
関西大学 交通アクセス

受講案内と申込書（様式）は、ウェブサイトからダウンロードできます。

日本語・日本文化教育プログラム語学留学コース（JLC）
2020年に創立134年を迎える関西大学は、13の学部と13の大学院研
究科、2つの専門職大学院をもつ日本屈指の私立大学で、1,100人以上
の留学生を含む約30,000人の学生が学んでいます。

関西大学のキャンパスは6つあり、いずれも西日本最大の都市であ
る大阪に位置しています。大阪は、歴史的な遺産が数多く残る京都
や奈良に隣接していますので、留学生の皆さんは、関西大学に留学
しながら日本のさまざまな歴史や文化に触れられることでしょう。■法学研究科 ■文学研究科 ■経済学研究科 

■商学研究科 ■社会学研究科 ■総合情報学研究科 
■理工学研究科 ■外国語教育学研究科 ■心理学研究科 
■社会安全研究科 ■東アジア文化研究科 ■ガバナンス研究科 
■人間健康研究科 ■法務研究科（法科大学院） ■会計研究科（会計専門職大学院）

大学院

■法学部 ■文学部 ■経済学部 ■商学部 
■社会学部 ■政策創造学部 ■外国語学部 ■人間健康学部
■総合情報学部 ■社会安全学部 ■システム理工学部
■環境都市工学部 ■化学生命工学部

学　部

■留学生別科（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）別　科

●初級から日本語を学ぶことができる！
JLCの日本語科目は、日本語を初めて学ぶレベル1から最上級のレ
ベル6まで用意されており、受講者は習熟度に合わせたレベルの授
業を受けることができます。
●日本研究科目を英語で学ぶことができる！

JLCでは、日本語科目のほか、英語で授業を行う多彩な日本研究
科目を用意しています。歴史、文化、文学、社会、政治・経済、
科学・技術など、さまざまな観点から英語で日本を学び、その知
見を深めることができます。
●様々なテーマの教養科目を受講できる！

受講生は、英語で行うこれら科目を通じて、グローバルビジネス
やグロ―バル人材として必要となる高度なコミュニケーション能
力、問題解決能力について学ぶことができます。
●さまざまなアクティビティに参加できる！

JLCの受講生は、日本人学生や交換留学生などとともに、日本文
化や日本事情を学ぶためのさまざまなアクティビティに参加する
ことができます。
●関西大学コミュニティーの一員になれる！

JLCの受講生は、関西大学コミュニティーの一員として留学生活
を送ることになります。受講生一人ひとりに受講生証が発行さ
れ、図書館、ITセンターといった関西大学の施設を利用すること
ができます。

JLCの特長 受講案内

阪急電鉄千里線「関大前」駅下車、徒歩約5分

最寄駅からのアクセス時間割（例）

南千里国際プラザ留学生寮・南千里国際学生寮

JLCは、関西大学千里山キャンパスで実施します。千里山キャンパスは、
大阪の中心地から電車で約20分と大変便利なばかりでなく、緑も多く静
かで豊かな学習・生活環境が整った地にあります。35万㎡の広大な敷地
に、関西大学の10学部・10大学院研究科・2専門職大学院の教育研究施
設を備えています。

　JLCの受講生は、学生国際交流館・秀麗寮、ドミトリー月が丘、南千里
国際プラザ留学生寮、南千里国際学生寮の4寮に入寮を申請することがで
きます。これらの寮では、関西大学の学生がレジデント・アシスタント
（Resident Assistant）として受講生とともに生活し、日常生活をサ
ポートしています。
　寮には定員がありますので、満室になったときは、アパート等を紹介し
ます。また、必ずしも希望する寮に入寮できるとは限りません。

