国際交流センター

《ACUCA SMs program》

【ACUCA】 Atma Jaya university, Yogyakarta
最終更新日
2017/6/28

大学

公立ノ私立

私立

所在地

インドネシア・ジョグジャカルタ

VVEBサイト

http://WWW.uajy.ac id/

International 0仟ice

htヒPゾ/WWVV.uajy.ac.id/intemational・a仟airs/

学事暦

1学期:8月上旬 12月中旬 2学期:2月上旬 5月中旬

学部・専攻

以下留学形態参照

留学期間

半期:2018.8 2018.12 (5ケ月間)

GPA

3.0以上

TOEFV正LTS

英語開講科目を履修するため、以下の語学要件が必要
●TOEFLiBT 68以上、または正LTS 6.0以上のスコア

留学

留学生に開講されてぃるプログラム:

^^升三真戸、

1.1nternational Business Management program
2.1ntemational Finandal Accounting program
3.1nternationa11ndustrial Engineering program (11E)
4.1nternational civil Engineering program
※上記の何れかのプログラムに所属する。他のプログラムの科目を履修することも可能。

ACUCA SMs program
※協定校への派遣交換留学とは異なるプログラムです
・対象:学部生・留学期間:半期

学生生

宿泊先

活

University's dormitory are limited provided, exchange students wi11 get
assistance to find apartment or boarding house.
Apartmenvboarding house for l person l room.
Boarding house/aparヒment :195 USD ‑350 USD/month
服装について以下指定あり。

注意事項

Clothes that are not a110vved are such as shorts, tank・tops, sandals and
Sleeveless shirヒS.

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

《ACUCA SMs program》

【ACUCA】 parahyangan catholic university
(universitas Katolik parahyangan (UNPAR)
最終更新日
2017/6/28

大学

公立/私立

私立

所在地

インドネシア・バンドン

VVEBサイト

http://WVVW.unpar.ac.id/

International 0仟ice

Inremational 0仟ice: http://io.unpar.ac.id/

学生数

約25,000人
1学期:8月上旬 12月中旬 2学期:2月上旬 5月中旬

学事暦

htヒP://io.unpar.ac.id/WP・contenvuploads/sites/13/2017/OVAcademic・
Calender・universitas・Katolik・parahyangan・Year・2017‑2018.pdf

留学

学部・専攻

Economics,Engineering,sodal&political sdence,Law,1nformation
Techn010gy and science,philosophy,1ndustrial Techn010gy

留学期問

半期:2018.8 2018.12 (5ケ月間)

GPA

2.5以上

TOEFL/1ELTS

英語開講科目を履修するため、以下の語学要件が必要
●TOEFL 追T70以上、または正LTS6.0以上のスコア
※日本国籍保持者のみ出願可能

留学生は基本的に、,sodal&political scienceにあるlntemational Relations
Programで開講されている講義を受講する。他のプログラムの科目を履修することも可能。
毛召ヨニ升三見長

学生生

宿泊先

活

ACUCA SMs program
※協定校への派遣交換留学とは異なるプログラムです
・対象:学部生・留学期間:半期

UNPAR has some contracts with private sectors. Foreign students W111 be
fadlitated to find their housing.HousingのりストがWebで公開されている。
※参考2017年度りスト: htヒP://io.unpar.ac.id/acomodation・2017/
服装にっいて以下指定あり。

宿泊先

Clothes that are not a110wed are such as shorts, tank・tops, sandals and
Sleeveless shirts.

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

《ACUCA SMs program》

【ACUCA】 petra christian university
最終更新日
2017/6/28

大学

公立/私立

私立

所在地

インドネシア・スラバヤ

WEBサイト

htヒPソ/WVVVV.petra.ac.id/

Intemational

0仟ice

Bureau for cooperation and lnstitutional Development:
httPゾノbakp.petra.ac.id

学生数

約10,000人

学事暦

1学期:8月上旬 12月中旬 2学期:2月上旬 5月中旬

学部・専攻

Civil Engineering and planning、 Economics、 1BM & Tourism、 1ndustrial
Techn010gy、 Letヒers

