
Sample schedule

Japanese Language Program

Short-term Course 2019

Rissho University (Tokyo, Japan)

This course offers opportunities for students to study Japanese 
language and culture through classes (total of 1,440 minutes) 
and various activities. Japanese classes will focus on beginners 
and intermediate levels.

Course Dates / Place

Course Fee : JPY 80,000
Above includes tuition, accommodation, fee for 
textbook, commuting expenses, and fee for 
Japanese culture experiences.

Center for International Exchange, Rissho University

Week 1 Week 2 Week 3
Orientation
Welcome Lunch
Campus Tour
Japanese Class
Japanese  Culture Class "Rakugo"
Class with Japanese students
Lunch with Japanese students
Togoshi-ginza shopping  street
Irugi-jinjya shrine

Japanese Class
Japanese  Culture Class "Buddhism"
Class with Japanese students
Lunch with Japanese students
Ikegami - Honmonji Temple
Japanese calligraphy
Ghibli Museum
Kendo

Japanese Class
Class with Japanese students
Tokyo Skytree and Asakusa
Edo-Tokyo Museum
Completion ceremony
Farewell Party

3 weeks

June 27- July 17
Rissho University Shinagawa Campus

(Shinagawa-ku, Tokyo)

March 29, 2019
Deadline for Application :



スケジュール（サンプル）

日本語プログラム
ショートコース ２０１９

立正大学（東京）

日本語レベルが初級～中級の学生向けのコースです。
日本語・日本文化に関する授業（計1,440 分）を受講し、
日本文化を体験できる様々な課外活動に参加します。

期間・場所

立正大学国際交流センター

申込期限:

2019年3月29日

Week 1 Week 2 Week 3
オリエンテーション
ウェルカムランチ
キャンパスツアー
日本語授業
日本文化授業 "落語"
日本人学生と授業
日本人学生とランチ
戸越銀座商店街
居木神社

日本語授業
日本文化授業 "仏教"
日本人学生と授業
日本人学生とランチ
池上本門寺
書道
ジブリ美術館
剣道

日本語授業
日本人学生と授業
東京スカイツリーと浅草
江戸東京博物館
修了式
サヨナラパーティ

6月27日～7月17日
立正大学品川キャンパス

(東京都品川区)

受講料:80,000円
授業料、宿泊費、テキスト代、通学交通費、

日本文化体験費用を含みます。

3週間



募集要項 

2019年 立正大学日本語プログラム・ショートコース（夏期） 

品川キャンパス 
 

立正大学日本語プログラム・ショートコースは、日本語による日本語、日本事情・日本文化に関する

授業を受講するとともに、日本文化を体験していただく 3週間のプログラムです。 

 

1. 出願資格 

 本学大学間協定校に在籍し、在籍大学の長から推薦がある学生 

 日本語を 1年以上学習したことのある学生 

 （6月 26日（水）までに日本に入国し、6月 27日（木）からのプログラムに参加できる方） 

 

2. 募集定員 

 12名（各大学から最大 4名） 

 

3. 期間・場所 

 2019年 6月 27日（木）から 2019年 7月 17日（水）（3週間） 

 立正大学品川キャンパス（東京都品川区） 

 

4. 出願書類 

  ①立正大学日本語プログラム・ショートコース申込書（所定の様式，写真貼付） 

 ②在籍大学等の長からの推薦書（一括記載可） 

③Question Sheet（所定の様式） 

④Medical Questionnaire（所定の様式） 

⑤パスポートのコピー 

⑥顔写真 2枚（横 3cm・縦 4cm） 

 

5. 授業科目 

 Japanese and Japanese Current AffairsⅠ ＜日本語・日本事情＞  計 1,440分の講義 

（成績優秀者には、単位を授与します。日本語の授業は、初・中級者向けとなります。） 

 

6. 成績評価 

 プログラム修了後、履修した「科目名」「成績」「単位数」を記載した成績証明書を発行します。 

 

