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Ⅰ．龍谷大学留学生別科案内

龍谷大学は1639年に本願寺の学寮として創設されました。現在では京都市に２キャンパスと
滋賀県大津市に１キャンパス、９学部および短期大学部、大学院10研究科および留学生別科を
有する総合大学です。学生数は約20,000名、このうち約400名が世界各国からの留学生です。

留学生別科（JCLP）は１年間の日本語・日本文化学習のためのプログラムで、日本語関係
科目および多岐にわたる日本事情関係科目の授業を行っています。日本の大学・大学院への進
学準備課程として理想的なコースです。

１．特　 　色

⑴ 日本語関係科目は、学期ごとに日本語能力のレベルに合わせてクラス分けを行います。
⑵ 日本の文化や社会に関する日本事情関係科目および特別講義を午後に開設しています。
⑶ 日本語関係科目での課外授業を通して、京都に残る伝統文化や芸能を学ぶ機会もありま

す。
⑷ 龍谷大学の一般学生が使用できる全ての施設（図書館・情報処理施設等）が利用できま

す。
⑸ 留学生別科生を対象に、龍谷大学の大学院、学部および短期大学部へ進学するための推

薦入学制度があります。

〈留学生別科生対象推薦入試実施大学院・学部　2022年4月現在〉

※予告なく変更となる場合があります

２．入 学 時 期

入学時期は４月（第１学期）と９月（第２学期）です。開設科目はすべてセメスター制に
て開講されており、第１学期または第２学期のいずれの学期からもプログラムを開始するこ
とができます。

２．留学生別科の概要

１．龍谷大学の概要
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経済学研究科・社会学研究科・理工学研究科（数理情報学専攻、電子情報学専攻、

物質化学専攻、情報メディア学専攻、環境ソリューション工学専攻）・
国際学研究科（ただしグローバルスタディーズ専攻を除く）文学部・経済学部・
経営学部・法学部・政策学部・国際学部（ただしグローバルスタディーズ学科を除く）・
先端理工学部・社会学部・農学部（ただし食品栄養学科を除く）・短期大学部
法学部・国際学部（ただしグローバルスタディーズ学科を除く）

４月入学

９月入学



 ３．授業内容

開講期 科目名 単位 使用言語

必
修
科
目

日
本
語
関
係
科
目

日本語A 12

日本の宗教Ａ 2
日本の歴史・文学Ａ 2
日本の歴史・文学Ａ 2
日本の社会・文化Ａ 2
日本の社会・文化Ａ 2
日本の科学技術Ａ　 2
日本の経済・経営Ａ 2
日本の経済・経営Ａ 2
日本の武道・芸道Ａ 2
日本の言葉Ａ 2
日本の法律・政治Ａ 2
Japanese　Religionｓ　A 2
Japanese　Literature & Movieｓ 2
Japanese　Economy & Management 2
Japanese　Law & Politics 2
Special Lecture 1A (RYUKOKU Criminology) 2
特別講義１Ａ（囲碁） 2
特別講義１Ａ（Ｎ１対応） 2
特別講義１Ａ（Ｎ２実践編） 2
特別講義１Ａ（Ｎ２基礎編） 2
特別講義１Ａ（日本留学試験対策「日本語」） 2
特別講義1Ａ（日本留学試験対策「総合科目」） 2
特別講義１Ａ（日本文化入門） 2
特別講義２Ａ（漢字1） 1

必
修
科
目

日
本
語
関
係
科
目

日本語B 12

日本の宗教Ｂ 2
日本の歴史・文学Ｂ 2
日本の歴史・文学Ｂ 2
日本の社会・文化Ｂ 2
日本の社会・文化Ｂ 2
日本の科学技術Ｂ　　 2
日本の経済・経営Ｂ 2
日本の経済・経営Ｂ 2
日本の武道・芸道Ｂ 2
日本の言葉Ｂ 2
日本の法律・政治Ｂ 2
Japanese　Religionｓ　Ｂ 2
Japanese　Media & Arts 2
Japanese　Society 2
Japanese  Technology 2
Japanese　Pop　Culture 2
Special Lecture 1B (RYUKOKU Criminology) 2
特別講義１Ｂ（囲碁） 2
特別講義１Ｂ（Ｎ１対応） 2
特別講義１Ｂ（Ｎ２実践編） 2
特別講義１Ｂ（Ｎ２基礎編） 2
特別講義１Ｂ（日本留学試験対策「日本語」） 2
特別講義1Ｂ（日本留学試験対策「総合科目」） 2
特別講義１Ｂ（日本文化入門） 2
特別講義２Ｂ（漢字1） 1

1
2
3
4

日本語Ａ及び日本語Ｂ、合計２４単位は必須科目です。必ず受講して下さい。

選択必須科目（日本事情関係科目及び特別講義）から合計８単位を必ず履修して下さい。

同一科目名であっても担当者が違えば２つ以上登録できます。

同一担当者の同じ内容の科目は重複登録できません。異なる内容であれば重複して登録できます。

履修上の注意

日本語

日本語

日本語

日本語

英語

英語

第
１
学
期

第
２
学
期

科目区分

特
別
講
義

選
択
必
修
科
目

日
本
事
情
関
係
科
目選

択
必
修
科
目

特
別
講
義

日
本
事
情
関
係
科
目

⑴開講科目（参考：2022年度）　予告なく変更となる場合があります
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⑵ 科 目 内 容

