
久留米工業大学との協定締結関係

No. 協定書名称 種別 相手名称 相手締結者 大学締結者 締結日 備考

1 久留米市内大学等単位互換に関する協定書 単位互換に関する協定

久留米大学
久留米信愛女学院短期大学
聖マリア学院短期大学
久留米工業高等専門学校

学長　薬師寺　道明
学長　髙木　善行
学長　井手　信
校長　柳　謙一

学長　根本　實 2004/6/28

2 大韓民国馬山大学と日本国久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定 大韓民国馬山大学 学長　李　泂揆 学長　根本　實 2004/12/28

3 久留米市と久留米工業大学との事業協力に関する協定 事業協力に関する協定 久留米市 市長　江藤　守國 学長　根本　實 2006/3/27

4 久留米工業大学と㈶日本自動車研究所（JARI）との学術交流協定書 学術交流協定 ㈶日本自動車研究所 所長　小林　敏雄 学長　深野　徹 2007/9/6

5 大韓民国永進専門大学と日本国久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定 大韓民国永進専門大学 学長 学長　深野　徹 2008/8/6

6
中華人民共和国瀋陽理工大学および日本国久留米工業大学との学術交流協定
書

学術交流協定 中華人民共和国　瀋陽理工大学 校長　王 学長　尾﨑　龍夫 2009/6/17

7
大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラムの共同実施に関する協定
書

共同実施に関する協定

久留米大学
聖マリア学院大学
久留米信愛女学院短期大学
久留米工業高等専門学校

学長　薬師寺　道明
学長　矢野　正子
学長　髙木　善行
校長　前田　三男

学長　尾﨑　龍夫 2009/9/7

8 「高等教育コンソーシアム久留米」に関する協定書
コンソーシアム設置に関する協
定

久留米大学
聖マリア学院大学
久留米信愛女学院短期大学
久留米工業高等専門学校

学長　薬師寺　道明
学長　矢野　正子
学長　髙木　善行
校長　前田　三男

学長　尾﨑　龍夫 2009/12/17

9 久留米工業大学と大韓民国馬山大学との学術交流協定書 学術交流協定 大韓民国馬山大学 総長　李　學振 学長　尾﨑　龍夫 2009/12/28

10 旧六ツ門プラザビルの整備及び賃貸借に関する基本協定書 基本協定

久留米大学
聖マリア学院大学
久留米信愛女学院短期大学
久留米工業高等専門学校

学長　薬師寺　道明
学長　矢野　正子
学長　髙木　善行
校長　前田　三男

学長　尾﨑　龍夫 2010/1/29

11 久留米工業大学と三池工業高等学校の連携教育に関する協定書 連携教育に関する協定 三池工業高等学校 校長　田中　廣茂 学長　尾﨑　龍夫 2010/7/8

12 久留米工業大学鵜と八女工業高等学校の連携教育に関する協定書 連携教育に関する協定 八女工業高等学校 校長　大坪　秀美 学長　尾﨑　龍夫 2010/7/13

13 日本国久留米工業大学及び中華人民共和国瀋陽大学との学術交流協定書 学術交流協定 中華人民共和国　瀋陽大学 学長　王
副学長　渡邉　孝
司

2010/10/11

14 松尾建設株式会社と久留米工業大学の産学交流に関する覚書 産学交流に関する覚書 松尾建設株式会社 社長　松尾　哲吾 学長　尾﨑　龍夫 2011/6/28

15
久留米ゼミナール（日本語学科）と久留米工業大学との外国人留学生募集に関す
る協定書

外国人留学生募集支援 久留米ゼミナール 校長　鮫島　重喜 学長　尾﨑　龍夫 2012/8/1

16 JAPAN国際教育学院と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 外国人留学生支援 JAPAN国際教育学院 理事長　有村　ひとみ 学長　尾﨑　龍夫 2013/4/18

17 モンゴル国立科学技術大学と久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定
モンゴル国
モンゴル国立科学技術大学

学長 学長　尾﨑　龍夫 2013/5/10

18 久留米工業大学韓国人留学生の奨学資金の寄付に関する協定書 韓国人留学生就学資金寄付 株式会社ユーコー 社長　金海　基泰 学長　尾﨑　龍夫 2013/7/17

