
JLPT直前対策講座

 月 火 水 木 金 土

18:30-
19:30 ー ● ー ● ー ※1

授業科目（各クラス共通）

申込から受講開始までの流れ

クラスレベル
 ・N1対策クラス
　(N2相当レベルの者対象)
 ・N2対策クラス
　(N3相当レベルの者対象)

文法・語彙・漢字 ／

３ヵ月短期集中型！申込方法等は次のページへ！

講座日程・時間
・2022年9月1日～11月29日
　毎週火・木曜日
・18:30～19:30(JST)

関西大学日本語・日本文化教育プログラム
短期語学研修コース

※　11月3日は、祝日のため休講

対象
 日本の高等学校に相当する教育課程に
 在学もしくは修了した者

申込資格
 日本語能力試験(JLPT)
 N3レベル程度以上 

定員　15名程度（各クラス）

受講料　57,000円

受講形態
 Zoomによるオンライン授業

時間数・週間スケジュール

オリエンテーション
文法・語彙・漢字
読解・聴解   
日本文化体験・関大生との交流会等  

 
 6時間
18時間
 2時間 

 計27時間

●　授業
※1 日本文化体験・関大生との交流会を2回実施予定です。
　　オリエンテーション時に日程・詳細を発表します。
※　9月1日はオリエンテーションのみ
※　11月3日は日本が祝日のため休講

※　最少催行人数は１クラス当たり
　　原則５名

双方向オンライン型

N1・N2合格をめざそう
4月25日申込開始

・受講許可書送付
・受講開始前の最終ご案内

7月22日   申込締切

7月下旬  ・講座・クラス開講可否の通知
・受講料のお支払および受講開始までの
　手続き等についてご案内

8月上旬  ・Zoom の接続テスト
・プログラム費用支払締切

8月中旬  

9月1日   受講開始

申込完了後、約1週間以内に申込受付完了のメールが届きます。
申込書類の提出から1週間を過ぎても連絡がない場合は
ijlc@ml.kandai.jp に連絡してください。

 
 1時間 

 日本語能力試験（JLPT）の問題を授業前に解い
ておき、授業の中では、解説や質疑応答を中心に行
います。

読解・聴解



関西大学は2022年に大学昇格100年、関西大学留学生別科は設立10周年を迎えます

Step1　　　
　オンラインフォームへの登録

Step2
　申込書類のデータ提出

申込方法

以下のURLもしくはQRコードより申込者の
基本情報の登録をしてください。
https://jmrs.kyomu.kansai-
u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?
KHN_KEY=20220316112102001

宛先(E-mail): ijlc@ml.kandai.jp

申込書類：

申込書類を以下の宛先に送付してください。

　　a. 申込者の氏名、国籍、生年月日が確認できる公的機関
　　　 発行の書類（パスポートの写し等）
　　b. 在学状況や最終学歴が証明できる書類のコピー
　　 （在学証明書、卒業証明書、卒業証書等）
　  c. 顔写真（カラー、3ヶ月以内に撮影したもの）

Zoomの接続テストおよび受講前面談
申込者の確認、インターネット接続環境およびカメラ・音声の確認等を行います。

日時：8月2日（火）または4日（木）18：00〜 19：00（JST)　
※　所要時間30分程度　
※　Zoom接続テストおよび受講前面談の日程は、国際教育センターが指定します。
　また、日程を変更する場合があります。ご都合が悪い場合は、ご相談ください。

成績票と修了証書
コース修了者には、電子版の成績票と修了証書を発行します。

注意事項
・本講座はすべてリアルタイムで、双方向オンライン型の授業を行います。欠席した場合にも、動画を配信いたしません。
・インターネット通信環境、パソコン、ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク等はご自身でご準備ください。
・開講前に通信環境が整っているかどうかの事前確認を行います。講義中、参加者側の通信に不具合が生じた場合は、
国際教育センター(以下「センター」という）は責任を負いません。また、パソコンでの受講を推奨しています。
・本講座ではコース修了者には電子版の成績票と修了証書を発行しますが、単位の付与はありません。
・個人情報の取り扱いについて
　センターでは、本コース受講申込にあたってお知らせいただいた個人情報（住所、氏名、電話番号など個人を特定しう
る情報、以下「個人情報」という。）について、日本国の法令および関西大学個人情報保護方針に従って取り扱いま
す。個人情報の取扱いに関する重要事項をウェブサイトに掲載していますので、受講申し込みの際、必ずご確認ください。
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/info/privacy.html
・申込書類データの送付の際には、できるだけパスワードを付与することを推奨します。誤送信等にもご注意ください。

問合せ先 関西大学国際教育センター　
E-mail：ijlc@ml.kandai.jp
Tel：+81-(0)6-6831-9180　

詳細は、以下のwebサイトもしくは
QRコードよりご確認ください。
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/ijlc.html

申込期間 2022年4月25日（月）～7月22日（金）

https://jmrs.kyomu.kansai-u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20220316112102001
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/info/privacy.html


Kansai University
Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)

Center for International Education, Kansai University
1-2-20 Satake-dai, Suita-city, Osaka, 565-0855

E-Mail:ijlc@ml.kandai.jp
Tel: +81-6-6831-9180
Fax: +81-6-6831-9194

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/ijlc.html

http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/ijlc.html


Scheduled Date and Time
Thursday, September 1, 2022 – Tuesday, November 29, 2022
Every Tuesday and Thursday
18:30-19:30(JST)
※ Classes are cancelled on Thursday, November 3, as it is a national holiday in Japan.

