国際センター

University of Social Sciences and Humanities（USSH） Vietnam National University, Ho Chi Minh City（VNU-HMC）
ホーチミン市人文社会科学大学 Information

最終更新日
2018/6/29
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）

大 学事暦
学

1学期：9月上旬～1月上旬

2学期：1月中旬～6月下旬

交換留学生はVietnamese Studiesに所属しててベトナム語を学ぶ。
http://www.vns.edu.vn/index.php/en
学部・専攻
時間が空いていれば、 International Relationsか、English Linguistics and
（履修形態） 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
留学期間

通年：2019.9～2020.6
半期：2019.9～2020.1 （5ヶ月間）

GPA

2.4以上

留
語学要件
学

下記TOEFL/IELTSスコアの提出が必要。ベトナム語の学習経験があることが望ましいが、無
い場合も出願可能。学習歴がない場合は、留学決定後から出発までの期間にベトナム語の
学習をすること。

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 85以上 または IELTS 6.5以上

学
生
生
活

日本の協定校

早稲田大学、神戸大学、広島大学、お茶の水女子大学、国士舘大学、名古屋商科大学、
法政大学、明治大学 他

諸経費

生活費：約3万円

学内寮

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）

アパート滞在費：１ヵ月/約＄150～250

※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 Languages and International Studies（ULIS） Vietnam National University, Hanoi（VNU-Hanoi）
ハノイ国家大学外国語大学 Information

最終更新日
2018/6/29
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）

大 学事暦
学

1学期：9月上旬～1月上旬

2学期：1月中旬～6月下旬

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
学部・専攻
る。外国語大学なので、主に語学について学ぶ。
（履修形態）
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。

留
学

学
生
生
活

留学期間

通年：2019.9～2020.6 (10ヶ月間）
半期：2019.9～2020.1 （5ヶ月間）

GPA

2.8以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 6.0以上

語学要件

上記TOEFLまたはIELTSスコアが必要。ベトナム語の学習経験があることが望ましいが、無い
場合も出願可能。学習歴がない場合は、留学決定後から出発までの期間にベトナム語の学
習をすること。

日本の協定校

大東文化大学、熊本大学、東京大学、大阪大学、大阪外国語大学、昭和女子大学、明
星大学、専修大学、早稲田大学 他

諸経費

生活費：約3万円

学内寮

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。

アパート滞在費：１ヵ月/約＄150～250

※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

Chiang Mai Univesity（CMU）
チェンマイ大学
最終更新日
2018/6/29

大
学

公立/私立

国立

所在地

タイ チェンマイ

WEBサイト

http://www.cmu.ac.th/en/index.php

学生数

約33,000人 （留学生 約700人）

学事暦

1学期：8月中旬～12月下旬

2学期：1月中旬～5月下旬

【Website】
http://www.cmu.ac.th/en/engaboutcmusub.php?id=14&subid=4
学部・専攻

7つのInternational Programs
Mechanical Engineering, Nursing, Software Engineering, Thai as a Foreign
Language, Social Science, Economics,Integrated Design Emerging
Architectureの何れかに所属する

留学期間

半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

2.8以上

留 TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上
学
交換留学生はInternational Programを提供している学部に所属して英語で授業を受け
履修形態
る。
日本の協定校 早稲田大学、成蹊大学、三重大学、大分大学、琉球大学 他

学内寮

チェンマイ大学に紹介してもらい、Off-Campusのアパートに入居する。
●Sa-Nguanmalee Mansion
●Petch Nua Domitory
●Malin Residence
※家具がついている場合がほとんどだが、デポジットや光熱費等を別に支払う必要がある。

学校について

チェンマイ大学は1964年に創立の、首都以外の土地に設立された最初の大学であり、教育・
研究及び普及に重点をおいている。タイ北部地域の最重要大学として、国内で最も学術的に
期待されている大学のひとつである。大学のある古都チェンマイは、バンコクから国内線で約1時
間、バスや電車では10時間強の距離。大学はチェンマイ中心部の西に位置し、生活には大変
便利な場所にある。

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

Chulalongkorn University（CU）
チュラ-ロンコ-ン大学
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