19 くるめ国際交流学院と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 外国人留学生支援 くるめ国際交流学院 理事長　古賀　勝彦 学長　尾﨑　龍夫 2014/5/12

20 久留米工業大学とタイ国ラジャマンガラ工科大学との学術交流協定書 学術交流協定
タイ国ラジャマンガラ工科大学　ク
ランテープ校

学長　Sathir.P 学長　今泉　勝己 2015/6/15
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No. 協定書名称 種別 相手名称 相手締結者 大学締結者 締結日 備考

21 モンゴル国新モンゴル工業大学と久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定 モンゴル国　新モンゴル工業大学 学長 学長　尾﨑　龍夫 2014/9/1

22 外国人留学生募集に関する覚書 外国人留学生募集に関する覚書 久留米ゼミナール 校長　鮫島　重喜 学長　今泉　勝己 2015/4/17

23 タイ国カセサート大学と日本国久留米工業大学との学術交流協定 学術交流協定 タイ国カセサート大学 学長 学長　今泉　勝己 2015/6/15

24 新モンゴル高等学校からの留学生受け入れに関する協定書 外国人留学生支援 モンゴル国　新モンゴル工業大学 校長
学長補佐　井川
秀信

2015/10/5

25 久留米商工会議所と久留米工業大学との事業連携に関する協定書 事業連携に関する協定 久留米商工会議所 会頭　本村　康人 学長　今泉　勝己 2015/9/28

26 八女市と久留米工業大学との事業連携に関する協定書 事業連携に関する協定 八女市 市長　三田村　統之 学長　今泉　勝己 2016/2/1

27 情報カメラ設備設置に関する覚書 カメラ設備設置に関する覚書 日本放送協会 技術部長　柳原　健司 課長　柿田　正裕 2016/2/1

28 柳川高等学校からの留学生受け入れに関する協定書 外国人留学生支援 柳川高等学校 校長　古賀 学長　今泉　勝己 2016/3/16

29 NILS（ニルス）と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 外国人留学生支援 NILS 校長　田中　善政 学長　今泉　勝己 2016/4/27

30 久留米工業大学と祐誠高等学校の連携教育に関する協定書 徽連携教育に関する協定 祐誠高等学校 校長　赤岩　晃一 学長　今泉　勝己 2016/8/1

31 広川町と久留米工業大学との連携に関する協定書 連携に関する協定 八女郡広川町 町長　渡邊　充喜 学長　今泉　勝己 2016/8/1

32 インド国ラジャギリ工業技術大学と久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定
インド国　ラジャギリ工業技術大
学

理事長
理事長　吉武　健
一

2016/11/1

33 FD及びSDの実施に関する覚書 FD及びSDの実施に関する覚書
久留米大学
聖マリア学院大学
久留米信愛女学院短期大学

学長　永田　見生
学長　矢野　正子
学長　髙木　善行

学長　尾﨑　龍夫 2014/4/1

34 久留米市教育委員会と久留米工業大学との連携･協働に関する覚書 連携・協働に関する協定 久留米市教育委員会 教育長　堤　正則 学長　今泉　勝己 2017/3/15

35 ダイハツ九州㈱と久工大との包括的研究に係る覚書の締結について 包括的研究に係る覚書
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ九州株式会社

所長　下西 明
代表取締役社長　泉谷 卓
司

学長　今泉　勝己 2017/3/31
更
新:2020/
3/31

36
久留米工業大学と広島大学大学院先端物質科学研究科との共同研究に関する協
定書及び覚書

共同研究に関する協定 広島大学大学院 研究科長　加藤　純一 学長　今泉　勝己 2017/4/1

37 羽衣国際大学と久留米工業大学との包括的連携協力に関する協定書 連携協力に関する協定 羽衣国際大学 学長　岸本　幸臣 学長　今泉　勝己 2017/4/28

38 神奈川工科大学と久留米工業大学との包括的連携協力に関する協定書 連携協力に関する協定 神奈川工科大学 学長　小宮　一三 学長　今泉　勝己 2017/5/22

