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Support for visiting collegians available despite pandemic

日本の大学への留学生にコロナ下でも支援を提供
に、多くの政府機関よりさまざまな支援

The Japanese government recog-

プログラムが提供されている。

nizes that highly skilled international
workers are an important factor in re-

そ の う ち の 一 つ は、文 部 科 学 省 が

vitalizing the nation’s economy. Even

2017年 度 より推 進 している「留 学 生 就

amid the coronavirus pandemic, many

職 促 進 プログラム」だ。このプログラム

governmental bodies are offering var-

では、留学生の就職支援に関わるプラッ

ious programs to support the employ-

トフォームの構築などを目的に、教育機

ment of international students.

関 と産 業 界 の緊 密 な連 携 を推 進 してい

The Program for Enhancing Em-

る。2020年 にはさらに3機 関 がプログ

ployment of International Students,

ラムに追 加 された。他 にも、厚 生 労 働 省

which has been encouraging close co-

が運営する外国人雇用サービスセンター

operation between educational insti-

GETTY IMAGES

は、全 国 のハローワークと連 携 してお
り、卒 業 に至 るまでの複 数 年 にわたり、

tutions and industry since it was
launched by the Education, Culture,

Hello Work, the nationwide employ-

日本政府は、国の経済全体の活性化を

きめ細かく留学生の就職支援を実施して

Sports, Science and Technology Minis-

ment center, offers job-hunting support

目標とする上で、より多くの高度外国人

いる。また、企 業 と大 学 の間 に立 って留

try in 2017, added three more institu-

to international students until gradua-

材を受け入れ、活用することが重要な要

学生向けのインターンシップを立案・実

tions to the list last year. The Health,

tion. It also mediates between schools

素となると認識している。新型コロナウ

施するほか、外国人留学生の採用を検討

Labor and Welfare Ministry, which runs

and companies offering internship op-

イルス感染症のまん延に社会がいまだに

している企業等に対しアドバイスを積極

the Employment Service Center for For-

portunities and offers advice and guid-

影響を受けている中であっても、日本国

的にするなど、各種相談業務も提供して

eigners, an entity that collaborates with

ance to companies that hire them.

内にいる留学生の就職活動を支えるため

いる。

How to enter a Japanese university
日本の大学に留学する流れ
There are many ways to obtain higher education in Japan, whether your

SO), is often required for students who
will primarily be taught in Japanese.

日本で高等教育を受ける場合、技術系

る。例えば日本政府（文部科学省）の6種

の学位や博士号を取るなど選択肢はさま

類 の奨 学 金 制 度 では、その全 てで学 費、

goal is a technical degree or a Ph.D. One

Applicants should also look into the

ざまだ。まず日本語学校に入学して学生

航 空 券 費 用 その他 の費 用 を提 供 してい

popular route is to get a student visa

wide variety of scholarships and finan-

ビザを取得し、日本の生活や言語に慣れ

る。申し込みは大使館または大学を通じ

from a Japanese school to acclimate to

cial aid offered by governments, com-

てから大学などに出願するという方法も

て行うことが多いが、条件はそれぞれ異

life in Japan and get a handle on the

panies and groups in Japan promoting

人気がある。

なるので、自分で事前に調べるようお勧

language before applying.

international exchange. All six types

出 願 資 格 としては一 般 的 に、18歳 以

Applicants usually must be 18 and

sponsored by the central government,

上 であること、少 なくとも12年 間 の教

まずは JASSO が運 営 する包 括 的 ウェ

have at least 12 years of education (11

for example, offer tuition, air fare and

育（高等専門学校は11年間）または同等

ブサイト Study in Japan (https://www.

years for applicants to colleges of tech-

stipends. One may apply via embassies

の教育を修了していることなどが求めら

studyinjapan.go.jp/ja/）で、日 本 での日

nology) or the certified equivalent.

and universities, but since the criteria

れる。

常や学生生活に備える方法を学ぼう。

They may also have to clear a language hurdle by passing the Japa-

vary widely, independent research is
strongly advised.

めする。

日本語能力試験または日本留学試験の
受験が必要になる場合もある。日本留学

For websites on Japanese
universities and language schools:

nese-Language Proficiency Test or the

JASSO’s website (https://www.study

試 験 は日 本 留 学 機 構（JASSO）が主 催 し

Examination for Japanese University

injapan.go.jp/en/) is a good place to

ており、主に日本語で学ぶ教育機関に出

Admission for International Students.

start for tips on how to proceed, as well

願する場合に求められることが多い。日

・https://education.japantimes.co.jp/
japanese-universities/

The latter, administered by the Japan

as for coping with the ordeals of aca-

本では政府や企業、団体などが提供して

Student Services Organization (JAS-

demic and daily life in Japan.

いる多 様 な奨 学 金 や学 資 援 助 制 度 があ

・https://education.japantimes.co.jp/
japanese-language-school-directory/

日本の大学、日本語学校情報サイト：
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Roundtable
留学生による座談会

International students discuss life in Japan, aspirations
留学生、日本での学業と将来の希望を語る
Amid the coronavirus crisis, The Ja-

Quejada: Under my mother’s insis-

pan Times held an online roundtable

tence, I learned Japanese at the Philip-

with four international students in Ja-

pine Nikkei Jin Kai International School

pan who are hoping to either find jobs

in my hometown Davao. I decided to

or move on to graduate school.

seek further education in Japan to ex-

The participants, who spoke in Japa-

pand my horizons and chose Asia Uni-

nese, were Angeline Tang An Qi from

versity as it offered me a good scholar-

Malaysia, a junior at Rikkyo University,

ship and courses in multicultural

Xu Li from China, who is working to

communication.

earn a master’s degree at Nihon University, Mary Grace Quejada Mosqueda

Dangel: I came to do my master’s de-

from the Philippines, a sophomore at

gree at Tokyo Denki University, which

Asia University, and Theo Dangel from

has a partnership with my university in

ジャパンタイムズはコロナ禍中、日本で

工学専攻でバイオメカトロニクスを研究

France, who is in the second year of the

Besancon, France. My major is elec-

学業に励み、さらに就 職あるいは大学院

しています。

master’s degree program at Tokyo Den-

tronics engineering and now I’m focus-

ki University.

ing on biomechatronics.