国立

所在地

タイ バンコク パトゥムワン区

WEBサイト

http://www.chula.ac.th/

International Office

http://www.chula.ac.th/en/prospective-student/exchangestudent/inbound-exchange-student

学生数

約25,000 名

大 学事暦
学

留
学

1学期：8月中旬～12月下旬

2学期：1月中旬～5月下旬

学部・専攻

英語で授業が受けられるInternational Programは以下のとおり。
Accounting, International Business Management, Economics, Applied
Chemistry, Nano Engineering, Automotive Design and Manufacturing
Engineering,Information and Communication Engineering,Aerospace
Engineering,Architectural Design,Communication Design,Communication
Management,Language and Culture,Psychological Science(全13プログラム）

留学期間

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

2.8以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 79以上 または IELTS 6.0以上

履修形態

交換留学生はInternational Programを提供している学部に所属し英語で学ぶ。
http://www.inter.chula.ac.th/inter/internationalstudents/BachelorDegree.h
tm

日本の協定校 東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学 他

学内寮

【On-Campus】
●CU iHouse シングル：月/14,000THB ダブル：月/14,000THB
【Off-Campus】
大学周辺のアパートに滞在する。詳細以下ウェブサイトで確認。
https://www.inter.chula.ac.th/en/accommodation/

学校について

チュラ-ロンコ-ン大学は1917年にワチラーウット王（ラマ6世）によって設立されたタイ王国で最
古の大学。タイ王国の近代教育の発展の礎はチュラロンコン王（ラマ5世）によって築かれ、大
学名も業績に敬意を表してつけられた。現在、19学部等からなる総合大学となり、政財界・産
業界などで活躍する人材を多く輩出している。首都バンコク中心部に広大なキャンパスの敷地
を有し、レストラン、カフェ、映画館、ショッピングセンターなどがあり若者に人気な繁華街サイア
ム・スクエアの隣に位置する。大学では外国人留学生も既定の制服を着用することになってい
る。学内には図書館、生協、ブックショップ、スポーツ施設（体育館、屋外競技場、フットサル
コート、テニスコート、ゴルフ練習場、プール等）など施設は充実している。都会にありながら
木々が多く緑溢れたキャンパスである。

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。

国際センター

Kasetsart University
カセサート大学（KU） Information
最終更新日
2018/6/29
公立/私立

国立

所在地

タイ バンコク

WEBサイト

http://www.ku.ac.th/english

International Office

International Studies Center (ISC): http://www.interprogram.ku.ac.th/

大
学 学生数

約55,000人

学事暦

1学期：8月中旬～12月下旬

2学期：1月中旬～5月下旬

学部・専攻

【Website】
http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/index.php/curriculum15/undergraduate-degree-programs

留学期間

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

3.0以上

留
TOEFL/IELTS TOEFLiBT 80以上 または IELTS 6.0以上
学
留学形態

学内寮
学
生
生
活

学校について

交換留学生はInternational Programのある学部の何れかに所属し、英語で科目を履修
する。どの学部に所属できるかは、青学での所属学部による。
留学生用の寮がある（KRISSANA INTERNATIONAL DORMITORY）が、数が限られ
ている。入寮できなかった場合は、KUのInternational Studies CenterでOff-Campus住
居の情報を得ることができる。Off-campusｍの場合、7,500-10,000BHT程度。
【On-campus】
http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/index.php/studentlife/accommodation
【offcampus】:http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/index.php/studentlife/accommodation/off-campus
On-Campusの寮は、空きがある場合のみ。滞在することができる。
農科大学を前身とするチュラロンコン、タマサートと並ぶタイの名門大学で2013年に創立70周
年を迎える。13学部、７箇所にキャンパスを有する総合大学。ASEANの中核学習センターを
目指し、2009年～11年まで拠点大学(National Research University)として選定され、
国家予算の重点配分を受けている。拠点大学として、世界大学ランキングにランク入りするこ
と、ASEANの教育ハブとしての水準を満たすこと、産業界との連携により研究成果を経済発展
に直接結びつけること、国家の競争力の向上に具体的に貢献することを目指している。大学で
は外国人留学生も既定の制服を着用することになっている。

