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日本語プログラムについて 

 

京都女子大学は 2018 年秋学期より、あらたに日本語プログラムを開設しました。この日本語

プログラムは、京都女子大学が協定を結ぶ海外の大学に在籍もしくは卒業した学生を対象として、

日本の大学で日本語や日本文化・社会を学びたいという熱意を持った学生を科目等履修生として

受け入れ、京都女子大学ないしは日本の大学・大学院へ進学するための基本的な日本語能力を養

成することを目的としています。 

所定の日本語プログラムを修了した者には、学校教育法第 105 条に定められた履修証明制度

に基づき、学校教育法に基づくプログラムであることを示した履修証明書を学長名により交付し

ます。 

 

1． プログラム名称 

京都女子大学日本語プログラム 

2． プログラムの目的・方針 

（目的） 

日本の大学・大学院で日本語や日本文化・社会を学びたいという熱意をもった留学生の

学びを実現するために開設します。日本での生活のために必要となる基礎的な日本語運用

力、大学・大学院の学修に必要となるアカデミックな日本語力に加えて、将来の仕事に活

かすことのできる高度な日本語力を養成することを目的とします。 

（教育課程編成・実施の方針） 

日本での生活のために必要な基礎的日本語運用力、大学・大学院での学修に必要な学術

日本語力から、日本語を用いて働くための高度な日本語力まで修得できるように、日本語

科目は、各受講生の日本語力に応じた習熟度別クラスを基本として開講し、受講生の学び

の熱意に応えます。また、各科目間の緊密な連携をはかって、体系的なカリキュラムを編

成します。さらに、少人数クラス編成により、きめ細かな指導を行います。日本文化・社

会を理解するための関連科目を設けます。 

（履修生受け入れの方針） 

積極的に日本語力の向上を目指し、日本の大学で日本語を学びたいという熱意を持った

留学生を受け入れます。また、日本語の学習に加え、日本文化・社会の理解に熱意のある

留学生を積極的に受け入れます。ただし、基本的な日本語運用力を習得している必要があ

ります。 

（修了認定の方針） 

本学所定の科目・時間数を履修し、履修開始時の日本語能力を考慮して本学が設定した

日本語力のレベルに到達できた履修生に対して、修了認定を行います。 
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【募集要項】 
＜出願から受講までのスケジュール＞ 
 2019年 9月秋学期入学 

出願期間 
2019年 5月 17日（金）～ 5月 31日（金） 

選考料振込 

選考結果通知 2019年 6月 14日（金） 

入学手続・プログラム費用納入 2019年 6月 17日（月）～ 7月 1日（月） 

在留資格認定証明・入学許可発送 2019年 8月初旬予定 

オリエンテーション（予定） 2019年 9月 11日（水） 

受講期間 
2019年 9月 16日（月） 

～2020年 1月 27日（土）（テスト期間含む） 

 

1. 出願資格 

以下の (1)～(3）の条件をすべて満たす者（女子に限る） 

（1） 日本国以外の国籍を有する者 

（2） 原則、本学が協定を結ぶ大学の推薦を得た学生および卒業生 

（3） 日本語能力試験の N４以上相当の者 

2. 募集人員 

15 名（各学期） 

※継続して次学期の受講（1 年間）を希望する者を含みます。 

3. 在籍期間  

(1) 半年間 （秋学期 2019 年 9 月～ 2020 年 3 月） 

(2) １年間 （秋学期 2019 年 9 月～ 2020 年 3 月+春学期 2020 年 4 月～ 2020 年 9 月） 

出願時にいずれか選択してください。出願後は変更できません。 

4. 開講場所 

京都女子大学キャンパス （京都市東山区今熊野北日吉町 35 番地 ） 

5.履修科目数と履修に伴う注意事項 

本プログラム生は、1 学期に少なくとも日本語科目 10 科目（10 単位）および関連科目

1 科目（2 単位）以上の履修登録をしなければなりません。また、履修登録した科目は、

すべての授業に出席することが求められます。 

※ 日本語能力試験 N2 以上相当の者  最大 22 単位まで履修登録可能 

  日本語能力試験 N3－N4 相当の者  最大 14 単位まで履修登録可能 

6.成績判定と修了要件 
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各科目の成績は 100 点満点で 60 点以上を合格とし、各学期で日本語科目 10 科目（10