Eligible Participants
Those who have enrolled in or completed an educational curriculum 
equivalent to Japanese high school

Qualifications for Application
JLPT N3 level or higher



Class Levels
・N1 Preparation Class (For those with a level equivalent to JLPT N2) 
・N2 Preparation Class (For those with a level equivalent to JLPT N3)

Number of Participants in Class
Up to 15 participants per class
※Minimum number of participants: 5 students per class.

Learning Style
Online classes via zoom

Fee JPY 57,000

Subjects (Common to each class)
Grammar・Vocabulary・Kanji / Reading・Listening
Students are asked to solve the questions in JLPT before class, and the class focuses on
explanations and Q&A.



Hours/Weekly schedule
・Orientation 1 hour
・Grammar, Vocabulary, Kanji 6 hours
・Reading, Listening 18 hours
・Japanese cultural experience, Event to interact with KU students, etc. 2 hours
★Total 27 hours★

● Class: Every Tuesday and Thursday
※1 Two events are scheduled: One Japanese cultural experience and one event to  

interact with KU students. The schedule and details will be announced at the orientation.
※ Orientation will be held only on September 1.
※ Classes are cancelled on Thursday, November 3, as it is a national holiday in Japan.

MON  TUE WED      THU FRI      SAT
18:30-19:30 ― ● ― ● ―       ※1



Application Procedure

July 22 Application deadline
Late July Announcement of the availability of the course

Announcement of payment and further procedure
Early August Zoom connection test

Payment deadline
Mid-August Letter of Acceptance to be sent to applicants

Pre-course information
September 1 Commencement of the course

You will receive an email confirming receipt of your application within about a week 
after completion of the application.
If you do not receive any reply after one week from the submission of your application, 
please contact us at the following email address: ijlc@ml.kandai.jp.



Apply by the Online Registration Form

Register the applicant's basic information at the URL below or via QR code.
https://jmrs.kyomu.kansai-u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20220316112102001

Application Procedure

Submit the data of application documents by email

Send the application documents to the email address below.
E-mail address: ijlc@ml.kandai.jp
Application Documents:
a. Documents issued by a public institution that confirm the applicant’s name, nationality and date of 

birth (e.g., a copy of passport)
b. Copies of documents that can prove the applicant’s enrollment or final academic education 

(Certificate of Enrollment, Certificate of Graduation or diploma, etc.)
c. Face photograph (Color photo taken within 3 months)

Application Period
Monday, April 25, 2022 – Friday, July 22, 2022

Step 1

Step 2

https://jmrs.kyomu.kansai-u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20220316112102001


Zoom connection test and Pre-course interview 
We will confirm the identity of each participant and check the internet   
connection environment, camera and microphone.

Date: Tuesday, August 2 or Thursday, August 4 18:00-19:00 (JST)

※ Required time: 30 minutes
※ The Center for International Education will specify the date for the Zoom

connection test and pre-course interview.
The above dates are subject to change. Please contact us if they are not      
convenient for you.



Transcript and Certificate of Completion
A transcript and a certificate of completion will be issued to students who   
complete the course as a PDF file.

Contact information
Center for International Education, Kansai University
E-mail: ijlc@ml.kandai.jp
Tel: +81-(0)6-6831-9180

For more information, please see the website below or scan the QR code.

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/ijlc.html

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/ijlc.html


Notes:

The teaching style of this course is interactive online.
If a student is absent, the video of the class will not be distributed.

Please prepare your own headset, web camera, computer, microphone and Internet environment.

We will check to see if your communication environment is good before the course begins. Please note that we shall not be responsible 
for any communication problems on participants’ side during the lecture.

A transcript and a certificate of completion will be issued to students who complete the course as a PDF file, but no credit will be given.

About handling of Personal Information
Kansai University Japanese Language and Culture Program will follow the Japanese laws, guidelines, and other norms concerning the use 
of personal information (address, name, telephone number or personally identifiable information) provided by the applicant. When
applying for the Course, be sure to refer to the following website for more details about the use of personal information: 
www.kansai-u.ac.jp/English/info/privacy.html

When sending the data of your application documents, it is strongly recommended that a password be given as much as possible.
Please be careful not to send the email to the wrong destination.

Kansai University celebrates its 100th anniversary of promotion to university status, and Japanese Language and 
Culture Program Preparatory Course (Bekka) celebrates its 10th anniversary in 2022.

http://www.kansai-u.ac.jp/English/info/privacy.html
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