7. 受講料  

 80,000円 

 ①受講料に含むもの 

＊授業料 

＊学生会館費用（6月 26日～7月 20日、食事なし） 

＊日本語授業テキスト代 

＊日本文化体験の費用 

＊課外授業時の費用（入場料等）江戸東京博物館、池上本門寺、その他 

＊立正大学から学生会館（寮）までの往復の通学交通費 

②受講料に含まないもの（自己負担） 

＊居住国より日本までの往復航空券 

＊課外活動日の交通費（約 3,000円） 

＊食事代（学生食堂や飲食店、コンビニ等をご利用ください。一日につき約 1,500円～2,000円 

かかります。） 

    ＊宿泊に要するもの（タオル、石鹸シャンプー類、歯ブラシ等を持参ください） 



 

8. 奨学金 

なし 

 

9. 海外旅行保険 

日本に滞在中の病気・ケガや万一の場合の賠償責任などに備え、必ず海外旅行保険に加入してから 

日本に入国してください。 

 

10. 宿泊（申込状況により、宿泊先が数箇所に分かれる場合があります【指定不可】） 

宿泊は民間の学生会館になります（個室）。 

※学生会館には 6 月 26 日～7 月 20 日しか宿泊できません。コース前後に日本に滞在する場合は、 

ホテルなどを自分で予約してください。 

 

11. 申込期限 

2019年 3月 29日（金） 

 

12. お問い合わせ 

立正大学国際交流センター 

Email：oinet@ris.ac.jp 

 

 

 

 

 

応募方法：出願書類を全て揃えて下記宛先へ郵送してください。 

立正大学国際交流センター 

〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16 

電話：+81-3-3492-0377  

 



Japanese Language Program
 "Short-term Course"   APPLICATION FORM

立正大学日本語プログラム・ショートコース申込書 写真貼付

Tick check-boxes where required

STUDENT DETAILS (as shown on passport)

Given Name(s)　名 Family Name　姓

Date of birth 生年月日（日/月/年） Age 年齢 Gender 性別 c Male 男 c Female 女

Country of citizenship 国籍 Country of birth 出生地

Passport パスポート Number 番号 Date of expiration 有効期限（日/月/年）

c Renewing 更新中 c Applying 申請中 c Have not applied 持っていない

CONTACT DETAILS

Address 住所

Telephone 電話 Mobile 携帯電話

E-mail

ENROLLMENT DETAILS

University / Institution 大学 / 機関

Study field 専攻

Registration 在籍 c Undergraduate student 学部生 c Master 修士 c Doctor 博士

c 1st year 1年生 c 2nd year 2年生 c 3rd year 3年生 c 4th year 4年生

Enrolled in 入学年月（月/年） Expected to graduate in 卒業見込（月/年）

Address 住所

Telephone 電話 Fax

JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY

Period of study 学習期間（月/年から月/年） Name of institution 機関名 Level レベル

c Yes 受けたことがある c No 受けたことがない

▼

Tests taken 試験名 Level 級 Date 受験年月 Result 結果

Self-evaluation 自己評価 Remarks (e.g.,hiragana only) 　備考（例：ひらがなのみ）

Reading 読む c Yes 可 c No 不可 ▶

Writing 書く c Yes 可 c No 不可 ▶

Speaking 話す c Yes 可 c No 不可 ▶

Listening 聞く c Yes 可 c No 不可 ▶

SELF INTRODUCTION 自己紹介

Name in Hiragana　ひらがなで名前を書いてください。 ▶

*Please introduce yourself in Japanese. 自己紹介を日本語で書いてください。

c Yes はい c No いいえ

YYYY

MM

Affix passport

size photo

I have read and understood the information about program fees.
研修費用について理解しました。

YYYY

YYYY

YYYYMM

MM

MMMM

YYYY

YYYY

YYYY

MM YYYY

MM

to

Rissho University

Have you ever taken any official language proficiency tests?
日本語能力を測る公式な試験を受験したことがありますか？

YYYYMMYYYY

DD YYYYMM

DD MM YYYY

MM

to

to

MM



Rissho University  Japanese Language Program "Short-term Course" 
 

 

QUESTION SHEET  

  

Name:                                                                                

                         

