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サマープログラム　短期日本語・日本文化研修

サマープログラム参加者へのメッセージ　Message from International Center

Summer Program    Short-term Japanese Language and Cultural Studies Program

このプログラムは、京都女子大学協定校等に在籍する学生が基本的な日本語を短期間で集中的に学習できるよう構成されてい
ます。日本語学習に加えて、京都女子大学の多彩なスタッフによる「京都学」の講義や日本文化の体験学習、日本の家庭生活
を体験するホームステイも用意されています。授業外では、京都女子大学学生がサポーターとしてきめ細かく生活を支援しま
す。滞在中の宿舎は、キャンパス内に2017年に新築された学生寮を予定しています。

This program is structured to enable students enrolled in universities etc. affiliated with Kyoto Women's University to intensively 
learn basic Japanese in a short period. In addition to the learning of the Japanese language, lectures on "Kyotology" by various 
staff at Kyoto Women's University, hands-on study on the Japanese culture and homestay to experience Japanese home life are 
also provided.
Outside classes, Kyoto Women's University students as supporters will provide close assistance to overseas students for their life 
in Japan. Accommodation during the stay is expected to be at a new on-campus dormitory, completed in 2017.

国際交流センター長　劉　小俊（京都女子大学　教授）

1200年の歴史を誇る京都で３週間滞在し、その雅かな世
界に浸ることは多くの人の夢です。京都女子大学サマープ
ログラムはまさにその夢を実現させるプログラムです。日
本語を勉強し、日本文化を体験するほか、世界遺産を見学
して歴史を肌で感じ、古い街並みを歩いて独特の風情を味
わい、古都京都を３週間存分に楽しむことができます。
ようこそ！京都女子大学サマープログラムへ！

Director of International Center 
Liu, Xiaojun (Professor, Ph.D)

To stay in the 1200-year-old historical city of “Kyoto” 
and to feel the amazing graceful world is a dream for a 
lot of people. The Summer Program of Kyoto Women’s 
University is to make your dream come true!
Study Japanese, experience Japanese culture and history, 
walk the old traditional streets and feel Kyoto’s unique 
atmosphere. You can enjoy the ancient-capital-Kyoto for 3 
weeks. We are happy to welcome you to the 2020 Summer 
Program!

国際交流センター助教　姜　紅祥（Ph.D）

外国人にとって、日本語の勉強は難しいです。なぜならば、
海外の学校でテキストと参考書にしたがって勉強しても、
場面によっては活用することがなかなかできないからです。
また、日本語を含めてどの言葉でもそうですが、言葉の背
後には文化という要素が入っています。日本文化への理解
が乏しければ、日本語に精通することは無理な挑戦です。
本プログラムは、日本語教育に豊富な経験を持つ先生が生
きた日本語を教える上で、多彩な文化研修も取り込んでい
ます。ぜひ千年のみやこ「京都」で、一生涯の思い出にも
なる日本文化を体験しながら日本語を勉強しましょう！

Assistant Professor of International Center 
Jiang, Hongxiang (Ph.D)

For the foreigners to study Japanese is so hard. Because, 
it is very difficult to use Japanese in the various situations 
of real life for the students who studied Japanese only 
from the text book in their home countries’ school. We can 
say the same thing to the any other languages but, behind 
the language, it has its own culture. If you do not have 
enough understanding about the Japanese culture, it will be 
the impossible challenge to master Japanese deeply. This 
program is including the study of culture by the various 
approaches, teaching the “real Japanese” by the teachers 
who has extensive experience in the field of Japanese 
education. Let’s study Japanese feeling the real Japanese 
culture in the “1200-year-ancient-capital Kyoto”! It will be 
your most precious memories of your life!

国際交流センターがサポートします。
サマープログラムに参加する留学生に安心してプログラムに取り組んでいただけるよう、

日本に滞在する間の生活や活動について国際交流センターがサポートします。

Students will be supported by the International Center.