Chiho Iuchi, a contributing writer to
The Japan Times, served as the moder-

Moderator: How is campus life in Japan?

ator. Excerpts of the discussion follow:
Dangel: At first, I couldn't speak Japa-

への進学を希望している留学生４人を迎
えてオンラインで座談会を開いた。

司会：日本での大学生活はいかがですか？

参加者は、マレーシア出身で立教大学３年
のエンジェリン・タン・アンチー、中国出

ダンジェル：初めは日本語が全く話せま

身で日本大学大学院修士課程１年のジョ・

せんでしたが、アパートやビザのことも、

リ、フィリピン出 身で亜細亜大学２年の

友達や大学のスタッフが助けてくれまし

Moderator: Why did you decide to

nese, but my friends and university

study in Japan and how did you

staff helped me manage issues related

メーリ・グレス・ケハダ・モスケダ、フラ

た。コンビニでアルバイトをした時、日本

choose your university?

to my apartment and visa. During my

ンス出身で東京電機大学大学院修士課程

のお客さんは「こんにちは」や「ありがと

part-time convenience store job, I

２年のテオ・ダンジェル。

う」と言わないのが、フランスと全然違っ

Tang: I was inspired by my mother, who

found that Japanese customers would

司会はジャパンタイムズ寄稿者の井内千

ていて驚きました。日本の食べ物は全部

has been working for a Japanese com-

never say hello or thank you. That was

穂が務めた。座談会要旨は以下の通り。

pany as a trusted employee for 20 years

totally different from the way people

since she graduated from a Japanese

act in France. All Japanese food is deli-

司会：なぜ日本に留学しようと思い、現在

university. After studying in Singapore

cious! My favorite is chikin namban

の大学を選ばれたのでしょうか？

for seven years, I came to Japan and

(fried chicken with vinegar and tartar

chose the College of International Com-

sauce), which I first tasted when I was

munication at Rikkyo University so that

studying Japanese in Fukuoka.

I will be able to become like my mother.
Xu: First I lived in Kobe and went to Jap-

タン：私の母は日本の大学を卒業して20
年間、日系企業で働いています。日本人に
信頼されて働く母の姿に、自分もそんな
人間になりたいと思い、７年間シンガポー
ルに留学した後、日本に来ました。立教大

Xu Li from China, a first-year master’s
degree student at Nihon University

学を選んだ理由は、異文化コミュニケー

ジョ・リ： 中 国 出 身で、日本 大 学

ション学部があるからです。

大 学院 修 士課程１年生

Xu: I was absorbed with Japanese ani-

anese school. I had a part-time job at a

mation and first came to Japan as a

sushi restaurant where I enjoyed learn-

tourist, traveling around Kyoto and

ing from the regulars. My favorite sushi

Osaka. Later in Tokyo, I visited the

toppings are akagai (arch shell) and tsu-

Ghibli Museum, too! The trips made

bugai (whelk). Unfortunately, a state of

me decide to live and study in Japan. I

emergency was declared just after I

ジョ：日本のアニメにはまり、旅行で京都

おいしい！ 一番好きなのは、福岡で日

chose Nihon University as I wanted to

moved to Tokyo, so I can’t say that I’ve

や大阪、東京では三鷹のジブリ美術館に

本語学校に通っていた時に食べたチキン

learn from a great professor of modern

participated in normal university life.

も行って、日本で生活してみたいと思いま

南蛮です。

Chinese history there.

した。留学に踏み切り、中国の近代史を研
Quejada: I work part-time at a conve-

究している素晴らしい教授がいる日本大

ジョ：初めは神戸で日本語学校に通って

nience store twice a week. I got scared

学を選びました。

いました。アルバイト先の寿司屋で常連

when I received a bunch of payment notices for national pension premiums
that cost some ¥16,000 per month. To
my relief, my university’s international
center explained to me that students
can apply for an exemption. I like
tonkatsu (deep-fried pork cutlet) and
gyoza (pan-fried dumplings).
Angeline Tang An Qi from Malaysia,
a junior at Rikkyo University

エンジェリン・タン・アンチー：
マレーシア出 身で、立 教 大学３年生

さんたちにいろいろ教えてもらって楽し
ケハダ：母の勧めで、ダバオのフィリピ

かったです。寿司ネタでは赤貝やツブ貝

ン日系人会インターナショナルスクール

が好 きです。運 悪 く、東 京 に引 っ越 して

に通い、日本語が必修でした。世界に対す

すぐに緊急事態宣言が出たので、普通の

る見方を広げるために高校卒業後は日本

大学生活に参加しているとは言えない状

への留学を決め、奨学金があり、多文化コ

況です。

ミュニケーションについて勉強できる亜
細亜大学に進学しました。

ケハダ：週に２日だけコンビニでアルバ
イトをしています。国民年金の１万６千

Tang: I was impressed by the Japanese
measures to counter COVID-19. In Ma-

ダンジェル：フランスのブザンソンにあ

円の納付書が何枚も送られてきた時はど

laysia or Singapore, people would nev-

る大学から、パートナーシップがある東京

うしようかと怖くなりましたが、大学の

er be able to go out under a state of

電機大学の大学院に留 学しました。電子

国際センターで「免除の申請をすれば大丈
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emergency. If they break that restric-

夫」と教えてもらってホッとしました。日

ing my master’s degree.

tion, they must pay a fine. To my sur-

になりたいです。

本の食べ物で好きなのはトンカツと餃子

prise, I found that people in Japan just

Quejada: If I can move on to graduate

go out. As for Japanese food, I love

school, I want to focus on applied lin-

tonkotsu (pork-bone) ramen.

guistics. I will map out my plan by consulting my professors.

です。

ジョ：正 直、私 はまだ卒業 後の進路を決
めていませんが、修士課程を修 了したら

タン：印象的だったのはコロナ対策です。

日本で仕事をしたいと考えています。

マレーシアやシンガポールでは、緊急事態

Moderator: How are your classes going? Has your university taken any

Moderator: Do you have any advice for

measures to support students during

those thinking of coming to Japan to

the pandemic?

study?

Tang: I feel a bit lonely since I can’t at-

Dangel: It’s very easy to study in Japan.

tend classes with my friends, but it can’t

For those who have no international

be helped in this situation. The home-

experience, I would recommend Japan

宣言の時に人々は絶対に出掛けることが

ケハダ：大学院に進学できたら応用言語

できず、違反したら罰金を払わなければ

学の勉 強 をしたいと思います。亜細亜大

なりません。日本では緊 急 事態宣言が出

学には専門の先生もいらっしゃるので、相

されても、皆さん出掛けているのが驚 き

談しながら進学のプランを立てようと考

でした。日本の食べ物の中ではとんこつ

えています。

ラーメンが大好きです。
司会：これから日本に留学したいと考え

work hasn't been that heavy. I appreci-

司会：現在のコロナの状 況 で、授 業 はど

ている人たちに、何かアドバイスはありま

ate that the university is caring for us.

