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About Setsunan
　摂南大学は、1975年に開設されました。文系・理系合わせて7学部13学科とそれらの学科を基礎とする大学院
6研究科10専攻を設置し、約8,200人が学んでいます。総合大学の特長を生かして、独自の目標や研究分野など
に関連した他学部・他学科の開講科目の履修も可能で、幅広い知識を学べる環境が整っています。
　キャンパスは寝屋川と枚方の2カ所です。メインキャンパスとなる寝屋川キャンパスには国際交流センターがあり、
短期留学生向けの日本語コースや、正規留学生向けに日本語チュートリアルを提供しています。

寝屋川キャンパス Neyagawa Campus

　大阪府は人口約884万人の世界でも有数の大都会として
知られ、日本に居住する外国人の約10％は大阪府に住んで
います。大阪はまた観光・文化・グルメの町としても知られ、
多くの外国人観光客を魅了しています。
　本学メインキャンパスのある寝屋川市の人口は約24万人。
大阪府の北東部、大阪市の中心から約15Km、京都市の
中心から約35Kmの距離に位置します。「寝屋川市駅」か
ら京阪電車を利用すると大阪市中心まで約20分、京都市
中心まで約40分で行くことが可能です。

●法学部   法律学科
Law  Law　

●外国語学部   外国語学科
Foreign Studies  Foreign Studies　

●経済学部   経済学科
Economics  Economics　

●経営学部   経営学科・経営情報学科
Business Administration  Business Administration, Business Administration and Information

●理工学部    生命科学科・住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科
Science and Engineering

Setsunan University was established in 1975. It has 7 faculties and 13 departments in combination with 
arts and sciences, and has 6 graduate courses with 10 majors. Approximately 8,200 students are studying.
We have two campuses in Neyagawa City and Hirakata City in Osaka Prefecture. The main Neyagawa 
Campus has the International Center that provides Japanese language courses for shor t-term 
international students, and Japanese language tutorial for full-time international students.

Osaka Prefecture has a population of 8,840,000. 10% of 
foreign citizens in Japan now live in Osaka. Osaka is 
also known as a town of sightseeing, culture, and 
gourmet, so it enchants many tourists.

The population of Neyagawa is about 240,000. It is 
located on the northeast of Osaka prefecture, about 15 
kilometers from the center of Osaka city, and about 35 
kilometers from the center of Kyoto city. If you take the 
train from ‘Neyagawa City’ of Keihan line, you can get 
to Osaka city in about 20 minutes, and to Kyoto city in 
about 40 minutes.

Life Science, Living and Environmental Design, Architecture, Civil and Environmental Engineering, 
Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering

枚方キャンパス Hirakata Campus
●薬学部   薬学科

Pharmaceutical Sciences  Pharmaceutical Sciences　
●看護学部   看護学科

Nursing  Nursing

至広島
To Hiroshima

至姫路
To Himeji

至尼崎
To Amagasaki

地下鉄御堂筋線
Subway Midosuji Line

地下鉄谷町線
Subway Tanimachi Line

大阪空港
Osaka Airport

千里中央
Senri-Chuo

新大阪
Shin-Osaka

淀屋橋
Yodoyabashi

天王寺
Tennoji

JR大阪環状線
JR Osaka Loop Line

南海本線
Nankai Line

JR阪和線
JR Hanwa Line

JR東海道新幹線
JR Shinkansen

大阪
モノレール
Osaka Monorail

JR東海道線
JR Tokaido Line

京阪バス
Keihan Bus

阪急京都線
Hankyu Kyoto Line

京阪本線
Keihan Line

JR学研都市線
JR Gakkentoshi Line

松井山手
Matsuiyamate

樟葉
Kuzuha

寝屋川市
Neyagawa-shi

門真市
Kadoma-shi

大日
Dainichi

茨木
Ibaraki

茨木市
Ibaraki-shi

関西国際空港
Kansai International Airport

東梅田
Higashi-
Umeda

京橋
Kyobashi

難波
Namba

大阪
Osaka

寝屋川キャンパス
Neyagawa Campus

枚方キャンパス
Hirakata Campus

通学専用直通バス
University Shuttle Bus

神戸
Kobe

京都
Kyoto

奈良
Nara

東京
Tokyo

2   Japanese Programs Japanese Programs   3



摂南大学について 大阪府と寝屋川市  Osaka and Neyagawa

大阪府

Osaka

京都
Kyoto

奈良
Nara

神戸
Kobe

日本
Japan大阪

Osaka

About Setsunan
　摂南大学は、1975年に開設されました。文系・理系合わせて7学部13学科とそれらの学科を基礎とする大学院
6研究科10専攻を設置し、約8,200人が学んでいます。総合大学の特長を生かして、独自の目標や研究分野など
に関連した他学部・他学科の開講科目の履修も可能で、幅広い知識を学べる環境が整っています。
　キャンパスは寝屋川と枚方の2カ所です。メインキャンパスとなる寝屋川キャンパスには国際交流センターがあり、
短期留学生向けの日本語コースや、正規留学生向けに日本語チュートリアルを提供しています。