The International Center will support the life and activities of students participating in the Summer Program
during their stay in Japan so that they may comfortably engage in the program.
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京都女子大学の紹介
About Kyoto Women's University

京都女子大学の歴史は、1899年、若き仏教徒、甲斐和里子が仏教精神による女子教育を目的として開設した顕道女学院に遡
ります。それから120年、日本の女性教育のパイオニアとして京都女子大学は社会に貢献してきました。第二次世界大戦後、
大学の門戸が女性にも開かれるようになった直後の1949年に文学部と家政学部からなる京都女子大学を開学しました。現在
は、発達教育学部、現代社会学部そして日本の女子大学としては初の法学部を開設し、5学部5研究科からなる女子総合大学
として、多様な分野で活躍する女性人材を数多く輩出しています。

The origin of Kyoto Women's University goes back to Kendo Jogakuin established in 1899 by Ms. Wariko Kai, a young 
Buddhist, for the objective of women's education based on the spirit of Buddhism. For 120 years, Kyoto Women's University has 
contributed to society as a pioneer of female education in Japan. Following the end of World War II, immediately after college 
education became accessible for women, Kyoto Women's University opened with the Faculty of Letters and the Faculty of Home 
Economics. Subsequent additions include the Faculty of Human Development and Education, the Faculty of Contemporary 
Society and the Faculty of Law (the first law faculty at a women’s university in Japan), meaning the university today consists of 
5 faculties and 5 graduate courses. The university has produced a number of talented women actively working in a diverse range 
of fields.

▲キャンパス
京都東山の山麓に広がる京女キャンパス。
歴史あるキャンパス内は、校舎や施設が新
設されるなど、さらなる学びの環境整備が
続けられています。

Campus
The university campus is located at the foot of 
Higashiyama, Kyoto: At the historical campus, 
there are on-going improvements to the work 
environment of students, such as constructions 
of new school buildings and facilities.

▶図書館
約86万冊という日本の女子大学の中でも
トップレベルの蔵書数を誇る京都女子大学
に、学習・研究を進めるために最適な環境
が揃った新たな“学びの場”として新図書
館が2017年秋に完成しました。
新しい図書館はキャンパスの中心に位置し、
約30万冊の図書が収蔵された開架スペー
スとなる「知恵の蔵」とアクティブラーニ
ングコモンズ、メディアコモンズ、カジュ
アルスタディスペースを設置する

「交流の床」の２棟で構成されて
います。

Library
In place of its existing library with a 
collection of approximately 860,000 
titles, which is one of the largest 
collections held by a Japanese 
women's university, in 2017 a new 
library was completed at Kyoto 

▶学生寮
キャンパス内に３つの学生寮があり、日本の各地から集う500人以上の学生が生活
しています。そのうち１寮は留学生と日本人学生が生活を共にする「国際寮」で
す。また、キャンパス内には留学生や外国人研究者が宿泊可能な“International 
House”も整備しています。

Dormitory
There are three dormitories on campus housing more than 500 students from across Japan. One 
of the dormitories is an international dormitory where overseas students and Japanese students 
live together. Additionally, there is also the “International House” dormitory for overseas 
students and foreign researchers on campus.

▲錦華殿
京都女子大学の創設に尽力した大谷籌子
裏方の新居を1920年に移設した建物で、
2000年に大学のシンボルとして再建。

Kinkaden
The house of Mrs. Kazuko Otani (the spouse 
of master of Nishi Hongwanji Temple), who 
helped establish the University, was moved 
to the campus in 1920, and rebuilt as the 
University's symbol in 2000.