日 本 語 関 係 科 目：入学した学期初めに行われるプレイスメントテストの成績によって、
レベル別クラスに分けられます。

日本事情関係科目：日本の歴史や文学、社会や経済等を理解するための科目です。科目担
当者は、本学の学部担当教員等で構成されています。

特 別 講 義：日本文化入門、日本語能力試験に対応した科目等が開設されています。

⑶ 開講科目時間割表（参考：2022年度　第１学期）※変更となる可能性があります。

４．修業年限および修了

留学生別科の修業年限は１年です。１年間別科に在学し、日本語Ａ及び日本語Ｂ（必修科
目）の計24単位と、日本事情関係科目・特別講義（選択必修科目）から計８単位の修了要件
単位数を修得した学生について、修了が認定されます。

５．学　年　暦（2022年度）
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第２学期第１学期

入学式
オリエンテーション期間
授業開始
試験期間
修了証書授与式

４月１日
４月２日～６日
４月７日
７月28日～８月４日

９月16日

９月16日
９月９日～16日
９月17日
１月23日～１月28日、２月１日
３月16日

　JLPT（N2基礎編）

 



Ⅱ．入学試験要項

留学生別科定員：40名
募　集　人　数：４月入学・９月入学　各20名程度

次のいずれかの条件を満たしていること。

１．外国において学校教育における12年の課程を修了した者および入学の前月までに修了見込
みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

２．文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設
の当該課程を修了した者および入学の前月までに修了見込みの者。

３．日本の高等学校卒業者に相当する年齢に達し、同等以上の学力があると本学が認めた者。

さらに日本語の学習について、次のいずれかの条件を満たしていること。

出願時において
１）日本語の総学習時間が300時間以上の者
２）日本語能力試験Ｎ４以上の合格者

※日本国内の他の日本語教育機関に在籍した期間（留学生別科入学日までの期間）が１年を超
える者は出願できません。

保証人、経費支弁者については、日本国内居住者、日本国外居住者ともに、引き受けて頂く
ことができます。

なお、同一人物が保証人と経費支弁者を兼ねて頂くことも可能です。

（保　証　人）志願者の在学期間中の一切の行動について責任を負います。経費支弁者を
兼ねている保証人は、必要経費についても責任を負います。また、志願者
に日本の法令および龍谷大学の規則を守らせ、留学目的外の活動をさせ
ず、学業に専念できるよう指導をしていただかなければなりません。

（経費支弁者）志願者の在学期間中の一切の必要経費について責任を負います。

９月入学：2022年4月4日（月）〜2022年５月６日（金）＜必着＞

４月入学：2022年9月13日（火）〜2022年9月30日（金）＜必着＞

４．出 願 期 間

３．保証人と経費支弁者について

２．出 願 資 格

１．募 集 人 数
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以下の方法で郵送にて出願してください。すべての出願書類が、必ず出願期間の最終日まで
に本学に届くようにしてください。

【日本国内から出願する場合】
書留速達郵便で出願してください。

【日本国外から出願する場合】
国際スピード郵便（EMS）等、最も確実かつ速い郵便等で出願してください。

郵送先：〒612−8577
京都府京都市伏見区深草塚本町67
龍谷大学留学生別科　留学生別科入試係

15,000円

納入された受験料は、受験意思の表明とみなし、返還しません。

【日本国内から納入する場合】
以下のいずれかの方法で納入してください。

①クレジットカード決済
具体的な納入方法については、以下のWebサイトで確認してください。
なお、クレジットカード決済の場合は、入学検定料のほかに払込手数料が必要です。
https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html
クレジットカード決済後、表示される登録内容確認画面より支払明細書をプリントア

ウトし、出願書類と一緒に送付してください。
②金融機関からの振込

本学所定の「受験料振込依頼書」を使用して納入してください。「受験料振込依頼書」
および「出願用領収書」には必ず志願者名、振込人名等を記入してください。

なお、取扱銀行の収納印のある「出願用領収書」を入学願書の指定箇所にのり付けし
て提出してください。

【日本国外から納入（送金）する場合】
以下のいずれかの方法で納入してください。

①クレジットカード決済
具体的な納入方法については、以下のWebサイトで確認してください。
なお、クレジットカード決済の場合は、入学検定料のほかに払込手数料が必要です。
https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html
クレジットカード決済後、表示される登録内容確認画面より支払明細書をプリントア

ウトし、出願書類と一緒に送付してください。
②金融機関からの日本円送金

外貨では受け付けません。必ず日本円で以下の銀行口座に送金してください。送金に
かかる手数料は、すべて本人が負担してください。あなたの国での手数料を負担すると
ともに、別途、日本の銀行手数料1,500円を加算し、合計、16,500円を送金してくださ
い。入金に不足が生じた場合、願書は受理できません。

なお、取扱銀行の収納印のある振込受付証明書またはその写しを入学願書の指定箇所
にのり付けして提出してください。

６．受　験　料

５．出 願 方 法
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銀　行　名：三菱UFJ銀行　京都駅前支店（TEL：＋81-（0）75-371-2171）
銀行所在地：京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614
銀行SWIFTコード：BOTKJPJT
銀行コード：0005
支 店 番 号：434
預 金 種 類：普通預金
口 座 番 号：0300140
口 座 名 義：学校法人龍谷大学

※必ず出願者本人の住所・氏名で送金手続きをしてください。

１．日本文・英文以外の書類には、日本語訳または英語訳を必ずつけてください。
２．出願書類に虚偽の記載や不備があった場合は受験資格を失います。
３．合格発表後に出願書類および入学手続書類等に虚偽の記載のあったことが明らかとなった

