
◆ プログラム期間 Program Period :  

2022年1月31日(月)～ 2月16日(水) Jan 31(Mon) - Feb 16(Wed), 2022

◆ 募集人数 Number of Participants : 70

◆ 費用 Program Fee：50,000yen ※授業料、教材費を含む Tuition and materials included 

参加者には日本語授業の成績および修了証明書を発行いたします。(プログラム終了から約１ヶ月後にPDFデータで提供）
Participants will be issued a certificate of the completion and grades in Japanese language classes of the prgram.

PDF data will be provided approximately one month after the end of program.

主催：武蔵野大学ランゲージセンター
(Hosted by Language Center, Musashino University)

Phone     +81-(0)3-5530-7418
E-MAIL   global@musashino-u.ac.jp

a



日本語学習時間 Study Hours of Japanese Language Class : 36時間 36 hours
レベル別クラス Classes by Japanese Language Level：
CEFR A1～B2まで、JLPTなし～N1以上まで対応 From CEFR A1 to B2, no JLPT to N1 or higher

月曜 MON 火曜 TUE 水曜 WED 木曜 THU 金曜 FRI 土曜 SAT 日曜 SUN

31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb

１コマ目 1st period
11：00-12：40

オリエンテーション
orientation

日本語授業1
Japanese class1

日本語授業3
Japanese class3

日本語授業5
Japanese class5

日本語授業7
Japanese class7

２コマ目 2nd period
14:00-15:40

アイスブレーキング
ice breaking

日本語授業2
Japanese class2

日本語授業4
Japanese class4

日本語授業6
Japanese class6

日本語授業8
Japanese class8

アクティビティ activities
16:00-17:00

7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb

１コマ目 1st period
11：00-12：40

日本語授業9
Japanese class9

日本語授業11
Japanese class11

日本語授業13
Japanese class13

日本語授業15
Japanese class15

日本語授業17
Japanese class17

２コマ目 2nd period
14:00-15:40

日本語授業10
Japanese class10

日本語授業12
Japanese class12

日本語授業14
Japanese class14

日本語授業16
Japanese class16

日本語授業18
Japanese class18

アクティビティ activities
16:00-17:00

14-Feb 15-Feb 16-Feb

１コマ目 1st period
11：00-12：40

日本語授業19
Japanese class19

日本語授業21
Japanese class21

成果発表
Final Presentation

２コマ目 2nd period
14:00-15:40

日本語授業20
Japanese class20

日本語授業22
Japanese class22

修了式
closing ceremony

◆プログラム内容 contents◆
　日本語コミュニケーション授業＋学生交流＋日本人交流

    Japanese Language Class + interaction with
Japanese students and local people

※週に１，２度、授業時間後に交流会（アクティビティ）などを予定してい
ます。

We are planning some online interaction meetings /
activities once or twice a week after class.

OFF

OFF



• 武蔵野大学協定校または交流校の学生であること Must be a student of MU’s partner school or exchange school.
• プログラム開始までにGoogleサービスやPDF開封ができるようインターネット環境を整えること

Have an internet connection to be able to use Google services and open PDFs by the starts of program.
（中国圏はVPN推奨 VPN is recommended in China）

• ビデオ映像で顔を映すことができること Must be able to project your face in video images.

① Gmailでログインのうえgoogle formからお申し込みください
Please log in with Gmail and use a google form to apply.

https://forms.gle/d3HbE54iCt1F1d5r9 
② 応募締切までに*1日本語試験を受けてください Take a Japanese language test by the *2deadline.

https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
*1 受験方法は別添のファイルをご確認ください Please refer to the attached file for how to take a test.

＜Formが開けない、または使用できない場合 If the google form cannot be opend or is unusable＞
下記書類をメールで送付ください Please send the following application documents by email.
To：global@musashino-u.ac.jp

①申込用紙/ Application Form
②パスポートコピー(顔写真のページ)/Photo Copy of Passport (Facial Photo page)
③学生証コピー／Photo Copy of Your School ID Card
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