のように行われていますか？ 大学など

すか？

のサポートはいかがでしょうか？
Xu: The lectures are basically being

ダンジェル：日本に留学するのはとても

done online. We had a couple of in-per-

タン：友達と一緒に授業を受けられなく

簡単です。まだ国際経験のない人はぜひ日

son classes this year, but now it’s online

て少し寂しいですが、しょうがないです

本に来てください。初めての外国暮らしと

again. The university is currently limit-

ね、今の状況では。学生にストレスをかけ

して、日本はとても安心だと思います。

ing student use of the campus.
Dangel: I couldn't return home so I
stayed in Japan last year. The lectures
were online. From this April, half of
them were held in lecture rooms. Recently, I have been going to the labora-

ないように、課題をあまり出さないなど、
Mary Grace Quejada Mosqueda from
the Philippines, a sophomore at Asia
University

大学側が学生たちの精神面に配慮してく

ジョ：母国を出たら思いもよらない困難

れるのはありがたいです。

に遭うこともありますが、時には助けを
求めてもいいので、柔軟な考え方で自分

メーリ・グレス・ケハダ・モスケダ：

ジョ：オンライン授業中心です。今年は対

なりの努 力 をしたらいいと思います。私

フィリピン出 身で、亜細亜大学２年生

面授業が２、３回ありましたが、今はまた

の周りには日本語検定に合格しても「恥ず

オンライン授 業 になっています。大学は

かしくて話せない」という人が結構います

入構制限もしっかりやっています。

が、私は寿司屋でアルバイトをして、勇気

tory every day to conduct experiments
for my master's degree. I contact staff at

as a destination. For your first time liv-

the university’s international center by

ing abroad, Japan is a secure place.

を出して話すことができました。
ダンジェル：昨 年 はフランスに帰 れず、

phone or email when I have a problem.
Xu: When leaving home, you may face

ずっと日本にいました。授 業 は全てオン

ケハダ：留学すると大人の世界に近付き、

Quejada: This year, we had face-to-face

unexpected difficulties, but I believe

ラインでしたが、今年の４月からは半分は

外国人にとって難しいルールにもぶつか

lectures for a week, but it’s been all on-

that you can make efforts in your own

講義室で行われています。修士なので実

るので、事前のリサーチや心の準備が必

line since the state of emergency was

way while sometimes asking for help.

験もあり、最近は毎日研 究 室に通ってい

要だと思います。私の周りにも、怖いから

declared again. At Asia University, too,

Some people are too shy to speak even

ます。困った時は大学の国際センターが

アルバイトをしたくないという考え方が

there is an international center that we

though they have scored high on the

can rely on when we have problems in

Japanese Language Proficiency Test.

メールや電話で答えてくれます。

everyday life. Also, a career center is

But in my case, my part-time job at the

available for us to consult about our fu-

sushi restaurant gave me the courage

ture course in life. So we can study with

to speak Japanese.

ケハダ：今年の授業は一週間だけ対面で
したが、緊 急 事 態 宣 言 が出 されたので、
また全部オンラインになりました。生活

peace of mind.
Quejada: I think that you need to pre-

に関する問題は亜細亜大学にも国際セン

Moderator: What is your outlook on

pare yourself before studying abroad,

ターがありますし、進路に関する不安があ

life after graduation?

because you will go into the adult world

れば、キャリアセンターもあり、安心して

and face different rules that may be dif-

勉強できます。

Theo Dangel from France, a second-year master’s degree student at
Tokyo Denki University

Dangel: I want to move on to doctorate

ficult for foreigners to deal with. Prior

studies at a university in Italy. If that’s

research and mental preparedness are

司会：卒業後の進路や将来の展望を教え

not possible, I want to get a job produc-

necessary. Some people around me are

ていただけますか？

ing prosthetic limbs while making use

people who are too afraid to work, but I

of my studies in biomechatronics. I

started my part-time job when I was still

ダンジェル：イタリアの大学の博士課程

would prefer to work outside France, in-

at Japanese school. It made me feel a

で研究を続けたいです。できない場合は、

ありますが、私 は日本語学校の頃からア

cluding in Japan, while I am still young.

little more confident about myself.

バイオメカトロニクスの研究を生かして

ルバイトをして、ちょっと自分に自信がつ

Tang: After graduation, I want to get a

Tang: My advice is to have confidence

義手や義足を作る仕事に就きたいと思い

きました。

job in Japan. I’m especially interested in

in yourself. I studied Japanese from the

the logistics industry. I want to be active

beginning

at the global level by using my lan-

things and talked with my Japanese

guage and communication skills culti-

friends. Step by step, my speaking skill

vated in Singapore and Japan.

here,

practiced

various

テオ・ダンジェル：フランス出 身で、
東 京 電機大学 修 士課程２年生

ます。日本でもいいですし、若いうちはフ
ランスの外で働きたいですね。

タン：自信を持つことですね。私 も日本
語を最初から学び、いろいろな練 習 をし

タン：卒業後は日本で就職したいと考え

て、日本人の友達と話して、話す能力もだ

has been improving. It’s really tough to

ており、とくに物流 業界に関心がありま

んだん向上していきました。新しい環境

learn a new language in a new environ-

す。シンガポールと日本での留 学経験で

で新しい言語を学ぶことは本当に大変で

Xu: To be honest, I haven’t decided yet,

ment. Believe in yourself and do your

培った語学力とコミュニケーション能力

すから、自分を信じて頑張ればと思いま

but I want to work in Japan after finish-

best. That’s really important.

を生かして、グローバルに活躍できる人材

す。それは本当に大切です。
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Don’t be afraid to chase your dreams
After working as an assistant language teacher in Nara for three years,
Makoto Reed Inouye from Los Angeles is now at Kansai University’s Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course (Bekka).
Q: Please tell us why you came to
study in Japan.
As a fourth generation Japanese-American, I loved Japan, but always felt separated by the language
barrier. After working as an ALT in
Nara for three years, I decided to fully
commit to studying Japanese in order to research the history of the Japanese martial arts at graduate school.
Q: What was your impression of Japan when you came to study here?
Moving from the US to Japan was
a big change. However, whether it
was the classroom or the dojo, the
simple kindness that Japanese people express to each other through
greetings was what really struck me

and helped me find my sense of belonging.
Q: How will you make use of your experience of studying in Japan in the
future?
Experiencing both sides of the
classroom in Japan is something that
I think can be useful in understanding
other people’s struggles. Rather than
just language proficiency, I hope to
use that empathy to be able to connect people of different ages, backgrounds, and cultures wherever I
may go.
Q: Do you have any advice for people
who want to study in Japan?
It’s awesome if you know you‘re
going to come to Japan, but it’s also
okay to worry about making that leap
of faith! I didn’t dare to study abroad
in high school, and I regretted it. If
you still find yourself dreaming to
study in Japan, then I think that’s a
good sign that you’re ready to go.