場合は、合格を取り消します。
４．入学後に出願書類および入学手続書類等に虚偽の記載のあったことが明らかとなった場合

は、除籍または懲戒退学になります。

査証申請の際に必要となることがあるので、願書のコピーを一部手元に保管してください。

必ず志


願


者


本


人


がすべての項目に記入してください。

以下のとおり提出してください。証明書類は、出身校等の教育機関発行の原本に限ります。

【最終学歴が高等学校の場合】

① 高等学校の卒業見込み証明書
② 高等学校の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）

※入学は高等学校卒業が条件となりますので、本学入学式までに必ず卒業証明書を提出
してください。

① 高等学校の卒業証明書

７．出願上の注意

８．出 願 書 類

⑴ 入 学 願 書（本学所定用紙）様式①

⑵ 学業成績証明書および卒業証明書

高等学校に在学中の者

高等学校を卒業した者

あなたの国での金融機関の手数料
↓ ↓
① ② 本学の受験料　15,000円

日本への送金額　16,500円（②＋③）

③1,500円

日本の金融機関の手数料（1,500円／送金する）

あなたの支払総額（①＋②＋③）



② 高等学校の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）

【最終学歴が大学等の高等教育機関の場合】

① 高等学校の卒業証明書
② 高等学校の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）
③ 大学等の高等教育機関の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）
④ 大学等の高等教育機関の在学証明書

① 学位取得証明書または 学位証の原本
② 大学等の高等教育機関の卒業（修了）証明書または卒業（修了）証書の原本
③ 大学等の高等教育機関の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）

① 高等学校の卒業証明書
② 高等学校の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）
③ 大学等の高等教育機関の卒業（修了）証明書または卒業（修了）証書の原本
④ 大学等の高等教育機関の成績証明書（在学期間の各学年別に成績を証明したもの）

① 日本語講師等で、日本語能力を適切に評価できる者によって書かれた証明書です。
② 自習により日本語を学習した者は、「日本語能力認定書」の「１．志願者氏名」「４．出

願時における日本語能力評価」「５．日本語学習方法」「６．使用した教科書」「７．出願
時における日本語学習時間状況」の欄のみ記入して提出してください。

③ 「日本語能力試験」（財団法人日本国際教育支援協会）または「日本留学試験」（日本学
生支援機構）の「日本語」を受験した者は、その成績通知書も併せて提出してください。

まず、最初に自分の名前と出身地を必ず述べてください。
次に、以下の３点について、面接に答える形（原稿などを読み上げるのではなく）で、志願
者本人が日本語で３分程度録画してください。
① 自分の今までについて（どんな勉強をしてきたか、どんなことを考えてきたか等）
② 留学生別科に入って何をしたいのか
③ 進学や就職など、自分の将来計画について
※動画形式はMPEG（MP4推奨）形式での提出をお願いします（その他の形式の場合、再

提出をお願いする場合があります）。
※動画の編集は絶対に行わないでください。

志


願


者


本


人


が、必ず日


本


語


で記入してください。

以下のとおり提出してください。

大学等の高等教育機関を卒業（修了）し、学士以上の学位を取得した者

大学等の高等教育機関を卒業（修了）したが、学士以上の学位を取得していない者

⑶ 日本語能力認定書（本学所定用紙）様式②

⑷ 自己紹介等を収録した動画記録メディア（DVD-R、SDカード、USBメモリのいずれか1つ）

⑸ 留学生別科志望理由書（本学所定用紙）様式③

大学等の高等教育機関に在学中の者

⑹ 経費支弁に関する証明書
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【本国経費支弁者の場合】
①②ともに、経費支弁者名義の証明書に限ります。

① 残高証明書 …　原本を提出
留学生別科修了後に帰国する予定の場合は、別科在学中の学費と生活費（月額100,000

円以上）の残高証明が必要です。また、留学生別科修了後に日本の大学や大学院に進学す
る予定の場合は、別科在学中の学費と生活費の残高証明と併せ、次年度以降の学費と生活
費に関する証明も必要になります。

② 在職証明書
年収が証明されているもので、①の財産形成が証明できるものに限ります。

③ 本人との関係を証明するもの
戸籍謄本、住民票、親族公証書等のうちいずれかひとつ。

④ 経費支弁引受経緯等説明書・誓約書（本学所定用紙）様式④

【在日経費支弁者の場合】
① 在職証明書

自営業の場合は、登記簿謄本の写しまたは営業許可書または受付印のある確定申告書の
コピー等を提出してください。

② 所得証明書
会社員、公務員等の場合は源泉徴収票、その他の場合は、年収の記載された証明書を提

出してください。
③ 住民票

経費支弁者が外国人の場合は、住民票に「国籍」「在留資格」「在留期間」「在留期間の
満了日」「在留カード番号」が記載されるよう、発行元に依頼してください。

※世帯については「世帯全員」「世帯一部」のどちらを選択しても構いません。
④ 本人との関係を証明するもの

経費支弁者が本人の親族の場合は、戸籍謄本、住民票、親族公証書等のうちいずれかひ
とつ。知人、友人の場合は、本人との関係を記した説明書、一緒に写っている写真等。

⑤ 経費支弁引受経緯等説明書・誓約書（本学所定用紙）様式④

【自己負担の場合】
①②ともに、本人名義の証明に限ります。

① 残高証明書 …　原本を提出
留学生別科修了後に帰国する予定の場合は、別科在学中の学費と生活費（月額100,000

円以上）の残高証明が必要です。また、留学生別科修了後に日本の大学や大学院に進学す
る予定の場合は、別科在学中の学費と生活費の残高証明と併せ、次年度以降の学費と生活
費に関する証明も必要になります。