寝屋川キャンパス Neyagawa Campus

　大阪府は人口約884万人の世界でも有数の大都会として
知られ、日本に居住する外国人の約10％は大阪府に住んで
います。大阪はまた観光・文化・グルメの町としても知られ、
多くの外国人観光客を魅了しています。
　本学メインキャンパスのある寝屋川市の人口は約24万人。
大阪府の北東部、大阪市の中心から約15Km、京都市の
中心から約35Kmの距離に位置します。「寝屋川市駅」か
ら京阪電車を利用すると大阪市中心まで約20分、京都市
中心まで約40分で行くことが可能です。

●法学部   法律学科
Law  Law　

●外国語学部   外国語学科
Foreign Studies  Foreign Studies　

●経済学部   経済学科
Economics  Economics　

●経営学部   経営学科・経営情報学科
Business Administration  Business Administration, Business Administration and Information

●理工学部    生命科学科・住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科
Science and Engineering

Setsunan University was established in 1975. It has 7 faculties and 13 departments in combination with 
arts and sciences, and has 6 graduate courses with 10 majors. Approximately 8,200 students are studying.
We have two campuses in Neyagawa City and Hirakata City in Osaka Prefecture. The main Neyagawa 
Campus has the International Center that provides Japanese language courses for shor t-term 
international students, and Japanese language tutorial for full-time international students.

Osaka Prefecture has a population of 8,840,000. 10% of 
foreign citizens in Japan now live in Osaka. Osaka is 
also known as a town of sightseeing, culture, and 
gourmet, so it enchants many tourists.

The population of Neyagawa is about 240,000. It is 
located on the northeast of Osaka prefecture, about 15 
kilometers from the center of Osaka city, and about 35 
kilometers from the center of Kyoto city. If you take the 
train from ‘Neyagawa City’ of Keihan line, you can get 
to Osaka city in about 20 minutes, and to Kyoto city in 
about 40 minutes.

Life Science, Living and Environmental Design, Architecture, Civil and Environmental Engineering, 
Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering

枚方キャンパス Hirakata Campus
●薬学部   薬学科

Pharmaceutical Sciences  Pharmaceutical Sciences　
●看護学部   看護学科

Nursing  Nursing

至広島
To Hiroshima

至姫路
To Himeji

至尼崎
To Amagasaki

地下鉄御堂筋線
Subway Midosuji Line

地下鉄谷町線
Subway Tanimachi Line

大阪空港
Osaka Airport

千里中央
Senri-Chuo

新大阪
Shin-Osaka

淀屋橋
Yodoyabashi

天王寺
Tennoji

JR大阪環状線
JR Osaka Loop Line

南海本線
Nankai Line

JR阪和線
JR Hanwa Line

JR東海道新幹線
JR Shinkansen

大阪
モノレール
Osaka Monorail

JR東海道線
JR Tokaido Line

京阪バス
Keihan Bus

阪急京都線
Hankyu Kyoto Line

京阪本線
Keihan Line

JR学研都市線
JR Gakkentoshi Line

松井山手
Matsuiyamate

樟葉
Kuzuha

寝屋川市
Neyagawa-shi

門真市
Kadoma-shi

大日
Dainichi

茨木
Ibaraki

茨木市
Ibaraki-shi

関西国際空港
Kansai International Airport

東梅田
Higashi-
Umeda

京橋
Kyobashi

難波
Namba

大阪
Osaka

寝屋川キャンパス
Neyagawa Campus

枚方キャンパス
Hirakata Campus

通学専用直通バス
University Shuttle Bus

神戸
Kobe

京都
Kyoto

奈良
Nara

東京
Tokyo

2   Japanese Programs Japanese Programs   3



日本語プログラム  Japanese Language Programs

●セメスターコース Semester Courses

授業時間（半期）：12コマ／週×15週（1コマ90分 合計270時間）　校外研修：日帰り・1泊2日（各1回）
Lecture & Field Trip : Total 270 hours (per semester)  90 min 12 classes × 15 weeks