夢を追いかけよう
アメリカ・ロサンゼルス出

Q: 日本への留学を今後どの

身の井上誠リードさんは奈良

ように生 かしていきたいで

県 で３年 間 ALT として働 き、

すか？

現在は関西大学留学生別科に
在学している。

経験できたのは、他の人の苦

Q: 日本へ留学した理由を教

労を理解する上で役立つと思

えてください。

います。語学力よりも共感力

日系アメリカ人４世なので日本は大好

を使って、行く先々で出会うさまざまな

きですが、言語の壁を常に感じていまし

年齢や背景、文化を持つ人々を結び付け

た。奈 良 で３年 間 ALT を務 めた後、日 本

られたらと思っています。

の武術史を大学院で研究するため、日本

Q: これから日本への留学を検討してい

語を本格的に勉強することにしました。

る方にアドバイスをお願いします。

Q: 実際留学してみて、日本の印象はいか
がでしたか？

comfort zone.
Q: How will you make use of your experience of studying in Japan in the
future?
I plan to find jobs in Japan that could
utilize my multilingual skills. Also, I
would like to help and share my experience with those who want to study in
Japan.
Q: Do you have any advice for people
who want to study in Japan?
ICU offers a Japanese Langauge Program to learn Japanese and continue
one’s studies simultaneously. However,
I would still recommend to learn Japanese before coming to Japan because
your schedule would be fully packed
with Japanese classes as well as other
courses you want to take. If you want to
have more free time, acquiring an intermediate level of Japanese beforehand
is strongly recommended.

高ですが、その一歩を踏み出すのをため
らっていても大丈夫。私は高校時代に留

ありましたが、教室や道場で日本の人々

学に踏み切れず後悔しましたが、今実現

があいさつで示す優しさに感動し、自分

させています。日本留学を夢見ているな

の居場所だと感じるようになりました。

ら、準備ができている証拠だと思います。

日本語も専門の学問も、しっかり学ぶ
香港出身のマルコ・チェン
さんは現在、国際基督教大学
（ICU）の教養学部に在学して

friends as well and they teach me not
only Japanese but also the traditional
cultures and customs of Japan, so I
am enjoying my college life to the
fullest.
Q: How will you make use of your experience of studying in Japan in the
future?
I want to go on to graduate school
and pursue my studies in physics.
My future dream is to make a breakthrough discovery in space research.
Q: Do you have any advice for people
who want to study in Japan?
You will encounter many stumbling
blocks, such as language, culture and
difference in lifestyles during your
stay in Japan. However, if you don’t
give up and continue to try to get
over them, I am sure you will grow as
a person as I did through those experiences.

フォート・ゾーンから飛び出
してよかったです。
Q: 日本への留学を今後どう
生かしていきたいですか？

いる。
学

Q: 日本へ留学した理由を教
えてください。

多言語スキルを生かせるよ
うな仕事を日本で見つけたい

小学校のころから日本のア

です。また自分の経験を共有

ニメや漫画が大好きでした。日本文化へ

して日本で学びたい人々を助けたいです。

の興味はそれが由来です。高校生のとき

Q: これから日本への留学を検討してい

に ICU を訪 れたのをきっかけに、日本へ

る方にアドバイスをお願いします。

来たいと決意しました。

ICU には学問を続けながら日本語を学

Q: 実際留学してみて、日本の印象はいか

べるプログラム、JLP があります。それで

がでしたか？

も来日前に日本語を学ぶことをお勧めし

日本で学ぶことは旅行で訪れるのと全

ます。日本語だけでなく、他の授業でも忙

く違 います。最 初 は不 安 でしたが、慣 れ

しくなるでしょうから。自由時間を確保

てくると、日本で出会った人たちと過ご

したいなら、中 級 程度の日本語を事前に

す時間を楽しむようになりました。コン

習得しておくことを強くお勧めします。

諦めず進めば道は開ける

Never give up and keep moving forward
Winda Joselyn from Indonesia is
studying at Tokai University’s Department of Science.
Q: Please tell us why you came to
study in Japan.
I was interested in physics as a junior high school student, and eventually came to think of studying in Japan, a pioneer in particle physics and
aerospace. On a trip to Japan, I was
fascinated by the beautiful nature,
historical buildings, clean city and
safe living environment, and that
made me decide I wanted to study in
Japan.
Q: What was your impression of Japan when you came to study here?
At first, I had a hard time asking for
advice in Japanese on lifestyle habits
and studying. But everyone at Tokai
University is very kind, and they always help me out by giving me specific advice. I made some Japanese

日 本 へ行 く決 意 が固 まっていれば最

アメリカから日本へ来て戸惑うことも

Japanese skills help to get a head start
Hong Kong’s Marco Cheng is studying at International Christian University’s College of Liberal Arts.
Q: Please tell us why you came to study
in Japan.
I have been deeply drawn to Japanese animation and manga since I was
in primary school. It has planted the
seeds of my fascination with Japanese
culture. I visited ICU when I was in high
school and it was the turning point that
confirmed my interest in coming to Japan.
Q: What was your impression of Japan
when you came to study here?
Studying in Japan is an entirely different experience compared with visiting Japan during the holiday. I felt anxious at first, but soon, I was enjoying
every moment I spent with the people
that I met in Japan when I got used to it.
I am delighted that I jumped out of my

日本の授業で両方の立場を

インドネシア出身のウィン

も親切で、いつも的確なアド

ダ・ジョセリンさんは現 在、

バイスをくださいます。日本

東海大学の理学部に在学して

人の友人もでき、日本語に加

いる。

え伝統文化や生活習慣なども

Q: 日本へ留学した理由を教

教えてくれるので、今は楽し

えてください。

い大学生活を送っています。

中 学生のころから物理学に
興味があり、素粒子物理学と宇宙分野で先

Q: 日本への留学を今後どの
ように生かしていきたいですか？

駆的な日本で学びたいと思うようになり

大学院に進学し、物理学の研究を続け

ました。日本旅行で、美しい自然や歴史的

たいです。将 来 の夢 は、宇 宙 研 究 で画 期

な建造物、整備された街並みと安全な生活

的な発見をすることです。

環境などが気に入り、留学を決めました。

Q: これから日本への留学を検討してい

Q: 実際留学してみて、日本の印象はいか

る方にアドバイスをお願いします。

がでしたか？

留 学 中 は、言 語 や文 化、生 活 習 慣 の違

留学当初は、生活・学習面での相談を

いなどの試練が訪れます。でも何事も諦

日本語で伝えるのに苦労しました。しか

めずにそれを乗り越えることで、必ず成

し、私が入学した東海大学の方々はとて

長できると実感しています！
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Pages 5 to 8 list universities that offer programs of interest to foreign
students.