39
独立行政法人国立高等専門学校機構　久留米工業高等専門学校と
久留米工業大学との連携・協力に関する覚書

連携協力に関する覚書 久留米工業高等専門学校 校長　三川　譲二 学長　今泉　勝己 2017/6/1

40 筑後信用金庫と久留米工業大学との包括連携に関する協定書 連携に関する協定 筑後信用金庫 理事長　農塚　勉 学長　今泉　勝己 2017/6/28

41 瀋陽日中自動車技術研究院設立覚書 研究院設立覚書 中華人民共和国　藩陽理工大学 校長　王 学長　尾﨑　龍夫 2009/7/16

42 モンゴル国新モンゴル学園と日本国久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定 新モンゴル学園 理事長
理事長代理
橋本 樹一郎

2016/9/28 原本：本部

43 中国国安徽外国語学院と日本国久留米工業大学との学術交流協定書 学術交流協定 中国国安徽外国語学院 副学長 学長　今泉　勝己 2017/8/8

44 米国セントラルワシントン大学と日本国久留米工業大学との学術交流 学術交流協定 セントラルワシントン大学 学長　今泉　勝己 2017/8/15
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45 愛和外語学院と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 外国人留学生支援 愛知外語学院 理事長代理　坂本重忠 学長　今泉　勝己 2017/10/25

46 久留米大学と久留米工業大学との大学間連携に関する協定書 連携に関する協定 久留米大学 学長　永田　見生 学長　今泉　勝己 2017/11/24

47 久留米工業大学と（株）筑邦銀行との包括連携協定書 連携に関する協定 株式会社筑邦銀行
取締役頭取
佐藤 清一郎

学長　今泉　勝己 2018/1/19

48 (株)西日本シティ銀行と久留米工業大学との産学官連携協力に関する協定書 連携に関する協定 株式会社西日本シティ銀行
取締役頭取
谷川　浩道

学長　今泉　勝己 2018/2/20

49 ラジャギリ工業大学からの留学生受け入れに関する協定書 留学生受け入れに関する協定 ラジャギリ工業大学 学長 学長　今泉　勝己 2018/9/21

50 包括連携に関する三者間協定書 包括連携に関する協定
うきは市
筑後信用金庫

うきは市長　髙木　典雄
理事長　江口　和規

学長　今泉　勝己 2018/11/19

51 福岡日本語学校と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 留学生支援に関する協定 福岡日本語学校 校長　永田　大樹 学長　今泉　勝己 2018/10/30

52 学校法人中村英数学園と久留米工業大学との外国人留学生支援に関する協定書 外国人留学生支援に関する協定 学校法人英数学園 理事長 中村 登 学長　今泉　勝己 2019/12/3

53 久留米工業大学と福岡市立博多工業高等学校の連携教育に関する協定書 連携教育に関する協定書 福岡市立博多工業高等学校 校長 宮崎信介 学長　今泉　勝己 2020/2/25

54 久留米工業大学と株式会社サンカクキカクとの包括連携協定書 包括連携に関する協定 株式会社サンカクキカク
代表取締役
宇佐川　桂吾

学長　今泉　勝己 2020/4/1

55 久留米工業大学と株式会社キューオキとの包括連携協定書 包括連携に関する協定 株式会社キューオキ
代表取締役社長
廣島　将登

学長　今泉　勝己 2020/4/1

56 松尾建設株式会社と久留米工業大学の産学交流に関する覚書 産学交流に関する覚書 松尾建設株式会社
代表取締役社長
松尾 哲吾

学長　今泉　勝己 2020/6/29
№14に
綴る

57 久留米工業大学と祐誠高等学校の連携教育に関する協定書 連携教育に関する協定 祐誠高等学校 校長　赤岩　晃一 学長　今泉　勝己 2020/4/1

58 セントラルワシントン大学と久留米工業大学との語学留学に関する協定書 語学留学に関する協定 セントラルワシントン大学
副学長　ミシェルデンベス
ト

学長　今泉　勝己 2020/12/16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※朱書きは、大学等の地域貢献に係る包括連携協定を締結したものとする。
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