2020年度武蔵野大学夏季日本研修
Musashino Japan Summer Program
2020年6月29日（月）～ 7月17日（金） 18泊19日
June 29th – July 17th, 2020 (19 days)

浴衣体験/Yukata experience

授業風景/Classroom

研修成果発表/Presentation about MJSP

茶道体験/Tea ceremony experience

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

東京2020オリンピック・パラリンピックの競技は武蔵野大学の周辺で行われます。聖火台や競技場など
を学内から見ることができます。その開催直前に行われるサマープログラムに参加しませんか。
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、
日本語でのコミュニケ―ション力を高めるために、課外の体験学習と教室での日本語学習を結びつけた、
他大学にはない日本学習プログラムで毎年好評を得ています。日本語学習だけでなく、武蔵野大学生
や地元江東区市民と交流しながら浴衣の着付けや茶の湯、日本ならではのものづくりといった文化体験
を行い、さらにその内容をフォトランゲージを活用して教室内で伝えることで日本語力が身につき、研修修
了時には、どの学生も内容のあるプレゼンテーションができるようになります。
武蔵野大学でしかできない体験をしてみませんか。
Musashino University is surrounded by many stadiums where The Tokyo 2020 Olympic and
Paralympic Games will be held. The torch and the stadiums can be seen from our campus. Join our
summer program just before the world’s big event.
Musashino Japan Summer Program (MJSP) combines extracurricular hands-on learning with
learning in a classroom, to learn more about the Japanese culture and enhance communication
skills in Japanese. It has gained a good reputation every year for its distinctive programs not found
at other universities.
Besides learning inside, the program will offer participants with the exciting opportunity to
interact with Japanese students and local citizens, and experience Japanese culture outside
including yukata wearing, tea ceremony and handcrafting. Their Japanese language skills will be
improved through using a photo language technique in a classroom to convey those experiences.
At the end of the program, every student will be able to make a rich presentation in Japanese.
Why don’t you enjoy things that can be experienced only at Musashino University?
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◆日程：2020年6月29日(月)～７月17日(金) 18泊19日
◆募集人数： 70名
※各校5名以上参加を希望される場合は、お申込み前にご相談ください。

◆内容：
日本語コミュニケーション授業＋日本文化の見学・体験＋学生交流
◆研修場所：武蔵野大学 有明キャンパス
◆宿舎：住庄ほてる（日本橋） 一部屋2～3人
http://www.sumisho-hotel.co.jp/
※様々な大学の方々と交流が深まるよう、部屋の割振りはこちらで手配いたします。

◆費用：16万円
（授業料、宿泊費、交通費、見学・体験費用、教材費を含む）
※渡航費、食費、通学以外での移動交通費、海外保険料、オプションのホームステイ費用、
その他の生活費は含みません。

武蔵野大学有明キャンパス

◆Program Period：
June 29th – July 17th, 2020 (19 days)
◆Number of Participants: 70
※5 students per partner institution (consult if more beforehand).
◆Contents： Japanese Language Class + Field Study + interaction with Japanese students
◆Place： Musashino University, Ariake Campus
◆Accommodation: Sumisho Hotel @ Nihonbashi (2-3 persons per room)
http://www.sumisho-hotel.co.jp/
※Participants will be mixed up to encourage making new friends
from different universities.
◆Fee： 160,000 yen
・ Fee covers tuition, accommodation, field trips, textbooks.
・ Fee excludes airfare, domestic travel expenses, insurance, optional homestay,
meals and other miscellaneous expenses.

窓口担当者より応募者全員分の書類をメールで送付ください。
送り先：global@musashino-u.ac.jp
①申込用紙
②パスポートコピー(顔写真のページ)
③J-CAT結果 ※サイトから各自で受験してください。
J-CATサイト： http://www.j-cat.org/

申込締切
3月15日(日)

PRIJAVE SLATI NA: ibedekov@ffzg.hr

FilozofskiSend
fakultet će
slati prijave na Musashino
University to:
Please
application
materials
global@musashino-u.ac.jp
1. Application Form
2. Passport copy
3. J-CAT score (online Japanese proficiency test)
※The test is available
J-CAT http://www/j-cat.org/en/

Application Due
MAR 15 (SUN)

[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)
TEL

+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