※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

Srinakharinwirot University（SWU）
シーナカリンウィロート大学
最終更新日
2018/6/29
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/

大 International Office International Relations Division: http://ird.oop.swu.ac.th
約20,000人
学 学生数
学事暦
1学期：8月中旬～12月下旬 2学期：1月中旬～5月下旬
学部・専攻

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

留学期間

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

2.5以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上

留
学

履修形態

International College for Sustainability StudiesにてInternational Programが設
置されており、以下２つのMajorが準備されている。英語で専門科目を履修する。
- Hospitality Management and Ecotourism
- Hospitality Management and Recreation

日本の協定校 東京外国語大学、仙台大学、名古屋芸術大学、亜細亜大学 他

学
生
生
活

学内寮

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）

学校について

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いる。

※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
タマサート大学（TU） Information

国際交流センター

最終更新日
2018/6/29
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

http://www.tu.ac.th

International Office

Office of International Affairs: http://inter.tu.ac.th/

学生数

約33,000人 （留学生 約3,000人）

大 学事暦
学

学部・専攻

1学期：8月中旬～12月下旬

2学期：1月中旬～5月下旬

【Website】http://inter.tu.ac.th/index.php/internationalprograms/undergraduate-programs
International Programsの何れかに所属し英語で学ぶ。
Thai Studies, Politics and International Relations(BMIR),Economics(BE)など、
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。

留学期間

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

3.0以上

留
TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68/IELTS 6.0～TOEFLiBT 79/IELTS 6.5
学
設置されているInternational Programsのいずれかに所属し、英語で専門科目を学ぶ。
留学形態
日本の協定校 早稲田大学、中央大学、同志社大学、明治学院大学 他

学内寮

【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】
●Asian Games Dormitory：◇4人部屋：11,650THB/学期、水道代625THB/学
期、保険2,500THB/学期 ◇2人部屋：10,000THB/学期、水道代500THB/学期、
保険2,500THB/学期

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

Universiti Brunei Darussalam
ブルネイ・ダルサラーム大学（UBD）
最終更新日
2018/6/29
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

学部・専攻

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

留学期間
GPA

2学期：1月上旬～5月中旬

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（５ヶ月間）
（注）留学先のオリエンは7月末に始まるが本学の学事暦上、8月からの入学になる
2.5以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 79以上 または IELTS 6.0以上
留
学

履修形態

・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

日本の協定校

早稲田大学、香川大学、山形大学、創価大学、天理大学、東京外国語大学、東京大学、
立命館アジア太平洋大学 他

学内寮

●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。

学校について

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。

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。

University of Malaya
マラヤ大学（ＵＭ）
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 Office

http://isc.um.edu.my/

大 学生数
学 学事暦

国際センター

最終更新日
2018/6/29

約33,000人 （留学生 約3,500人）
1学期：9月上旬～1月下旬

2学期：2月中旬～7月上旬

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

留学期間

通年：2019.9～2020.7（10ヶ月間） 半期：2019.9～2019.1（5ヶ月間）

GPA

3.0以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 80以上 または IELTS 6.0以上
留
学

履修形態

・交換留学生は各学期6~20単位を上限に履修登録する。
・英語の開講科目を履修する
【交換留学生への開講科目】
http://isc.um.edu.my/exchange/inbound

日本の協定校 早稲田大学、慶応大学、明治大学、広島大学、筑波大学、関西外国語大学 他

学内寮

【On-Campus】
交換留学生はTun Ahmad Zaidi Residential College (Tenth College)に入寮する。
http://isc.um.edu.my/accommodation/on-campus-accommodation
【Off-Campus】 民間のアパートメント
・費用：約1,500～2,500RM/月など形態や地域により様々。自分で探して手配する必要
がある。
http://www.hepa.um.edu.my/facilities/accommodation/off-campushousing

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
(Universitas Kristen Maranatha)
マラナタ・クリスチャン大学
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

