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2022年冬期 短期語学研修コースについて
2022年1月中旬および2月中旬頃から短期語学研修コースを実施する予定です。
詳細は2021年7月頃ウェブサイトにて公表いたします。
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/ijlc.html
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期 間
 夏期1  　2021年6月3日（木）～2021年6月23日（水）21日間（オンラインコース）
 夏期  2  　2021年7月1日（木）～2021年7月23日（金）23日間（来日型受講コース）

オンラインコースの特色
　来日型受講コースで好評の関西大学の学生による会話パートナーが、オンラインコースにおいても、受講生の会話や討論などの授業をサポー
トします。母国に居ながらにして、関西大学の学生と話す機会をたくさん持つことができ、来日型受講コースと同じように、生活日本語、日本
事情や日本伝統文化、アカデミック日本語等、多彩な授業でより日本を身近に感じることができます。留学に興味はあるけれど、なかなか時間
がとれなくて躊躇していたみなさん。この機会を利用して、日本語でオンライン交流してみませんか。
来日型受講コースの特色
　平日は日本語授業や日本文化体験、また関西大学の学生との交流等、短い期間に行事が盛りだくさんです。週末には日帰りで校外学習に出か
け、よりリアルに日本事情や日本の食文化を肌で感じることができます。

対 象 外国大学等に在籍している学生または外国大学等を卒業した日から受講開始までが1年以内の者

申 込 資 格 「ひらがな・カタカナが読み書きできる」「簡単な自己紹介ができる」程度の日本語能力を有
する者、またはそれ以上の日本語能力を有する者

内 容
 夏期1  　 日本語科目を中心としたオンライン授業、関西大学の学生との交流、日本文化体験
 夏期  2  　 日本語科目を中心とした授業、日本文化体験、校外学習、関西大学の学生との交流など
※日本文化体験、校外学習は内容変更の可能性がありますので、予めご了承下さい。

2021年夏期�
日本語・日本文化教育プログラム�
短期語学研修コース�受講案内

　関西大学は、130余年の古い歴史をもつ日本屈指の私立総合大学で、13の学部と13の大学院研究
科、2つの専門職大学院に、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。大学のキ
ャンパスは、大阪に位置し、京都、奈良、神戸まで約1時間で行くことができます。
　本学では、新たな国際化構想の一環として2012年4月に開設した南千里国際プラザで、夏期および
冬期に日本語・日本文化教育プログラム短期語学研修コースを開講しています。
　今期は、対面授業を基本とした来日型受講コースとオンラインコースの2種類のコースを開講し、来
日する時間が取れない方にも対応します。両コース共に日本語学習以外に、校外学習（来日型のみ）、
日本文化体験などを通じて、日本の文化・社会などを様々な角度から学ぶことができます。また、関西
大学の学生との交流を通じて、日本をより身近な国として感じることもできます。
　西日本最大の都市、大阪にある関西大学で、生きた日本語と日本の様々な歴史や文化に触れてみませ
んか。



定 員
 夏期1  　 各クラス最大15名程度（各クラスの最少催行人数は原則  5名）
 夏期  2  　 各クラス最大15名程度（各クラスの最少催行人数は原則10名）
※最少催行人数に満たない場合は開講しません。

キャンパス
 夏期1  　 オンライン（Zoom：通信環境が安定した場所を予めご確認下さい。）
 夏期  2  　 関西大学南千里国際プラザ

ク ラ ス

・初 級 ク ラ ス： ひらがな、カタカナの読み書きができ、あいさつなど基本的な日本語が理
解できる者（日本語能力試験N5レベル相当未満、初級前半）

・初・中級クラス： 初級日本語が理解でき、ほぼ使える者（日本語能力試験N4 ～ N3レベル相
当、初級後半）

・中・上級クラス： 中級に進んでおり、日本語による基本的なコミュニケーションができる者
（日本語能力試験N2レベル相当以上）

 夏期1  　 実際に受講するクラスは、オンラインでのインタビューで決定します。

 夏期  2  　 実際に受講するクラスは、来日後のインタビューで決定します。
※コース開始までにひらがな、カタカナの読み書き、あいさつを習得してきてください。
※ パソコンまたはタブレット端末およびUSBメモリは成果発表の準備で使用しますので、必ず持参して下さ
い。

費 用
（1人当たり）

 夏期1 　108,000円
　　　※ 費用に含まれるもの：授業料、課外活動（関西大学の学生との交流会）、日本文化体験（内容変更の可能性あ

り）など
　　　※ 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、本学の責任は問われませんので、予めご了承下さい。