② 在職証明書
年収が証明されているもので、①の財産形成が証明できるものに限ります。

【奨学金による場合】
① 奨学金給付証明書

奨学金給付額、給付期間、給付機関が記載された証明書を提出してください。

以下のとおり提出してください。

【本国保証人の場合】
① 身元保証書（本学所定用紙）様式⑤
② 身元保証引受経緯等説明書（本学所定用紙）様式⑥

⑺ 保証人に関する証明書
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【在日保証人の場合】
① 身元保証書（本学所定用紙）様式⑤
② 身元保証引受経緯等説明書（本学所定用紙）様式⑥
③ 在職証明書（※保証人が経費支弁者と異なる場合のみ提出）

自営業の場合は、登記簿謄本の写しまたは営業許可書または受付印のある確定申告書の
コピー等を提出してください。

④ 住民票（※保証人が経費支弁者と異なる場合のみ提出）
保証人が外国人の場合は、住民票に「国籍」「在留資格」「在留期間」「在留期間の満了

日」「在留カード番号」が記載されるよう、発行元に依頼してください。
※世帯については「世帯全員」「世帯一部」のどちらを選択しても構いません。

5枚（縦４㎝×横３㎝）提出してください。１枚は願書に貼り付け、4枚は封筒に入れて
添付してください。最近３か月以内に撮影したもので正面脱帽。裏面に氏名を記入してく
ださい。

顔写真および日本への出入国歴の記載されたページの写し。

大学に代理申請を願い出ることができます。希望者は、【Ⅲ．在留資格取得等に関する手
続】（P.11参照）をよく読んで必要書類を提出してください。

１．選 考 方 法
出願書類等による提出物に基づき選考を行います。ただし、本学が必要と判断した場合は

以下の①②を実施し、それらを総合的に判断の上合否を決定します。
① 志願者についての確認

日本国内居住の場合：電話による本人確認・日本語学習状況等の確認
※必要に応じ、来学による面談を求める場合があります

日本国外居住の場合：電話による本人確認・日本語学習状況等の確認
② 保証人、経費支弁者についての確認

日本国内居住の場合：電話による保証、経費支弁の意志等の確認
※必要に応じ、来学による面談を求める場合があります

日本国外居住の場合：電話による保証、経費支弁の意志等の確認

※本学からの電話には、必ず志願者本人、保証人本人、経費支弁者本人が応答してくださ
い。なお、必要に応じ、本学が来学を依頼した場合は、必ず来学し面談を受けてください

（志願者、保証人、経費支弁者が日本国内居住の場合、同行を求めることがあります）。

２．選 考 結 果
選考結果発送日

９月入学：2022 年６月上旬
４月入学：2022年11月上旬

※選考結果については志願者本人宛に送付します。電話やＥメールでの問い合わせには
一切応じません。

⑻ 写 　真

⑼ パスポートの写し

⑽ 在留資格認定証明書交付申請願出書および誓約書（大学代理申請を希望する場合のみ提出）様式⑦

９．選考方法および選考結果
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合格者には、合格通知書とともに入学手続に必要な書類と手続方法を通知します。
所定の期日までに入学手続を完了してください。

１．入学時納入金（2023年４月入学については、変更する場合があります。）

※入学時納入金のうち、入学申込金は50,000円となります。この入学申込金は返還いたし
ません。

※海外から本学の口座に直接送金する場合は、必ず日本の銀行手数料（1,500円）を加算
し、期日までに到着するよう注意してください。

※入金の際には必ずその領収書を保管しておいてください。入学辞退で授業料返還の際に
必要となります。

２．入学手続期限
９月入学：2022年６月16日（木）〈厳守〉
４月入学：2022年11月17日（木）〈厳守〉

2023年４月入学については変更する場合があります。

１．入学金：50,000円
２．授業料：487,000円（年額）

最初の学期の授業料は入学手続期間に入学時納入金として、次の学期の授業料は次の学期
開始後の指定された期日までに納入してください。

３．教科書代：入学後、5,000円程度必要になります。

すべての入学手続完了後、在留資格認定証明書不交付、他大学進学等により本学への入学を
辞退する場合は、所定の期間内に入学辞退・授業料等返還に関する手続を完了してください。
手続を完了された場合に、入学申込金（50,000円）を除く入学時納入金を返還いたします。

手続には時間を要しますので、早急にお申し出ください。申し出者には、入学辞退・授業料
等返還に必要な書類と手続方法を通知いたします。

入学辞退・授業料等返還手続書類締切日
９月入学：2022年９月13日（火）＜必着＞
４月入学：2023年３月28日（火）＜必着＞

10．入 学 手 続

11．学　 　費

12．入 学 辞 退
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入学金

授業料（１学期分・半年）

合計（入学時納入金）

50,000円

243,500円

293,500円



Ⅲ．在留資格取得等に関する手続（出願前に必ずよくお読みください）

留学生として日本に滞在するには原則として「留学」の在留資格が必要です。志願者は入学
許可書受領後に在留資格取得等に関する手続をすることになります。

１．すでに「留学」の在留資格を有している場合は、本人が出入国在留管理局で在留期間更
新の手続および所属機関の変更の手続をしてください。

２．「日本人の配偶者等」「定住者」などの場合は、在留資格変更の必要はありません。
ただし留学生としての優遇措置等が受けられない場合があります。

３．その他の在留資格の場合は、出入国在留管理局へ相談してください。

入学許可書受領後に在留資格「留学」の資格を取得するための「在留資格認定証明書」交付
申請をします。交付後本人が「入学許可書」及び「在留資格認定証明書」を提示して日本領事
館等で査証申請手続をすることになります。以下の手順に従って手続をしてください。

１．「在留資格認定証明書」の交付申請

入学許可書を受領後、日本国内の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請
をします。この申請は本人または代理人が行います。本人が申請できない場合に代理人とな
り得る者は以下のとおりです。