International Office: http://international.maranatha.edu/

大
学生数
学

学事暦
学部・専攻

国際センター

最終更新日
2018/6/29

約10,300人
1学期：8月上旬～12月中旬

2学期：2月上旬～5月中旬

Undergraduate: Law, Letters,Arts and Design, Engineering, Economics

留学期間

通年：2019.8～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.8～2019.12（5ヶ月間）

GPA

2.8以上

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上
留
学

履修形態

英語開講科目を履修する。
・Indonesian Culture ・Indonesian Language for Foreigners ・Cross Cultural
Understanding の3科目から1科目を必須科目として履修し、選択科目として7、8科目を
履修する。

諸経費

Housing: Rp1.500.000,00
Meals: Rp1.500.000,00
Transportation: Rp.250.000,00
Academic matters (printing, copy, etc): Rp.250.000,00
Entertainment: Rp.250.000,00

学
生 学内寮
生
活

学校について

いくつかのHousingがあり、出願時にリクエストする。Housingの様子についてはWebsite参
照。
http://www.cherry-homes.net/
http://www.fulmarhouse.com
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。

Visva-Bharati University
ビッショ・バロティ大学
公立/私立

国立

所在地

インド シャンティニケトン

WEBサイト

http://www.visvabharati.ac.in/

学生数

約4,000人

大
学事暦
学

国際交流センター

最終更新日
2018/6/29

1学期：7～12月（このうち秋季休業3週間）、2学期：1月～5月

学部・専攻

Institute of Languages, Literature and Culture, Institute of Humanities and
Social Sciences, Institute of Science, Institute of Music, Dance and Drama,
Institute of Fine Arts, Institute of Tagore Studies and Research, Institute of
Rural Reconstruction, Institute of Agricultural Science, Institute of Primary
and Secondary Education, Institute of Education

留学期間

通年：2019.7～2020.5（10ヶ月間） 半期：2019.7～2019.12（4ヶ月間）

GPA

2.4

留 TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または ILETS 5.5以上
学

学
生
生
活

履修形態

Bhasha Bhavanaに所属する。
履修分野：Bengali, Hindi, Odia, Tibetan, Sanskrit language and literature

諸経費

housing: 8,150Rs～10,400Rs/月
Meals1350Rs～2100Rs/月
Resistration fee: 250Rs
Medical insurance 580Rs

学内寮

学校について

【On-Campus学生寮】
部屋：8,150Rs（約13,400円）～10,400Rs(約17,100円)/月
食事：1350Rs（約2,200円）～2100Rs（約3,400円）/月
http://www.visvabharati.ac.in/file/New%20Doc%2028.pdf
1921年、修養道場学校、通称「タゴール学園」を発展させて、アジア初のノーベル文学書受
賞者の詩人・ロビンドラナト・タゴールが設立した大学である。東西文化の融合というタゴールの
理想のもと、世界の様々な文化と言語研究をめざすとともに、美術・音楽研究の学部も、インド
の他大学に先駆けて設立した。インドの農民の自立のために農学および農村開発学部も開設
した。日本との関わりが深く、1954年にインドで初めての正式な日本学科を開設した。1994
年に日本学科を中核とする研究・教育機関 Nippon Bahavana （日本学院）を設立し、
インド国内でも最大数の学生が専門科目としての日本語履修可能となり、また、タゴール文学
と日本文学の最先端の比較研究の拠点となった。

※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（NUM）
モンゴル国立大学 Information
最終更新日
2018/6/29
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/

学生数

約23,000人 （留学生 約250人）

大
学事暦
学

1学期：9月～12月

2学期：1月～6月

学部・専攻

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

留学期間

通年：2019.9～2020.6（10ヶ月間） 半期：2019.9～2019.12（4ヶ月間）

GPA

3.0以上

語学力

下記TOEFLまたはIELTSスコアが必要。モンゴル語の学習経験があることが望ましいが、無い
場合も出願可能。学習歴がない場合は、留学決定後から出発までの期間にモンゴル語の学
習をすること。

留
学 TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上

履修形態

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。

日本の協定校 早稲田大学、東京外国語大学、東京工業大学、秋田国際大学 他

学
生
生
活

諸経費

生活費（最低限）：USD80/月 寮費：USD400-800

学内寮

・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。

※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。

