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関西大学国際教育センター
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1-2-20
電話：06-6831-9180　FAX：06-6831-9194
E-mail：ku- jpn@ml.kandai.jp

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）

ここがすごい！�6つの特色

①大学・大学院で通用する言語力・思考力を養成
② ICTを活用した最先端の独自カリキュラム
③本学学部・研究科への進学を支援するさまざまな制度
④関西大学コミュニティーの一員
⑤希望者全員が入寮できる綺麗な学生寮（全室1人部屋）
⑥多くの交流を通して異文化適応能力を涵養

関西大学留学生別科は2022年に設立10周年を迎えます

関西大学のキャンパスは、いずれも大阪に位置しています。大阪
は西日本最大の都市であり、昔からさまざまな文化の情報発信地
としても有名です。また、京都、奈良、神戸まで約1時間で行く
ことができ、関西大学に留学しながら日本のさまざまな歴史や文
化に触れられる地でもあります。

関西大学南千里国際プラザは2012年4月に開設され、充実した設
備を整えた留学生別科の教育施設と留学生寮を併設しています。
大阪の中心地から電車で30分以内、関西大学のメインキャンパ
スから自転車で約15分と大変便利なところに位置しています。
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■ 最寄駅からのアクセス

関西大学留学生別科では、日本の伝統文化や先端技術を学ぶため、
年2〜3回の校外学習を京都や奈良などで行います。

教室棟は全館、また、テラス・中庭や寮棟の共用施設にも無線LAN
を完備しています。
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ユニットバス

ユニット制
6〜7室でユニットを組んでラウンジやキッチンを共有するので、自然と友達がで
きます。関西大学で学ぶさまざまな学生と共に生活し、学習することができます。

レジデント・アシスタント
関西大学の学生がレジデント・アシスタント（Resident�Assistant）として留学
生と共に生活し、留学生の日常生活をサポートしています。

異文化交流
南千里国際プラザは、別科生の学習の場、寮生の生活の場であると同時に、地域住
民の方々との交流の場としての機能も果たしています。この「異文化交流プラザ」
での活動に参加することで、日本での今後の生活や学生を取り巻く多様な環境に適
応できる「異文化適応能力」を自然に身につけることができます。

■ 学生寮

B  南千里国際プラザ

C  梅田キャンパス

E  高槻キャンパス

D  堺キャンパス F  高槻ミューズキャンパス

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/
入学試験要項と入学願書（様式）は、ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 寮費等は適宜見直しを行います。2023年度の寮費等の
金額については、最新の情報を確認してください。

� 光熱水費・寝具リース料・インターネット回
線料込みで寮費は48,000円（2022年度）

� 全寮室に有線 LAN、共用施設に無線 LAN
を完備

� トイレ・バスのほか、冷蔵庫・冷暖房や寝
具など必要設備を完備

� 全て個室で、プライバシーを確保

� キャンパス内にあり、セキュリティも万全

交通アクセス関西大学南千里国際プラザ
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■奨学金（2022年度予定）
学業成績や人物がともに優れ、かつ経済的援助を必要とする留学生に対し、「関西大学
国際交流助成基金留学生別科奨学金」として、各学期5名（年間10名）に月額
30,000円を支給します。本学の奨学金のほか、公的機関や民間の奨学金が支給され
る場合もあります。

月 火 水 木 金
1限

9：00-10：30
日本語Ⅰ～Ⅵ

【総合】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【総合】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【総合】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【総合】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【総合】
2限

10：40-12：10
日本語Ⅰ～Ⅵ

【読解】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【読解】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【読解】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【読解】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【読解】
3限

13：00-14：30
日本語Ⅰ～Ⅵ

【文章・口頭表現】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【文章・口頭表現】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【文章・口頭表現】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【文章・口頭表現】
日本語Ⅰ～Ⅵ

【文章・口頭表現】

4限
14：40-16：10

アカデミック日本語 AⅠ①
アカデミック日本語 BⅠ①
アカデミック日本語 A Ⅲ①

アカデミック日本語 A Ⅲ②
英語Ⅲ
化学

数学Ⅰ

アカデミック日本語 A Ⅱ
日本事情①
日本事情②

アカデミック日本語 A Ⅲ②
英語Ⅲ
物理

アカデミック日本語 AⅠ①
アカデミック日本語 BⅠ①
アカデミック日本語 A Ⅲ①

5限
16：20-17：50

アカデミック日本語 AⅠ②
アカデミック日本語 BⅠ②

総合科目Ⅱ
英語Ⅰ
数学Ⅱ

アカデミック日本語 A Ⅱ
日本事情①
日本事情②

総合科目Ⅱ
英語Ⅰ
生物

アカデミック日本語 AⅠ②
アカデミック日本語 BⅠ②

6限
18：00-19：30

総合科目Ⅰ
英語Ⅱ

総合科目Ⅰ
英語Ⅱ

■ 学費（2023年度入学生） （単位：円）

2022年に創立136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、
1,200人以上の留学生を含む約30,000人の学生が学んでいます。

募集人数 130人（4月入学、9月入学合計）

出願資格

次の⑴から⑶のすべての条件を満たす者。
⑴外国籍を有する者。
⑵次の①から⑤のいずれかに該当する者。
　①�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も

しくは留学生別科入学日までに修了見込みの者。
　②�外国において学校教育における12年の課程を修了した者と同等
以上の学力を認定する当該国の検定（国の検定に準ずるものを含
む）に合格した者で、入学日までに18歳に達する者。

