
２０２３年 夏期 

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 

2024年冬期 短期語学研修コースについて 
2024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、２０２３年 7月頃 webサイトにて公表いたします。 

〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1-2-20 
電話：+81-(0)6-6831-9180   

E メール：ijlc@ml.kandai.jp 

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



 

 

 

2022年 12月 

関西大学国際教育センター 

 

2023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、1,200 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を開講します。本コースでは、日本語学習以外に、校外学習、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

を通して、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。 

 

 

 

 夏期１ 2023 年 6 月 1 日（木）～ 2023 年 6 月 24 日（土）24 日間 

 夏期２ 2023 年 7 月 3 日（月）～ 2023 年 7 月 26 日（水）24 日間 
 

 

            外国籍を有し大学等に在籍している学生、または大学等を卒業した日から受講開始までが 1年 

以内の者 

 

 

     「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※1」「媒介語を用いず日本 

語が理解できる※2」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 

              
※1：自分の名前だけでなく趣味等について、できるだけ詳しい内容を話すことができること。 

               ※2：授業はすべて日本語で行われるため。 

 

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、予めご了承ください。 

※関西大学の学生による会話パートナーが、受講生の会話や討論などの授業をサポートします。関

西大学の学生と話す機会をたくさん持つことができ、生活場面での日本語、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。 

 

 

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。 

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大等の影響により定員を変更することがあります。 

 

 

関西大学南千里国際プラザ 

コース期間 

対  象 

申込資格 

内 容 

定  員 

キャンパス 



 

 

 

初 級 ク ラ ス： ひらがな・カタカナの読み書き、タイピング入力ができ、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※3相当、初級前半） 
 

※3：N5 レベル：（日本語能力試験公式 HP 参照） 

【読む】 ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や

文、文章を読んで理解することができる。 

【聞く】  教室や、身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話で

あれば、必要な情報を聞き取ることができる。 

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） 

【重要】 

・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。 

・授業は日本語で行います。媒介語での説明は行いません。 

・関西大学では、情報セキュリティの観点から、ソーシャルメディアの利用に関する情報セキュリティポ   

 リシーやガイドラインを定めています。そのため、授業で使用した動画や資料などを無断で公開するこ

とは禁止されています。これらの行為が認められた場合には、日本の法律に基づいて損害賠償請求

の対象となることがあります（www.kansai-u.ac.jp/ja/info/security_policy.html）。 

 

●費用：宿泊先により異なります（下表参照）。 

宿泊先 費用 

学生国際交流館・秀麗寮 219,800円 

南千里国際プラザ留学生寮 235,000円 

南千里国際学生寮 219,800円 

ドミトリー月が丘（女子寮） 219,800円 

全日程ホームステイ（朝夕食付き） 286,200円 

【重要】「学生国際交流館・秀麗寮」「南千里国際プラザ留学生寮」「南千里国際学生寮」「ドミトリー月

が丘」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、予めご了承くだ

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 15,650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。 

上記費用には含まれませんので、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、教材費、宿舎費用、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）、関西国際空港（KIX）と各宿舎間のピックアップバス 

交通費（ホームステイの場合は、KIX と南千里国際プラザ間）など。以上の費 

用は、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 

※費用に含まれないもの：渡航費、海外旅行傷害保険料、ビザ（査証）取得に必要な経費、滞在中の

移動交通費、食費、その他生活費など 

クラス 

受 講 料 

https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html


 

 

2022 年 12月 19日（月）～ 2023年 3月 17 日（金） 
 

開講の可否につきましては、2023年 3月下旬ごろにメールにてお知らせします。 

開講することが決定した場合であっても、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大等の影響により、

プログラムの変更や中止になる場合があります。 

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。 

 

 

申込から受講までの流れ 
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・受講の可否を E メールでお知らせする際に、費用の納入方法についてご案内します。必ず期日までに指定され 

た銀行口座に、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を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。 