Women's University as a new "place for 
learning and reserch ," providing students with 
an environment that promotes learning and 
studying. 
The new library is located in the center of the 
campus and consists of two buildings: "Chie 
no Kura" (storehouse of wisdom) with an 
open space for a collection of approximately 
300,000 titles, and "Koryu no Yuka" (floor of 
exchange) which provides facilities such as the 
active learning commons, media commons and 
casual study spaces.
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プログラム

日 本 語 研 修
月曜日～金曜日９：00 ～ 10：30、10：45 ～ 12：15

日本文化研修

月曜日・水曜日・金曜日14：00 ～ 17：00
「京女の京都学」（講義+体験学習）（全5回予定）

そ 　 の 　 他

日帰り旅行１回
ホームステイ（１泊２日）… オプション
ウェルカムパーティー、フェアウェルパーティー、修了式など

　日本語研修
初級クラス

【対象】
日本語能力試験N5-N4レベル CEFR A2レベル

【到達目標】
❖基本的な個人情報や家族情報、買い物、学校生活などの

領域でよく使われる表現を理解できる。
❖日常的な範囲で、身近なできごとについてやりとりでき

る。
❖自分のことや体験したことを、簡単な言葉で説明できる。
中級クラス

【対象】
日本語能力試験N3レベル CEFR B1レベル

【到達目標】
❖学校生活や日常生活について書かれた文章や、話された

ことの要点を理解できる。
❖学校生活や日常生活において、起こりそうな事態に、日

本語で対応することができる。
❖身近で、関心のある話題について、一貫性のある文章を

作り、準備された短い説明を述べることができる。
上級クラス

【対象】
日本語能力試験N2-N1レベル CEFR B2レベル

【到達目標】
❖議論や抽象的で複雑な内容について書かれた文章や、話

されたことの要点を理解できる。
❖日本語を母語とする話者と、お互い緊張しないで話せる

ほど、自然で流暢にやりとりできる。
❖専門的な話題について、明確で詳細な文章を作ることが

でき、長所や短所を示しながら自分の視点を説明できる。

　日本文化研修（京女の京都学）  
❖西本願寺（世界文化遺産）参拝
❖和菓子作り体験
❖ゆかたの着付け、京都散策
❖茶道・書道など伝統文化体験実習
❖陶芸製作体験
※研修内容は予定であり変更される場合があります。

　滞在先   
京都女子大学が手配する学生寮（紫金寮）
※各寮が定めるルールに従う必要があります
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PROGRAM

Japanese language lessons
9:00 - 10:30 and 10:45 - 12:15 from Monday to Friday

Japanese culture lessons
14:00 - 17:00 on Monday, Wednesday and Friday, 
"Kyotology by Kyoto Women's University" (lecture and 
hands-on learning) (a total of 5 times)

Others
One-day trip
Homestay (overnight) …Optional
Welcome party, Farewell party, Completion ceremony, etc.

  JAPANESE LANGUAGE LESSONS

Beginner class
[Eligibility]

Levels N5 and N4 of the Japanese-Language Proficiency 
Test (JLPT); Level A2 of the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR).

[Objectives]
❖be able to understand common expressions with respect 

to basic personal information, family information, 
shopping and school life, etc.;

❖be able to communicate with people about immediate 
events and surroundings within the scope of daily life;

❖be able to talk about oneself and one's experiences using 
simple terms.

Intermediate class
[Eligibility]

Level N3 of JLPT; Level B1 of CEFR
[Objectives]
❖be able to understand written and spoken expressions 

concerning school life or daily life;
❖ be able to respond in Japanese to incidents likely to 

happen in school life or daily life;
❖be able to draft consistent statements concerning familiar 

topics and topics of interest, and able to give short pre-
prepared explanations.

Advanced class
[Eligibility]

Levels N2 and N1 of JLPT; Level B2 of CEFR
[Objectives]
❖be able to understand written and spoken expressions 

concerning discussions or abstract and complicated 
matters;

❖be able to naturally and fluently communicate with a 
person whose mother tongue is Japanese without being 
nervous;

❖be able to draft clear and detailed sentences concerning 
technical topics, and explain one's own perspective 
expressing its merits and demerits.

   JAPANESE CULTURE LESSONS
   (Kyotology by Kyoto Women's University)

❖ visiting Nishi Hongwanji Temple (World Cultural 
Heritage)

❖experiencing preparation of Japanese sweets
❖putting on a yukata, taking a walk on the streets of Kyoto
❖hands-on learning of traditional culture such as sado (tea 

ceremony) and shodo (calligraphy)
❖ceramic art practical workshop
* These events are planned, and are subject to change.