２．龍谷大学による代理申請

⑴ 代理申請願出の資格
留学生別科に入学を希望する私費外国人留学生で、次の要件のいずれかを満たす者は、

大学代理申請を願い出ることができます。
① 留学中の必要経費の支弁能力があり所定の証明書にてそのことが証明できる者。
② 留学中の必要経費を十分な額の奨学金により支弁できる者。

⑵ 代理申請の願い出
代理申請を希望する場合は、「代理申請願出書」（本学所定用紙）を提出してください。

代理申請ができるかどうかは大学が判断します。代理申請の可否、また申請結果につい
て、大学に対し異議を申し立てることはできません。出願書類に不備があれば代理申請を
することはできません。また大学が代理申請できる在留資格は「留学」に限ります。

１．現在すでに日本に滞在している場合

２．海外在住の場合
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代　 　理　 　人

① 龍谷大学

② 奨学金支給団体

③ 日本在住の経費支弁者

④ 日本在住の本人の親族

申　 　請　 　先

大阪出入国在留管理局京都出張所または
代理申請者の住所地を管轄する地方出入
国在留管理局

大阪出入国在留管理局京都出張所



⑶ 代理申請願い出の手順
① 合格通知にしたがって入学手続をしてください。
② 入学手続の完了を確認した後、代理申請を行います。
③ 「在留資格認定証明書」が交付された場合は、「入学許可書」とともに本人宛に送付

します。不交付の場合はその旨通知します。

⑷ 必要書類　②以外は出願時に提出してください。

※注意　日本国法務省出入国在留管理局の方針により、必要に応じて経費支弁能力等を立
証する追加書類を提出していただく場合があります。

３．奨学金支給団体、日本在住の経費支弁者、親族による代理申請

「在留資格認定証明書」交付申請については、奨学金支給団体は大阪出入国在留管理局京
都出張所に、経費支弁者、親族は住所地の地方出入国在留管理局または大阪出入国在留管理
局京都出張所に代理申請をします。必要書類・手続は出入国在留管理局でお問い合わせくだ
さい。

外国人在留総合インフォメーション・センター（大阪）
大阪市住之江区南港北1-29-53

TEL：0570−013904
海外：03−5796−7112

※日本語のほか、英語・韓国語・スペイン語・中国語等で相談できます。

京都府………………大阪出入国在留管理局京都出張所
京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第２地方合同庁舎４Ｆ　 　TEL：075（752）5997

大阪府………………大阪出入国在留管理局
大阪市住之江区南港北1-29-53

TEL：06（4703）2100

奈良県………………大阪出入国在留管理局奈良出張所
奈良市東紀寺町3-4-1
奈良第２法務総合庁舎内　 　TEL：0742（23）6501

滋賀県………………大阪出入国在留管理局大津出張所
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎６Ｆ　 　TEL：077（511）4231

在留資格についての問い合わせ

在留資格認定証明書交付申請についての問い合わせ
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必　要　書　類
①代理申請願出書

②在留資格認定証明書交付申請書

③写真１枚（縦４㎝×横３㎝）

注　意　事　項　等
本学所定用紙
入学手続完了後、出願書類に基づき大学が必要事項
を記入し申請します。
正面・上半身脱帽・無背景で鮮明なもの。出願用
写真（５枚）に含まれています。



Ⅳ．生 活 案 内

留学生別科生のために、「龍谷大学給付奨学金外国人（留学生）特別奨学金」（月額22,500
円）と「文部科学省外国人留学生学習奨励費」　※（月額48,000円）の２つの奨学金があり、
学業・人物ともに優秀な学生に支給しています。

留学生別科生対象の奨学金（2021年度実績）

留学生のための宿舎は３か所にあり、約150人が入居できます。これらの宿舎には、留学生
寮学生生活アドバイザーが入居し、生活・学習などについて助言します。またこの他の住居は
龍谷大学生活協同組合などで紹介しています。

留学生寮

りゅうこく国際ハウス　京都市伏見区深草西浦町４-38
龍谷会館　　 京都市伏見区深草西浦町２-95
ミトラ館 京都市伏見区深草西浦町４-10

１．奨　学　金

２．住　 　居

住所
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採用人数（第2学期）採用人数（第1学期）支給額奨学金名称
龍谷大学外国人（留学生）特別奨学金
文部科学省外国人留学生学習奨励費

月額　￥22,500
月額　￥48,000

0名
０名

17名
０名

りゅうこく国際ハウス

龍谷会館

ミトラ館

個室
共用
個室
共用
個室
共用

掃
除
機

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー

洗
濯
機

洗
面
所

Ｉ
Ｈ
コ
ン
ロ

オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー

電
子
レ
ン
ジ

ガ
ス
レ
ン
ジ

食
器
棚

台
所

ト
イ
レ

バ
ス

シ
ャ
ワ
ー

電
気
ス
タ
ン
ド

冷
蔵
庫

棚
（
本
棚
）

カ
ー
テ
ン

エ
ア
コ
ン

ベ
ッ
ド

椅
子

机イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境

設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※留学生別科生対象「文部科学省外国人留学生学習奨励費」は不定期での募集です。年度によっては募集がない場合があります。

○ ○

○



収容数・寮費等

京都市での生活費は、住居費を含めて１か月に100,000円程度が必要です。従って、１年間
の滞在資金計画を立てる際には、このことを十分念頭においてください。

国民健康保険

日本に３か月以上滞在する外国人は、国民健康保険に加入することが義務付けられていま
す。加入に際しては保険料が必要となりますが、日本で医療機関にかかった場合、医療費の
70％が国民健康保険によって補助されます。

３．生　活　費

４．保険・医療費に関する制度
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施設名
りゅうこく国際ハウス
龍谷会館（男子寮）
ミトラ館