単位）、関連科目 1 科目（2 単位）の 11 科目（12 単位）以上の科目の修得をもって、修

了者と見なし、履修証明書（修了証書）が授与されます。 

7. 出願期間 

秋学期生 2019年 5月 17日（金）～2019年 5月 31日（金）（必着） 

8. 選考料 

金額 10,000円 

出願時に1年間を希望した者は、2学期目の受講に際し選考料は免除されます。 

※振り込みの際は、必ず本人名義で振り込むようにしてください。 

※上記選考料に加えて、払込手数料がかかります。 

9. 申請方法 

 申請書類を在籍（卒業）大学の担当者から受け取り、必要書類を添えて在籍（卒業）

大学の担当者に提出してください。 

 在籍（卒業）大学において出願資格を確認し、審査のうえ推薦者が決定されます。 

 在籍（卒業）大学から推薦者の申請書類（必要書類添付）が京都女子大学に送付さ

れます。 

 選考料を京都女子大学に送金してください。選考料 10,000 円が不足なく着金するた

め、選考料とは別途、海外送金時に必要となる経費はご負担ください。 

 選考料の振込確認後、各大学から提出された推薦者（出願者）の申請書類にもとづ

き、京都女子大学において最終選考（書類審査）を行います。 

10. 申請書類 

協定大学在籍者 

（1） 日本語プログラム履修願（本学所定のもの） 

（2） 学習計画書（本学所定のもの） 

（3） 健康診断書（本学所定のもの） 

（4） 日本語学習歴（本学所定のもの） 

（5） 日本語能力に関する証明書※ 

（6） 在籍大学からの推薦書 

（7） 在籍証明書・成績証明書 

（8） パスポートの写し 

（9） 在留資格認定証明書交付申請書（所定書式）及び申請に伴う書類 

協定大学卒業生 

（1） 日本語プログラム履修願（本学所定のもの） 

（2） 学習計画書（本学所定のもの） 
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（3） 健康診断書（本学所定のもの） 

（4） 日本語学習歴（本学所定のもの） 

（5） 日本語能力に関する証明書 

（6） 最終学校の卒業証明書・成績証明書 

（7） 在籍証明書・成績証明書（協定大学卒業後に他の教育機関等に在籍する者のみ） 

（8） 協定を締結している卒業大学からの推薦書 

（9） パスポートの写し 

（10） 在留資格認定証明書交付申請書（所定書式）及び申請に伴う書類 

 

※日本語能力試験、日本留学試験、実用日本語検定の証明書又は日本語能力評価書（本学所定）のいずれ

かを提出してください。 
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11. 選考方法 

協定を締結している大学から推薦された出願者について、提出された下記一覧の出願

書類により総合的に選考します。出願書類に関する注意事項や入学願書の記入上の注意

をよく読んだ上で、作成してください。 

出願書類 部数 注意事項 

日本語プログラム履修願（所定書式） 1通 顔写真の貼付が必要です。 

学習計画書（所定書式） 1通 日本語で本人自書により記入してください。 

健康診断書（所定書式） 1通  

日本語学習歴（所定書式） 1通  

日本語能力に関する証明書 1通 日本語能力試験、日本留学試験、実用日本語検

定のいずれかの結果のコピーを提出してくだ

さい。試験結果のコピーが提出できない方は、

「日本語能力評価書」（所定書式）を必ず提出

してください。 

在籍（卒業）大学からの推薦書 1通 京都女子大学と協定を締結している在籍（卒

業）大学で発行します。 

最終学校の卒業証明書・成績証明書 1通 京都女子大学と協定を締結している大学を卒

業している方は提出してください。 

在籍証明書・成績証明書 1通 京都女子大学と協定を締結している大学に在

学している方、協定大学卒業後、他大学、大学

院に進学している方、あるいは日本語学校に通

っている方は提出してください。 

パスポートの写し(コピー)  1通 パスポートは写真、氏名、パスポート番号の記

載のあるページをコピーして提出してくださ

い。 

在留資格認定証明書大学代理申請願（所

定書式）と申請に伴う書類（p.6参照） 

1通 在留資格取得に関する詳細は、後述 15.を参照。

記入例（p.8‐10）を参照し、申請書も忘れず

に提出してください。 

【出願書類に関する注意事項】 

●出願書類に出願資格等に関して虚偽の記載が判明した場合や「出願資格」に該当しないことが判明した場

合には、入学許可を取り消します。 

●出願書類で「コピー」と指定していない書類は、すべて原本を提出してください。原本を提出するべき書類

のコピーを提出した場合は出願を認めません。 

●書類が日本語、または英語以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が必要です。そ

の際は、公的機関が発行した証明書等が必要です（民間の翻訳会社による証明書は認められません）。 

●本人が書類に記入した氏名と証明書の氏名表記が異なっているために、証明書が志願者本人のものと特

定できないものについては受理できません。 

●出願書類に不備などがある場合、出願時に登録されたE-mailアドレスへ問い合わせることがあります。 
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12. 選考結果の通知 