留学期間

半期:2018.8 2018.12 (5ケ月間)
※本学の定期試験と留学先のオリエンテーションが重なるため、遅れて出発することになる。

GPA

3.0以上

留学

語学要件

英語開講科目を履修するため、以下の語学要件が必要
●TOEFLiBT 68以上、または正LTS 5.5以上のスコア

Intemational studentS向けにlnternational programが用意されていて、英語で講
義を受講する。現地学生が受講する学部授業はインドネシア語。インドネシア語のNon・

Native speaker向け語学プログラムもある。(有料)
老召'子・升三貫呉

http://dmu.petra.ac.id/indonesian・spectrum/
ACUCA SMs program
※協定校への派遣交換留学とは異なるプログラムです。
・対象:学部生・留学期問:半期

学生生
活

学内寮

留子生がネリ用できるon・campuSの祭はなし。"Boarding House"(インドネシア三吾で
KOS)と呼はれるキャンパス近くの寄宿舎徳勺US$300 US$35の、もしくは"High point
Apartment"と呼はれる学生アハート(約US$225 US$265)を利用する。アハートの方
は入居前に一括で家賃を払わなけれはならない。家賃が安い住居ほど、設備力整っていない

ことが多い。 hせP://bakp.petra.ac.id/intemational・comer/accomodation/

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。
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国際X;川センター

《ACUCA SMs program》

【ACUCA】 Asia‑padfic lnternational university
最終更新日
2017/6/28

大学

公立/私立

私立

所在地

タイ・ムアックレック

VVEBサイト

http://WWVV.apiu.edu/

学生数

約1,200人

学事暦

1学期:8月上旬 12月中旬 2学期:1月上旬 5月中旬
http://VVWW.apiu.edu/calendar

学部・専攻

Arts and Humanities, Business Administrauon, Education and psych010gy,

留学期間

半期:2018.8 2018.12 (5ケ月間)

GPA

2.4以上

語学力

Nursing, Religious studies, science

英語開講科目を履修するため、以下の語学要件が必要
●TOEFL 旧T 68以上、または正LTS 5.5以上のスコア

青学での所属学部に近い学部に所属する。
留学升三態

ACUCA SMs program
※協定校への派遣交換留学とは異なるプログラムです
・対象:学部生・留学期間:半期

日本の協定校

龍谷大学、関西外大、関西学院大学、関西大学
以下のVvebsite参照。全部で6つの寮があり、女子寮、男子寮に分かれて生活している。門限

をはじめ、点呼やQuiet HourSの設定なと、厳しいルールがある。

学

生宿泊先
生
活
注意事項

http://WWW.apiu.edu/student‑1ife/residences
寮のルール詳細にっいてはStudent Handbookに詳しい。
http://WWW.apiu.edu/images/studenw020Handbook/AIU̲Hand̲books̲54̲
Pdf
指定の服装あり

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

《ACUCA SMs program》

【ACUCA】 christian university of Thailand
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

私立

所在地

タイ・ナコーンハトム

VVEBサイト

hせP://VVWW.christian.ac.th/

大学

Intematlonal 0仟ice

International A什airs:

http://emis.christian.ac.th/SSU/1A/Exchange9、020program.html
学事暦

1学期:8月上旬 12月中旬 2学期:1月上旬 5月中旬
【vveb site】

学部・専攻

Nursing science,Arts(Tourism lndustry, English for communication)
http://WWVV.christian.ac.th/htmvLO04.html

留学期間

半期:2018.8 2018.12 (5ケ月間)

GPA

2.4以上

留学

語学力

英語開講科目を履修するため、以下の語学要件が必要
●TOE凡 iBT 68以上、または正LTS 5.5以上のスコア

ACUCA留学生はTourism lndustryprogramにて英語で学ぶ。各セメスターにおいて、必修
の科目がいくつか定められている。
留学升三態

ACUCA SMs program
※協定校への派遣交換留学とは異なるプログラムです。
・対象:学部生・留学期間:半期

学生生

宿泊先

活注意事項

On・campuSの寮は50名ネ呈度しか入れず、多くの学生は0仟・campuSで住居を借りて暮らして
いる。

指定の服装あり

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