●レベル Levels
▶ 中級 （日本語能力試験N4合格以上）
▶ 上級（日本語能力試験N2相当以上）
▶ Intermediate Level (JLPT N4)
▶ Advanced Level (JLPT N2)

●費　用 Program Fee　
授業料：180,000円／半期（1セメスター） ※教材費、校外研修費、保険代、宿泊費等を除く
Tuition: 180,000 yen for 1 semester * Excluding cost for textbook, �eld trip, insurance, accommodation, etc.

●テーマ：「ものづくりの日本語」（3週間）
Theme: “Monozukuri no Nihongo” (Manufacturing Japanese) for 3 weeks

●短期集中コース（カスタム・プログラム）  Intensive Course（Custom Program）　
国際交流センターでは、学生の専攻に応じてさまざまなテーマの日本語授業を提供しています。また、標準のプログラムだけでなく、
日本への留学派遣を考えている機関からの要望に応じてカスタム・プログラムも提供することができます。
このプログラムの基準人数は10～15人で、1週間から設定可能です。プログラム費は滞在期間や授業内容によって変わります。
詳しくは、国際交流センターに直接お問い合わせください。

We o�er various types of Japanese classes based on students’ major.
Custom Programs are for oversea institutions who send a group of 10-15 students at a time. It is available from 1 week.
Tuition depends on the term and the content.
For more information, please contact the International Center.

　摂南大学国際交流センターでは、短期留学生のための日
本語・日本事情科目を半年または1年のセメスター単位、あ
るいは希望に応じて数週間の短期集中コースで提供していま
す。留学生のレベルに応じて読む・書く・聞く・話すといった
技能別の授業や、日本の社会や文化についてのさまざまな
テーマの授業があり、効率的に日本語能力を上げることがで
きます。また、滞在中の留学生には、授業以外にも実際に日
本の文化を体験したり、日本人学生と一緒に交流する機会
も設けています。

Setsunan University International Center provides two 
semester courses of Japanese language and Japanese 
culture classes for short-term international students. 
And we also o�er shorter intensive course on request.
There are classes to train skills such as reading, writing, 
listening, and speaking, and classes with various 
themes about Japanese society and culture. You can 
e�ectively improve Japanese pro�ciency .There are 
also chances to experience Japanese culture in 
practice, and study with Japanese students.

カリキュラム Curriculum

セメスターコース開講科目 ｜ Semester course subject

テーマ
Theme

春学期（4月～8月） Spring Semester (Apr. - Aug.) 秋学期（9月～2月） Fall Semester (Sept. - Feb.)
C

om
p

ulsory

選択
Elective

スキル
Skill

JLPT

PBL（留学生による摂大魅力アップ）Ⅰ  Project Based Learning 1

地域を知るⅠ  Understanding Kansai Region 1

新聞プロジェクトⅠ  Newspaper Project 1

ブック・プレゼンテーションⅠ  Book Presentation 1

ビジネス・コミュニケーションⅠ  Business Communication 1

体験で学ぶ伝統文化Ⅰ  Traditional Culture in Japan 1

ポップ・カルチャーの日本語  Japanese in Pop Culture

日本事情A  Japanese Society A

総合日本語A  Comprehensive Japanese A

総合日本語B  Comprehensive Japanese B

JLPT 演習A  JLPT Practice A

JLPT 演習B  JLPT Practice B

PBL（留学生による摂大魅力アップ）Ⅱ  Project Based Learning 2

地域を知るⅡ  Understanding Kansai Region 2

新聞プロジェクトⅡ  Newspaper Project 2

ブック・プレゼンテーションⅡ  Book Presentation 2

ビジネス・コミュニケーションⅡ  Business Communication 2

体験で学ぶ伝統文化Ⅱ  Traditional Culture in Japan 2

演芸で学ぶ会話  Dramatic Performance

日本事情B  Japanese Society B

表現をみがくA  Writing and Speaking A

表現をみがくB  Writing and Speaking B

JLPT 演習C  JLPT Practice C

JLPT 演習D  JLPT Practice D

例① E.g.①

日本語
Japanese

20（90分×20）
20 (90min.×20)

日本語活動
Activity

8（90分×8） ／計42時間
8 (90min.×8) / Total 42 hours

プログラム費用
Program fee

100,000円（宿泊費、校外研修費、保険代等を含む）
100,000 yen (incl. cost for accommodation, �eld trip, insurance, etc.)