　③�国際的な大学入学資格（国際バカロレア、GCE�Aレベル、アビ
トゥア、バカロレア）のいずれかを外国において取得した者。

　④�国際的な評価団体（WASC,�ACSI,�CIS）から教育活動等に係る
認定を受けた外国にある教育施設に置かれる12年の課程を修了
した者。

　⑤�入学日の時点で18歳以上、かつ、本学において①から④と同等
以上の資格を有すると認定された者。

※�外国における通常の課程が11�年等の場合は、文部科学省が指定した国及び
学校種によっては、この条件を満たす場合がありますので、別途お問い合わ
せください。

※�外国籍と日本国籍を二重に有する方は、事前に申し出てください。
⑶�出願時において1�年以上（300�時間以上）の日本語学習歴を有す
る者。または、日本語能力試験N4�レベル相当以上の日本語能力を
有する者。

※�ただし、留学生別科入学日までに日本国内の他の日本語教育機関に在籍した
期間が1年を超える者は、原則として出願できません。

出願期間 2023年4月入学：2022年9月2日（金）〜9月26日（月）必着
2023年9月入学：2023年4月3日（月）〜4月24日（月）必着

入学検定料 20,000円

選考方法 書類選考および面接等

� 区分
種別 入学初学期 以降1学期につき

入 学 金 100,000 ―

授 業 料 365,000 365,000

合　　計 465,000 365,000

※�修業年限は１年ですが、修業年限２年を限度として在学期間の延長を認める場合が
あります。

関西大学留学生別科は、本学の学部・大学院や日本国内の大学・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・日本文化などを教授すること
を目的としています。

■ 入学試験の概要

■ キャンパス紹介

大学の講義を受講するための十分な日本語能力を有する別科生は、別科在学中に本
学の学部・大学院研究科の一部の授業科目を聴講・履修することができます。ま
た、本学の多くの学部と大学院研究科では、成績優秀な別科生を対象に推薦入学試
験を実施しているところもあります。さらに、別科生が引き続き本学の学部・大学
院研究科に進学した場合、入学金を半額とするなど、別科生は本学の学部・大学院
に進学するためのさまざまな支援制度を利用することができます。

大学院
■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）

学　部
■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

■留学生別科（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）

併設校
■関西大学第一中学校・高等学校
■関西大学北陽中学校・高等学校
■関西大学初等部・中等部・高等部
■関西大学幼稚園

別　科

関西大学のメインキャンパスである千里山キャンパスは、留学生別科のある南千
里国際プラザから自転車で約15分のところに位置しています。
別科生一人ひとりに関西大学の学生証が発行され、図書館、ITセンター、ジムと
いった大学の施設を利用することができます。また、許可を得てクラブ・サーク
ル活動に参加したりすることができます。

南千里国際プラザ 千里山キャンパス

至北千里

阪急電鉄千里線

電車約2分

徒歩約5分 徒歩約5分

電車約1分 電車約20分南千里駅 千里山駅 関大前駅 大阪梅田

自転車で約15分

関西大学は、新たな国際化構想の一環として、2012年4月に開設した関西大学南千里国際プラザに留学生別科を設置しています。本別科
では、日本語能力に加え、ICT�（Information�and�Communication�Technology ＝ 情報通信技術）を学習に活用して情報活用能力を養
うなど、大学・大学院での学術活動の基礎能力の養成も積極的に支援します。

ICTは、現代社会における日常生活や大学・大学院生活において大変重要な位置
を占めます。本別科では、この ICTやeラーニングを授業内外の学習に活用し、
日本語能力や学術活動の基礎となる能力はもちろん、各学生の総合的なコン
ピューター・リテラシーや情報リテラシー（ICTを応用した情報収集や分析能
力）も同時に養成します。

関西大学留学生別科では、博士号を持つ講師を中心とした豊富な教育研究経験を
有する優秀な講師陣が、日本語科目を始めとする多彩な授業を展開します。

■ ユニークな授業科目

■ カリキュラムの特長

日本の大学・大学院において学習するにあたり必要とされる科目（英語・数学・社
会・理科）の基本的な知識を身につけます。

大学の留学生別科の多くは、8月・9月に夏休み、2月・3月に春休みがあり、通常
授業が休みになりますが、本別科では、夏休み・春休みにも日本語の集中演習を行
い、学生の学習を支援します。

■大学・大学院で通用する言語運用能力や思考力を身につける！
アカデミック日本語クラスⅠ・Ⅱ・Ⅲ 日本語集中演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

■日本留学試験・日本語能力試験に備える！
日本語Ⅰ〜Ⅵ（総合）（読解）（文章・口頭表現）

英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、総合科目Ⅰ（政治・経済・社会）・Ⅱ（地理・歴史）、数学Ⅰ・Ⅱ、 
物理、化学、生物

全ての日本語科目で、習熟度に合わせたレベルの日本語能力試験対策も同時に行います。

専門的領域における語学力やアカデ
ミックスキルを養成するクラスです。

日本語能力試験対策および大学・大学
院入学準備のための演習を行います。

本別科の時間割は次のとおりです。水色でハイライトされている科目のほかにオレンジ色で
ハイライトされている科目を自分の目的やニーズに合わせて選択、履修することができます。

■ 時間割（2022年度）

関西大学 関西大学留学生別科