University brochures can be requested via this URL or QR code.

５〜８ページでは、留学生に魅力的なプログラムが充実した大学を紹介します。

URL: https://form.japantimes.co.jp/fst9/

各大学の資料請求はこちらから

2021年度留学生入試情報早見表 / Information for studying in Japan in FY2021
EJU＝日本留学試験/Examination for Japanese University Admission for International Students
JLPT＝日本語能力試験/Japanese-Language Proﬁciency Test

大学 / University
亜細亜大学

Asia University

慶應義塾大学

Keio University

国際基督教大学

International Christian
University

上智大学

Sophia University

東海大学

Tokai University

学部 / Department
経営学部、国際関係学部など５学部
Faculty of Business Administration, Faculty of
International Relations and three other faculties

日本大学文理学部

College of Humanities
and Sciences,
Nihon University

立教大学

Rikkyo University
関西地方 / Kansai area

A方式：2021/9/22〜9/30
B方式：2021/11/5〜11/11
C方式：2021/9/8〜9/15

出願資格 / Required qualiﬁcation

筆記試験 = Written examination

試験区分 / Test category
学部 https://www.asia-u.ac.jp/
admissions/foreign

入試・広報センター/
Center for Admissions and Public
Relations, Admissions Division
Tel: 0422-36-3273
nyushi@asia-u.ac.jp

面接、書類審査、
日本語作文

入学センター
Tel: 03-5427-1611

EJU：受験科目は学部により異なります。

教養学部
College of Liberal Arts

ウェブサイトで確認してください。
Please refer to the following websites.
【EJU利用型選抜/EJU Based
Admissions】https://www.icu.ac.jp/
admissions/undergraduate/exam/eju/
【English Language Based Admissions】https://www.icu.ac.jp/en/
admissions/undergraduate/engdoc/

【EJU利用選抜/EJU Based
Admissions】書類審査・面接/
Documentary screening and interview
各ウェブサイトを確認してください。
【English Language Based
Please check the details in the websites.
Admissions】書類審査/
※本学の入学者選抜では国籍は問われません。 Documentary screening
ICU seeks to admit students irrespective of ※この他の選抜区分も、それぞれの資
格を満たせばご出願いただけます。
nationality.
You may choose any admissions
procedure besides them if you
meet the application requirements.

Liberal Arts, Science and Technology (Green
Science/Green Engineering), Sophia Program for
Sustainable Futures (Journalism, Education,
Sociology, Economics, Management, Global
Studies)

EJU：Accepted for the Faculty of Science
入学時期（４月、９月）により異なります。 and Technology
（本学ウェブサイトを参照）
①SAT/ACT, IB Diploma, GCE A Level (SPSF以
書類審査
学部により異なります。
外) のいずれかひとつ
②TOEFL, IELTSのいずれかひとつ（免除要件あり）

文学部、政治経済学部、法学部、体育学部、情報理工学部、
工学部、観光学部、医学部など23学部
Letters, Political Science and Economics, Law,
・一期/I：2021/9/1〜9/14
Physical Education, Information Science and
・二期/II：2021/12/13〜2022/1/7
Technology, Engineering, Tourism, Medicine and 15
other faculties
【外国人特別選抜】
2021/8/18〜9/3
【大学入学共通テスト利用選抜
（外国人特別）】2022/1/5〜2/12

理学部第一部、工学部、
薬学部、理工学部、先進工学部、
経営学部
Faculty of Science Division 1, Faculty of
【1期】出願締切:2021/9/3
Engineering, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
【2期】出願締切:2021/12/3
Faculty of Science and Technology, Faculty of
Advanced Engineering, School of Management

文理学部
College of Humanities and Sciences

【1期】出願締切:2021/10/18
【2期】出願締切:2022/1/19
学部により異なります。

2022年４月入学：2021/9/3〜9/27
2022年９月入学：2022/4/4〜4/25

Admissions Oﬃce
Tel: 03-3238-4018
admission-u-co@sophia.ac.jp

【学部 / Undergraduate Schools】
書類審査、EJUの結果、
オンライン面接試験等
※詳細はWEBサイトで確認のこと

日本語に堪能な日本国以外の国籍だけを
有する者で、出願時に在留資格の「留学」を
取得済の者。

個別面接、口頭試問（数学及び理科 入試センター
〔理科は選択〕）、
Tel: 03-5284-5151
日本留学試験、書類審査
nyushi@jim.dendai.ac.jp

東海大学 留学生 入試担当/
Oﬃce of Admission Services
for International Students
Tel: 0463-58-1211

日本学生支援機構による
「日本留学試験」の
うち、各学科が定める科目を受験している
こと。

面接、書類審査

入試課
Tel: 03-5228-7437

日本留学試験の「日本語」の合計得点240点
以上、かつ「日本語」
（記述）の合計得点35点
以上
Total score of 240 or more on EJU test and
35 or more on EJU test (Writing)
※詳細は入試要項を確認してください。
https://www.chs.nihon-u.ac.jp/admission/
alumnus/#ryugakusei

面接、書類審査

入学センター/
Admissions Oﬃce
Tel: 03-5317-9380
chs.adm01@nihon-u.ac.jp

・外国籍、
日本国外での12年の学校教育修了
または修了見込み/Foreign nationals with
12-year curriculum of schooling or
expected to ﬁnish in their home country
・JLPT Ｎ4 相当以上/Equivalent to N4 or above
＊詳細は本学WEBサイト (www.kansai-u.ac.
jp/ku-jpn/) で確認してください。
For details, please check the above website.

