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Summer Japanese Language and Culture Program 
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摂南大学 

2019年度日本語・日本文化プログラム 



   

 

2019 年度日本語・日本文化サマープログラム 

日 程：2019 年 7 月 14 日（日）～7 月 27 日（土）（14 日間） 

レベル： 

①初級コース（未学習者）※ 

【目標】・日本語で自己紹介や日常の挨拶ができる。 

・授業で学んだ短い日本語表現を実際に使うことができる 

・日本文化や社会について、体験等を通して理解を深める 

※ひらがな、かたかなの読み書きの能力は問わない 

②中級コース（N3 相当以上） 

【目標】・自分の関心事や身近な問題について、日本語での情報交換ができる 

・社会や文化的話題などあるトピックについて、日本語で自分の考えを表現できる 

・日本文化や社会について、体験等を通して理解を深める 

内 容：日本語授業、日本文化体験、校外研修、日本人学生との交流、ウェルカムパーティー、フェアウェル

パーティー 

費 用：85,000 円 

（授業料、校外研修費、寮費、空港送迎費、インバウンド保険料を含みます。） 

       価格は変更することがあります。自国で、日本での死亡・傷害・病気に対する補償が支払われる海外

旅行保険にご加入のうえ、保険証券を持参ください。 

応募方法について： 

1. 参加希望者の有無について、４月１5 日（月）までにご連絡ください。 

2. 以下の書類を作成して提出してください。 

(1) 申請用紙（Application Form） 

(2) パスポートのコピー（顔写真とパスポートの有効期限が記載されているページ） 

(3) J-CAT スコアレポート (成績証)（PDF ファイル） 

(4) 提出書類チェックリスト 

3. 上記（１）～（４）の書類をスキャンして、５月 7 日（火）までにメールでご提出ください。 

4. 書類に不備がないかを確認いたします。修正する必要があれば、５月 14 日（火）までに再度 PDF をメー

ルでお送りください。 

5. 書類がすべて整いましたら、プログラム費用のお支払手続についてお知らせさせていただきます。〔支払

期日は６月２１日（金）〕 

6. 日本への航空券について、関西国際空港（KIX）に 2019 年７月１４日（日）１３：００までに到着する

便を予約してください。第 2ターミナル到着の場合でも、13時までに第１ターミナルに来てください。 

7. 帰国便の航空券について、関西国際空港（KIX）を 2019 年７月２７日（土）１２：００（正午）以後に

出発する便を予約してください。 

 

 



   

 

Summer Japanese Language and Culture Program 2019 

 

Program Length: July 14th (Sun)-July 27th (Sat), 2019(14 days) 

Program Level: 

①Beginner’s Level Course*      

Goal ・To be able to introduce yourself and give simple daily greetings in Japanese 

・To be able to use brief expressions what you learnt in class   

・To deepen your understanding toward Japanese culture and society through hands-on experience 

*Ability to write or read “Hiragana” and “Katakana” is not necessary. 

②Intermediate Level Course (JLPT N3 or above) 

Goal ・To be able to exchange familiar information matters related to his/her interests in Japanese 

・To be able to express his/ her thought on society and cultural topics  

・To deepen your understanding toward Japanese culture and society through hands-on experience 

Program Contents: Japanese Language Class, Japanese Culture Class, Interaction with Japanese Students, 

Field trip, Welcome party, Farewell party. 

Fee:  85,000yen  

Including：Lesson fee, Field Trip, Accommodation, Pick-up Service, Insurance(Inbound) 

Fee might be changed slightly. 

      The participants have to sign up for international travel insurance in home country that includes 

repatriation, death/dismemberment, accidental injury, and unexpected sickness, and obtain liability 

insurance in JAPAN. And bring insurance policy. 

Admission Procedures 

1． Please inform us of the number of applicants who would apply for this program by April 15th. 

2．Fill out and prepare the documents below; 

(1)Application Form 

 (2)Copy of your passport (the pages written the applicant's passport number and period of expiry) 

(3) J-CAT Score report (Grade report) (PDF file) 

(4) Requirement documents Checklist 

3．E-mail the scanned documents (1)~(4) as the first application by May 7th. 

4．After Setsunan University checks the first application, If you may receive a correction request, E-mail the correct PDF 

again by May 14th. 

6．Setsunan University will send you the payment guide.(Payment deadline：June 21st)      

7．＜Arrival＞Please book a flight to Kansai International Airport (KIX) to arrive on Sunday, July 14th  before 13:00. 

   You have to come to Terminal 1,if you arrive at Terminal 2 before 13:00. 

8. ＜Departure＞Please book a flight to your home country on Saturday, July 27th. The flight must be later than 12:00 

(noon) on that day. 

 



問い合わせ先・Contact us 

摂南大学国際交流センター 

Setsunan University International Center 

〒572-8508 大阪府寝屋川市池田中町 17-8 

17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa City, Osaka, 572-8508, Japan 

Tel: 072-839-9432 E-mail：SETSUNAN.Kokusai@josho.ac.jp 

http://www.setsunan.ac.jp/ 

◆宿泊施設／Accommodation 

 

◆スケジュール／Schedule 
 

 

 

上記スケジュールは変更されることがあります。/The Schedule is subject to change. 

 

 

7/14（日）

7/20（土）

7/21（日）

日本語

Japanese

7/27（土）

15:00～

来日/Arrival

7/15（月） 

アイスブレイク/ Icebreker ガイダンス

Guidance

日本事情

Japanese Society

ウェルカム

パーティー

Welcome
Party

10:50～

12:20

昼
休

13:20～

14:50

ｱｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨｰ・自由行動
ACTIVITY&OFFJapanese

プレースメントテスト/Placement　test

7/16（火）
日本事情(校外研修)

Japanese Society(Field Trip)

 自由行動
OFF

7/17（水）
日本事情

Japanese Society

7/18（木）
日本語 日本語

Japanese

7/19（金）
日本語 日本語 自由行動

OFFJapanese Japanese

7/22（月）
日本語 日本事情

Japanese SocietyJapanese

Japanese Japanese

自由行動/OFF

自由行動/OFF

自由行動
OFF

帰国/Departure

Japanese

自由行動
OFF

日本語

Japanese

日本語

歓送会
Farewell　Party

日本事情(ゆかた　ぼんおどり)

Japanese Society(Yukata Bon dance)

7/26（金）
日本語(発表会) Presentation

Closing ceremony

7/24（水） 

日本事情

Japanese Society

(Field work Japanese Cooking)

ｱｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨｰ・自由行動
ACTIVITY&OFF

7/25（木）

7/23（火） 
日本語 日本語

ｱｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨｰ・自由行動
ACTIVITY&OFF

2人または 3人部屋。各部屋には、バスルーム、エアコン、ベッド、 

学習机、冷蔵庫など生活に必要な設備を完備しています。 

2 bed or 3 bed room. Each room is fully furnished with a bathroom, 

an air conditioner, a bed, a desk, and a refrigerator, etc.  
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