在籍（卒業）している大学に通知しますので、各大学の担当者から書類を受け取って

ください。 

  選考結果通知予定日： 2019年6月14日（金） 

13. 日本語プログラム入学手続き 

  入学手続き期間： 2019年6月17日（月）～2019年7月1日（月） 

手続期間内に以下の(1）、(2）の両方を完了させてください。上記期間内に手続きを行

わない場合は、理由を問わず入学の許可を取り消します。 

(1) プログラム履修料（履修申込料＋プログラム受講料＋銀行手数料等）の全額納入 

(2) 京都女子大学と協定を締結している大学に在籍する方（卒業生を含む）は、指示さ

れた入学手続関係書類（誓約書など）を在籍（卒業）大学の担当者に提出してくだ

さい。 

14.プログラム履修料 

（1）履 修 申 込 料：  30,000円（各学期） 

（2）プログラム受講料：  350,000円（各学期、教材費等を含まない）【注】 

（3）銀 行 手 数 料 等 ： 5,000円（事務手数料を含む）  

【注】本学に派遣される交換留学生が日本語プログラムを履修する場合、1学期に限り、

履修を認める。この場合、プログラム受講料は140,000円（教材費を含まない）とする。 

※プログラム履修料の分納・延納はできません。 

※入学手続を完了した後に（プログラム履修料を全額納入した後に）、やむを得ない理由により入学の

辞退を希望する場合は、下記期日までに京都女子大学が定める手続きを行うとプログラム受講料の返

還を受けることができます。詳しくは選考通過者にメール送付する｢日本語プログラム入学手続き案

内｣をお読みください。 

辞退届提出締切日：  2019年8月23日（金） 

15.在留資格「留学」の取得 

日本の大学で学ぶためには、基本的に「留学」の在留資格を得る必要があります。「短

期滞在」の在留資格で大学に在籍することはできません。 

「留学」の在留資格の申請は、入学手続き時に、日本に滞在しているか否かで申請の

方法が異なります。また、必要に応じ、学費・生活費の支弁、経歴に関する書類の提出

を求められる場合があります。提出資料が外国語により作成されているときは、公的証

明書付きの日本語訳を添付してください。 

 日本語プログラム申請者は原則として京都女子大学が在留資格認定証明書の代理申

請（無料）を行います。 
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京都女子大学が「留学」ビザ申請に必要な「在留資格認定証明書」の代理申請を

行います。手続に必要な以下の書類を、出願時に出願書類と一緒に京都女子大学に

送付してください。必要書類を出願時に同封しなかった場合は、大学は代理申請を

行いません。またこの結果ビザの取得ができないために受講ができなかった場合で

も、申込料の返還には応じられません。 

ただし、大学が代理申請をしても「在留資格認定証明書」が発行されない場合も

ありますので、この点を承知のうえ申請してください。なお、大学に提出された書

類は試験の合否に関わらず返還しません。 

【必要書類】 

①在留資格認定証明書交付申請書（入国管理局指定書式申請人作成用3枚） 

※記入例を8～10ページに掲載 

※5枚あるうちの最後の2枚（所属機関作成用）は大学で作成しますので記入・提出は不要

です。 

※記入フォームは入国管理局のWebサイトからダウンロードできます。 

入国管理局Webサイトhttp://www.immi-moj.go.jp/ 

（記入フォームはhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html） 

② 写真1枚（縦4cm×横3cm、①の申請書に貼付）（裏面に氏名を記入） 

③ パスポートのコピー（顔写真のページ） 

④ 残高証明書（金額：半年間で700,000円相当以上、1年間で1,500,000円相当

以上） 

⑤ 在留資格認定証明書大学代理申請願（本学所定のもの。在籍（卒業）大学の

担当者から所定の様式を受け取ってください。） 

なお、代理申請の方法によらず本人が自国において「在留資格認定証明書」の申請

をする方法がありますが、この場合、「留学」ビザの取得までに数カ月を要すること

があります。 

【在留資格に関する問い合わせ先】 

※不明な点は以下に事前に確認してください。 

大阪入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター 

〒559-0034  大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 

電話：03-5796-7112（海外から） 
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王 麗（WANG LI） 

