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よくある質問  �������������������������������������������������������������
１．日本語を勉強したことがありませんが、入学できますか？
　いいえ、できません。JLPは中・上級者向けのプログラムです。初級者向けの授業はありません。出願時に日本語能力試験
N4相当以上の日本語力が必要です。
２．法政大学が所有する宿舎はありますか？
　残念ながらありません。JLP事務室では希望者に対して学生アパートやマンション等の紹介を行っています。
３．留学費用はどのくらいかかりますか？
　プログラム費用、渡航費、生活費など合わせて、1学期（5ヶ月）間に係る費用は、約170万円です。内訳はJLPのWebサイト
をご覧ください。
４．JLP生を対象とした奨学金はありますか？
　2020年7月時点では、あいにくJLP生を対象とした奨学金や履修料の減免制度はありません。
５．大学（大学院）を卒業している場合、高校の卒業・成績証明書を提出する必要はありますか？
　はい、あります。出願者は全員、高校の卒業・成績証明書を提出しなければなりません。
６．JLPに入学した場合、「留学ビザ」を取得できますか？
　JLPの科目等履修生は「留学」の在留資格が取得可能です。入学手続き時に日本国外にいる方は出願時の申請により大学が代
理で在留資格取得を申請することができます。ただし、在留資格の審査及び許可は入国管理局が行うため、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。

1 募集人数 60名（各学期）

2 出願資格

①日本国以外の国籍を有する者
②�外国において日本国以外の学校教育制
度による12年の課程を修了し（プログ
ラム開始の前月までに修了見込の場合
を含む）、その国において大学入学資格
を有する者、またはこれに準ずる者
③日本語能力試験のN4以上相当の者

3 選考方法
書類選考、オンライン面接
※��日本語能力試験のN4レベル以上の証明書を提出
した方は、オンラインによる面接を免除します。

4 選 考 料 25,000円

5 出願書類

募集要項を参照
募集要項は法政大学日本語教育プログラムのWeb
サイトよりダウンロードできます。
http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/jlp_
regular/application/

6 出願期間

4月
入学

Ⅰ期 2020年 9月28日㈪～10月12日㈪

Ⅱ期 2020年11月 6日㈮～11月19日㈭

9月
入学

Ⅰ期 2021年 4月 1日㈭～ 4月14日㈬

Ⅱ期 2021年 5月17日㈪～ 5月31日㈪

7 出願方法

Webサイトよりインターネット出願登録
および選考料の支払い手続きを行った後、
必要書類を大学へ電子データで提出して
ください
◆��出願のためのガイダンスページは以下をご参照
ください。

（日本語）�http://www.guide.52school.com/guidance/
net-hosei-jlp/

（英　語）�http://www.guide.52school.com/guidance/
net-hosei-jlp-en/

※�実際に入力可能な期間は出願期間になります

130年以上の歴史を持ち、日本で最も伝統のある私立大学の一つ
⃝学部数：15学部　　⃝学生数：27,605名（※1）
⃝海外交流大学：251大学・機関（※2）
⃝外国からの留学生数：1,515名（※3）
⃝外国への留学生数：1,639名（※3）

※1　2020年5月1日現在
※2　2020年2月末時点
※3　2019年度実績

問い合わせ

http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/jlp_regular/application/
http://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-jlp/
http://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-jlp-en/


プログラムの特徴  ������������������������������������������������������������������

1� �学校教育法に定められた履修証明書の交付
  　学校教育法第105条に定められた履修証明制度に基づき、プログラムを修了した者には、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（Certificate）を交付します。

2� レベル別の授業
  　学生の日本語力に合わせた、レベル別授業を展開しています。学生は、生活に必要な日本語、大学での授業や学問に

必要な日本語、将来の仕事に必要な日本語を学ぶことができます。
� �　また、上級レベルの方には、進学、キャリアに役立つ「ブリッジングコース」が充実しており、①学部・大学院の授

業に必要なアカデミックな日本語を学ぶ科目、②大学、大学院の授業の前提となる日本社会の背景知識を学ぶ科目（日
本社会文化、政治経済、歴史）、③日本語によるビジネスコミュニケーションを学ぶ科目、が用意されています。

3� 少人数で集中的に学べる環境
� �　1クラスは約20名で、語学学習に適したクラスサイズで学ぶことができます。少人数クラスなので、教員は、一人ひとり

の上達や学習の状況を把握しやすくなります。また、学生は発言や質問がしやすくなり、より活発な授業が実施できます。

プログラム内容  ��������������������������������������������������������������������

授業一覧（時間割） �����������������������������������������������������������������

月 火 水 木 金

1限
J4�集中Ⅰ J4�集中Ⅱ
J5�集中Ⅰ J5�集中Ⅱ J5�集中Ⅲ J5�表現Ⅰ
J6�集中Ⅰ J6�集中Ⅱ J6�集中Ⅲ J6�集中Ⅳ J6�集中Ⅴ

2限
J4�聴解・語彙・漢字 J4�読解文法Ⅰ J4�作文・発表 J4�会話 J4�読解文法Ⅱ
J5�読解文法Ⅰ J5�作文・発表 J5�読解文法Ⅱ J5�会話 J5�聴解・語彙・漢字
J6�読解文法Ⅰ J6�アカデミック日本語1� J6�聴解・語彙・漢字 J6�読解文法Ⅱ J6�日能試N1対策

