
主催：武蔵野大学ランゲージセンター
(Hosted by Language Center, Musashino University)

◆プログラム期間：2021年7月19日（月）～ 8月4日（水）
Program period： July 19th – August 14h, 2021

◆募集人数： 70名
Number of participants: 70

◆内容／Contents

プログラム終了後に日本語授業の成績および修了証明書を発行いたします。
After the program, we will issue a certificate for the results of the Japanese language 
class and completion of the program.

◆費用：30,000円 （授業料、教材費を含む）
Fee： 30,000 yen

（including tuition and materials）

2021年度武蔵野大学夏季日本研修

・日本語コミュニケーション授業＋学生交流＋日本人交流
Japanese Language Class + interaction with Japanese students and local people

・日本語学習時間： 36時間 Japanese Language Class：36 hours
・レベル別クラスでCEFR A1～B2まで、 JLPTなし～ N1以上まで対応

classes commensurate with your level：from CEFR A1 to B2, no JLPT to N1 or higher



MJSP、Musashino Japan Summer Program（武蔵野大学夏季日本研修）は、
日本をより深く知り、体験学習と教室での日本語学習を結びつけた独自の日本
学習プログラムです。
毎年好評を得ていたこのプログラムを、2021年はオンラインでお届けします！
日本語の授業のほか、日本人学生や日本の家庭とのオンライン交流を予定して
います。自宅にいながら日本語を学ぶだけでなく、学んだことを活かす場があ
ることで、コミュニケーション力や意欲を高めましょう。自分の力の伸びを
きっと実感できます。

MJSP, Musashino Japan Summer Program, is a unique program for learning 
about Japan that combines hands-on learning with classroom Japanese 
language study.
This program has been very popular every year, and in 2021, we will bring it 
to you online!
In addition to Japanese language classes, we are planning to have online 
exchanges with Japanese students and Japanese families.
Not only will you be able to learn Japanese from the comfort of your own 
home, but you will also have a place to use what you have learned to enhance 
your communication skills and motivation. You will surely feel the growth of 
your abilities.

MJSP2021　～MUSASHINO JAPAN SUMMER PROGRAM～　

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

2020/7/19 2020/7/20 2020/7/21 2020/7/22 2020/7/23 2020/7/24 2020/7/25

１コマ目
11：00-12：40

オリエンテーション
orientation

２コマ目
13：30-15：10

アイスブレーキング
ice breaking

2020/7/26 2020/7/27 2020/7/28 2020/7/29 2020/7/30 2020/7/31 2020/8/1

１コマ目
11：00-12：40

２コマ目
13：30-15：10

2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4

１コマ目
11：00-12：40

成果発表
Final Presentation

２コマ目
13：30-15：10

修了式
closing ceremony

日本語授業
class

日本語授業
class

日本語授業
class

日本語授業
class

日本語授業
class

週に１，２度、授業時間後(15：30-16：30)に
日本の家庭へのオンラインホームビジットや武蔵野大学学生との交流会などを予定しています。
We are planning online home visits to Japanese homes and interaction

meetings with Musashino University students once or twice a week after
class (15:30-16:30)

OFF

OFF

日本語授業
class



[問い合わせ先] 武蔵野大学国際課
([Contact] Musashino University, International Relations Office)
住所 〒135-8181 東京都江東区有明3-3-3 
(Address  3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo, JAPAN 135-8181)
Phone     +81-(0)3-5530-7418 / FAX   +81-(0)3-5530-3821
E-MAIL   global@musashino-u.ac.jp
URL         http://www.musashino-u.ac.jp/international/index.html

申込締切
4月15日(木)

Application Due
APRIL 15

(THU)

①武蔵野大学協定校または交流校の学生であること
②プログラム開始までにGoogleサービスやPDF開封ができるようインターネット環境を
整えること(中国圏はVPNを推奨します)

③授業や交流会の際にビデオ映像で顔を映すことができること
④応募前に日本語試験(※)を受けること
※オンライン日本語試験は下記URLから受けることができます。
https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
受験方法は別添の「日本語テストの受け方」をご確認ください。

① You must be a student of Musashino University's partner school or exchange school.
② Having an Internet environment that allows you to use Google services and open 
PDF files by the time the program starts (VPN is recommended in China).
③ Be able to show your face in the video images during classes and exchange meetings 
④ Take a Japanese language test (※) before applying.
The online Japanese language test can be taken at the following URL.

https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
For details on how to take the test, please refer to the attached "How to Take the 
Japanese Language Test".

下記 google formから各自お申し込みください。
※Gmailでログインしてください/You need Google account to enter.
https://forms.gle/6Aqe5ddnPLYLgzJJA

Formが開けない、または使用できない場合、
下記書類をメールで送付ください。
If you have some troubles to open the Google form,
please send application materials.
TO：global@musashino-u.ac.jp
①申込用紙/ Application Form
②パスポートコピー(顔写真のページ)/Passport copy
③学生証コピー／Your school ID Card copy

https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
https://forms.gle/6Aqe5ddnPLYLgzJJA
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