  ACCOMMODATION

at a dormitory arranged by Kyoto Women's University
Students must abide by the dormitory rules during stay.
(Dormitory Shikon scheduled)
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スケジュール（予定）
Date Schedule

※変更される場合があります。The schedule is subject to change.

（※）エクスカーション候補日

Date 午前（9:00～10:30 / 10:45～12:15） 午後（14:00～17:00）

8/8 Sat チェックイン・オリエンテーション・ウェルカムパーティー
Check-in; orientation; welcome party

8/9 Sun キャンパスツアー

8/10 Mon 日本語研修①、日本語研修②
Japanese language lesson ①②

日本文化研修① 茶道・書道など伝統文化体験実習
Japanese culture ① hands-on learning of traditional culture 
such as sado (tea ceremony) and shodo (calligraphy)

8/11 Tue 日本語研修③、日本語研修④
Japanese language lesson ③④ （※）

8/12 Wed 日本語研修⑤、日本語研修⑥
Japanese language lesson ⑤⑥

日本文化研修② 伝統工芸製作体験
Japanese culture ② Ceramic art practical workshop

8/13 Thu 日本語研修⑦、日本語研修⑧
Japanese language lesson ⑦⑧ （※）

8/14 Fri 日本語研修⑨、日本語研修⑩
Japanese language lesson ⑨⑩ （※）

8/15 Sat エクスカーション（学生サポーターとの日帰り旅行）
Excursion (one-day trip): guided by student supporters

8/16 Sun （※）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（夜：五山送り火）

8/17 Mon 日本語研修⑪、日本語研修⑫
Japanese language lesson ⑪⑫

日本文化研修③ 本願寺参拝
Japanese culture ③ visiting Nishi Hongwanji Temple

8/18 Tue 日本語研修⑬、日本語研修⑭
Japanese language lesson ⑬⑭ （※）

8/19 Wed 日本語研修⑮、日本語研修⑯
Japanese language lesson ⑮⑯

日本文化研修④ゆかたの着付け
Japanese culture ④ putting on a yukata, taking on the 
streets of Kyoto

8/20 Thu 日本語研修⑰、日本語研修⑱
Japanese language lesson ⑰⑱ （※）

8/21 Fri 日本語研修⑲、日本語研修⑳
Japanese language lesson ⑲⑳ （※）

8/22 Sat Option: 週末1泊のホームステイ（希望者のみ有料にて実施）
Homestay from Aug. 22 to Aug. 23 Applicant only. Additional cost8/23 Sun

8/24 Mon 日本語研修㉑、日本語研修㉒
Japanese language lesson ㉑㉒

日本文化研修⑤和菓子作り体験
Japanese culture ⑤ experiencing preparation of 
Japanese sweets

8/25 Tue 日本語研修㉓（まとめ）、日本語研修㉔（成果発表）
Japanese language lesson ㉓㉔

8/26 Wed 修了式　　フェアウェルパーティー
Completion ceremony; farewell party

8/27 Thu チェックアウト（12時まで）
Check-out (by 12:00)
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寮での生活
About Dormitory Life

2017年度に新築された紫金寮で、日本人学生サポーターと3人一部屋で生活します。
学習や生活をする上で困ったことを相談したり、同世代同士で様々な会話をすることができます。
寮では健康状態や伝達事項を伝えるために朝と夜に点呼があります。
寮にはキッチンがありますので、食事をキッチンで作ることもできますし、お弁当をデリバリーすることもできます。
寮には共同生活をする上での規則がありますので、全員この規則を守っていただきます。

プログラム期間中、午後の日本文化研修では、京都女子大学の学生サポーターが行動を共にします。また、午後の空き時間や
週末などには、サポーターと一緒に街に出かけることも予定しています。

The overseas students share one room with 3 persons including the Japanese student supporter, at Dormitory Shikon, built in 
2017.
Students are able to consult the supporter regarding troubles or concerns about their daily life, and share and talk about various 
things with students together.
At the dormitory, students attend roll call every morning and night to confirm their 
health and happiness for sharing essential information.
There is a kitchen in the dormitory, so students can cook there or order catering service 
of meal boxes.
During the program, in the afternoon Japanese culture classes, the student supporters 
take care of participants. In free time such as in the evening after classes or on 
weekends, participants can also hang out with supporters.