3限
J4/J5�復習Ⅰ J4�復習Ⅱ J4�復習Ⅲ

J6�表現Ⅱ J4/J5�日本語応用 J5�日能試N2対策
J6/J7�ビジネス日本語1 J7�日本社会とメディア J7�フィールドワーク・課題研究 J7�アカデミック日本語3 J7�アカデミック日本語2

4限 J7�ビジネス日本語2 J7�日本社会と文化 J6�集中Ⅶ J6�集中Ⅵ

5限 J7�ビジネス日本語3 J7�日本の政治経済（春）
J7�日本の近現代史（秋）

◦上記の時間割は変更する可能性があります。ご了承ください。
◦一週間に8科目以上12科目まで履修することができます。
◦1限に配当されている集中Ⅰ～Ⅴは、定められたセットで複数の科目を履修する必要があります。
◦読解文法Ⅰ・Ⅱもセット科目です。学期中、どちらか一方のみ履修することはできません。

学生の声  ����������������������������������������法政大学JLPで学ぶ学生の声を紹介します！
※�インタビュー内容、年齢は在籍当時のものです。

法政大学日本語教育プログラムでは、日本の大学で日本語や日本文化を 
学びたいという熱意を持った留学生を科目等履修生（※）として受け入れます。

中級から上級まで、多彩な日本語科目を用意しており、日本での生活や大学で
の勉学に役立つ日本語の習得、また、将来の仕事に必要な日本語力の習得を積極的
に支援します。さらに、総合大学における幅広い学生との交流の機会を提供することで、
広い視野を持ち、グローバル社会に貢献できる人材を育てることを目指します。
※�科目等履修生とは、学位を取るためではなく、大学の授業に参加し、単位を取る学生のことです。

HOSEI 
University 

⃝授業期間
4月入学生 9月入学生

� 4月初旬～7月末、1年間コース
� 9月中旬～翌年1月末

� 9月中旬～翌年1月末、1年間コース
� 翌年4月初旬～翌年7月末

半年間コース � 4月初旬～7月末 半年間コース � 9月中旬～翌年1月末

⃝カリキュラム
レベル 対象 学習目標

中級
J4 日本語能力試験�N4�相当 日本での生活に必要な日本語力に加えて、大学、大学院での勉学に必要な基

礎的なアカデミック日本語力の習得J5 日本語能力試験�N3�相当

上級
J6 日本語能力試験�N2�相当 高度なアカデミック日本語力、日本社会文化の基礎知識の理解、ビジネス日

本語力の習得J7 日本語能力試験�N1�相当

⃝プログラム費用

登録料（各学期） 50,000円

履修料（各学期） 400,000円

※��出願の際に選考料（25,000円）が必要とな
ります。

Ｑ：留学前にやっておけばよかったこと、やっておいてよかったことは何ですか？

Ｑ：留学して自分の日本語力は向上したと感じますか？

Ａ：日本語を聞く練習、話す練習をもっとしておけばよかったと感じました。留学生活が始ま
り直面した問題は「話し言葉」と「書き言葉」の違いです。会話をするのにも準備をしていな
いと聞き取ることも話すこともできません。もっと話したいけど話せない、たくさんの機会が
あるのに無駄にしている、と感じました。毎日の授業や生活の中で日本語力を鍛え、だんだん
慣れてきましたが、もっと練習しておけばよかったと思います。
　やっておいてよかったと思うのは、日本の習慣について調べたことです。ゴミの出し方や住
まいの契約についてなど、知らなかったルールがたくさんありました。調べていなかったら驚
いていたと思います。 中国出身　LONG LINGYUN（リュウ リョウゲイ）さん　20歳

Ａ：ベトナムでは大学の日本語学科を卒業した後、日系企業で不動産事業に携わっていました。
仕事をする中で自身の日本語力をもっと向上させたい、もっと日本人や日本を理解すればより
良い接客ができるはず、と思い留学を決めました。
　入学当初は勉強自体も久しぶりな上に、苦手な漢字に苦戦しましたが、先生方のサポートも
あり慣れました。使用するテキストは日本の生活に即した内容でとても勉強になりますし、ア
カデミック日本語の授業では論理的思考や発言力が鍛えられます。周りは若く優秀な学生が多
いので、大きな刺激も受けます。プログラム終了後はベトナムでの仕事に戻り、勉強した日本
語と日本で生活した経験を活かしてより良いお客様対応をしたいです。
 ベトナム出身　LE THI MINH VY （レー ティ ミン ヴィー）　33歳

Ａ：毎日の授業や課外活動など日本語に囲まれた環境のおかげで、苦手だった聴解の力がつい
てきたと感じます。JLPの先生方は経験豊富で面白い話を交えながらわかりやすく教えてくれま
す。日本語で日本語の勉強をするのは大変ですが、理解が深まります。授業外では文化系サー
クルに入り、日本人学生と交流しています。日常会話のスピードについて行くのは大変で、言
いたいことを考えているうちに次の話題になることもありますが、日本語力を鍛えるには良い
環境です。留学前は学生生活に不安もありましたが、今では週末にサークル仲間と出かけ、楽
しく過ごしています。現在は自分の実力を試すため、学内の日本語スピーチコンテストに出場
することを決め、挑戦しています。日本人のように話せるよう、頑張ります！
 中国出身　HUI TIANRUI（カイ テンルイ）さん　22歳

JLPについて

Ｑ：留学しようと思ったきっかけ、留学生活について教えてください。