入国する予定日を記入。 
4 月入学は 2019 年 3 月 30 日と記載してく
ださい。予定ですので実際と多少異なっても
構いません。 
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大阪 
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上記 26（1）で奨学金に記載した

場合は、(5)も記入してください。 
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16.その他 

(1）履修許可の取り消し 

日本語プログラム履修生が本学の教育方針と秩序に違反する行為をなした場合は、学長は国際交流

センター運営委員会の議を経て、日本語プログラム履修生の許可を取り消すことができます。 

(2) 奨学金と授業料減免 

奨学金と授業料減免などの支援制度はありません。プログラム履修料と在籍期間分の生活費等

については、入学前に準備しておく必要があります。 

(3）住まい 

本学には大学が所有する寮・宿舎があります。また、それ以外にも京都女子大学が保証する宿

舎や民間のアパート・マンションの紹介を行っています。以下を参照してください。 

宿舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4）海外旅行保険への加入 

① 必ず渡航前に、留学期間（自国出発日～自国帰国日まで）をカバーする海外旅行保険

に加入してください。 

② 加入した保険の保険証書のコピー（日本語又は英語）を本学に提出し、原本は来日時

に持参してください。 

③ 海外旅行保険とは別に、入国後、日本の国民健康保険に加入していただきます。病気

大
学
内
の
寮 

大学内の寮 

（東山寮・小松寮・ 

紫金寮） 

提供できます。（三人部屋）留学生専用ではありません。日本人と同

じ寮になります。 

入寮費： 60,000円（東山寮・小松寮・紫金寮） 

寮費(1学期分)： （諸経費込み、変更する場合があります。） 

東山寮・小松寮：140,000円、紫金寮：172,000円 

※寮には食事がついていませんので食費は含みません。 

※滞在期限は 8月上旬、または 2月上旬まで(予定)。 

※寮の規則はホームページで確認してください。 

ホームページ: 

 http://www.kyoto-wu.ac.jp/student/ryo/index.html 

清水音羽館 

International House として、留学生専用となります。 

部屋は一人部屋又は二人部屋になります。 

入寮費：なし 

寮費（１学期分）：（諸経費込み、変更する場合があります。） 

172,000円(一人部屋)、140,000円（二人部屋） 

※寮には食事がついていませんので食費は含みません。 

※滞在期限は 8月末、または 2月末まで(予定)。 

京
都
女
子
大
学
が
保
証

す
る
宿
舎 向島学生センター 

（一人部屋） 

向島学生センターは、世界中からの留学生・研究者及び日本人学

生に快適な生活環境を提供するために設立されました。 

年間を通して様々なイベントを開催し、入居者同士の交流を図る機

会を設けています。 

ホームページ： 

 http://www.kyoto-jkosha.or.jp/center/about.html 

その他 必要であれば、本学周辺での下宿探しを手伝います。 
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や怪我等で実際にかかった費用の70%が国民健康保険で負担され、30%を加入者自身

が負担します。 

 (5）キャンパス案内（空港からキャンパスまで） 

京都女子大学キャンパス：関西空港から約1時間30分

 

(6）過去の出願状況（出願者数・入学者数） 

2018年秋学期 11名（半年間 9名、1年間2名） 

(7）個人情報の取り扱い 

京都女子大学は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）等の法令を遵守し、

また学内の個人情報保護規程により運用し、データの流出がないように努めています。出

願にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、「書類選考実施（志願

者データ作成含む）」「選考結果通知」「入学手続」とこれらに関連する業務を行うため

に利用します。 

17. 問い合わせ先 

京都女子大学国際交流センター 教務部国際交流課 

日本語プログラム担当 

〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35番地 京都女子大学J校舎1階 

電話：+81-(0)75-531-7078 Fax：+81-(0)75-531-7277 

E-mail：kokusai@kyoto-wu.ac.jp 

URL：http://www.kyoto-wu.ac.jp 

※月～金8：45～17：00  土8：45～12：00 

※日本語または英語でご連絡ください。 

※E-mailでお問い合わせの際は、お名前、在籍（卒業）大学を必ず明記してください。 

 

 


