
 

(c) Kyoto University of Foreign Studies, Kyoto Junior College of Foreign Languages All rights reserved. https://www.kufs.ac.jp/ 

 

 

KUFS 2023 Kyoto Japanese Winter Program 実施概要 
 

 

1．研修目的： 

「Kyoto Japanese Winter Program」は、京都外国語大学（以下、ＫＵＦＳ）が提供する短期日本語プログラムです。 

日本語を集中的に学ぶだけではなく、魅力的で歴史ある大学の街‘京都’で日本文化についても学んでいきます。また、日

本語・日本伝統文化の授業はもちろん、本学学生とのグループワークを通して、異文化交流への理解を深めます。 

京都で皆様にお会いできることを楽しみにしています。 

 

2．研修日程： 

（対面実施） 2023 年 2 月 1 日（水）～2023 年 2 月 16 日（木） 

 

3. 研修スケジュール（予定）： 

  *今後、感染症等の影響による水際対策の変更があった場合は、状況に応じてオンラインへ切り替える可能性があります。

予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1講時

9:00-9:50

2講時

10:00-10:50

3講時

11:00-11:50

昼休み

11:50-13:00

4講時

13:00-13:50

5講時

14:00-14:50

1日目 2月1日 水

2日目 2月2日 木 オリエンテーション プレイスメントテスト キャンパスツアー

3日目 2月3日 金 【授業】 【授業】 【授業】

4日目 2月4日 土

5日目 2月5日 日

6日目 2月6日 月 【授業】 【授業】 【授業】

7日目 2月7日 火 【授業】 【授業】 【外大生と話そう】

8日目 2月8日 水 【授業】 【授業】 【授業】

9日目 2月9日 木 【授業】 【授業】 【外大生と話そう】

10日目 2月10日 金 【授業】 【授業】 【授業】

11日目 2月11日 土

12日目 2月12日 日

13日目 2月13日 月 【授業】 【授業】 【外大生と話そう】

14日目 2月14日 火 【授業】 【授業】 【外大生と話そう】

15日目 2月15日 水 【授業】 修了式

16日目 2月16日 木

【研修旅行】

休日

【日本伝統文化】

フェアウェルパーティー

退寮 プログラム終了・帰国

【交流イベント】

（自由参加）

休日

休日

【日本伝統文化】

【日本文化体験（舞子鑑賞）】

【交流イベント】

（自由参加）

KUFS 2023 Kyoto Japanese Winter Program (Tentative)

※授業スケジュールは、変更になる場合もあります。

関西国際空港到着 アシスタント合流＠KUFS・入寮

ウェルカムパーティー

日付

https://www.kufs.ac.jp/
http://www.kufs.ac.jp/
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4. 授業について： 

【授業】（全 30 時間程度） 

・日本語の授業  

*日本語のクラスは、初級から上級レベルにクラス分けします（1 クラス 10～15 人程度）。 

   *日本の生活で応用できる実践的な日本語に焦点を当てており、学習する内容や課題はレベルに応じて異なります。 

・日本伝統文化（茶道、書道 等) 

・外大生と話そう 

 

【課外活動】 

・日本文化体験（舞子鑑賞） 

・1 日京都研修旅行 

・外大生との交流イベント、ウェルカム&フェアウェルパーティー 

 

5. 定員： 

50 名（最少催行人数：10 名） 

*最少催行人数（10 名）に満たない場合は中止となります。予めご了承ください。 

 

6. 申込資格： 

・大学生、大学院生、社会人（社会人の場合、最終学歴が高校卒業かそれ相応である必要があります。） 

・日本語基礎を学習し、ひらがなやカタカナの読み書きができる者。 

また、日本語能力試験（JLPT）N5 程度またはそれ以上の日本語能力を有するもの。 

・「条件規約および誓約」の内容を理解し、それらに同意した者。 

 

【留意事項】 

  ・全ての授業は、日本語で行われます。日本語の学習歴について、申込資格を満たさない方は、応募できません。 

 

7. プログラム費用：  180,000 円 

〇費用に含まれるもの 
授業料・教材費、宿舎費、スケジュール内の研修旅行費・課外活動費、朝食・夕食代（祝

日を除く月～土）*、宿舎と大学の間の交通乗車券   

×費用に含まれないもの 
航空券、日曜日・祝日の食事代および全日の昼食代、空港と宿舎の間の交通費、旅行保

険料、その他個人にかかる費用 

*お支払い方法の詳細に関しては、申込締切後にメールにてお知らせ致します。（お支払期限目安：2022 年 12 月末） 

 

8. 宿舎： 寮（1 人部屋） 

設備 
 エアコン、洗面台、冷蔵庫、Wi-Fi 

 ［共有スペース］オートロックセキュリティー、エレベーター、食堂、キッチン、ランドリー 

備品 シングルベッド、寝具、机、椅子、棚、カーテン、電気、 洋服ダンス 、トイレ、シャワールーム 

 

*プログラム中に滞在する宿舎については、こちらで決定致します。 

*設備および備品は、宿舎によって多少異なります。 

*トイレットペーパー、タオル、アメニティ等はご自身でご用意ください。  

 

 

 

https://www.kufs.ac.jp/
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9. 修了証書： 

プログラムを修了した参加者には、修了証書をお渡しします。 

 

10. 奨学金： 

   このプログラムに適応する本学の奨学金はありません。 

 

11. 査証（VISA）取得と渡日： 

 【査証（VISA）】 

 ビザ免除国・地域籍の方は、ビザを取得することなく日本への渡航が可能です。 

免除国・地域籍でない方は、日本に入国するために、「短期滞在」ビザを取得しなければなりませんので、以下ウェブサイト

をご確認の上、ビザ取得手続きのご準備をお願い致します。 

なお、ビザ申請に必要な関連書類は、プログラム費用のお支払完了後に本学より発行します。 

（日本語） https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html 

（英  語） http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 

 

【渡日に係る手続き】 

日本での水際対策については、以下ウェブサイトをご確認ください。 

現在は緩和されておりますが、今後変更される可能性もありますので、ご留意ください。 

（日本語） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

（英  語） https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html 

 

12. 申込方法： 

申込期日： 2022 年 11 月 4 日（金）～2022 年 12 月 15 日（木） 23:59（日本時間） 

※定員に達し次第、申し込みを締め切ります。 

 

申込手続き： 

 

STEP1 以下オンライン申込フォームをお送りください。 

https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=1289d90db9358985bfc83dce46ed64af 

 

 

STEP2 顔写真及びパスポートコピー（顔写真、氏名が記載されているページ）をスキャンし、 

京都外国語大学 国際部（incoming_oips@kufs.ac.jp）にメールでお送りください。 

※顔写真：4×3cm(最近 3 ヵ月以内に撮影した正面上半身・脱帽のカラー写真) 

※申し込み時に、パスポートを持っていない方は、事前にご連絡ください。 

 

 

 

お問い合わせ先： 

 

【京都外国語大学 国際部】  

E-mail ：  incoming_oips@kufs.ac.jp 

TEL   ：  +81 75 322 6043 

 

 

こちらからもアクセスできます⇒ 

https://www.kufs.ac.jp/
http://www.kufs.ac.jp/
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=1289d90db9358985bfc83dce46ed64af
mailto:incoming_oips@kufs.ac.jp