千里山キャンパス

募集人数 25名程度

募集期間 2021年 4月受講開始：
2020年 9月4日（金）～10月19日（月）
2021年 9月受講開始：
2021年3月2日（火）～  4月16日（金）

受講期間 1学期（半年）または2学期（1年）
受 講 料 1学期につき500,000円

申込資格 次の（1）から（3）の条件をすべて満たす者。
（1）外国籍を有し、外国において通常の課程による

12年の学校教育を修了した者
（2）外国の大学または大学院に在籍している者もしく

はこれを卒業した者
（3）留学に要する経費の支弁能力を有する者
　　※ 外国籍と日本国籍を二重に有する方は、別途お問い
 　　　合わせください。

申込方法 受講希望者は、すべての申込書類が募集期間の最
終日までに届くよう、関西大学国際教育センター
に申込書類を送付してください。

関西大学留学生別科（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）
関西大学では、JLCの他に、本学をはじめとする日本の学部・大学院への
進学を希望する外国人に対し、日本語・日本事情などを教授する留学生別
科（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）を設置しています。詳
しくはウェブサイトをご覧ください。www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/
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●日本語科目は、オリエンテーション時に行うプレースメントテストによって、
受講クラスを決定します。

JLCは、海外の大学・大学院に在籍する学生もしくはこれを卒業した者を対象に、日本語・日本事情などを教授することを目的として
います。授業科目は日本語で授業を行う「日本語科目」「国際教養科目」、英語で授業を行う「日本研究科目」「教養科目」「法学部
専門科目」に分かれています。
受講期間は1学期（半年）または2学期（1年）です。セメスター制を採用しているため、春学期（4月～9月）または秋学期（9月～翌
年3月）のいずれの学期からでも受講を開始することができます。

月 火 水 木 金
1限

9：00-10：30
2限

10：40-12：10
3限

13：00-14：30
4限

14：40-16：10
5限

16：20-17：50

日本語1・3・5
（聞く・話す）
日本語2・4・6
（聞く・話す）

コンテンポラリージャパン
 (日本を知る)
Japanese 
Literature

日本社会のコミュニケーション
（日本の企業文化）
KUGF Independent Study
 (Doing a research in English)

日本語1・3・5
（読む・書く）
日本語2・4・6
（読む・書く）
コンテンポラリージャパン
 (マス･メディアの中の日本１)

Japanese 
History

日本社会のコミュニケーション
（ビジネス日本語）
Seminar in Japanology

 (War and Conflict through JPN Film)

Japanese Arts
Japanese Culture
 (JPN Culture and

 Contemporary Literature) 
日本社会の
コミュニケーション
（関西を学ぶ１）
Global Sociology 

Science of Washoku
 (Japanese Cuisine) 
Methods of ComparativeAnalysis 
(ENG and JPN Communication) 

コンテンポラリージャパン
 (日本を調べる)
Academic Writing Practice

日本語1・3・5
（聞く・話す）
日本語2・4・6
（聞く・話す）

日本語1・3・5
（読む・書く）
日本語2・4・6
（読む・書く）

Presentation 
Skills

Critical Thinking
 for Social and 
Global Issues

International 
Development

TOEFL Score up 
Training 

日本社会の
コミュニケーション
（関西を学ぶ２）

Presentation Skills

Japanese Industries 
and Companies
 (The Global 
Competition)

フィールド・ベースド･ラーニング
(日本の社会と職場を体験する）
Japanese Popular Culture

KANSAI UNIVERSITY
Japanese Language and Culture Program
Japanese Language and Culture Course (JLC)

2021

受講案内と申込書（様式）は、ウェブサイトからダウンロードできます。

www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/from/

関西大学国際教育センター
〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
電話：06-6368-0178　FAX：06-6330-3027

E-mail：ku-dia@ml.kandai.jp

関西大学日本語・日本文化教育プログラム

語学留学コース
2021年4月・9月受講開始
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F 高槻ミューズキャンパス
C 梅田キャンパス

