
  

 
2020年度後期 武蔵野大学 協定(交換)留学生募集要項 

（学部生） 
 

１． 所属 

ランゲージセンター （有明キャンパス） 

武蔵野大学ランゲージセンターには日本語授業のほか、日本文化やコミュニケーションを学ぶ授業などがあります。

協定生(交換留学生)に特化したシラバスが組まれ、レベルに沿ったクラスで日本語や日本に関わる様々なことを学び

ます。これまでに多数の協定生(交換留学生)を受け入れてきた武蔵野大学ならではの授業を体験することができます。        

また、授業以外での生活や日々の悩みには、窓口相談や個人面談等を通して事務スタッフがしっかり対応します。 

 

※以下の条件を満たす場合、ランゲージセンター科目に加えて学科の授業履修を認めます。 

◆日本語で専門科目を学ぶ学科◆ 

武蔵野キャンパス 日本文学文化学科 

有明キャンパス グローバルコミュニケーション学科／日本語コミュニケーション学科／ 

法律学科／政治学科／経済学科／経営学科／人間科学科 

≪条件≫ 

①日本語能力試験(JLPT)N1 を取得済で、応募の際に合格証明書を提出できること 

②履修学科の十分な専門知識を留学前に持ち合わせていること 

   ◆英語で専門科目を学ぶ学科◆ 

有明キャンパス グローバルビジネス学科 

≪条件≫ 

応募の際にいずれか一つの証明書を提出できること 

TOEFL iBT 61点以上／IELTS Academic 5.5以上／TOEIC 700点以上 

 

２．受入人数  ＿2＿名 

３．受入期間  一年間（授業期間：2020年 9月～2021年 7月） 

                半年間（授業期間：2020年 9月～2021年 1月） 

                 ※別添の 2020年度学年歴をご覧ください。 

４．学費     協定書に基づく 

５．宿舎     希望者には国際寮、民間学生寮等を紹介します。 

https://www.musashino-u.ac.jp/student-life/life/dormitory/ 

 

６．その他     ・受入決定後、来日の期日はこちらが指定させていただきます（9月中旬予定） 

               ・母校で大学院生の方を学部に受け入れることはできません。 

・本学での留学期間が修了する前に母校の学籍がなくなる場合、推薦できません。 

（学部 2、3年生の推薦が望ましいです） 



MUSASHINO UNIVERSITY 

Application Guideline 2020 Fall (undergraduate) 

 

１． Exchange students belong to 

Language Center （Ariake campus） 

Musashino University Language Center (LC) offers Japanese language courses, and besides, courses in which students 

can learn Japanese culture and communication as well. Syllabus is designed especially for exchange students and students 

can learn in a class which suit their language level. Also, staffs of International Relations Office will take care of the exchange 

students and address problems in their daily life outside classroom through a consultation meeting.  

 

Students will be allowed to take regular courses in case of meeting the following conditions: 

◆Department offering specialized studies in Japanese◆ 

Musashino campus Japanese Literature and Culture 

Ariake campus Global Communication / Japanese Communication / Law / Political 

Science / Economics / Business Administration / Human Sciences 

<conditions> 

1) Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 holder who can submit the certificate 

upon the application 

2) Those who have a specialized knowledge of a desired department 

   ◆Department offering specialized studies in English◆ 

Ariake campus Global Business 

<conditions> 

Those who can prove their English language proficiency with any one of certificates 

indicated below upon the application. 

TOEFL iBT: 61 or above / IELTS Academic: 5.5 or above / TOEIC: 700 or above 

 

２．Student intake: up to ＿2＿ students 

３．Intake periods:  One year (September 2020 – July 2021) 

Half-year (September 2020 – January 2021) 

For more details, please see the academic calendar attached. 

４．Tuition fee:     As per the agreement between institutions 

５．Accommodation: University dormitory and private-sector dormitory will accommodate students who 

wish to stay at the dorm MU designates. 

https://www.musashino-u.ac.jp/student-life/life/dormitory/ 

６．Others:     ・Designated entry date is to be announced after the application process is done. 

      ・Postgraduate students are not eligible for undergraduate level courses at MU. 

・Students must remain enrolled at their home university throughout the duration  

of their studies at MU. (Currently in their 2nd /3rd year would be preferred.) 

 

 


