.3（1人）
R4.4～R6.3（1人）

檀国大学校 韓国

白鷗大学
交換留学プログラム（半
期～一学年間の留学）

インディアナ大学
パデュー大学
インディアナポリス校

アメリカ

期間 事業名（事業概要）

宇都宮大学
（農学部）

交換留学

合同開催ワークショップ

キャリアセミナー

海外合同研修

斉斉哈爾大学 中国

龍華科技大学 台湾

（６）県内教育機関の海外大学からの留学生受入状況（令和４（2022）年4月1日現在予定分も含む）

○　大学・短期大学・高等専門学校

学 校 名
留学生の出身大学等・出身国・地域 人数

(人)

     　※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、受入れを一時的に中止している場合があります。

スリランカ 12人
R2.9
※オンライン研修

タイ

宇都宮大学
（国際学部）

宇都宮大学
（工学部）

宇都宮大学
（地域デザイ
ン科学部）

宇都宮大学
（国際学部）

ダナン科学技術大学

6人

留学プログラム事前研修
（さくらサイエンス）

自治医科大学
(大学院医学研

究科）

H31.4～R5.3（2人）
R2.4～R6.3（3人）
R3.4～R7.3（2人）

特別外国人大学院生とし
て提携校からの留学生を
受入

タマサート大学

タイメーファール大学

R3.4～R5.3（2人）

中国

8人

獨協医科大学
（医学部）

※短期研修生
の受入れを一
時的に中止

1人

2人

R3.1～R3.2
※オンライン研修

R3.2
※オンライン研修

ベトナム 26人
R3.3
※オンライン研修

ペラデニヤ大学
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学　校  名 国・地域名

浙江財経大学 中国 0人

内蒙古民族大学 中国 0人

山西大学商務学院 中国 0人

アトマジャヤ大学 インドネシア 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

i3L インドネシア 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

Universidad Panamericana メキシコ 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

USAK University トルコ 1人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

コロンバス州立大学 アメリカ 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

トライン大学 アメリカ 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

ホーチミン市工科大学 ベトナム 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

青海大学 中国 0人
R3年度コロナのため受
入中止　R4年度未定

国際医療福祉大学
大田原キャンパス 未定

國學院大學
栃木短期大学

漢陽女子大學校 韓国 1人 R3.4.1～R4.3.31
教育・学術交流協定に基
づく留学生受入

フランスIUT フランス 0人 R3年度は実施しない
小山工業高等専門学校他
７高専の包括協定に基づ
く留学生受入

応用科学学院ルーアン校 フランス 0人 R3年度は実施しない
教育・学術に関する交流
協定校に基づく留学生受
入

香港IVE（香港職業教育学院） 香港
20人
程度

未定
教育・学術に関する交流
協定校に基づく留学生受
入

台湾科技大学應用科技學院 台湾
10人
程度

未定
教育・学術に関する交流
協定校に基づく留学生受
入

グアナファト大学 メキシコ 0人 R3年度は実施しない
教育・学術に関する交流
協定校に基づく留学生受
入

帝京大学
宇都宮キャンパス

大学間友好交流協定校の
交換留学生を受入(短期派
遣）

作新学院大学

学 校 名
留学生の出身大学等・出身国・地域

交換留学制度

小山工業
高等専門学校

事業名（事業概要）期間
人数
(人)
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佐野高等学校 台湾 10/15～10/18

宇都宮文星女子高等
学校

フランス（パリ他）
オーストラリア（パース）

12/2～12/7
11/29～12/8

白鴎大学足利高等学
校

アメリカ合衆国 中止

足利大学付属高等学
校

台湾 3/5～3/8 中止

佐野日本大学中等教
育学校

イギリス（ロンドン／ストラトフォード・アポン・エイ
ボン）
滞在先の姉妹校名：King Edward　Ⅵ世校

5/25～6/2

学校名
 行き先 期間

（７）県内小・中・高等学校の海外への修学旅行実施状況（令和３（2021）年度）
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