 夏期  2 　宿泊先により異なります。
宿泊先 費用

全日程ホームステイ（朝夕食付き） 258,800円
学生国際交流館・秀麗寮（男子寮） 203,200円
ドミトリー月が丘（女子寮） 200,000円
南千里国際プラザ留学生寮 214,600円
南千里国際学生寮 200,000円
※ 【重要】「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」
については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大等の影響により、利用できない場合があります。
また、申込時に寮の利用を確約することはできませんので、予めご了承下さい。
※ 全日程ホームステイ利用の場合、受入ファミリー数に制限があるため、ご希望に添えない場合があります。予め
ご了承下さい。
※宿舎をご自身で手配される方はご相談ください。

● 海外旅行傷害保険料：15,200円
原則として、参加者は本学が指定する海外旅行傷害保険に加入する必要があります。
費用に上記保険料が加算されます。保険期間は、本学で定めた短期語学研修コースの期間中とします。

● ショートホームステイ料金（オプショナル）2泊：2名1室利用：16,000円
※費用に含まれるもの： 授業料、宿舎費用、到着・出発時の移動交通費（関西国際空港（KIX）－各宿舎間※ホー

ムステイの場合は南千里国際プラザ間）、日本文化体験、校外学習、課外活動（関西大
学の学生との交流会）、教材費など

※費用に含まれないもの：渡航費、海外旅行傷害保険料、滞在中の移動交通費、食費、その他生活費など



ビザ（査証）
について
※冬期2のみ

ビザが必要な場合、取得手続きは参加者が行ってください。なお、ビザが取得できない場合、
コースに参加することはできません。
必ずコースを申請する前に、外務省のウェブサイトにてビザの取得が必要であるかどうかにつ
いてご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

申 込 期 間
2021年1月15日（金）～2021年4月9日（金）
　　 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大等の影響により、不開講となる場合があります。なお、開講の可否
につきましては、4月中旬までにメールにてお知らせします。

申込から
受講までの
流れ

①オンラインフォームでの申請
QRコードを読み取り、フォームの質問に答えて登録しま
す。なお、以下のIJLCのウェブサイトからもオンライン申請
に進むことができます。
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/ijlc.html

夏期1 夏期2

②申込書類の提出（Eメール）
   送付先：ijlc@ml.kandai.jp 申込書類：必須

❶顔写真（カラー、3ヶ月以内に撮影したもの）
❷ 在籍、卒業教育機関がわかる書類（学生証の写しや在籍証
明書、卒業証明書など）
❸ ビザ（査証）が必要な方はパスポート写真のページ（写
し）をEメールで送ってください。（夏期2の場合のみ）

①と②の申請後、約1週間以内にIJLCから受付完了とプレース
メントテストの案内メールが届く

②の申込書類の提出（Eメール）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。

プレースメントテストを受ける

4月中旬：コース開講可否の連絡

4月下旬： 受入決定の通知、受講料の請求、今後の手続き等の
ご案内

5月上旬： プログラム費用の支払期限、入金確認後受講許可書
送付

夏期1：5月中旬　受講前案内（インターネット環境等の確認）
夏期2：6月中旬　渡航前案内（空港ピックアップ時間の案内）

夏期1：受講スタート　　　
夏期2：来日・受講スタート

受講料の
納入について

受講の可否をEメールでお知らせする際に、受講料および振込方法について案内をいたします。
必ず期日までに指定された銀行口座まで日本円で納入してください。
海外から送金する際、本学指定の銀行口座の着金までに時間が要する場合があります。期日に
間に合うよう、余裕をもって送金してください。
原則として、一旦納入された費用は返還しませんのでご注意ください。

関西大学国際教育センターでは、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。
www.kansai-u.ac.jp/global/footer/privacy.html



宿舎情報
寮名 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

男子寮（1人部屋） 女子寮（#2人部屋） 男女共生寮 
(男女別ユニット：1人部屋)

男女共生寮 
（男女別フロア：1人部屋）

住所 大阪府吹田市 
山手町3-3

大阪府吹田市 
千里山月が丘25

大阪府吹田市 
佐竹台1-2-20

大阪府吹田市 
津雲台3-3

通学手段
交通費

電車と徒歩：約25分
交通費：320円／往復

徒歩15分
交通費：0円 敷地内 徒歩15分

交通費：0円
セキュリティ オートロック

食事 共有キッチンで自炊（食事の提供はありません）
居室内インター 

ネット環境 無線LAN 無線LAN 有線LAN 無線LAN

レジデント・ 
アシスタント 安心して生活を送れるように、日常生活のサポートします

居室内に常設さ
れていないもの

タオル・ドライヤー・アメニティー
※他詳細は、下記の学生寮の詳細から確認してください

学生寮の詳細

（日本語）www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/facility/
（英語）www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/en/facility/
寮費（光熱水費、インターネット回線料を含みます）、入寮費、デポジット、リネン代は参加費用に含まれ
ています
#  新型コロナウイルス感染症対策として、現在1人部屋として使用しています。今後、新型コロナウイルス
感染症の情勢を鑑みて、使用人数について変更します。