種別

シングル

収容数
90
20
40

保証金（退寮時返還）
80,000
50,000
100,000

寮費
25,000
20,000
35,000

光熱費
10,000
8,000
10,000

入寮期限

1年（延長不可）



Ⅴ．参考資料：日本語能力評価の方法について

【様式①−３】及び【様式②−１】の日本語能力評価については、ヨーロッパ外国語共通参
照枠（CEFR）に準拠した言語の熟達度に沿って「A1～C2」で評価してください。（別紙

「Common European Framework of Reference （CEFR） 評価表」を参考にしてください。）

＜記入例＞
読むこと、書くことはA2レベルまででき、聞くこと、やりとり、表現はB1レベルまでできる
場合。

【参考】
Common European Framework of Reference（CEFR）については、以下のサイトも参照

してください。

・日本語版
https://jfstandard.jp/pdf/web_reference.pdf 

・ヨーロッパ言語（31言語）版
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid

・中国語版
https://www.hjenglish.com/xiazai/p361594/
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理解すること
UNDERSTANDING

話すこと
SPEAKING

書くこと
WRITING

評価（A1～C2で

評価してください）
B1 A2 B1 B1 A2

聞くこと
Listening

読むこと
Reading

やり取り
Spoken

Interaction

表現
Spoken

Production

書くこと
Writing
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学期 科目名 学分 教学使用语言

必
修
科
目

日
语
科
目

日语A 12

日本的宗教Ａ 2
日本的历史・文学Ａ 2
日本的历史・文学Ａ 2
日本的社会・文化Ａ 2
日本的社会・文化Ａ 2
日本的科学技术Ａ 2
日本的经济・经营Ａ 2
日本的经济・经营Ａ 2
日本的武道・艺道Ａ 2
日本的语言A 2
日本的法律・政治A 2
Japanese　Religionｓ　A 2
Japanese　Literature & Movieｓ 2
Japanese　Economy & Management 2
Japanese　Law & Politics 2
Special Lecture１A（Ryukoku Criminology） 2
特别讲座１Ａ（围棋） 2
特别讲座１Ａ（ N1对策） 2
特别讲座１Ａ（ N2应用） 2
特别讲座１Ａ（N2 基础） 2
特别讲座１Ａ（日本留学考试「日语」） 2
特别讲座１Ａ（日本留学考试「综合科目」） 2
特别讲座１Ａ（日本文化入门） 2
特别讲座1Ａ（汉字1） 1

必
修
科
目

日
语
科
目

日语B 12

日本的宗教B 2
日本的历史・文学B 2
日本的历史・文学B 2
日本的社会・文化B 2
日本的社会・文化B 2
日本的科学技术B 2
日本的经济・经营B 2
日本的经济・经营B 2
日本的武道・艺道B 2
日本的语言B 2
日本的法律・政治B 2
Japanese　Religionｓ Ｂ 2
Japanese　Media & Arts 2
Japanese　Society 2
Japanese  Technology 2
Japanese　Pop　Culture 2
Special Lecture１B（Ryukoku Criminology） 2
特别讲座１B（围棋） 2
特别讲座１B（ N1对策） 2
特别讲座１B（ N2应用） 2
特别讲座１B（N2 基础） 2
特别讲座１B（日本留学考试「日语」） 2
特别讲座１B（日本留学考试「综合科目」） 2
特别讲座１B（日本文化入门） 2
特别讲座1B（汉字1） 1

第

1

学
期

第

2

学
期

科目

选
择
必
须
科
目

日
本
常
识
科
目

日语

英语

特
别
讲
座

日语

选
择
必
须
科
目

日
本
常
识
科
目

日语

英语

特
别
讲
座

日语

33  

 11 （参考2022年度课程表） 
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33    （参考2022年度第1学期）
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6  15,000

  https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html

  https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html

9月入学 2022年4月4日（星期一）～ 2022年5月6日（星期五）〈逾期无效〉

4月入学 2022年9月13日（星期二）～ 2022年9月30日（星期五）〈逾期无效〉
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4

5

6  15,000

  https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html

  https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html

  UFJ  TEL:81-(0)75-371-2171  
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 99  22022年6月16日（星期四）逾期不受理
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 ※留学生别科生的「文部科学省外国人留学生学习奖励费」为不定期评选。有的年度不进行评选。
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Ⅰ．RYUKOKU UNIVERSITY
JAPANESE CULTURE AND LANGUAGE PROGRAM

Ryukoku University was established in 1639, as a seminary of Nishi Hongwanji Temple. Today
the university has 9 Faculties, a Junior College, 10 Graduate Schools, and the Japanese Culture
and Language Program (JCLP), distributed among two campuses in the city of Kyoto and one in
Shiga Prefecture. Among the approximately 20,000 undergraduate and graduate students, there
are approximately 400 international students from many countries around the world.

The Japanese Culture and Language Program (JCLP) is a one-year intensive course, centered on
the Japanese language and a variety of Japanese affairs. It is ideal for students with an interest in
Japanese language and culture, or those preparing for entry into a Japanese university.

１．Features of JCLP

⑴ Students are evaluated on their Japanese language proficiency every semester and then
placed into a suitable Japanese language class based on their proficiency.

⑵ There are various elective subjects in the afternoon such as Japanese culture, society, etc.
⑶ Students can learn about Kyoto’s traditional culture and entertainment through activities

outside the classroom.
⑷ Students have access to all facilities available to regular Ryukoku students.
⑸ Recommendation for acceptance into the Ryukoku Graduate Schools, Faculties and the

Junior College is specially available for students of strong merit in the JCLP program. (cf
p.1)

２．Program Inauguration

The program begins in April (1st Semester) and September (2nd Semester). You can start from
either semester to complete your one-year program.

