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Koç University
コチ大学

イスタンブール 私 451 501-600 ○

授業は全て英語（看護と法学を除く）
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）京都大学
（部局間）京都大学、早稲田大学

https://www.ku.edu.tr/en/

Bilkent University
ビルケント大学

アンカラ 私 501-510 501-600 △ ○

授業は全て英語（法学を除く）
選択科目で日本語あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）九州大学

https://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/

Sabancı University
サバンチ大学

イスタンブール 私 521-530 401-500 ○
授業はすべて英語
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）同志社大学

https://www.sabanciuniv.edu/en

Middle East Technical University
中東工科大学

アンカラ 公 591-600 601-800 △ ○

授業はすべて英語
選択科目で日本語あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）同志社大学、新潟大学、東京工業大学、九州大学
（部局間）東京大学

http://www.metu.edu.tr/

Bogaziçi University
ボアジチ大学

イスタンブール 公 651-700 601-800 △ ○

授業はすべて英語
日本文学専攻あり、選択科目で日本語あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東京工業大学、東京外国語大学
（部局間）大阪大学、筑波大学

http://www.boun.edu.tr/en_US

Istanbul Technical University
イスタンブール工科大学

イスタンブール 公 651-700 601-800 ○

東北大学、東京農工大学と大学間交流協定、名古屋大学と部局間交流協定あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東北大学、東京工業大学、東京海洋大学、東京第大学
（部局間）大阪大学、東京大学

http://global.itu.edu.tr/

Ankara University
アンカラ大学

アンカラ 公 801-1000 1001+ ○ ○

トルコ初の高等教育機関
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）新潟大学、東京外国語大学、九州大学
（部局間）大阪大学

https://en.ankara.edu.tr/

Hacettepe University
ハジェテペ大学

アンカラ 公 801-1000 501-600 △ ○ 言語教育研究センターで日本語開講 https://www.hacettepe.edu.tr/english/

Istanbul University
イスタンブール大学

イスタンブール 公 801-1000 801-1000 ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東京海洋大学
（部局間）大阪大学

https://www.istanbul.edu.tr/en/

Cankaya University
チャンカヤ大学

アンカラ 私 - 401-500 △ 選択科目で日本語あり http://www.cankaya.edu.tr/index_en.php

Atılım University
アティリム大学

アンカラ 私 - 801-1000 https://www.atilim.edu.tr/en

Karabük University
カラビュック大学

カラビュック 公 - 801-1000 https://www.karabuk.edu.tr/en/

American University in Cairo
アメリカン大学カイロ

カイロ 私 395 801-1000 ○
授業はすべて英語
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）京都大学

https://www.aucegypt.edu/

Cairo University
カイロ大学

カイロ 公 521-530 601-800 ○ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）広島大学、東京外国語大学、東京大学、筑波大学、早稲田大学
（部局間）京都大学、大阪大学

https://cu.edu.eg/Home

Ain Shams University
アインシャムス大学

カイロ 公 801-1000 801-1000 ○ ◯
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）広島大学、九州大学
（部局間）東京外国語大学、筑波大学

http://www.asu.edu.eg/

Alexandria University
アレキサンドリア大学

アレキサンドリ
ア

公 801-1000 1001+ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）同志社大学、大阪大学
（部局間）東北大学

http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/

Al-Azhar University
アルアズハル大学

カイロ 公 801-1000 1001+ ◯

Assiut University
アシュート大学

アシュート 公 801-1000 1001+ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）京都大学

http://www.aun.edu.eg/

Aswan University
アスワン大学

アスワン 公 - 401-500 ○ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）広島大学
（部局間）大阪大学

http://aswu.edu.eg/en/

Mansoura University
マンスーラ大学

マンスーラ 公 - 401-500 ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）九州大学

http://www.mans.edu.eg/en/

Suez Canal University
スエズ運河大学

イスマイリヤ 公 - 501-600 ○ http://suez.edu.eg/en/
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Beni-Suef University
ベニスエフ大学

