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2022 年度恵泉女学園大学サマープログラム（オンライン）参加者募集 

 

【趣   旨】 恵泉女学園大学が独自に行う日本語・日本文化研修プログラムへの 

参加学生募集 

 

【研 修 先】 恵泉女学園大学 

  （住所：東京都多摩市南野 2-10-1、TEL：+81-42-376-8214） 

 

【留 学 期 間】 2022 年 8 月 15 日（月）～8 月 26 日（金）（2 週間） 

 

【募 集 人 員】  全体定員 45 名まで 

※募集状況により、定員を超えてしまう場合は改めてご相談いたします。 

 

【日本語要件】 初級から参加可能です。日本に興味がある、日本語能力を高めたい、日本 

の学生と交流したい方！ 

 

【申 込 書 類】 ＊参加者全員分必要です。 

① サマープログラム申込書 

② 日本語力アンケート 

 

【参加費用(仮)】 40,000 円程度 

＊ 参加者が 30 名未満の場合、若干増額となる可能性があります。 

費用については、参加者数確定後、改めて通知いたします。 

 

＊ 参加費用に含まれるもの 

- オンライン授業料 

- 授業に必要な教材費 

- 修了書、成績証明書発行費用 

 

＊ 参加費用は貴学にてお取りまとめいただき、参加学生全員分を日本

円にて一括で本学指定口座へお振込みください。参加者人数が決ま

りましたら、お振込口座をご担当者へ案内いたします。 

 

 

【申 込 締 切】 ＊貴学にてとりまとめ、期日までにお申し込みください。 

 2022 年 7 月 11 日（月）締切 

全ての申込書類を揃えて、PDF ファイルをメールに添付して送ってください。 
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【申込／問合せ先】 恵泉女学園大学 教務課 波多真友子 / 永野雄哉 

[Tel] +81-(0)42-376-8214  [E-mail] interpro@keisen.ac.jp  

 

【参加に向けての確認事項】 

＊ オンライン授業は、主に Zoom を使用します。授業教材は授業中に

Zoom のチャット機能を利用して送付します。 

＊ 通信環境を整えて、ご参加ください。 

＊ 応募者のレベル・人数により、開講されないクラスがある可能性が

あります。 

 

【プログラム内容（スケジュール概要）】 ＊一部変更の可能性があります。 

 

 

 

 

【公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】昨年のプログラム（オンライン）の様子は、 

こちらからご覧ください！ 

 

https://www.keisen.ac.jp/blog/president/2021/09/20210906.html 

 

9：30～10：20

（授業）

10：30～11：20

（授業）

11：30～12：20

（自由参加）

8月15日 月 入学式
クラス確認 ウェルカムパーティー -

8月16日 火 日本文化①(自己紹介） 日本語① -

8月17日 水 日本文化②（アニメ） 日本語② 学生間交流・文化体験（予定）

8月18日 木 日本文化③（和食） 日本語③ -

8月19日 金 日本文化④（日本の伝統文化） 日本語④ 学生間交流・文化体験（予定）

8月20日 土 休み

8月21日 日 休み

8月22日 月 日本文化⑤（日本の音楽） 日本語⑤ 学生間交流・文化体験（予定）

8月23日 火 日本文化⑥（ファッション） 日本語⑥ -

8月24日 水 日本文化⑦（日本の年中行事） 日本語⑦ 学生間交流・文化体験（予定）

8月25日 木 日本文化⑧（観光） 日本語⑧ 学生間交流・文化体験（予定）

8月26日 金 発表会
修了式/

フェアウェルパーティー
-

＊すべてのクラスに恵泉学生ボランティアが入るため、毎時間日本人と交流できます。

　11：30からのクラスは、自由参加なので毎回参加しなくてもいいです。

　ただし、学生間交流の日程は、今後変更があるかもしれません。

mailto:interpro@keisen.ac.jp
https://www.keisen.ac.jp/blog/president/2021/09/20210906.html
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Keisen Online Summer Program 2022 

Keisen Online Summer Program is a two-week program for students from partner universities. 

This online program provides students the opportunity to learn Japanese language and culture. 

 

[School Info] 

Address: Keisen University 2-10-1 Minamino, Tama-city, Tokyo, Japan   

Telephone: +81-42-376-8214 

 

[Duration/Dates]  Two weeks, from August 15 to August 26, 2022 

 

[Approximate number of students to be admitted] 

The capacity limit is forty five students. 

*We will consult with you again if number of applicants exceeds capacity. 

 

[Classes]  

Japanese classes are divided by levels, from basic to advanced level. We welcome students who are 

interested in Japan, want to brush up their Japanese skills, and want to make Japanese friends! 

* Placement of students will be determined according to their level and number of students in a 

class. 

 

 [Required Documents] 

1. Application form（サマープログラム申込書） 

2. Japanese questionnaire form（日本語力アンケート） 

 

[Program Fee] 

The program fee per student is about ￥40,000 JPY and it includes; 

- tuition and material fee, and 

- certificate and transcript. 

 Program fee may increase if number of participants is less than 30. We will inform you of the 

fee when the final number of participants is confirmed. 

 We will send an invoice when the final number of participants is confirmed. For group 

applications, please pay together. Installment payments will not be accepted. 

 

[Application and Documents Deadlines] July 11, 2022  

Please send required documents (attached) to the email address below and by the due date. 

Application form and Questionnaire in PDF file. 
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[Contacts] 

Ms. Mayuko Hata  /  Mr. Yuya Nagano 

Tel: +81-(0)42-376-8214     E-mail: interpro@keisen.ac.jp 

 

[Program & Schedules] ＊Will be updated. 

 

 

[Official Website] For information on past Keisen Online Summer Programs, 

please click the URL below. 

https://www.keisen.ac.jp/blog/president/2021/09/20210906.html 

 

 

 

 

9：30～10：20

（Class）

10：30～11：20

（Class）

11：30～12：20

（Optional）

2022/8/15 Mon. Opening Ceremony Welcome Party -

2022/8/16 Tue.
Japanese Culture ①

Self-Introduction
Japanese ① -

2022/8/17 Wed.
Japanese Culture ②

Anime
Japanese ②

Conversation/

Cultural activities

2022/8/18 Thu.
Japanese Culture ③

Japanese Food
Japanese ③ 　

2022/8/19 Fri.
Japanese Culture ④

Traditional Culture
Japanese ④

Conversation/

Cultural activities

2022/8/20 Sat. No class

2022/8/21 Sun. No class

2022/8/22 Mon.
Japanese Culture ⑤

Music
Japanese ⑤

Conversation/

Cultural activities

2022/8/23 Tue.
Japanese Culture ⑥

Fashion
Japanese ⑥ -

2022/8/24 Wed.
Japanese Culture ⑦

Annual Event
Japanese ⑦

Conversation/

Cultural activities

2022/8/25 Thu.
Japanese Culture ⑧

Sightseeing
Japanese ⑧

Conversation/

Cultural activities

2022/8/26 Fri. Final Presentation
Closing Ceremony /

Farewell Party
-

＊Japanese-support volunteers are ready to assist students in all classes and optional activities.

mailto:interpro@keisen.ac.jp
https://www.keisen.ac.jp/blog/president/2021/09/20210906.html