大学ロケーション
京都女子大学は清水寺、三十三間堂など、数多くの国宝や重要文化財を有する寺社や、文化施設がある京都・東
山に位置しています。史跡探訪はもちろん、古典芸能鑑賞や美術館・博物館見学などさまざまな体験ができる恵
まれた立地にあります。また、クールジャパンの代表格ともいえるマンガの博物館、京都国際マンガミュージア
ムも京都駅から地下鉄で３駅の近さにあります。大阪・神戸・奈良へも約30分から１時間と関西の名所へのア
クセスも抜群です。

Location of the University
Kyoto Women's University is located in Higasiyama, Kyoto, home to temples and shrines, such as Kiyomizu-
dera temple and Sanjusangendo temple, holding a multitude of national treasures and important cultural assets, 
and various cultural facilities also exist. As well as visits to historic sites, the location also provides arranged 
opportunities to see classical arts and to visit art galleries and museums. The Kyoto International Manga Museum, 
one of the Cool Japan leaders, is only 3 stations by subway from Kyoto Station. The university has outstanding 
access to other popular places in Kansai, being only about 30 minutes to one hour from Osaka, Kobe and Nara.
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これまでのサマープログラム参加者の声
Voices of participants

韓　志弦さん 
誠信女子大学校（韓国）

常に日本語で会話をしながら授業を
受けたおかげで、日本語の実力がとて
も向上しました。浴衣を着てお祭りに
行ったり、日本式の家で生活をした

り、様々な日本文化を学ぶことが出来て本当に忘れられな
い幸せな思い出になりました。

ブルックピーターセンさん
クラークカレッジ（アメリカ） 

In this Summer Program, I learned a 
lot about both of the Japanese language 
and culture. I enjoyed practicing 
Japanese with my classmates and the 

student supporters. This program was motivated me to 
continue my Japanese study. Someday, I want to return to 
Japan!

エイミー ヘリウェルさん 
リンカーン大学（英国） 

I thought this program was very 
interesting and fun. I explored Japanese 
cultures and places a lot. I  am very 
happy I could have this opportunity. I 

thank everyone at the university for supporting and helping 
me.

王　芸萌さん 
四川師範大学（中国）

沢山の友達ができて、毎日楽しく過ご
しました。美味しい日本の食べ物を
食べ、金閣寺・伏見稲荷大社・寺田
屋・比叡山・びわ湖公園に行きまし

た。ホームステイはとても感激し、一番心に残っています。
ホストファミリーに感謝します。このサマープログラムを
きっかけに、将来は日本の大学院へ進学したいと思います。

邢　暁杰さん 
太原科技大学（中国）

今回のプログラムでは、初めての海
外、初めての日本文化体験、初めての
花火大会など、沢山の初めてを体験を
しました。京都女子大学の先生と学生

サポーターの皆さんが、いつも親身になってくれて、本当
に嬉しかったです。買い物をするのも面白かったです。ホー
ムステイの経験は一番最高だと思います。

李　依琳さん 
西安外国語大学（中国）

京都は日本の一番好きな町なので、こ
のサマープログラムに参加することを決
めました。実際に京都に来て、自分の
目で見、耳で聞き、京都の魅力を味わ

いました。京都の町は思っていたよりも、もっと美しかった
です。日本語能力を高めたり、日本文化を体験したり、日本
人サポーターのおかげで、この三週間は楽しく充実したもの
になりました。一番嬉しいことは、日本人サポーターと他の
国の留学生に出会って仲良くなったことです。一生忘れられ
ない貴い経験になりました。

Japanese Language Program

2020年9月 京都女子大学日本語プログラム（15週間プログラム）参加者募集
原則、京都女子大学と協定を締結する大学の在学生及び卒業生（日本語能力試験N4以上）を対象に実施す
る15週間の（開始：４月、９月）プログラムです。本学ないしは日本の大学・大学院への進学を希望する
学生を歓迎します。

September 2020 The Japanese language program (15 weeks program) at
Kyoto Women's University will start. 