Asia University

書類審査/Reviewing application
documents
面接(インターネットを利用した
ビデオ通話等による面接/Online
video interview）

Tel: 03-3985-2660
admissions@rikkyo.ac.jp

国際教育センター/
Center for International
Education
Tel: +81-6-6831-9180
ku-jpn@ml.kandai.jp

Address
5-8 Sakai, Musashino-shi, Tokyo 180-8629

亜細亜大学
Growth through education
beyond physical borders

ICU アドミッションズ・センター/
ICU Admissions Center
Tel: 0422-33-3038
admissions-center@icu.ac.jp

大学WEBサイトで確認してください。
For details, see the URL below.
https://www.u-tokai.ac.jp/examinationadmissions/

文学部、異文化コミュニケーション学部、経済学部、経営学部、
理学部など10学部、グローバルリベラルアーツプログラム
学部により異なります。詳しくは大学Webサイト
（https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/foreigner.html）
College of Arts, College of Intercultural Communication,
で確認してください。
College of Economics, College of Business ,
Varies by faculty. For details, see the above website.
College of Science, ﬁve other colleges and Global Liberal
Arts Program

日本語・日本文化教育プログラム進学コース
関西大学 留学生別科 Japanese Language and Culture Program
Kansai University (Bekka) Preparatory Course

問い合わせ先 / Contact

EJU：Ｂ・Ｃ方式は
「日本語」
の試験結果を利用/
EJU：Japanese test results to be used in
assessment in Type B and C
JLPT：C方式（EJUかJLPTを選択可）/JLPT：Type
C (Applicants can choose either EJU or JLPT)

2021/10/18〜11/4
（医学部のみ2021/7/8〜7/20）
学部により異なります。

システムデザイン工学部、未来科学部、工学部、理工学部
School of System Design and Technology, School of
Tokyo Denki University Science and Technology for Future Life, School of
Engineering, School of Science and Engineering

Tokyo University
of Science

出願期間 / Application Period

書類審査 = Document screening

文学部、経済学部など10学部
Faculty of Letters, Faculty of Economics, etc.

東京電機大学

東京理科大学

面接 = Interview

Enrollment
Quejada Mary Grace
Mosqueda
Philippines

When I left for Japan, I was but a young 19-year-old who didn’t know much about her country, much less
about the new world she was about to set foot in. Thinking back on it now, I can’t believe how naive I was.
I thought my new life in the world of the rising sun would all be rays of sunshine and rainbows all year
round. As it turns out, it was a mix of ground-breaking hardships, painstaking night after night of studying,
with a sprinkle of life-saving friendships between people who,
until then, did not share a single common thing. Figuring out
how to be an adult amid a global pandemic has also not exactly
been a walk in the park. My life as a university student at Asia
University has not been the easiest, but it has easily been the
most educational years of my life. The university did not confine
my learnings to a four-walled classroom but allowed me to experience the challenges real life had to offer.Through the help of my
educators and the staff at the university, I was able to grow from
a naive 19-year-old country bumpkin to an adult who will not
stop at anything to achieve what she thinks she deserves.

6,500 (incl. 350 from abroad)

Fees
Matriculation fee: ¥230,000
Tuition: ¥1,281,000-¥1,321,000
Scholarships and tuition waivers available for both
undergraduate and graduate programs

Dormitories
Three available within five-minute walk from campus.
https://dormy-gakuichi.com/asia-u/

COVID-19 response
https://www.asia-u.ac.jp/asu_news/2021/06/7005/

Contact information
Tel: 0422-36-3273
Fax: 0422-36-1890
nyushi@asia-u.ac.jp
https://www.asia-u.ac.jp/
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Keio University

学校所在地
三田キャンパス

慶應義塾大学
先端の教育研究の場と世界的ネットワークを有する大学
慶應義塾大学は、日本で最も古い私立の総合大学です。キャンパスは、多様な人材やリソースが集う大都市、首都東京と
その周辺に位置しています。本学は創立者福澤諭吉の「実学の精神」を受け継ぎ、10 学部を持つ総合大学としての強みで
ある分野横断的アプローチにより、教育・研究・医療に日々とりくんでいます。 また、「最も就職に強い大学」のひとつと
して、常に確かな就職実績を残しています。

数字で見る慶應義塾大学
・1858 年創立（日本最古の私立総合大学）
・内閣総理大臣 ( 卒業生） ３名
・一部上場企業の社長数 第１位
・73ヵ国・地域からの留学生
・国際学生寮 11 寮
・外国人留学生入試実施 10 学部
（文学部・経済学部・法学部・商学部・医学部・理工学部・
総合政策学部・環境情報学部・看護医療学部・薬学部）

International Christian University (ICU)

〒108-8345
東京都港区三田２-15-45
他キャンパス 日吉キャンパス / 矢上キャンパス /
信濃町キャンパス / 湘南藤沢キャンパス
（SFC）/ 芝共立キャンパス
学生数
学生数
学部 28,667、大学院 4,802
留学生数 1,908
費用
入学金 ￥200,000
学費
￥1,140,000 〜￥3,640,000
※金額は学部により異なります。
大学・大学院奨学金制度有
宿舎
国際学生寮 11 寮
コロナ対策について
https://www.keio.ac.jp/ja/news/2020/2/5/
27-67413/
連絡先
Tel: 03-5427-1611（入学センター）
admissions@info.keio.ac.jp
https://www.keio.ac.jp/ja/

Address
3-10-2 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo, 181-8585

国際基督教大学

Enrollment
3,105 (incl. 336 from abroad)

Japan’s Premier Liberal Arts Institution
ICU was founded as the first four-year liberal arts college in Japan and practices liberal arts in Japanese and English as a commitment to bilingual education. At ICU, dialogue is the heart of learning, and many classes are based
on group work or discussion rather than lectures. Students can select their majors after discovering what they truly
want to study from a diverse range of fields covering the humanities, social sciences and natural sciences.
31 Majors
Art and Cultural Heritage / Music / Literature / Philosophy and Religion / Economics / Business / History / Law / Public
Policy / Politics / International Relations / Sociology / Anthropology / Biology / Physics / Chemistry / Mathematics / Information Science / Language Education / Linguistics / Education / Psychology / Media, Communication and Culture /
Japan Studies / American Studies / Asian Studies / Gender and Sexuality Studies / Development Studies / Global
Studies / Peace Studies / Environmental Studies

Japanese-English Bilingual Education

Japanese and English are the official languages of ICU. This bilingual commitment reflects ICU’s internationalism and the promotion of mutual understanding
and exchange. Courses are offered in both Japanese and English.
ICU offers one of the world’s best Japanese-language programs, and helps students, from beginners to advanced learners, acquire the skills needed to succeed
academically and professionally in Japan.

Top Private University in Japan

ICU has been ranked as the leading private university in Japan in the Times Higher
Education’s Japan University Rankings for three consecutive years from 2019 to 2021.

Sophia University
上智大学

Fees
Enrollment fee: ¥300,000
Tuition (per academic year): ¥1,431,000

Dormitories
Nine campus dormitories for undergraduate students
accommodate approximately 900 students (30% of
the student body). Japanese and non-Japanese
students from over 50 countries and regions live
together and share their diverse social, linguistic,
cultural, and religious backgrounds and ways of
thinking.

