
(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master

*募集要項より、語学要件等確認し志望学科を決定してください。

以下の科目リストより、履修を希望する科目を選択してください。

なお、入学時に以下の内容に変更がある可能性がありますのでご了承ください。

共通科目群（日本文化文学科を志望する場合、以下の科目の履修はできません。）

☑

☑

日本研究（日本語上級以上）

☑

日本語学・日本語教育（日本語上級以上）

☑

日中翻訳・通訳

☑

学習計画
Study Plan

氏名(カタカナ）
（Name in Katakana)

氏名(漢字/English）
（Legal Name in Full)

学年
(School year)

1st year   /   2nd year   /   3rd year   /    4th year   /    Other(   )

専門
（Major)

在籍校
(Home University)

学部
（Faculty）

日本研究 for beginners

日本語コミュニケーション

日本研究（経済・経営）

日本研究（政治・社会）

日本研究（ビジネス）

日本研究（歴史・地域・メディア）

日本語学概論

日本語教授法概論

  年(YYYY)   月(MM) ～ 年(YYYY) 月(MM)
留学期間

（Period of Study Term)

志望学科*

（The desired department to study at

Musashino University)

J-CAT 201以上

日本研究（言語・心理）

ランゲージセンター開講科目

科目名

日本研究（日本語中級（JCAT150)以上）

科目名

J-CAT点数

J-CAT 200以下

日本研究（文化・文学・サブカルチャー）

＜履修希望科目アンケート＞

初級日本語

科目名

科目名

科目名

中国語通訳演習

中国語翻訳演習

武蔵野大学　国際課
Musashino University

International Relations Office

 半期　／　1年間   



その他（志望学科の科目）

志望学科の科目の履修を希望する場合は、シラバスより科目を確認の上、以下に明記してください。
志望学科以外の科目は履修できません。

1

2

3

4

5

6

7

8

備考：

・日本文学文化、グローバルビジネスの専門科目については、別添のリストを参照し、希望する学科の科目欄に☑してください。

・ランゲージセンターの科目は単位が出ませんが、学修時間、成績（可か不可）等が記載された受講証明書が発行されます。

・定員があるため、選んだ科目が履修できないこともあります。

・法律上、留学生は週10時間以上学習する必要があります。

・本学の授業は1コマ1.5時間のため、週7コマ以上の授業を取らなければなりません。

本学へ留学中、本属大学が求める履修要件がある場合、以下の情報を記入してください。

□ 有 （単位数 ）　　 □ 無

□ 有 （科目名・必要単位数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

□ 有 （言語・必要単位数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

武蔵野大学に伝えておきたい留意事項があれば、お書きください。

日本語で自己紹介を書いてください。 ※グローバルビジネス学科を希望する方は日本語又は英語で記入してください。

必要単位

母校の専門
必修科目

日本語以外
の外国語

□ 無

□ 無

志望学科の科目

武蔵野大学　国際課
Musashino University

International Relations Office

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master



☑

日本文学文化学科

日本語リテラシー

漢文学

日本文学研究Ⅲ（鎌倉・室町時代の文学と文化）

日本文学研究Ⅳ（江戸時代の文学と文化）

日本文学研究Ⅴ（近代・現代の文学と文化）

日本文学研究Ⅵ（児童文学と詩の研究）

日本文学研究Ⅶ（近代・現代の文学と表現）

日本文学研究Ⅷ（近代・現代の文学と人生）

漢文学中国文学研究Ⅰ（和漢比較文学）

漢文学中国文学研究Ⅱ（日本漢文学）

日本語学特講（古代の日本語）

日本語学研究（近代の日本語）

古代文学（古事記・万葉集）

中古文学（平安時代 ）

中世文学（軍事物語等）

近世文学（江戸時代）

近代・現代文学（明治時代等）

日本語学概論

日本文学研究Ⅰ（奈良時代の文学と文化）

日本文学史（古典）

日本文学史（近現代）

小説の歴史

武蔵野学

日本文学特講Ⅰ（奈良時代の作家と作品）

日本文学特講Ⅱ（平安時代の作家と作品）

日本文学特講Ⅲ（鎌倉・室町時代の作家と作品）

日本文学特講Ⅳ（江戸時代の作家と作品）

日本文学特講Ⅴ（近代・現代の作家と作品）

日本文学特講Ⅵ（戦前・戦後の作家と作品）

日本文学特講Ⅶ（自動分が鵜の作家と作品）

創作入門Ⅰ

日本文学研究Ⅱ（平安時代の文学と文化）

科目名

創作入門Ⅱ

日本の演劇（古典芸能）（能楽・歌舞伎）

日本文化特講Ⅰ（日本の祭りと民話）

日本文化特講Ⅱ（日本の生活文化）

日本文化研究Ⅰ（朗読・語りと舞台演出）

日本文化研究Ⅱ（演劇実践演習）

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master



外国の歴史

環境学への展望

芸施術のすすめ１（日本の中世－現代の文学芸能など）

文学を読み解く楽しみ（日本近代文学）

プレゼンテーション

哲学への探求（インド哲学）

しあわせを考える

芸施術のすすめ２（西洋芸術音楽）

社会情報と生活

人間の心理を探る

生命科学と人間

哲学への探索

日本の歴史

文化人類学への誘い

現代メディアの探求

比較文学特講（外国文学）

日本語

日本事情１

日本事情２

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master



☑

*Basic Japanese is only course which is conducted in English.
Other courses are all conducted in English.