B 南千里国際プラザ

●奈良

神戸●

●和歌山

大阪

D 堺キャンパス

A千里山キャンパス

JLCの受講生は、1学期につき、週10時間以上の
授業を受講しなければなりません。
週10時間以上の授業を受講するためには次の①ま
たは②のいずれかの語学運用能力を有することが
望まれます。
① 日本語能力試験N2、またはCEFR B2相当レベ 
　 ル以上の日本語能力
② TOEFL ITP®505点、TOEFL iBT®60点、
　  TOEIC®580点またはCEFR B1相当以上の英語能力

学生国際交流館・秀麗寮 ( 定員 :181 名 )　※男子専用寮
寮室 2 人部屋 ( 机・椅子・ベッド・クローゼット・インターネット用無線 LAN・冷暖房など )

施設 ○男子専用寮　○各フロアでパントリー・トイレ・シャワー室・洗濯室などを共同利用　 
○食堂ホール・図書室・浴室・ラウンジなど○食事提供あり ( 朝・夕 )

入居費用 入寮費：15,000 円　寮　費： 月額 31,500 円（光熱水費・インターネット回線料含む）　 
食事代：朝 240 円　夕 480 円 ( 実食分のみ ) 寝具代：月額 1,100 円 ( 全員が寝具をリース )

アクセス 千里山キャンパスまで徒歩約 5 分

ドミトリー月が丘 ( 定員 :102 名 )　※女子専用寮
寮室 2 人部屋 ( 机・椅子・ベッド・クローゼット・インターネット用無線 LAN・冷暖房など )

施設 ○女子専用寮　○各フロアでパントリー・トイレ・シャワー室・洗濯室などを共同利用　 
○多目的ホール・食堂ホール、図書室、和室、浴室、談話室など　○食事提供あり ( 朝・夕 )

入居費用 入寮費：15,000 円　寮 費： 月額 31,500 円（光熱水費・インターネット回線料含む）　   
食事代：朝 240 円　夕 480 円 ( 実食分のみ ) 寝具代：月額 1,100 円 ( 全員が寝具をリース )

アクセス 千里山キャンパスまで徒歩約 15 分

南千里国際プラザ留学生寮 ( 定員 :169 名 )

寮室 1 人部屋 ( 机・椅子・ベッド・クローゼット・トイレ付きユニットバス・インターネット用
有線 LAN・冷蔵庫・冷暖房など )

施設 ○男女別 6 ～ 7 室でユニットを形成　○各ユニットでキッチン・ラウンジ・洗濯室などを
共同利用　○多目的室・レクリエーションルーム・和室など　○食事提供なし

入居費用 入寮費：なし　寮費等： 月額 48,000 円（光熱水費・寝具代・インターネット回線料含む）
アクセス 千里山キャンパスまで電車で約 15 分 / 自転車約 15 分

南千里国際学生寮 ( 定員 :144 名 )
寮室 1 人部屋 ( 机・椅子・ベッド・クローゼット・インターネット用無線 LAN・冷蔵庫・冷暖房など )

施設 ○男女別のフロアにて生活　○各フロアでキッチン・トイレ・洗面所・シャワー室・洗濯室
などを共同利用　○多目的室・自習室など　○食事提供なし

入居費用 入寮費：15,000 円　寮費等： 月額 30,000 円（光熱水費・寝具代・インターネット回線料含む）
アクセス 千里山キャンパスまで電車で約 20 分 / 自転車約 20 分

※寮費等は適宜見直しを行います。
※参考 URL　www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/from/Dormitory



KOBE●

●WAKAYAMA

●KYOTO

Hankyu Kobe Line

JR Kobe Line Osaka Station

Kintetsu Nara Line

JR Kansai Line

H
ankyu Senri Line

JR
 K

yo
to

 Li
ne

Han
ky

u 
Kyo

to
 L

ine

K
ei

ha
n 

Li
ne

JR
 H

an
wa 

Lin
e

Nan
ka

i L
ine N

ankai K
oya Line

OSAKA

E

●NARA

Kansai
International

Airport

B
E

F

Takatsuki Campus

Takatsuki Muse Campus

Minami-Senri International Plaza

A Senriyama Campus

Course Guide and Application Forms are available for download from our website.