ベニスエフ 公 - 601-800 ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）広島大学

http://www.bsu.edu.eg/home.aspx?lang=en

Kafrelsheikh University
カフルアッシャイフ大学

カフルアッシャ
イフ

公 - 601-800 ○ http://www.kfs.edu.eg/engkfs/

Benha University
バンハ大学

バンハ 公 - 801-1000 ○ ○ http://bu.edu.eg/en/

Tanta University
タンタ大学

タンタ 公 - 801-1000 ◯ https://tanta.edu.eg/en/default.aspx

King Fahd University of Petroleum
and Minerals
キングファハド石油鉱物大学

ダーラン 公 186 501-600 http://www.kfupm.edu.sa/Default_en.aspx

King Abdulaziz University
キングアブドゥルアジーズ大学

ジッダ 公 200 201-250 △ ○

同大学女子部で日本語講座あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）京都大学、大阪大学、筑波大学、早稲田大学
（部局間）東海大学

https://www.kau.edu.sa/home_english.aspx

King Saud University
キングサウード大学

リヤド 公 281 501-600 ○ ◯

医学部・工学部は授業英語
日本語専攻コースがあり、サウジアラビアにおける日本語教育の中核とされる
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）早稲田大学
（部局間）大阪大学

https://ksu.edu.sa/en/

King Khalid University
キングハリド大学

キング・ハリド
軍事都市

公 501-510 601-800 https://www.kku.edu.sa/en/

Umm Al-Qura University
ウムアルクラ大学

メッカ 公 501-510 - △ 同大学女子部では日本語教育あり https://uqu.edu.sa/en

Imam Abdulrahman Bin Faisal
University
イマム・アブダルラフマン・ビン・
ファイサル大学

ダンマン 公 541-550 1001+ https://www.iau.edu.sa/en

AI-Imam Mohammad Ibn Saud
Islamic University
アルイマム・ムハンマド・ビン・サ
ウード・イスラム大学

リヤド 公 801-1000 - ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東海大学、早稲田大学

https://imamu.edu.sa/en/Pages/default.aspx

King Faisal University
キングファイサル大学

フフーフ 公 801-1000 - ◯ 授業は全て英語 https://www.kfu.edu.sa/Sites/Home/en/

Alfaisal University
アルファイサル大学

リヤド 私 - 251-300 △ ◯
日本語講座あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）大阪大学

https://www.alfaisal.edu/en/

King Saud bin Abdulaziz University
for Health Sciences
キングサウード・ビン・アブドゥルア
ジーズ健康科学大学

リヤド 公 - 501-600 https://www.ksau-hs.edu.sa/English/Pages/default.aspx

Khalifa University
ハリファ大学

アブダビ 公 268 351-400 △ ○

2017年にマスダール工科大学、ハリファ科学技術大学、石油大学の3機関が統合して
できた大学。授業は全て英語。旧ハリーファ大学と旧石油大学での日本語授業は、独
立して開講
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東海大学※石油大学
（部局間）東京大学※ハリファ科学技術大学、石油大学

https://www.ku.ac.ae/

United Arab Emirates University
UAE大学

アル・アイン 公 329 301-350 △ ○

日本語課外授業あり。
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）早稲田大学
（部局間）東北大学

https://www.uaeu.ac.ae/en/

American University of Sharjah
アメリカン大学シャルジャ

シャルジャ 私 371 801-1000 授業は全て英語 https://www.aus.edu/

American University in Dubai
アメリカン大学ドバイ

ドバイ 私 601-650 - 授業は全て英語 https://www.aud.edu/

University of Sharjah
シャルジャ大学

シャルジャ 私 651-700 601-800 ○ 理系学部（と一部の文系学部）は英語で授業 https://www.sharjah.ac.ae/en/Pages/default.aspx

Zayed University
ザイド大学

ドバイ 公 651-700 - ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）早稲田大学

https://www.zu.ac.ae/main/en/

Abu Dhabi University
アブダビ大学

アブダビ 私 701-750 - △ ◯

主に英語で授業が行われる
日本語課外授業あり
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）東京大学

https://www.adu.ac.ae/
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UAE
Ajman University
アジマン大学

アジュマーン 私 751-800 - https://www.ajman.ac.ae/en

The Hebrew University of Jerusalem
エルサレム・ヘブライ大学

エルサレム 公 162 201-250 ○ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）同志社大学、大阪大学、東京大学、早稲田大学
（部局間）同志社大学、大阪大学、鳥取大学

https://new.huji.ac.il/en

Tel Aviv University
テルアビブ大学

テルアビブ 公 219 189 ○ ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）広島大学、京都大学、早稲田大学
（部局間）東京大学、早稲田大学