1. Have you visited Japan before? 日本に来たことがありますか？ 

□ Yes はい 

- How many times?  回数         

- Total length of stay 合計滞在期間      年        か月       日 

year(s)     month(s)    day(s) 

     - Purpose of visit 滞在の目的 

□ Sightseeing 観光     □ Visiting friends/relatives 友人／知人の訪問 

□ Studying 勉強（内容 field：           ）  

□ Other その他（                  ）  

 

□ No いいえ 

 

2. What interests you about Japan? 日本についてどんな関心がありますか？ 

□ People 人 □ Food 食べ物 □ Fashion ファッション 

□ Animationアニメ     □ History 歴史 □ Music 音楽 

□ Art 芸術 □ Religion 宗教 □ Other その他（          ） 

□ Culture 文化 □ Customs 慣習  

 

3. Tell us about your Japanese level. 日本語のレベルについて教えてください。 

(1) If you have used any kind of Japanese text book in the past, give us the title and how far (which  

chapters) you have studied. 過去に日本語のテキストを使ったことがあれば、テキストのタイト 

ルと、どの章まで勉強したかを書いてください。 

         

 

 

 

 

    

(2) If you have taken any Japanese language classes, tell us how many semesters or years you  

have studied. 日本語の授業を履修したことがあれば、期間を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 



Rissho University  Japanese Language Program "Short-term Course" 
 

 

4. How did you find out about this program? (multiple choices allowed)  

このプログラムについて、どこで知りましたか？（複数回答可） 

 □University staff 大学職員   □Rissho University website 立正大学ウェブサイト  

 □Participants from the past 過去の参加者    □Program brochure プログラムのパンフレット  

 □Others その他（                                     ）  

 

5. Tell us anything you know about Rissho University. 

立正大学についてどのようなことを知っていますか？     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rissho University  Japanese Language Program "Short-term Course" 

 

   

MEDICAL QUESTIONNAIRE   

 

Name:                                                                                

                               

All information you give us will be treated in strict confidence. The information will only be used in the 

case of emergency. 提供された情報は緊急時以外には利用致しません。また如何なる第三者にも開示致しません。 

 

1. Are you allergic to anything? アレルギーはありますか？      

 

□ Yes はい   - Please supply us with some information. (e.g., details of your medication, symptoms 

of an allergic reaction coming on and any emergency action that may be required - such as you 

use / will require somebody to use an 'epipen' in the event of an allergic reaction.) あなたのアレ

ルギーの症状や対処方法について（たとえばアレルギー反応が起きた際にエピペンを打つ必要がある等）、

詳しく記入してください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

□ No いいえ 

 

2. Are you currently having any treatment or medication of any illnesses or long term medical 

condition(s) including any type of anxiety or depression? 不安症やうつ病等を含め、現在かかってい

る病気や既往症はありますか？  

   

□ Yes はい     - Please supply us with some information. 詳細を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ No いいえ 

 

  



Rissho University  Japanese Language Program "Short-term Course" 

 

3. Are you currently suffering from any mental health issues? メンタルヘルス上の不調はありますか？ 

 

□ Yes はい     - Please supply us with some information. 詳細を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

□ No いいえ 

 

4. Is there any foods or beverages you cannot take because of your religion, creed, health or any other 

reasons?  宗教上、信条、健康上の理由等で食べたり飲んだりできないものはありますか？ 

 

□ Yes はい     - Please supply us with some information. 詳細を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

□ No いいえ 

 

5. Is there anything else you would like to tell us in confidence? 他に伝えておきたいことはありますか？ 

 

□ Yes はい     - Please supply us with some information. 詳細を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

□ No いいえ 

 

I declare that the information I have given, is, to the best of my knowledge, true and complete. Any 

expenses incurred in obtaining medical clearance are my responsibility as is the responsibility to 

bring sufficient medication if necessary for the duration of this program or have arranged for any 

prescription medications to be available to me whilst studying in Japan. 

この書類に記載した情報には不備がなく、虚偽がありません。また、健康診断書の取得等にかかる費用の支

払い、日本滞在中に使用する処方薬等の持参については全て自己責任で行います。 

 

 

Signed: Date: 
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