月  Mon.

日本語  Japanese

日本語  Japanese

11：00 - 12：30

13：20 - 14：50

15：00 - 16：30

火  Tue.

日本語  Japanese

日本文化
Japanese Culture

水  Wed.

日本語  Japanese

日本語  Japanese

木  Thur.

日本語  Japanese

校外研修※

Field Trip

金  Fri.

日本語  Japanese

日本語  Japanese

※校外研修：地方の観光、工場見学、企業見学、博物館見学など
　Field trip : Local sightseeing, factory tour, visiting company, visiting museum.

●テーマ：「日本文化体験」（1週間）
Theme: Japanese Cultural Study for Beginner Course for 1 week

例② E.g.②

日本語
Japanese

8（45分×8）
8 (45min.×8)

日本語活動
Activity

8（45分×8） ／計12時間
8(45min.×8) / Total 12 hours

プログラム費用
Program fee

44,000円（宿泊費、校外研修費、保険代等を含む）
44,000 yen (incl. cost for accommodation, �eld trip, insurance, etc.)

月  Mon.

オリエンテーション
Orientation

日本語  Japanese

ウェルカムパーティ
Welcome Party

10：30 - 11：15

11：25 - 12：10

13：20 - 14：05

14：15 - 15：00

火  Tue.

日本語  Japanese

日本語  Japanese

日本語  Japanese

日本語  Japanese

水  Wed. 木  Thur. 金  Fri.

日本語  Japanese

日本語  Japanese

日本語  Japanese

修了式
Completion ceremony

校外研修
京都見学
茶道体験（ ）
Field Trip

Visiting to Kyoto
Tea ceremony experience（ ）

文化体験
書道、剣道、

空手など（ ）
Culture Experiences

Calligraphy, Kendo,
Karate etc.（ ）

必修

上級コースの例　EX. for Advanced Level
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上級コースの例　EX. for Advanced Level

4   Japanese Programs Japanese Programs   5



大学生活  School Life 申込方法  How to Apply

　摂南大学には留学生サポーター制度があります。約50人の学生が登録しており、
短期留学生の生活支援（キャンパスや寮周辺の案内、各種手続きの補助など）、
校外研修の引率補助、留学生のために交流会などのイベントを企画するなど、さま
ざまな活動を行っています。

Setsunan University has an international student supporter system.There are 
currently 50 registered supporters. They are involved in various activities such as 
helping daily  l i fe  of  international  students,  helping them in �eld tr ips,  and 
organizing events.

留学生サポーター International Student Supporters

　日本語プログラムの留学生は、教室での勉強だけでなく、キャンパスを飛び出して
日本文化を学ぶ機会が得られます。また、ゲストスピーカーとして、学校の授業で母
国の文化を紹介することにより、地域に貢献します。

Short-term international students are taking full opportunities to jump out of a 
classroom to learn Japanese culture.They also contribute to the local community 
by giving a class at schools as guest speakers, and by introducing culture of their 
home countries.

校外研修 Field Trips & Local Community Activities

　宿舎は、寝屋川キャンパスに隣接する「摂南大学国際会館」（オンキャンパス寮）と、
大阪の繁華街「京橋」近くに位置する「常翔学園国際会館」（オフキャンパス寮）の2つ
があり、本学の留学生など関係者は利用することができます。各部屋には、バスルーム、
エアコン、ベッド、学習机、冷蔵庫など生活に必要な設備を完備しています。玄関はオー
トロックのためセキュリティは24時間万全です。

We have two dormitories on-campus and o�-campus available for international 
students. Each room is fully furnished with a bathroom, 
an air conditioner, a bed, a desk, and a refrigerator, etc.
The entrance door locks automatically.

教室までたったの3分で
到達できます。
Just 3-minute-walk to 
the classroom

宿泊施設 Accommodation

国際会館（オンキャンパス寮とオフキャンパス寮）　

オンキャンパス寮（寝屋川）
On-campus Dormitory

International House （On-campus & O�-campus Dormitory） ●宿泊費  Room charge

長期滞在者：ワンルームタイプ50,000円／
 1カ月（水光熱費別）
For monthly rent : 1 bed room : 50,000 yen per month
 (exc. expenses for utilities)
6ヵ月以上の滞在者は1ヵ月あたり15,000円の補助あり
International students who stay over 6 months may receive
15,000yen �nancial aid.

