国際センター

Srinakharinwirot University
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
2021/7/29

大
学

公立/私立

国立

所在地

タイ バンコク

WEBサイト

http://www.swu.ac.th/en/

International
International Relations Division: http://irco.op.swu.ac.th/
Office
学生数

約25,000人

学事暦

1学期：8月中旬～12月下旬

学部・専攻

【Website】
https://www.swu.ac.th/en/faculties.asp

留
履修形態
学

諸経費

学 滞在先
生
生
活

学校について

2学期：1月中旬～5月下旬

基本的にInternational College for Sustainability Studies (SWUIC)に所属し、英
語で開講されている専門科目を履修する。
http://ic.swu.ac.th/

https://www.swu.ac.th/en/pdf/cost_of_living.pdf

交換留学生用の寮は無いため、大学近くのアパートを借りて滞在する。
物件にもよるが、約THB4,500~ THB18,000。
International Relations Officeからリストをもらい、自分で選んで手配するか、Officeに連
絡して契約の手伝いを頼むこともできる。現地についてから住居を決める場合は、キャンパス内
のホテルに一時滞在することが可能。(有料）
教育者養成学校を前身とするため教員養成課程が有名。教員・公務員となる人材を多く輩
出している。人文学部に日本語学科がある。Sustainable Tourism学士課程プログラム
（Hospitality Management and Ecotourism, Hospitality Management and
Recreation専攻）が全て英語で授業を実施しており、座学だけでなく実践的な授業も多くあ
る。

※ASEAN協定校特別派遣留学は半期のみの募集です。
※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。

Thammasat University

国際交流センター

※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
2021/7/29

公立/私立

国立

所在地

タイ バンコク (Tha Prachanキャンパス/Rangsitキャンパス)

WEBサイト

https://tu.ac.th/en

International
Office of International Affairs: http://inter.tu.ac.th/
Office
大 学生数
学
学事暦

約33,000人 （留学生 約3,000人）
1学期：8月中旬～12月下旬

2学期：1月中旬～5月下旬

学事暦
WEBページ

http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=534&
Itemid=472

学部・専攻

【Website】
http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=
364

留学形態

ほとんどの学部からInternational Programsがのいずれかに所属し英語で学ぶ。
Thai Studies, Politics and International Relations(BMIR),Economics(BE)など、
所属学部により求められる語学力やGPAが異なるため、詳細は協定校別出願資格のタマサー
ト大学欄で確認すること。

諸経費

https://oia.tu.ac.th/images/courseoffering/2021/TUFactSheet2021.pdf

滞在先

・Tha Prachanキャンパス
大学近くのアパートに滞在する。留学生は主にAmarin Mansionまたは3J courtというアパー
トに滞在することが多い。事前予約も可能。TUの国際交流websiteでアパート情報参照可
能。
・Rangsitキャンパス
TU Dorm, Rangisit Center
いくつかのZoneに分かれており、基本的に２～４人でシェアする。
http://oia.tu.ac.th/images/InterStudents/HousingInformation/Rangsit_on.pdf

学校について

タマサート大学 Tha Prachanキャンパスは首都バンコクにあり、王宮のある中心地に近い場所
に位置している。大学周辺には史跡や博物館、市場など観光地も多く、にぎやかな場所にある
と言える。留学先では制服を着用することになっており、規定の制服（白シャツに黒のスカート/
パンツ）もしくは制服に似たような洋服を着用することになる。Rangsitキャンパスは理工系学
部を中心としたキャンパスで、パトゥーム・ターニー県にありバンコクからは約1時間。

学
生
生
活

※ASEAN協定校特別派遣留学は半期のみの募集です。
※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。

国際センター

Vietnam National University,
Hanoi-University of Languages and International Studies
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
2021/7/29