The International Center of Kyoto Women’s University will open the Japanese language program (starting 
from September / April), starting fall semester of 2020.
This program is open to students and graduates from overseas universities affiliated with Kyoto Women’s 
University.
The program will welcome students who desire to enter Kyoto Women's University, or other Japanese 
universities and graduate schools.
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京都女子大学の学部・学科組織
Kyoto Women's University: Faculty / Department

　学部／学科 Faculties and Departments

■文学部 (Faculty of Letters)
国文学科、英文学科、史学科  Japanese Language and Literature, English Studies, History

■発達教育学部 (Faculty of Human Development and Education)
教育学科（教育学専攻、養護・福祉教育学専攻、音楽教育学専攻）、児童学科、心理学科
Education (Education Course, Nursing Teacher and Welfare Education Course, Music Education Course), Child Studies, Psychology

■家政学部 (Faculty of Home Economics)
食物栄養学科、生活造形学科 Food and Nutrition, Apparel and Space Design

■現代社会学部 (Faculty of Contemporary Society)
現代社会学科（現代社会専攻、国際社会専攻、情報システム専攻）
 Contemporary Society (Contemporary Society Course, Global Studies Course, Information Systems Course)

■法学部 (Faculty of Law)
法学科 Law

　大学院 Graduate School
■文学研究科 (Graduate School of Letters)

国文学専攻（博士前期課程/博士後期課程）Japanese Language and Literature (Master's Course / Doctoral Course)
英文学専攻（博士前期課程/博士後期課程）English Language and Literature (Master's Course / Doctoral Course)
史学専攻（博士前期課程/博士後期課程）History (Master's Course / Doctoral Course)

■発達教育学研究科 (Graduate School of Human Development and Education)
教育学専攻（博士前期課程）Education (Master's Course)
心理学専攻（博士前期課程）Psychology (Master's Course)
表現文化専攻（修士課程）Culture in Expression (Master's Course)
児童学専攻（修士課程）Child Studies (Master's Course)
教育学専攻（博士後期課程）Education (Doctoral Course)

■家政学研究科 (Graduate School of Home Economics)
食物栄養学専攻（博士前期課程）Food and Nutrition (Master's Course)
生活造形学専攻（博士前期課程））Apparel and Space Design (Master's Course)
生活福祉学専攻（博士前期課程）Living and Welfare Management (Master's Course)
生活環境学専攻（博士後期課程）Living Environment (Doctoral Course)

■現代社会研究科 (Graduate School of Contemporary Society)
公共圏創成専攻（博士前期課程/博士後期課程）Public Spheres Studies (Master's Course / Doctoral Course)

■法学研究科 (Graduate School of Law)
法学専攻（修士課程）Law (Master’s Course)

　UK
⃝ Queen Margaret University
⃝ Royal Holloway and Bedford New College, 

University of London
⃝ University of Chichester
⃝ University of Lincoln
⃝  University of Oxford

  (Department for Continuing Education)
⃝ University of Sussex

　Austria
⃝ Innovation Center, University of Vienna
　France
⃝ Catholic University of the West
　Belgium

⃝ Ghent University (Faculty of Arts and Philosophy)
　China
⃝ Beijing Language and Culture University
⃝ Guangdong University of Foreign Studies
⃝ Guilin University of Technology
⃝ Hangzhou Normal University
⃝ Nanjing Xiaozhuang University
⃝ Qufu Normal University

⃝ Renmin University of China
⃝ Shanxi Datong University
⃝ Shanxi Medical University
⃝ Shanxi Normal University
⃝ Shanxi University Alliance
⃝ Sichuan Normal University
⃝ Taiyuan University of Science and Technology
⃝ University of Macau
⃝ Xi'an International Studies University
　Taiwan
⃝ Huafan University
⃝ Providence University
⃝ Tamkang University, Chinese Language Center
　Korea
⃝ Ajou University
⃝ Ewha Language Center
⃝ Ewha Womans University
⃝ Ewha Womans University, Institute for 