★朝食・夕食付
※  ショートホームステイ（オプショナル）については2泊3日、
朝食2食、昼食1食、夕食2食となります。
★Wi-Fiが使用できます。
★学校までの通学時間はおよそ30分～60分です。
※ 同じ家庭に他の国の留学生が滞在している場合もあります。
※ 毎日の交通費はご自身の負担となります。

ホームステイプラン
～日本にもう一つの家族を作ろう～
ホームステイをすると日本の家庭で家族の一員として、日本語の習
得はもちろん日本の文化、風習、生活習慣の違いなどが学べます。
せっかく日本に留学していてもなかなか日本人の知り合いができる
チャンスは少ないかと思います。日本にもう一つの家族を作ってみ
ませんか？

～ホームステイの良いところ～
● 語学力の向上　
　 学校で習った事を生活の中で使い、日本語を上達させましょう！
● 日本の文化を生活の中で体験できる
　 新しい文化を学ぶことで、日本人と日本の文化をより深く理解できるでしょう！
● 日本にもう一つの家族ができる
　 ホームステイを通じて知り合った家族との絆は一生の宝物です！



日程表� ※下記スケジュールは変更されることがあります。

夏期2（来日型受講コース）
クラス日程 時限 1時限 2時限 3時限 4時限 昼休み 5時限 6時限 7時限

日 曜日 9:00～ 
9:50

10:00～ 
10:50

11:00～ 
11:50

12:00～ 
12:50

12:50～ 
13:30

13:30～ 
14:20

14:30～ 
15:20

15:30～ 
16:20

滞在1日目 7月1日 木 来日・入寮

滞在2日目 7月2日 金 オリエンテーション オリエンテーション
予備時間 昼休み 歓迎会 千里山キャンパスツアー

滞在3日目 7月3日 土 校外学習①
滞在4日目 7月4日 日 休み

滞在5日目 7月5日 月 日本語 日本語 日本語 日本語 クラス変更申請 
（希望者のみ）

滞在6日目 7月6日 火 日本語 日本語 日本語 日本語
クラス変更結果
報告（クラス変
更者のみ）

滞在7日目 7月7日 水 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在8日目 7月8日 木 日本語 日本語 日本語 日本語 日本文化体験
滞在9日目 7月9日 金 日本語 日本語 日本語 日本語 課外活動（関大生との交流）
滞在10日目 7月10日 土 休み
滞在11日目 7月11日 日 休み
滞在12日目 7月12日 月 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在13日目 7月13日 火 日本語 日本語 日本語 日本語 日本文化体験
滞在14日目 7月14日 水 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在15日目 7月15日 木 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在16日目 7月16日 金 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在17日目 7月17日 土 校外学習②
滞在18日目 7月18日 日 休み
滞在19日目 7月19日 月 休み
滞在20日目 7月20日 火 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在21日目 7月21日 水 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
滞在22日目 7月22日 木 成果発表会 ・アンケート 修了証書授与式 昼休み 歓送会
滞在23日目 7月23日 金 退寮・帰国

ショート
ホームステイ 
（希望者のみ）

夏期1（オンラインコース）
日程

時限 1時限 2時限
日 曜日 9:00～10:30 10:40～12:10

1日目 6月3日 木 オリエンテーション及び歓迎会  日本語
2日目 6月4日 金 日本語 日本語
3日目 6月5日 土 休み
4日目 6月6日 日 休み
5日目 6月7日 月 日本語 日本語
6日目 6月8日 火 日本語 日本語
7日目 6月9日 水 日本語 日本語
8日目 6月10日 木 日本語 日本語
9日目 6月11日 金 日本語 日本語

10日目 6月12日 土 日本文化体験 関西大学の 
学生との交流

11日目 6月13日 日 休み
12日目 6月14日 月 日本語 日本語
13日目 6月15日 火 日本語 日本語
14日目 6月16日 水 日本語 日本語
15日目 6月17日 木 日本語 日本語
16日目 6月18日 金 日本語 日本語
17日目 6月19日 土 休み
18日目 6月20日 日 休み
19日目 6月21日 月 日本語 日本語
20日目 6月22日 火 日本語 日本語
21日目 6月23日 水 成果発表会・アンケート 修了式 歓送会