公立/私立

国立

所在地

ベトナム ハノイ

WEBサイト

http://en.ulis.vnu.edu.vn/

学生数

約36,000人（留学生 約200人）

学事暦

1学期：9月上旬～1月上旬

大
学

2学期：1月中旬～6月下旬

http://en.ulis.vnu.edu.vn/admission/undergraduate/#major

学部・専攻

留
履修形態
学

English Language Teacher Education, Linguistics and Cultures of Englishspeaking Countries, French Language and Culture,Russian Language and
Culture, Chinese Languages and Culture, German Language and Culture,
Japanese Language and Culture, Korean Language and Culture, English,
Graduate Studies, Language Education and Professional Development,
Language Specialized School
交換留学生は、日本の他大学からの学生に混じったクラス（月～金で1回2時間程度）で、
ベトナム語を中心に学び、空いている時間に英語開講されている英語学部の科目を履修でき
る。外国語大学なので、主に語学について学ぶ。
留学生へのサポート体制が整っていないので、ベトナムという国に強く興味があり、積極的で且
つ臨機応変な態度が求められる。

諸経費

生活費：約3万円

滞在先

出願時に寮を希望することができる。１人部屋・ルームシェアどちらかを選択。（希望がとおると
は限らない）寮に入れなかった場合、大学近くのアパートを借りて滞在する。紹介を希望すれ
ば、大学が物件を紹介してくれる。費用は月US$150～250程度。

学校について

ハノイ国家大学は、ホーチミン市国家大学と合わせて2つしかないベトナム政府の直轄機関であ
る。6つの大学（外国語大学、自然科学大学、人文社会科学大学、科学技術大学、経済
大学、教育大学）に分かれており、本学は外国語大学と学生交換協定を結んでいる。外国
語大学の中の１つ、東洋言語学部日本語学科では530名の学生が在籍しており、毎年20
名前後が日本へ留学している。英語学部が最も多く英語開講科目を設置している。ハノイは
場所柄、中国系の人が多い。

学
生
生
活

アパート滞在費：１ヵ月/約＄150～250（2018年基準）

※ASEAN協定校特別派遣留学は半期のみの募集です。
※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。

国際センター

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University - Ho Chi Minh City
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。

最終更新日
2021/7/29

大
学

公立/私立

国立

所在地

ベトナム ホーチミン

WEBサイト

http://en.hcmussh.edu.vn/

学生数

約32,000人 （留学生 約1,000人）

学事暦

1学期：9月上旬～1月上旬

English Linguistics and Literature、Vietnamese Studies、Journalism and
Communication、Geography、Oriental Studies、Education、History、
Anthropology、German Linguistics and Literature、Russian Linguistics and
Literature、French Linguistics and Literature、Chinese Linguistics and
学部・専攻
Literature、International Relations、Philosophy、Library and Information
（履修形態）
Sciences、Culturology、Literature and Linguistics、Sociology Department of
Social Work、Psychology、Urban Studies and Management、Korean Studies、
Japanese Studies、Italian Linguistics and Literature、Spanish Linguistics and
Literature、Physical Education

留
留学形態
学

学
生
生
活

2学期：1月中旬～6月下旬

交換留学生はVietnamese Studiesに所属してベトナム語を学ぶ。
http://www.vns.edu.vn/index.php/en
時間が空いていれば、 International Relationsか、English Linguistics and
Literatureの英語開講科目を1、2科目ほど履修できる。
http://nva.hcmussh.edu.vn/?PageId=92058479-faeb-4a7f-80e20c937a4920f0

諸経費

生活費：約3万円

アパート滞在費：１ヵ月/約＄150～250（2018年基準）

滞在先

留学生用の寮は無いため、交換留学生は大学近くのアパートを借りて滞在する。紹介を希望
すれば、大学が物件を紹介してくれる。費用は月US$150～250程度。

学校について

ベトナム国家大学ホーチミン校はベトナムにある政府直轄の２大国家大学の１つ（もう１つは
ハノイ校）で、人文社会科学大学はホーチミン校の傘下の6大学のうちの１つで18学部と独
立した8学科からなる。各6大学の独立性は強い。２つのキャンパスがあり、トゥドゥックキャンパス
では1～3年が学ぶ。メインキャンパス(ホーチミン市1区）は4年生及び留学生。キャンパス間の
移動は45分。2010年9月に日本学科が1994年以来所属していた東洋学部から独立。11
名の教員、367名の学生が在籍し、日本言語学、日本史、日本文学、日本政治学などを専
攻している。留学生はベトナム学部に所属しており、韓国、アメリカ、日本の順で多い。（日本
は短期留学生含む）