１．RYUKOKU UNIVERSITY

２．JCLP

─ 32 ─



Subject Name Credits Language

Japanese Language A for all levels 12 Japanese

Subject Name Credits Language

Japanese Religions A(J) 2

Japanese History & Literature A ( J ) 2

Japanese History & Literature A ( J ) 2

Japanese Society & Culture A ( J ) 2

Japanese Society & Culture A ( J ) 2

Japanese Science & Technology A ( J ) 2

Japanese Economics & Business Administrtion A ( J ) 2

Japanese Economics & Business Administrtion A ( J ) 2

Japanese Martial Arts & Theater A ( J ) 2

Japanese Language A ( J ) 2

Japanese Law & Politics A ( J ) 2

Japanese Religions A ( E ) 2

Japanese Literature & Movies ( E ) 2

Japanese Economy ＆ Management( E ) 2

Japanese Law ＆ Politics( E ) 2

Special Lecture１A（Ryukoku Criminology） 2

Special Lecture １A（IGO ）( J ) 2

Special Lecture １A（JLPT Level N1) ( J ) 2

Special Lecture １A（JLPT Level N2）( J ) 2

Special Lecture １A（JLPT Level N2 basic）( J ) 2

Special Lecture １A（EJU 「Japanese」）( J ) 2

Special Lecture １A（EJU「Japan and the World」）( J ) 2

Special Lecture １A（Introduction to Japanese Culture）( J ) 2

Special Lecture １A（KANJI １）( J ) 1

Subject Name Credits Language

Japanese Language B for all levels 12 Japanese

Subject Name Credits Language

Japanese Religions B(J) 2

Japanese History & Literature B ( J ) 2

Japanese History & Literature B ( J ) 2

Japanese Society & Culture B ( J ) 2

Japanese Society & Culture B ( J ) 2

Japanese Science & Technology B ( J ) 2

Japanese Economics & Business Administrtion B ( J ) 2

Japanese Economics & Business Administrtion B ( J ) 2

Japanese Martial Arts & Theater B ( J ) 2

Japanese Language B ( J ) 2

Japanese Law & Politics A ( J ) 2

Japanese Religions B ( E ) 2

Japanese Media & Arts ( E ) 2

Japanese Society ( E ) 2

JapaneseTechnology ( E ) 2

Japanese Pop Culture ( E ) 2

Special Lecture１B（Ryukoku Criminology）( E ) 2

Special Lecture １B（IGO ）( J ) 2

Special Lecture １B（JLPT Level N1) ( J ) 2

Special Lecture １B（JLPT Level N2）( J ) 2

Special Lecture １B（JLPT Level N2 basic）( J ) 2

Special Lecture １B（EJU「Japanese」）( J ) 2

Special Lecture １B（EJU「Japan and the World」）( J ) 2

Special Lecture １B（Introduction to Japanese Culture）( J ) 2

Special Lecture １B（KANJI １）( J ) 1

Japanese

English

Japanese

1st Semester(Spring)
COMPULSPRY SUBJECTS

ELECTIVE COMPULSORY SUBJECTS

Japanese

English

Japanese

2st Semester(Fall)
COMPULSPRY SUBJECTS

ELECTIVE COMPULSORY SUBJECTS

３．Curriculum Contents

⑴ JCLP Curriculum 2022（Sample - Contents are subject to change）



⑵ Class Contents
Japanese Language: Based on the Placement Test results (which students will take upon

entry into the course), students will be assigned a class most suitable to
their level.

Japanese Culture and Technology: These subjects enable students to acquire a better understanding of
Japanese history, literature, society, economy, etc. These classes are
taught by regular faculty instructors.

Special Lectures: There is a Japanese Language and Proficiency Test preparatory class,
an Introduction to Japanese Culture class, etc.

⑶ Sample Weekly Class Schedule 2022（1st Semester）

４．Program Term and Completion

The length of the JCLP is one year. A student’s completion will be recognized when they have 
studied in the JCLP for one year and have been awarded the required credits for completion (24 
credits from the compulsory subjects, Japanese Language A & B and 8 credits from among the 
elective subjects.)

５．2022 Academic Calendar
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2nd Semester1st Semester

Inauguration 
Orientation
Classes Begin 
Examinations 
Completion Ceremony

1 April
2 April−6 April
7 April
28 July−4 August
16 September

16 September
9 September−16 September
17 September
23 January−28 January, 1 February
16 March

　  

　  

 

　  

　  

 

Japanese 　Religions　A

  

  

 

Sience　&　

  

 

 

 

Language　

Japanese 　Economy　&　Management（E）

Japanese Society　&　Culture　A



Ⅱ．APPLICATION GUIDELINES

Maximum Enrollment: 40 Students
Admission Per Semester: Approximately 20 Students

To qualify for admission into the JCLP, the Applicant must fulfill one of the following conditions:
１．The Applicant has completed (or is expected to complete a month before entry into the
JCLP) a twelve-year curriculum of education in a foreign country, or one which is recognized
by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology as being of
equivalent standard;
２．The Applicant has completed (or is expected to complete a month before entry into the
JCLP) a course of study, the curriculum of which is recognized by the Japanese Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent to that of a Japanese high
school;
３．The Applicant is of an age equivalent to that of a Japanese high school graduate, and is
judged by Ryukoku university to be of equivalent scholastic ability or higher.

As for Japanese study, the Applicant must have fulfilled one of the following conditions at the
point of application:

１）The Applicant has studied Japanese for more than 300 hours.
２）The Applicant has passed the N4 Grade of the Japanese Language Proficiency Test.