短期滞在者
2人または3人部屋：2,000～6,000円／
 1日1部屋（水光熱費含む）
For short stay : 2 bed or 3 bed room :
 2,000～6,000 yen per day/room
 (incl. expenses for utilities)
※詳しくは国際交流センターにお問い合わせください
　For further information, please contact the International Center.

繁華街、京橋まで電車で
3分の距離です。
Just 3 minutes by train to downtown,
Kyobashi

オフキャンパス寮（野江）
O�-campus Dormitory

JR大阪環状線
JR 0saka Loop-Line
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下
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International House

地下鉄
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Subway Nagahori
tsurumiryokuchi Line

JR学研都市線

JR Gakkentoshi Line

国際交流センター（寝屋川キャンパス）
International Center（Neyagawa Campus）
　国際交流センターでは、海外からの留学生受入れと国際交流業務を取り扱っています。本学で日本語プログラム受
講を希望する留学生に対しては、入学手続きからプログラム提供に至るまで、すべての側面から総合的に留学生活の
支援を行っています。本学での学びが、日本文化へのさらなる理解と日本語習得の一助になることを願っています。
The International Center handles all incoming student exchanges at Setsunan. We o�er international participants for 
Japanese Language Courses assistance with all aspects of academic and student life, as well as providing
comprehensive support on application procedures to issuing a certi�cate at the end of the program. We hope studying in 
Setsunan will help you enrich your understanding further in Japanese culture and strengthen your language skills.

セメスターコース（6カ月または1年間）  Semester Course（For 6 month or a year）1

短期集中コース（数週間）  Intensive Course（For 1week to several weeks）2

❶
春学期（4月～）入学

Spring Semester
Enrollment

●申込方法：所定の留学申請用紙に必要事項を記入のうえ期日までに応募。
Submit the application form and the required documents to the International Center.　

●申込期日：11月1日（授業開始の5カ月前）。
Deadline： November 1st（5 months before the Spring Semester）　

●書類審査のうえ受入の可否や条件を所属大学の国際交流担当等を通じて回答。
You will receive the result of the documentary examination by e-mail. 
Skype interview may be required.

　※基本的な日本語能力を問うことがあります。
　You are required basic Japanese language skills. 　

●ビザ取得のための「在留資格認定証明書交付申請」を当センターで代理申請。
We will apply for the certi�cate of quali�cation for the stay on behalf of you.

●渡日予定の1カ月前までにフライトスケジュールと入寮希望日を本学に連絡。
A month before your arrival date, inform us your �ight schedule and preferred date of 
entering a dormitory.

❷
秋学期（9月～）入学

Fall Semester
Enrollment

●申込方法と手順は上記内容と同じ。
The process is the same as above.

●申込期日：5月1日（授業開始の4カ月前）。
Deadline： May 1st （4 months before the Fall Semester）

●申込方法：所定の留学申請用紙に必要事項を記入のうえ応募。（事前相談要）
Submit the application form and the required documents to the International Center.（Prior communication is necessary）

●申込期日：留学希望日の3カ月前。
Deadline：3 months before the desired start date of your enrollment

●渡日予定の1カ月前までにフライトスケジュールと入寮希望日を本学に連絡。
A month before your arrival date, inform us your �ight schedule and preferred date of entering a dormitory.
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SETSUNAN UNIVERSITY
INTERNATIONAL CENTER

JAPANESE
PROGRAMS

〒572-8508　大阪府寝屋川市池田中町17-8
Tel：+81-72-839-9432　Fax：+81-72-839-8075
E-mail：SETSUNAN.Kokusai@josho.ac.jp　URL：http://www.setsunan.ac.jp/kokusai/
窓口時間（日本時間）：月～金/9：00～18：30　土/9：00～17：00

お問い合わせ先
Contact Us

17-8 Ikeda-nakamachi, Neyagawa, Osaka 572-8508, JAPAN
Tel: +81-72-839-9432 Fax: +81-72-839-8075
E-mail：SETSUNAN.Kokusai@josho.ac.jp　　URL: http://www.setsunan.ac.jp/kokusai/
Available Time：Mon. to Fri./ 9：00～18：30　Sat./ 9：00～17：00 (Japan Standard Time)

摂 南 大 学 国 際 交 流 セ ン タ ー

日本語プログラム

摂 南 大 学 国 際 交 流 セ ン タ ー
Setsunan University International Center


