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2022年度武蔵野大学夏季日本研修
2022 Summer MJSP 

(Musashino Japanese Studies Program)
2015年以降、毎年ご好評をいただいているMJSP(Musashino Japanese Studies 

Program)、今年もオンラインでの開催が決まりました。本プログラムは、日本語での
コミュニケ―ション力を高めることを目的とし、コミュニケーションに特化した授業カ
リキュラムのほか、授業外の交流活動も盛んに行われます。
MJSP (Musashino Japanese Studies Program), which has been well received every 

year since 2015, will be held online again this year. The program aims to improve 
students' communication skills in Japanese, and in addition to the communication-
focused class curriculum, there will be many exchange activities outside of class.

期間：8月22日（月）～9月2日（金）
Schedule: 22 August, mon. – 2 September, fri.

2022 Summer MJSP

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日

１コマ目
11:00-12:40

オリエンテーション
orientation

２コマ目
14:00-15:40

アイスブレーキング
ice breaking

アクティビティ
15:30-16:30

アクティビティ①
activity1

アクティビティ②
activity2

8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日

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

アクティビティ
14:00-15:40

アクティビティ③
activity3

日本語授業
class

日本語授業
class

日本語授業
class

日本語授業
class



 日本語学習 Japanese Language Class：
・28時間以上 More than 28 hours 

 レベル別クラス：
Classes commensurate with your level：
・CEFR A1～B2まで
・JLPTなし～ N1以上まで対応
・From CEFR A1 to B2
・no JLPT to N1 or higher

日本語授業
Japanese 
Classes

アクティビティ
Activities

 週に１,２度、授業時間後(16：00-17：00)
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 (4-5pm).



修了証発行
Certificate

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、データ送付
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
Fee

参加費用：60,000円
（授業料、教材費を含む）

Fee : 60,000 yen
(including tuition and class materials）

使用教材
Textbooks

『まるごと』シリーズをクラスレベルに
合わせて使用予定です。
そのほか、映像や新聞などを使用する
予定です。
The “Marugoto” series will be used according 
to the class level. In addition, videos and   
newspapers will be used.

(https://www.marugoto.org/about/series/)



 武蔵野大学協定校または交流校の学生であること
Must be a student of MU’s partner school or exchange school.

 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
Have an internet connection to be able to use Google services 
and open PDFs by the starts of program.

（中国圏はVPN必須 / VPN is required in China）
 プログラム参加にあたり、Googleアカウントおよび

Gmailアドレスを取得すること
To participate in the program, you must have a Google account     
and a Gmail address.

 ビデオ映像で顔を映すことができること
Must be able to turn your video camera ON to show your face.

 他校、他国、他文化の学習者とともに学ぶことに
理解があること

An understanding of learning with learners from other schools, 
countries, and cultures



【STEP1】
・下記URLのレベルチェックテスト(TTBJ）を受ける

Please take a Japanese level check test below.
➤ https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/

【STEP2】
・Gmailでログイン後、google form(*1)で申込

Please log in with your Gmail and use google form to apply.
➤ https://forms.gle/pQFf8Ey8dMGVkJZn7

(*1) Formが開けない、または使用できない場合は下記書類をメール送付
If the google form cannot be opened or is unusable, 
please send the following application documents by email.

宛先 To：lc_jpn@musashino-u.ac.jp

・申込用紙 Application Form
・パスポート写真 (顔写真のページ)または氏名の英語表記の証明書

Photo Copy of Passport (Facial Photo page)or other ID written   
your name in English

・学生証コピーまたは所属機関が分かる証明書
Photo Copy of Your School ID Card

応募締切：2022/6/12(日)
Deadline：12 June, 2022

武蔵野大学 ランゲージセンター

Language Center Musashino University 

Phone:  +81-(0)42-468-9231
Email: lc_jpn@musashino-u.ac.jp

https://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
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