https://english.tau.ac.il/

Technion - Israel Institute of
Technology
テクニオン（イスラエル工科大学）

ハイファ 公 257 401-500 ○ ○ https://www.technion.ac.il/en/home-2/

Ben Gurion University of The Negev
ネゲブ・ベングリオン大学

ベアシェバ 公 419 - ○ https://in.bgu.ac.il/en/pages/default.aspx

Bar-Ilan University
バール・イラン大学

ラマトガン 公 551-560 501-600 ○ https://www1.biu.ac.il/indexE.php

University of Haifa
ハイファ大学

ハイファ 公 651-700 501-600 ◯ ◯
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）早稲田大学
（部局間）同志社大学

https://www.haifa.ac.il/index.php/en/

Interdisciplinary Center Herzliya
IDCヘルツリーヤ

ヘルツリーヤ 公 - 601-800 https://www.idc.ac.il/en/pages/home.aspx

Sharif University of Technology
シャリフ工科大学

テヘラン 公 407 501-600 ○
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）早稲田大学
（部局間）大阪大学

http://www.sharif.ir/web/en/

Amirkabir University of Technology
アミルカビル工科大学

テヘラン 公 489 501-600 https://aut.ac.ir/en

Iran University of Science and
Technology
イラン科学技術大学

テヘラン 公 601-650 601-800 http://www.iust.ac.ir/en

University of Tehran
テヘラン大学

テヘラン 公 801-1000 601-800 ○ ○

イランの高等教育機関で唯一、専門課程として日本語教育を行っている
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東北大学、東京大学、早稲田大学
（部局間）同志社大学、大阪大学、東京工業大学

https://ut.ac.ir/en

Shahid Beheshti University
サイド・ベヘシュティ大学

テヘラン 公 801-1000 801-1000 http://en.sbu.ac.ir/SitePages/Home.aspx

Babol Noshirvani University of
Technology
バボル・ノシバニ工科大学

バボル 公 - 351-400 https://en.nit.ac.ir/

Yasouj University
ヤースージュ大学

ヤースージュ 公 - 401-500 http://www.yu.ac.ir/

University of Kashan
カシャン大学

カシャン 公 - 501-600 https://kashanu.ac.ir/en

Mashhad University of Medical
Sciences
マシュハド医科大学

マシュハド 公 - 501-600 https://www.mums.ac.ir/en

Tehran University of Medical
Sciences
テヘラン医科大学

テヘラン 公 - 501-600 http://en.tums.ac.ir/en

Imam Khomeini International
University
エマールホイーニ国際大学

カズヴィーン 公 - 601-800 http://ikiu.ac.ir/en/

Iran University of Medical Sciences
イラン医科大学

テヘラン 公 - 601-800 http://iums.ac.ir/en

Isfahan University of Technology
イスファハーン工科大学

イスファハーン 公 - 601-800 https://www.iut.ac.ir/en
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Shahid Beheshti University of
Medical Sciences
シャヒードべへシュティー医科大学

テヘラン 公 - 601-800 https://en.sbmu.ac.ir/

Shiraz University of Technology
シラズ工科大学

シラズ 公 - 601-800

University of Tabriz
タブリーズ大学

タブリーズ 公 - 601-800 http://tabrizu.ac.ir/en

Tabriz University of Medical Sciences
タブリーズ医科大学

タブリーズ 公 - 601-800 https://portal-en.tbzmed.ac.ir/

Ferdowsi University of Mashhad
マシュハド・フェルドゥスィー大学

マシュハド 公 - 801-1000 https://en.um.ac.ir/

University of Isfahan
イスファハーン大学

イスファハーン 公 - 801-1000 ◯
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（大学間）東京外国語大学 https://ui.ac.ir/Index.aspx?tempname=engmain&lang=2&sub=0

Isfahan University of Medical
Sciences
イスファハーン医科大学

イスファハーン 公 - 801-1000 http://english.mui.ac.ir/

K.N. Toosi University of Technology
K.N. トゥーシ工科大学

テヘラン 公 - 801-1000 https://en.kntu.ac.ir/

University of Kurdistan
クルディスタン大学

クルディスタン 公 - 801-1000 ◯ https://en.uok.ac.ir/EN.aspx

University of Mazandaran
マーザンダラーン大学

マーザンダラー
ン

公 - 801-1000 http://en.umz.ac.ir/

Shiraz University
シラズ大学

シラズ 公 - 801-1000 ◯
【J-MENAプラットフォーム協力機関との協定】
（部局間）広島大学、大阪大学、東北大学

http://shirazu.ac.ir/en
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