●Various Levels of Japanese Language
JLC offers 6 levels of Japanese language from the beginner to 
advanced level so that students are able to take classes in 
accordance with their linguistic ability (level of Japanese proficiency).

●Japanology Classes in English
As well as “Japanese Language” classes, varieties of “Japan 
Studies” classes are taught in English at JLC. Students are able to 
look at Japan from various perspectives and enhance knowledge of 
history, culture, literature, society, politics, science, and technology. 
●“Global Frontier Classes” in English

Taught entirely in English, students will cultivate a high level of 
communication competency through these classes. Students will also 
develop capabilities for problem-solving needed in global business, and 
the attributes expected in internationally minded individuals. 

●Various Activities
Students enrolled in the JLC can participate in varieties of activities with 
exchange students and Japanese students which give the JLC students 
great opportunities to learn Japanese culture and Japan studies. 

●Kansai University Community
Students enrolled in the JLC will be immersed in school life as a member of 
the Kansai University community. Each student will be issued with student 
ID to use facilities at Kansai University such as the library and IT Center.

Characteristics Course Information

About 5 minutes walk from Hankyu Senri Line “Kandai-mae” Station

Access from the nearest station
Timetable (Example)

JLC students can apply for each of four dormitories, Minami-Senri  International  Plaza  
International  Students  Dormitory, Kansai University International Dormitory, Student 
House "Shurei-ryo", and Dormitory Tsukigaoka. In these dormitories, Resident 
Assistants who are students at Kansai University will live with international students to 
support their daily life.
Since capacities of these accommodations are limited, in case the number of 
applications exceeds the capacity, the students will be assigned to other 
accommodations owned/managed by Kansai University. Not everyone can live in a 
preferred dormitory.  

Dormitories

JLC takes place at Kansai University Senriyama Campus. Located approximately 20 
minutes away from downtown Osaka by train, the campus is convenient and situated 
in a beautiful and quiet environment suitable for both living and studying. This 
spacious campus of 350,000 square meters is an educational and research institution 
with 10 undergraduate, 10 graduate programs and 2 professional graduate schools.

Senriyama Campus

Mon. Tue. Wed. Thur. Fri.

1st Period
9:00-10:30

2nd Period
10:40-12:10

3rd Period
13:00-14:30

4th Period
14:40-16:10

5th Period
16:20-17:50

Japanese
 1・3・5

（Listening/Speaking）

Japanese 
2・4・6

（Listening/Speaking）

Contemporary Japan 
 (Understanding Japan)

Japanese Literature
Communication in Japanese Society 
(JPN Corporate Culture)
KUGF Independent Study
 (Doing a research in English)

Field-Based Learning
(Society and Workplace 

Culture in Japan）
Japanese Popular Culture

Communication in 
Japanese Society

 (Learning　Kansai Ⅰ)
Global Sociology 

Contemporary Japan
  (Reserching Japan)
Academic Writing Practice
Communication in 
Japanese Society 
 (Learning　Kansai Ⅱ)
Presentation Skills

Contemporary Japan
  (Japan in Mass MediaⅠ)
Japanese History

Japanese
 1・3・5

（Reading/Writing）

Japanese 
2・4・6

（Reading/Writing）

Japanese
 1・3・5

（Listening/Speaking）

Japanese
 2・4・6

（Listening/Speaking）

Critical Thinking 
for Social 

and Global Issues

Presentation 
Skills

Japanese 
1・3・5

（Reading/Writing）

Japanese
 2・4・6

（Reading/Writing） Kansai University Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka)
Apart from JLC, Kansai University also offers Japanese Language and 
Culture Program Preparatory course (Bekka). 
The purpose of this program is to provide instructions in the Japanese 
language, Japan studies and Japanese culture to international students 
who intend to proceed to the next stage of education as a student at Kansai 
University or at other Japanese universities after passing the entrance 
examination. Please refer to the website below for more information. 
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/

In 2020, Kansai University celebrates the 134th anniversary of its founding as one of the 
leading comprehensive universities in Japan. Kansai University is a prestigious private 
university with 13 undergraduate and 13 graduate programs, and 2 professional 
graduate schools. There are over 30,000 students enrolled at the university including 
more than 1,100 international students.