COVID-19 response
https://www.icu.ac.jp/en/news/2003031445.html

Contact information
Public Relations Office
Tel: 0422-33-3058 Fax: 0422-33-3355
icu-admissions@icu.ac.jp
https://www.icu.ac.jp/en/

Address
Sophia University Yotsuya Campus
7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8554

Enrollment
12,200 (incl. 1,500 from abroad)

Fostering Diverse and International Higher Education
Sophia University is located in central Tokyo, near Japan’s political, commercial and cultural center. Founded by
the Jesuits in 1913, it has been a pioneer in international education in Japan, attracting students from all over the
world. In 1949, Sophia established the first program in Japan taught entirely in English, and it continues to lead the
Japanese academic world in offering international programs bursting with diversity. Students are encouraged to
gain a broad and strong base of knowledge in many fields, through a curriculum that allows them to take advantage of classes offered by other faculties, while also mastering advanced skills in their own major. With a high
percentage of international students and most departments, classes and extracurricular activities concentrated in
a single campus, Sophia provides a cosmopolitan, welcoming and unique learning environment for all.

English-taught Degree Programs
English-based undergraduate programs
• Faculty of Liberal Arts — Comparative Culture, International Business and Economics,
Social Studies
• Faculty of Science and Technology — Green Science, Green Engineering
• NEW! Sophia Program for Sustainable Futures — Journalism, Education, Sociology,
Economics, Management, Global Studies (International Relations & Area Studies)
English-based graduate programs
M.A.: International Business and Development Studies, Linguistics (TESOL),
International Cooperation Studies (NEW!)
M.A. and Ph.D.: Global Studies; Japanese Studies; Global Environmental Studies, Education
M.S. and Ph.D.: Green Science and Engineering

Fees
Matriculation fee: ¥200,000
Approx. tuition per year:
¥1,270,000 (Liberal Arts, SPSF),
¥1,594,000 (Green Science/Engineering)
Scholarships and tuition waivers available for
undergraduate and graduate programs

Dormitories
Sophia Soshigaya International House
(Kamisoshigaya, Setagaya-ku)
Sophia-Arrupe International Residence
(Shinanomachi, Shinjuku-ku)
Sophia Edogawa Men’s Dormitory
(Edogawa, Koto-ku)

COVID-19 response
https://www.sophia.ac.jp/eng/news/covid19.html

Contact information
Tel: 03-3238-4018 Fax: 03-3238-3262
admission-u-co@sophia.ac.jp
www.sophia.ac.jp/eng/
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Tokai University

Address

東海大学
Education for global citizenship
Since Tokai University was founded in 1942, it has continued to provide a comprehensive education
based upon the founding philosophy of educating its students as individuals who are better fit to serve
leading roles in an international society. Tokai University has 31 courses in 17 graduate schools and 62 departments/courses in 23 undergraduate schools. With this vast network of institutions for research and education, we are considered the largest educational system among private universities in Japan. Furthermore, as a pioneer in international exchange programs, Tokai University is one of the first universities to
develop programs for international students.

Rich campus life and fields of learning

Tokai University has a thriving community of international
students. Currently, we have 1,301 students enrolled from 47
countries. Tokai University provides international students with
various types of support, including suitable advice and guidance from instructors, academic and job consultations, a tutoring program and health care.

Tokyo Denki University

Shonan campus: 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi,
Kanagawa-ken 259-1292
Other campuses: SHIBUYA (Tokyo), TAKANAWA
(Tokyo), ISEHARA (Kanagawa),
SHIMIZU (Shizuoka),
KUMAMOTO (Kumamoto),
SAPPORO (Hokkaido)

Enrollment
28,119 (May 2021)

Fees
Admission fee:
Graduate: ¥200,000~¥300,000
Undergraduate: ¥200,000
Tuition and Fees (per academic year):
Graduate: ¥630,200~¥1,164,200
Undergraduate: ¥1,009,200~¥1,494,200

COVID-19 response
https://www.u-tokai.ac.jp/news-notice/20230/

Contact information
OASIS (Office of Admission Services for International
Students)
Tel: +81-463-58-1211
https://www.u-tokai.ac.jp/

学校所在地
東京千住キャンパス
〒 120-8551

東京電機大学

東京都足立区千住旭町５番

埼玉鳩山キャンパス（理工学部・理工学研究科）

科学技術で人や社会の未来に貢献できる人材を育成
1907 年の創立以来、技術を通して人や社会に貢献できる人間性豊かな技術者を育成しています。
建学の精神である「実学尊重」は技術を学ぶだけでなく、実際の社会で役立てられることを目指し、技術を通して社会に
貢献できる人材を育成するというものです。このため東京電機大学では充実した実験・実習科目を実施し、1990 年には
他大学に先駆けてものづくり体験授業「ワークショップ」を導入。このほか学生の創意工夫の力を育てる教育を数多く取り
入れています。
東京電機大学では、1907 年の創立以来、技術を通して人や社会の未来
に貢献できる人材を育成しています。この精神は脈々と受け継がれ、時代
の変化に柔軟に適応しながら、時代に即した教育を展開していきます。東
京電機大学の教育・研究理念として主軸にあるのが初代学長である丹羽保
次郎先生が唱えた「技術は人なり」です。「技術は人なり」とは、技術は技
術者の人格のあらわれであり、良き技術者は人としても立派でなくてはな
らないということを意味します。この理念を胸に刻み、東京電機大学は、
日本をはじめ世界で活躍する多くの技術者を育成し続けています。
入試の詳細については、入試情報サイト（https://www.dendai.ac.jp/
prospective-students/) をご覧ください。

Tokyo University of Science

学生数
学生数 9,913
留学生数 211
費用
入学金 ￥250,000
学費 ( 年間 ) ￥1,383,160 〜 ¥1,560,500
大学・大学院学費減免制度有
大学・大学院奨学金制度有
コロナ対策について
https://www.dendai.ac.jp/about/tdu/activities/
against̲covid19.html
連絡先
東京電機大学国際センター
Tel: 03-5284-5208
Fax: 03-5284-5245
tdu-inter@dendai.ac.jp
https://www.dendai.ac.jp

学校所在地
神楽坂キャンパス
〒 162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3
他キャンパス
野田（千葉県）/ 葛飾（東京都）/
北海道 • 長万部キャンパス

東京理科大学
真の力を養う実力主義

学生数

東京理科大学は 1881 年に東京大学を卒業後間もない 21 名の若き理学士らにより「東京物理学講習所」として設立さ
れました。入学は無試験でも、卒業できる学生は 1 割にも満たない厳しい教育を行い、真に実力を身に付けた学生のみを
卒業させる「実力主義」を貫き通しました。その後「東京理科大学」に改組。科学技術の発展とともに幅広い分野の学部が
設置され、今日では私学随一の理工系総合大学に発展しました。