申込期間 

１. 申込手続き 

オンラインフォームでの登録  
 

QR コードを読み取る または      

以下の URLからウェブサイトに移動し、 

フォームの質問に答えて登録をしてください。 

 
https://jmrs.kyomu.kansai-

u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20221026095451001 

申込書 ① ② ③ を提出（Ｅメール） 
 

➀顔写真（カラー、3 ヶ月以内に撮影したもの） 

➁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） 

➂パスポート顔写真入りの見開きページの写し 

 

個人情報の送付にあたり、送り間違いにご注意ください。 

 

STEP１・２の完了後、約 1週間以内に

関西大学国際教育センターから受付

完了とプレースメントテストの案内メー

ルが届きます。 

 

STEP２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。※4 
 

※4：2022 年 12 月 24 日～2023 年 1 月

9 日は、大学の冬期休業につき連絡は 1 月

10日以降になります。 

 

クラス分けにのみ使用します。 

テストの点数は公開していません。 

２. 受講料の納入について 

https://jmrs.kyomu.kansai-u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20221026095451001
https://jmrs.kyomu.kansai-u.ac.jp/wsin/!SIPLS0110?KHN_KEY=20221026095451001


 

 

 

 

 

      

ビザ取得の申請手続きは、参加者が行ってください。なお、申請時に必要な書類については、費用の入金確認

ができた方から、準備および発送します。ビザを取得できない場合、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ご確認ください。 

www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 

 

  

  

夏期 1 夏期 2  

3月下旬 4月 下旬 コース開講可否の通知、受入決定の通知、費用の請求 

4月上旬 5月 上旬 費用の支払期限、入金確認後、受講許可書送付 

4月中旬 5月 中旬 ビザ申請手続きに必要な書類の送付 

5月中旬 6月 中旬 受講前案内（関西国際空港ピックアップ時間案内） 

6月 1日 7月 3日 受講スタート 

 

 

 

 

・コース修了者には、成績表と修了証書を発行します。 

・今後、日本国政府の水際対策措置等が変更された場合、それに基づき、関西大学が入国時の検疫措置等に

ついて指定することがあります。また、入国に伴い、日本国政府の水際対策措置について充分理解し、遵守し

てください。プログラム期間中に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や濃厚接触と判定された場合、す

みやかに関西大学国際教育  センターに連絡し、保健所や各機関の要請に従ってください。また、本措置に伴

う費用については、ご自身でご負担ください。 

・ピックアップバスに間に合わない場合、ご自身で手配してください（ピックアップバスの時間指定はできません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

関西大学 国際教育センター 

短期語学研修コース 

〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台 1-2-20 

電話：+81-(0)6-6831-9180  E メール：ijlc@ml.kandai.jp 

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/ja/info/privacy.html 

３. ビザ（査証）について 
～必要な方のみ～ 

４. 受講まで 

５. その他 



 

 

 

 

寮名 
学生国際交流館・ 

秀麗寮※1人部屋のみ 
ドミトリー月が丘 
※2人部屋のみ 

南千里国際プラザ留学生寮 
※1人部屋のみ 

南千里国際学生寮 
※1人部屋、2人部屋 

区分 男女共生寮 女子寮 男女共生寮 男女共生寮 

住所 
大阪府吹田市 

山手町 3-3-1 

大阪府吹田市 

千里山月が丘 25-1 

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 電車と徒歩：約 25分 徒歩 15分 敷地内 徒歩 15分 

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 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をします 

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 

※その他は、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/ 

※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、ドミトリー月が丘、および南千里国際学生寮の 2 人部屋について

は、現在 1 人部屋として使用しています。今後、情勢を鑑みて使用人数を通常どおり 2 人部屋に変更

する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

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？  

 

 

 

 

●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！ 

 

 

 

 

 

 

宿舎情報 

ホームステイプラン 

★  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。 

※ 毎日の交通費はご自身の負担となります。 

※ 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。 

 



 

 

 

※下記スケジュールは変更されることがあります。 

 

日程表 
 