All 6 campuses of Kansai University are located in Osaka, the 
biggest city in Western Japan. Being only one hour away by 
train from Kyoto and Nara, cities famous for their cultural 
heritage, international students will have many opportunities to 
explore Japanese history and culture while they study at 
Kansai University.

Kansai University
Access

■Law ■Letters ■Economics 
■Business and Commerce ■Sociology ■Informatics 
■Science and Engineering ■Foreign Language Education and Research
■Psychology ■Societal Safety Sciences 
■East Asia Cultures ■Governance
■Health and Well-being ■School of Law 
■School of Accountancy 

■Law ■Letters ■Economics 
■Business and Commerce ■Sociology ■Policy Studies
■Foreign Language Studies ■Health and Well-being 
■Informatics ■Societal Safety Sciences 
■Engineering Science ■Environmental and Urban Engineering
■Chemistry, Materials and Bioengineering

Graduate Schools

Undergraduate

Kansai University Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka) 

●FUKUOKA

●TOKYO

SENDAI●

SAPPORO●

OSAKA

Japanese Language and Culture Program
Japanese Language and Culture Course (JLC)

Number of students
Number of students to be admitted: Approximately 25 students
Qualifications

Students who meet all the following requirements: 
(1) Those who are foreign nationals and have completed 12-year 

curriculum of schooling in their home country. 
(2) Those who are enrolled in or have graduated from foreign 

universities or graduate schools.
(3) Those who have the ability to support themselves financially 

during their study in Japan.
＊Contact Kansai University, if you possess dual nationality with Japan 

and other country.
JLC students are required to enroll in a minimum of 10 hours of 

classes per week in one semester.
It is desirable to have the following ① or ② of language 

proficiency to enroll in a minimum of 10 hours per week.
① Japanese language proficiency equivalent to either   
　 Japanese-Language Proficiency Test （JLPT） N2 level, 
　 CEFR B2 or more.
② English language proficiency equivalent to either TOEFL 
　 ITP®505, TOEFL iBT®60, TOEIC®580 level, CEFR B1 or more.

Application Procedure

Send the application package to Kansai University Center for 
International Education by deadline. 

Application Period

April Admission 2021: September 4, 2020 (Fri.)-October 19, 2020 (Mon.)
September Admission 2021: March 2, 2021 (Tue.)-April 16, 2021 (Fri.)  
Period of Study 
One semester (half a year) or two semesters (one year)

Tuition
Tuition JPY500,000 per semester

To Kita-senri

Kandai-mae
Futaba Bowl

Main Gate

Meishin Expressway

Kansai University
Senriyama Campus

Hankyu Bus,
Bus stop,
Kansai University

Kansai University
Dai-ichi Junior High School

Kansai University
Dai-ichi Senior High School

Kansai
University
Kindergarten

To Osaka Umeda

Kandaimae Station

Hankyu Senri Line

●

The purpose of JLC is to provide instruction in the Japanese language and Japanese culture to international students who are enrolled in or 
have graduated from universities and graduate schools outside of Japan. The course consists of ‘Japanese Language’ ‘Global Liberal Arts 
Subjects’ taught in Japanese, and ‘Japan Studies’ ‘Global Frontier Classes’ ‘Professional Education of the law faculty’ taught in English.  
Period of study is either one semester (half a year) or two semesters (one year). The JLC employs the semester system so that students can 
start the course either in the Spring (April - September) or the Fall Semester (September – March next year).

・A placement test for Japanese Language classes will be conduct-
ed at the beginning of the semester in order to decide which level 
each student will begin.