実力主義と高い就職力
東京理科大学では創立当時から実力主義を貫いており、現在も指定科目
の単位取得が進級の条件となっている「関門制度」が受け継がれています。
これは専門的な研究を行う上で、しっかりとした基礎知識が必須であると
考えているためで、学生を振り落とす制度ではなく、真剣に育てる制度だ
と言えます。予習復習をして授業に臨む習慣を身に付ければ、心配ありま
せん。こうして実力を身に付けた学生は、社会から高い評価を受け、実就
職率ランキングでは全国 1 位になりました（卒業生 3,000 人以上の大学・
大学院生含む・2020 年大学通信調べ）
。

学生数
留学生数

19,033
719

費用
入学金 ￥300,000
学費
￥1,096,740 〜￥2,087,740（学部による）
※詳細は大学 HP をご確認ください。
コロナ対策について
https://www.tus.ac.jp/today/archive/
20210408̲1144.html
連絡先
Tel: 03-3260-4271
nyushi̲kagu@admin.tus.ac.jp
https://www.tus.ac.jp/
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College of Humanities and Sciences, Nihon University

学校所在地

Japanese Teaching Program

〒 156-8550

日本大学文理学部・大学院文学研究科
日本語教育コース

学生数 8,198（学部 7,950、大学院 248）
留学生数 269（学部 219、大学院 50）

東京都世田谷区桜上水 3-25-40

学生数

日本大学文理学部・大学院文学研究科「日本語教育コース」は、多様化・グローバル化する社会に対応できる人材の育成をめ
ざして 2020 年４月に開設された。学部には「基礎コース」
、大学院には学部とは異なる「基礎コース」
（理工学研究科〔地理
学専攻〕
・総合基礎科学研究科の院生も受講可）と「応用コース」が用意され、所定の単位を履修すると、各コース修了証明書
が発行される。
「基礎コース」科目で修得した単位は、学部では学科を問わず卒業要件単位に、大学院では専攻によって修了要件単位に含
むことが可能。学生は自分の専門を深めながら、日本語教育の基礎的な知識とスキルを身に付けることができる。
「応用コース」は、大学院文学研究科国文学専攻日本語教育コースの学生を対
象とし、高度な知識とスキルを身につけた日本語教育学の専門家や実践力の高い
専門職としての日本語教師の育成をめざしている。コース必修科目の日本語教育
実習は、学内と海外のいずれかを選択できる。
日本語教育コースの担当教員の専門分野は多岐にわたり、幅広い知識と実践力
が身に付くカリキュラム構成となっている。国文学専攻では、日本語教育コース
の担当教員の指導のもと、日本語教育をテーマとした修士論文・博士論文を執筆
できる。日本語母語話者の学生と留学生が交流する機会も積極的に提供している。

Rikkyo University

費用
入学金 ￥260,000
学費 ( 年間 ) ￥1,070,000 〜 ¥1,740,000
大学・大学院学費減免制度有
大学・大学院奨学金制度有
コロナ対策について
https://www.chs.nihon-u.ac.jp/covid-19/
連絡先
Tel: 03-5317-9388
Fax: 03-5317-9444
chs.grec@nihon-u.ac.jp
https://www.chs.nihon-u.ac.jp/japanese̲
education/

学校所在地
池袋キャンパス

立教大学

新座キャンパス

リベラルアーツ教育により
グローバルリーダーを育成する大学

〒 171-8501
東京都豊島区西池袋 3-34-1
〒 352-8558
埼玉県新座市北野 1-2-26

学生数
学生数 学部 19,089、大学院 1,153
留学生数 学部 446、大学院 257

立教大学は 1874 年の創立以来、知性、感性、身体のバランスを配慮した全人格的な教育
であるリベラルアーツ教育を教育の理念に掲げ、多くのグローバルリーダーを輩出してきま
した。現在、さらなる国際化に向け 2024 年を目標にした国際化戦略「Rikkyo Global 24」
を掲げ、国際化に向けたさまざまな取り組みを実施しています。
立教大学では、学位取得を目的として正規課程で学ぶ留学生
を募集しています。
学部の案内はこちら
（https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/）をご覧くださ
い。
また、外国人留学生の皆さんの有意義な留学生活と留学成果
達成のために、学習奨励を目的とした奨学金を用意しています。
奨学金一覧はこちら
（https://www.rikkyo.ac.jp/target/foreign/regular/
scholarships/）をご覧ください。

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

費用
2021 年度初年度納付金（参考）
学部
入学金 ￥200,000 ※入学時のみ徴収します。
学費・その他の納入金 ¥1,126,000 〜 ¥1,853,500
大学院（博士課程前期課程）
入学金 ￥225,000 ※入学時のみ徴収します。
学費・その他の納入金 ¥688,000 〜 ¥1,806,500
※別途実習費が必要となる学部・大学院があります。
コロナ対策について
https://www.rikkyo.ac.jp/covid19/
連絡先
Tel: 03-3985-2660（入学センター）
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

Address
1-2-20 Satake-dai, Suita-shi, Osaka 565-0855 Japan

Enrollment

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）
Preparatory Course (Bekka)
Kansai University opened Minami-Senri International Plaza in April 2012, and the plaza offers the Bekka
course. It provides the basis for academic activities in Japanese universities. In this program, students will
develop their Japanese ability and information literacy using information and communication technology.
The period of study is one year in principle, but can be extended up to two years under some conditions.
Bekka employs the semester system so students can enter and complete the course in either the spring or
fall semester.

Other Japanese Courses
Japanese Language and Culture Course (JLC)
The purpose of JLC is to teach Japanese language and Japanese culture to international students. It offers Japanese classes from the beginner level and the period of
study is one semester (half a year) or two semesters (one year). JLC online: www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/jlc.html
Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)
IJLC offers Online Japanese Language Step-up Session (3 months) and sessions for 2
or 3 weeks in summer and winter. IJLC focuses on Japanese as a second language and
cultural experiences. IJLC online: www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/ijlc.html
NOTE: JLC and IJLC are different from the preparatory course (Bekka).

About 30,000 (incl. over 1,200 foreign students, of
whom 87 are in Bekka, as of April 2021)

Fees
Enrollment fee: ¥100,000
Tuition: ¥365,000 per semester
(2022 academic year)

Dormitories
Kansai University Minami-Senri International Plaza
International Students Dormitory
¥48,000 per month, incl. electricity, gas, water, linen
leasing fee and internet (as of 2021)

COVID-19 response
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/
news/2021/holding_classes_at_japanese_language_
and_culture_program_preparatory_course_bekka_
in_2021_academic_y.html

Contact information
Tel: +81-(0)6-6831-9180
ku-jpn@ml.kandai.jp
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/