Gender and Law
⃝ Korean Women's Development Institute
⃝ Sungshin University
　Australia
⃝ The University of Western Australia

協定大学 International Partners
48 Universities, Colleges and Institutions in 12 Countries and Regions (as of December 2019)

⃝ Western Sydney University
　New Zealand
⃝ University of Victoria, Wellington
　USA
⃝ Chatham University
⃝ Clark College
⃝ Hobart and William Smith Colleges
⃝ Sonoma State University
⃝ University of Hawai'i at Manoa Outreach 

College,(NICE)
⃝ University of Hawai'i at Manoa, (HELP)
　Canada
⃝ Brock University
⃝ University of Alberta
⃝ University of Ottawa
⃝ University of Victoria,

(The English Language Centre, Division of 
Continuing Studies)

　Vietnam
⃝ The National Institute of Nutrition
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サマープログラム　短期日本語・日本文化研修 2020募集要項

開 催 期 間：2020年８月８日㈯～８月27日㈭（８月27日㈭12時チェックアウト）
定 　 　 員：40名
出 願 資 格：①原則、京都女子大学と協定を締結する大学に所属する学生（女性に限る）

②日本語既修者（初学者を除く）
③高校又は大学で日本語の授業を履修し、ひらがな・カタカナの読み書きができる等、初級前半の教科書の学

習を終えていること。
※京都女子大学の協定大学以外の方も応募できますが、参加は協定大学に在籍している方を優先します。
申請期間：2020年４月１日㈬～ ４月24日㈮
申請方法：申請書類を各大学の担当者から受け取り、必要書類を添えて担当者に提出してください。
申請書類：①申請書

②パスポートコピー
③最新の成績証明書（英文・原本）
④指導教員による推薦書（日本語学習経験についても記載）
⑤日本語による応募動機書（400字程度）
⑥顔写真（JPEG）3.5㎝×4.5㎝

申 込 受 付 方 法：郵送およびe-mail（PDFファイル）による。
選 考 方 法：書類審査を行い、2020年５月27日㈬までに結果を連絡します。
プログラム料金：120,000円（日本語研修授業料、日本文化研修費、教材費、関西空港ピックアップ費、宿泊費用、布団等レ

ンタル料、Welcome Party、Farewell Party、サポーター活動経費等、記念品等、振込手数料・事務手数
料を含む）
※交通費、航空券代、ビザ取得に必要な経費、海外旅行保険、食費、お小遣いなどは含みません。
※ホームステイ希望者は来日後5,000円を支払っていただきます。（オプション）
※海外旅行保険は各自で必ず来日する前に加入しておくこと。
※プログラム料金は、本学が指定する方法で期間内に支払ってください。

参加費振込期間：2020年５月28日㈭～６月４日㈭
参加許可書送付：2020年６月19日㈮前後
参加者宿泊施設：学生寮（紫金寮）を予定
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Summer Program    Short-term Japanese Language and Cultural Studies Program 2020 Application Guidelines

Program period: from Aug. 8 (Saturday) through Aug. 27 (Thursday), 2020
(Check-out by 12:00 on Aug. 27(Thursday))

Number of students to be accepted:
40 students

Qualification for application:
① In principle, students of universities affiliated with Kyoto Women's University. (female students only)
② Students who have learned the Japanese language to some extent (excluding absolute beginners).
③ Students who have attended Japanese language classes in high school or university, etc. and completed lessons 

similar to the first half of a textbook for the beginner class, such as being able to read and write hiragana and 
katakana.

 * Students of universities, etc. other than those affiliated with Kyoto Women's University may also apply for the 
Program. However, students of affiliated universities will be prioritized.

Application period: from April 1 (Wednesday) through April 24 (Friday), 2020
Application method:

An application form can be obtained from each university's contact person, and this together with required 
documents should be submitted to that contact person.