Financial Services

Global Business

芸術のすすめ Invitation to Arts

哲学の探索  Exploring Philosophy

生命科学と人間 Life Sciences and Humankind

社会現象を分析する Analysis of Social Phenomena

*基礎日本語（日本語ゼロ初級者の履修は不可）

*Basic Japanese (This course is not for beginners)

Introduction to Business Studies

Management

Accounting Advanced

Marketing in Global Business

Research Method for Business Studies

Courses

Global Trading

Hospitality

Global Studies（2nd and 3rd terms)

Business Economics

Statistics for Business Studies

Managerial Accounting

Organizational Behavior

Advanced Marketing in Global Business

Strategy in Global Business

China Business Studies

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master



(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master

*Please refer to Application guide for the information of desired department

Please tick desired courses below.

Please be noted that this is not going to be used for official registration. Some information may be changed.

Common Subjects（For all applicants except applicants for Department of Japanese Culture and Literature.)

Subjects of Language Center

☑

Japan Studies (JCAT score should be above 150)

☑

Japan Studies

☑

Japanese Language and Japanese Language Education

☑

Japanese-Chinese Translation and Interpretation

☑

Courses

Courses

Courses

Chinese Interpretation Practices

Chinese Translation Practices

  年(YYYY)   月(MM) ～ 年(YYYY) 月(MM)
留学期間

（Period of Study Term)

志望学科*

（The desired department to

study at Musashino University)

J-CAT 201 and above

Japanese Language and Psycology

Courses

Courses

J-CAT Score

J-CAT score below 200

Japanese Culture, Literature and Sub-culture

＜Suvery for course registration＞

Japanese for beginners

Introdusing Japan for beginners

Japanese communication

Japanese Economics and Management

Japanese Politics ans Society

Japanese Business

Japanese History, Community and Media

Introduction to Japanese Linguistics

Introduction to Japanese Language Teaching Methods

学習計画
Study Plan

氏名(カタカナ）
（Name in Katakana)

氏名(漢字/English）
（Legal Name in Full)

学年
(School year)

1st year   /   2nd year   /   3rd year   /    4th year   /    Other(      )

専門
（Major)

在籍校
(Home University)

学部
（Faculty）

武蔵野大学　国際課
Musashino University

International Relations Office



Others 

Please refer to syllabus and write courses if there are any courses you would like to take other than the above.

Please be noted that you can only select the courses of department where you wish to apply to.

1

2

3

4

5

6

7

8

Note:

・For those who wish to apply to Japanese Culture and Literature or Global Business,

please refer to the course lists from the attached file.
・Courses of Laguage Center are not credited.
There will be a certificate of attendance with the information of study hours and grades(pass/failed).
・As the capcity of each course is limited,

there is possibility that you will not be able to take all courses you select.

・Accourding to the rule of the immigration bureau, you must study at least 10 hours per week.

・As 1 class is 90mins long, you must take at least 7 classses per week.

If your home university has requirement taking courses during your study at our university, 

please give us following information.

□ Yes （How many  ）　 □ No

□ Yes （Course title・Required number of credits＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

□ Yes （Name of Language・Required number of credits＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

If you there is any information we should know other than the above information,

please indicated them.

Please introduce your self.

Courses

Rewuire

credit

Major

subjects

Langugae

study

other than

Japanese

□ No

□ No

武蔵野大学　国際課
Musashino University

International Relations Office

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master



☑

*Basic Japanese is only course which is conducted in English.
Other courses are all conducted in English.

Financial Services

Global Business

芸術のすすめ Invitation to Arts

哲学の探索  Exploring Philosophy

生命科学と人間 Life Sciences and Humankind

社会現象を分析する Analysis of Social Phenomena

*基礎日本語（日本語ゼロ初級者の履修は不可）

*Basic Japanese (This course is not for beginners)

Introduction to Business Studies

Management

Accounting Advanced

Marketing in Global Business

Research Method for Business Studies

Courses

Global Trading

Hospitality

Global Studies（2nd and 3rd terms)

Business Economics

Statistics for Business Studies

Managerial Accounting

Organizational Behavior

Advanced Marketing in Global Business

Strategy in Global Business

China Business Studies

(Year of) 2019年度

大学・大学院

Undergraduate・Master
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