International 
Development
TOEFL Score
up Training 

Japanese Industries
and Companies
 (The Global Competition)

Science of Washoku 
(Japanese Cuisine) 
Methods of Comparative Analysis
 (ENG and JPN Communication) 
Japanese Arts
Japanese Culture

 (JPN Culture and
 Contemporary Literature) 

Communication in 
Japanese Society  

(Business Japanese)
Seminar in Japanology

 (War and Conflict through JPN Film)

KANSAI UNIVERSITY
Japanese Language and Culture Program
Japanese Language and Culture Course (JLC)

2021

Course Guide and Application Forms are available for download from our website.

www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/

Center for International Education
Kansai University

3-3-35 Yamate-cho, Suita-shi, Osaka 564-8680 JAPAN
Tel: +81-（0）6-6368-0178   Fax: +81-（0）6-6330-3027

Email: ku-dia@ml.kandai.jp

2021 Admission April・September

C Umeda Campus

DSakai Campus

B
A

C

E
F

D

Student House "Shurei-ryo" (181 people)　※ Male dormitory

Room furnishing a doulble room(desk, chair, bed, storage, wireless internet LAN, air conditioner, etc.)

Facility ○  Men's dormitory　○ Shared space on each floor: pantry, toilet, shower, laundry, etc. 　
○ cafeteria hall, library, bath, lounge, etc.　○ food provided(morning・dinner)

Fees 
Dormitory Entrance Fee: JPY 15,000 
Room Rent: JPY 31,500 per month (This  includes  electricity, gas, water, and the internet) 
Cost of meals: breakfast JPY 240, dinner JPY 480 (actual servings only)Cost of bedding: JPY 
1,100/month (All students lease the bedding.)

Access about 5 minutes to Senriyama campus by walk

Dormitory Tsukigaoka (102 people)　※ Female dormitory

Room furnishing a doulble room(desk, chair, bed, storage, wireless internet LAN, air conditioner, etc.)

Facility
○ Woman's dormitory ○ Shared space on each floor: pantry, toilet, shower, laundry, etc. 
○ multipurpose hall, cafeteria hall, library, Japanese room, bath, lounge, etc.　
○ food provided(morning・dinner)

Fees 
Dormitory  Entrance  Fee: JPY 15,000 
Room Rent: JPY 31,500 per month (This includes electricity, gas, water, and the internet) 
Cost of meals: breakfast JPY 240, dinner JPY 480 (actual servings only)　Cost of bedding: JPY 
1,100 yen/month (All students lease the bedding.)

Access about 15 minutes to Senriyama campus by walk

Minami-Senri International Plaza International Students Dormitory (169 people)

Room furnishing a single room(desk, chair, bed, storage, bath with toilet, wired internet LAN, refrigerator, air 
conditioner, etc.)

Facility
○ Each unit is segregated to 6~7 rooms by gender.　○ Each unit is equipped with a shared 
kitchen, lounge, laundry space, etc.　○ multipurpose room, recreation room, Japanese room, 
etc.　○ no food providing service

Fees Dormitory Entrance Fee: None　Room Rent: JPY 48,000 per month (This includes electricity, gas, 
water, bedding and the internet) 

Access about 15 minutes to Senriyama campus by train or bike

Kansai University International Dormitory (144 people)

Room furnishing a single room(desk, chair, bed, storage, wireless internet LAN, refrigerator, air conditioner, etc.)

Facility
○ Each floor is segregated by gender. 
○ Shared space on each floor: kitchen, toilet, washroom, shower, laundry, etc. 
○ multipurpose room, study room, etc.　○ no food providing service"

Fees  Dormitory Entrance Fee: JPY 15,000 
Room Rent: JPY 30,000 per month (This includes electricity, gas, water, bedding and the internet)

Access about 20 minutes to Senriyama campus by train or bike
※ Dormitory fee is subject to change.
※ URL　www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/Dormitory


