国際センター

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Atma Jaya University, Yogyakarta
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

私立

所在地

インドネシア・ジョグジャカルタ

http://www.uajy.ac.id/
大 WEBサイト
学 International Office http://www.uajy.ac.id/international-affairs/
学事暦

1学期：8月上旬～12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ヶ月間）

留
学 留学形態

2学期：2月上旬～5月中旬

留学生に開講されているプログラム：
1. International Business Management Program
2. International Financial Accounting Program
3. International Industrial Engineering Program (IIE)
4. International Civil Engineering Program
5. Sociology and Communication
※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
活

宿泊先

University’s dormitory are limited provided, exchange students will get
assistance to find apartment or boarding house.
Apartment/boarding house for 1 person 1 room.
Boarding house/apartment : 195 USD – 350 USD/month

注意事項

服装について以下指定あり。
Clothes that are not allowed 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。

国際センター

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Parahyangan Catholic University
（Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) ）
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

私立

所在地

インドネシア・バンドン

WEBサイト

http://www.unpar.ac.id/

International Office

Inrernational Office: http://io.unpar.ac.id/

学生数
大
学 学事暦

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

http://io.unpar.ac.id/wp-content/uploads/sites/13/2017/01/AcademicCalender-Universitas-Katolik-Parahyangan-Year-2017-2018.pdf

学部・専攻

Economics,Engineering,Social&Political Science,Law,Information
Technology and Science,Philosophy,Industrial Technology

留学期間

半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

留
学 留学形態

留学生に開講されている以下の学部において、英語で専門科目を履修する。
Faculty of Social and Politic Science, Faculty of Law, and Internship
under management & International Relations
http://io.unpar.ac.id/studying-in-unpar/
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 宿泊先
生
生
活
注意事項

UNPAR does not have dormitory, but we will provide students with
UNPAR Guest House for first week, while students search their own
accommodation
HousingのリストがWebで公開されている。
※参考：http://io.unpar.ac.id/acomodation-2017/
服装について以下指定あり。
Clothes that are not allowed 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。

国際センター

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Petra Christian University
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

私立

所在地

インドネシア・スラバヤ

WEBサイト

http://www.petra.ac.id/

International
大 Office
学
学生数

約10,000人

学事暦

1学期：8月上旬～12月中旬

学部・専攻

Civil Engineering and Planning、Economics、IBM & Tourism、 Industrial
Technology、Letters

留学期間

留
学

Bureau for Cooperation and Institutional Development:
http://bakp.petra.ac.id

留学形態

2学期：2月上旬～5月中旬

半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

英語で専門科目を受講する。
本学での専攻と関連のないプログラムには所属できない。
また、留学先での所属学部以外で専門科目を履修することはできない。
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
学内寮
生
活

留学生が利用できるOn-Campusの寮はなし。”Boarding House”(インドネシア語で
Kos) と呼ばれるキャンパス近くの寄宿舎(約US$300～US$350)、もしくは”High Point
Apartment”と呼ばれる学生アパート(約US$225～US$265)を利用する。アパートの方
は入居前に一括で家賃を払わなければならない。家賃が安い住居ほど、設備が整っていない
ことが多い。http://bakp.petra.ac.id/international-corner/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。

国際センター

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Sanata Dharma University
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

私立

所在地

インドネシア・ジョグジャカルタ

WEBサイト

http://www.usd.ac.id/

Info. for
International
大 Students
学 学生数
学事暦

https://www.usd.ac.id/en/data.php?id=iis
約10,000人
1学期：8月上旬～12月中旬

2学期：2月上旬～5月中旬

https://www.usd.ac.id/en/data.php?id=iis&sub=15
学部・専攻

Faculty of Teacher Training and Education, Faculty of Letters, Faculty of
Economics, Faculty of Psychology, Faculty of Science and Technology,
Faculty of Pharmacy, Faculty of Theology

留学期間

半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

留学形態

ACUCA留学生は基本的にEnglish Language Educationか、English Letters
(Literature)を専攻する。英語開講のCourse：
https://www.usd.ac.id/en/data.php?id=iis&sub=16
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

諸経費

学
宿泊先
生
生
活

注意事項

Meals US$165, Local Transportation US$27, Books US$23, Entertainment
US$20, Miscellaneous US$15
Total:US$ 250/month
On-Campusの寮は用意されていないため、Boarding Houseと契約して入居する必要があ
る。他のインドネシア都市に比べて低めとされており、月々 Rp 500.000,00 - Rp
700.000,00 (± $37.04 - $51.85) ほど。ACが完備された部屋だと、Rp 1.200.000,00
(± $88.88) ほどになる。多くは2,3か月分の家賃をまとめて支払うことが求められるため注意。
服装について以下指定あり。
Please wear appropriate clothes (some lecturers may allow t-shirts, but most
may not). No tank tops, no hot pants, no mini skirts, no ripped jeans, and no
sandals when you attend a class.

※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

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Asia-Pacific International University
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

私立

所在地

タイ・ムアックレック

WEBサイト

http://www.apiu.edu/

大 学生数
学 学事暦

約1,200人
1学期：8月上旬～12月中旬

2学期：1月上旬～5月中旬

http://www.apiu.edu/calendar
学部・専攻

Arts and Humanities, Business Administration, Education and Psychology,
Nursing, Religious Studies, Science

留学期間

半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）
青学での所属学部に近い学部に所属する。

留学形態

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

学
生 宿泊先
生
活
注意事項

以下のWebsite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の設定など、厳しいルールがある。
http://www.apiu.edu/student-life/residences
寮のルール詳細についてはStudent Handbookに詳しい。
http://www.apiu.edu/images/Student%20Handbook/AIU_Hand_books_54_.
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。

国際センター

《ACUCA SMS Program》

【ACUCA】 Christian University of Thailand
最終更新日
2018/6/29

大
学

公立/私立

私立

所在地

タイ・ナコーンパトム

WEBサイト

http://www.christian.ac.th/

International Office

International Affairs:
http://emis.christian.ac.th/ssu/IA/Exchange%20Program.html

学事暦

1学期：9月上旬～12月中旬

学部・専攻

【Web Site】
Nursing Science,Arts(Tourism Industry, English for Communication)
http://www.christian.ac.th/html/L004.html

留学期間

半期：2019.9～2019.12（4ヶ月間）

留
学 留学形態

学 宿泊先
生
生
活 注意事項

2学期：1月上旬～5月中旬

ACUCA留学生はTourism Industry Program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。
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
on-campusの寮は50名程度しか入れず、多くの学生はoff-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。