※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。

国際センター

Universiti Brunei Darussalam
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
最終更新日
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

ブルネイ バンダルスリブガワン

WEBサイト

http://www.ubd.edu.bn

大 学生数
学

約4,000人 （留学生 約400人）

学事暦

1学期：8月上旬～12月中旬

学事暦
WEBページ

http://www.ubd.edu.bn/study-ubd/academic-calendar/

学部・専攻

Arts and Social Sciences、Science、Business and Economics、Health
Sciences、Brunei Studies,Integrated Technologies

留
履修形態
学

諸経費

学 滞在先
生
生
活

学校について

2学期：1月上旬～5月中旬

・交換留学生は各学期16単位以上、20単位を上限に履修登録する。
・大部分の科目は英語講義
・大学院の科目は交換留学生履修不可
・マレー語やマレー語講義科目は一定のマレー語力がなければ履修は勧めない

https://ubd.edu.bn/admission/international-exchange/ubd-studentexchange-programme/

●The Core Residential College
Standard Room：月/250BND、学期/995BND
数名でシェアするタイプだが個別の寝室があり、リビング、バスルームやキッチンを共同で利用す
る。ブロードバンドインターネットや電話も完備されている。
ブルネイ・ダルサラーム大学はブルネイ最古の総合大学で、総長はブルネイ国王。国を代表する
一流の国際的な大学を目指しており、授業の殆どが英語で行なわれている。2001年に設立さ
れた大学付属のランゲージセンターでは多言語教育を行っており、アラビア語、マレー語、英語、
フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、日本語、タイ語など13言語を展開している。外国人
留学生はASEAN諸国から多く、日本、アメリカ、イギリス、中東、韓国からも受け入れている。
キャンパスはバンダルスリブガワンの中心部から車で15分の所にあり、大学設備は非常に整って
いる。学生寮を含め、建設して間もない新しい建物が多い。

※ASEAN協定校特別派遣留学は半期のみの募集です。
※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。

University of Malaya
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。

国際センター

最終更新日
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

マレーシア クアラルンプール

WEBサイト

http://www.um.edu.my/

International
http://isc.um.edu.my/
Office
学生数

大
学 学事暦

約23,000人 （留学生 約2,900人）
1学期：9月上旬～1月下旬

2学期：2月中旬～7月上旬

学事暦
WEBページ

http://isc.um.edu.my/about-isc/about-um/academic-calendar

学部・専攻

Islamic Studies、Arts and Social Sciences、Build Environment、Business and
Accountancy、Computer Science and Information Technology(FSKTM)、
Education、Economics and Administration、Engineering、Languages and
Linguistics、Law、Science

留
履修形態
学

交換留学生は各学期7~21単位を上限に英語の開講科目を履修する。2つの学部から科目
を選択することができる。理系の科目は90%、文系の科目は80%が英語で開講されている。
交換留学生への開講科目:
https://isc.um.edu.my/courses-offered-inbound
※以下履修不可：Medicine/ Dentistry/ Psychology

諸経費

https://sites.google.com/um.edu.my/inbound-mobility-program

滞在先

・On-campus Residential College
約MYR2500 /semester
食事プランが選べる、2人部屋、ベッド、箪笥、勉強机、本棚、扇風機、共用バスルーム・トイ
レ、Wifi等が完備。交換留学生は基本的にTun Ahmad Zaidi Residential College
(Tenth College)に入寮する。
https://hep.um.edu.my/international-student
・Off-campus Private Residential
MYR 1500 ~ 3300/month
民間のアパートメント。形態や地域により金額は様々。自分で探して手配する必要がある。