Documents required for application:
① Application form
② Copy of passport
③ Most recent academic transcript (original, in English)
④ Recommendation letter from the student's academic adviser (also stating the student's experience in the learning 

of the Japanese language)
⑤ Statement of reasons for application written in Japanese (of approx. 400 characters)
⑥ Face Photo(in JPEG format)

Submission method: by mailing and e-mail (PDF files).
Selection process: After document screening, results will be notified by May 27, 2020.
P r o g r a m  f e e s : 120,000 Japanese Yen (including Japanese language tuition fees, costs of learning materials, costs of Japanese culture 

lessons, cost of  Kansai Airport pick-up service, accommodation expenses, expenses of Welcome and Farewell Party, 
remittance charges, and administrative fees, etc.)
* Transportation costs, airfare, expenses for obtaining visa, overseas travel insurance, meals and other miscellaneous 

expenses are excluded.
* Homestay applicants will pay 5,000 yen after coming to Japan (Additional cost)
* Each student must obtain overseas travel insurance before arriving in Japan.
* Program fees should be paid by the method and due date as designated by Kyoto Women’s University.

Program fees transfer period:
from May 28 (Thursday) through June 4 (Thursday), 2020

Letter of Admission: approximately June 19 (Friday), 2020 
Accommodation: One of the student dormitories will be scheduled. (Dormitory Shikon scheduled)



アクセス

関西空港からJR京都駅まで
電車：JR関空特急はるか乗車 約1時間20分
バス：リムジンバス乗車 約1時間30分

関西空港から京阪七条駅まで
電車：JR関西空港駅からJR天王寺駅で大阪環状
線に乗り換えJR京橋駅へ。京阪電車に乗り換え、
京阪京橋駅から七条駅 約1時間50分

JR大阪駅からJR京都駅まで
電車：JR京都線新快速乗車 約30分

JR大阪駅から京阪七条駅まで
電車：JR大阪駅からJR京橋駅へ。京阪電車に乗
り換え、京阪京橋駅から七条駅 約60分

JR東京駅からJR京都駅まで
電車：新幹線のぞみ乗車 約2時間20分

連絡先：京都女子大学国際交流センター
contact : Kyoto Women's University International Center
〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35
E-mail : kokusai@kyoto-wu.ac.jp
tel : +81-(0)75-531-7078
fax : +81-(0)75-531-7277
http://www.kyoto-wu.ac.jp/daigaku/

ACCESS

From Kansai International Airport to JR Kyoto Station
by train: approx. 1 hour and 20 minutes by JR Kanku Express "Haruka"
by bus: approx. 1 hour and 30 minutes by airport limousine bus

From Kansai International Airport to Keihan Shichijo Station
by train: approx. 1 hour and 50 minutes: from JR Kansai Airport Station 
to JR Tennoji Station, change to Osaka Loop Line for JR Kyobashi 
Station, and change to Keihan Line for Shichijo Station

From JR Osaka Station to JR Kyoto Station
by train: approx. 30 minutes on JR Kyoto Line, by Shin-Kaisoku (Special 
Rapid Service)

From JR Osaka Station to Keihan Shichijo Station
by train: approx. 60 minutes from JR Osaka Station to JR Kyobashi 
Station, change to Keihan Line for Shichijo Station

From JR Tokyo Station to JR Kyoto Station
by train: approx. 2 hours and 20 minutes by Shinkansen "Nozomi"

京都女子大学への交通アクセスはこちらをご覧ください。http://www.kyoto-wu.ac.jp/access

京都
Kyoto

大阪
Osaka

京橋
  Kyobashi 

天王寺
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新大阪
Shin-Osaka

東京
Tokyo

七条
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JR Tokai Line

Shinkansen

関西国際空港
Kansai International Airport ●京都駅（八条口）から　プリンセスラインバス 約15分

●京阪七条駅から　プリンセスラインバスで約５分あるいは、東へ徒歩15分

大阪 Osaka

京都 Kyoto 東京 Tokyo