学校について

マラヤ大学は、首都クアラ・ルンプールの南西に位置し、広大な敷地を持ったマレーシア最古の大
学。1905年に創設のエドワード7世薬科大学と、1928年に創設のラッフルズ大学との統合によ
り、1949年にシンガポールに設立された。大学の急速な成長に伴い、一時シンガポールとクア
ラ・ルンプールに分かれていたが、1962年にマレーシアの国立大学として認可された。マレーシア
の最高学府として知られている。学生はマレー、中華系、インド系の順に多く、講師もマレー人、
インド人が多い。学部に加えてマレーアカデミ－、イスラムアカデミーも入っており、マレー社会やイ
スラム社会について勉強することも可能。首都クアラ・ルンプールはここ10年ほどで急激な近代化
を果たしたが、その一方でイギリス統治時代の歴史的建造物や各民族の聖地であるモスク、寺
院などが混在する景観も興味深い。

学
生
生
活

※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。

Maranatha Christian University

国際センター

※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
最終更新日
2021/7/29
公立/私立

私立

所在地

インドネシア バンドン

WEBサイト

https://www.maranatha.edu/

International Office

http://international.maranatha.edu/

大
学生数
学

約10,300人

学事暦

1学期：9月上旬～12月下旬

学事暦
WEBページ

http://international.maranatha.edu/academic/academic-calendar/

学部・専攻

Engineering, Language and Culture, Economics, Arts and Design,
Information Technology, Law, Medicine, Dentistry, Psychology

履修形態

交換留学生に開講されている学部から12～18単位を履修することができる。インドネシア語の
必須科目は最低2単位履修する必要がある。
必須履修科目：BIPA (Indonesia Language for Foreigner)

諸経費

Universitas Kristen Maranatha Health Insurance: Rp 360,000 /year (留学生
必須）
Housing: Rp7,500,000 ~ 12,500,000 /semester
Meals: Rp6,750,000 ~ 11,250,000 /semester
Books and Materials: Rp1,250,000 /semester
Transportation: Rp.150.000,00 /semester
Entertainment: Rp.250.000,00 /semester

学
生
生 滞在先
活

学校について

2学期：2月上旬～6月下旬

オンキャンパス寮はないが、マラナタ大学が留学生向けにオフキャンパスにあるHousing情報を
提供してくれる。
http://international.maranatha.edu/student/inbound-exchange-student/
マラナタ・クリスチャン大学はインドネシアのバンドン市にあるプロテスタント系私立大学である。
バンドンはジャカルタから約250kmに位置する西ジャワ州の州都であり、1955年のバンドン会
議（第1回アジア・アフリカ会議）が開催された地として知られている。 9学部を擁し、
Faculty of Lettersの中には日本語学科も設置されている。
留学生用のインドネシア語クラスを始め、経済・工学・心理学・英語学・アート&デザインなどの
分野で英語の科目も数多く開講されている。

※ASEAN協定校特別派遣留学は半期のみの募集です。
※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。

国際センター

National University of Mongolia
※ブラウザはInternet Explorer以外の使用をお勧めします。
最終更新日
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

モンゴル ウランバートル

WEBサイト

http://www.num.edu.mn/en/

大
学 学生数

約23,000人 （留学生 約250人）

学事暦

1学期：9月～12月

学部・専攻

Arts and Sciences.Engineering and Applied Sciences、International
Relations and Public Administration,Law

留
履修形態
学

2学期：1月～6月

交換留学生は基本的にMongolian Language and Culture Courseに所属し、モンゴル
語やモンゴルの文化を学ぶ。モンゴル語の学習初心者は初級クラスに配置され、多少の英語を
交えて授業を受ける。

諸経費

生活費（最低限）：USD80/月 寮費：USD400-800

滞在先

・留学生が生活する学生寮は2人部屋（各部屋に共同のトイレが１つ）
宿泊費：約500$/10ヶ月
・ベッド、デスク、椅子、クローゼットが各学生用にあり、冷蔵庫は共同
・その他、シャワー、キッチン、洗濯場は各階の学生と共同
・セントラルヒーティングなので冬場はかなり寒く、スタンドなども無いので暗め（現地で購入可
能）

学校について

モンゴル国立大学はウランバートル中心部に位置しており、チンギス・ハーン国際空港から車で
約40分の場所に位置する。ウランバートルの中心部なので建物や車が多く、近くには大使館な
どの政府関係の建物やデパート、スフバートル広場などがある。図書館には300,000冊の蔵書
があり、12のリサーチセンターや学部のコンピューター室が完備されている。

学
生
生
活

※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。