Please note:
※ Applicants who have previously been enrolled in another Japanese language institution
inside Japan for a period of more than one year (up to the day of their inauguration into the
JCLP) cannot be admitted.

In order to be admitted to the JCLP at Ryukoku University, a Guarantor and a Financial Sponsor
are necessary. The role of the Guarantor and the Financial Sponsor can be taken either by those
who reside in Japan or in the Applicant’s home country. In addition, the same person can act as
the Guarantor and the Financial Sponsor.

N.B.
GUARANTOR:
The Guarantor takes full responsibility for the student’s activities during his/her entire
period in Japan. A Guarantor who is also the Financial Sponsor is responsible for all
expenses incurred. Furthermore, a Guarantor acts as a mentor, in order to ensure that the
student is able to devote him/herself to study, and does not break Japanese law or
contravene Ryukoku University regulations, and does not take part in undesirable
activities outside the scope of his/her study.

FINANCIAL SPONSOR:
The Financial Sponsor is responsible for all expenses incurred during the entire period of
the student’s stay in Japan.

３．GUARANTORS AND FINANCIAL SPONSORS

２．ELIGIBILITY

１．STUDENT NUMBERS
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Documents must arrive at the university during the dates indicated below


. This is an arrival
deadline, not a postmark deadline.

SEPTEMBER　ENTRY：4 April 2022(Mon)—6 May 2022(Fri) 

APRIL ENTRY: 13 September 2022(Tues)—30 September 2022(Fri)

Applications must be sent by post according to the following guidelines. All application materials
must arrive by the last day of the application period.

１．APPLICATIONS WITHIN JAPAN:Application documents must be sent by registered express
mail “Kakitome Sokutatsu Yubin”.

２．APPLICATIONS FROM OVERSEAS: Application documents should be sent by the fastest and
safest international mail service, such as EMS.

ADDRESS: Ryukoku University Japanese Culture and Language Program
67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, KYOTO 612-8577 JAPAN

￥15,000

※ Application fees are not refundable for any reason.

［Payment from Within Japan］Please make your payment by either of the following methods.
①Payment by Credit Card
For details regarding how to make your payment, please refer to the website below.
Furthermore, please note that when paying with a credit card, one must pay a bank handling
fee in addition to the Admissions Fee.
https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html
When making a payment by credit card, please print out the payment receipt (with all details)
and be sure to send it with your application.

②Payment from Within Japan
Use the bank transfer form provided to pay the fee. Please have all particulars on the bank
transfer form and the transfer receipt completed, including the Applicant’s name and the name
of the person paying the Application Fee. Affix the transfer receipt (bearing the authorization
of the bank) to the designated place on the application form.

［Payment from Overseas］Please make your payment by either of the following methods.
①Payment by Credit Card
For details regarding how to make your payment, please refer to the website below.
Furthermore, please note that when paying with a credit card, one must pay a bank handling
fee in addition to the Admissions Fee.
https://intl.ryukoku.ac.jp/examination/jclp/about.html
When making a payment by credit card, please print out the payment receipt (with all details)
and be sure to send it with your application.

②Payment from Overseas
Foreign currency will not be accepted. Please make sure you remit the money in Japanese yen.

６．APPLICATION FEE

５．HOW TO APPLY

４．APPLICATION PERIODS
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The Applicant is responsible for all bank handling fees, including those charged in Japan and
one's home country. Please confirm if there is a fee in your home country. Payment must be
made to the university’s bank account. Bank drafts, personal checks etc. will not be accepted.
Please note that Japanese banks charge a handling fee of ￥1,500 for each bank transfer. As
￥15,000 is the amount to be received by the university, please prepare to send the amount of
￥16,500＊. If the amount remitted is insufficient, your application will not be accepted. ＊Your
domestic bank may also charge a handling fee. To avoid any problems, please be sure to
consult with your bank before proceeding with the money transfer.
Affix the receipt of remittance (bearing the authorization of the bank at which the money was
remitted), or a copy of that receipt, to the designated place on the application form.

Bank: MUFG Bank, Ltd Branch: Kyoto-ekimae [TEL: (Japan 81) 75 371 2171]
Bank Address: 614, Higashi-Shiokojicho, Karasumanishi-iru, Shiokojidori., Shimogyo-ku, KYOTO, JAPAN
Bank Swift Code: BOTK JP JT              Bank Number: 0005-434
Account Type: Ordinary Account Number: 0300140
Account Name: Board of Trustees, Ryukoku University

※Remittance must be made in the Applicant’s name and address.

１．If application documents are in a language other than Japanese or English, please provide a
translation either in Japanese or English.

２．If false or incomplete information is found in the application, the application will be denied.
３．If false information is found on the application or admission documents after your acceptance

is announced, the acceptance will be cancelled.
４．If false information is found on the application or admission documents after admission, the

student will be asked to leave the university.

Caution! Applicants are strongly encouraged to make and keep a copy of their entire
application, including all additional documents.

The Applicant must personally complete every section of the form.

Submitted documents must be the originals issued by the educational institution.

[For Applicants whose highest academic qualification is high school]

７．REGARDING APPLICATION DOCUMENTS

８．DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION TO THE JCLP

⑴ Application ─ Form① (provided)

⑵ Transcript of Grades and Certificate of Graduation
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Your domestic bank charges 
a handling fee.
↓ ↓
① ② Application Fee　￥15,000

Payment to Japan　￥16,500（②＋③）

③￥1,500

Our Japanese bank charges 
a handling fee.（￥1,500）

Your Total Payment（①＋②＋③）



① Prospective certificate of high school graduation
② Transcript for each year of high school

※ Acceptance is subject to high school completion. Therefore, the certificate of
graduation will be required by the day of the entrance ceremony.

① High school certificate of graduation
② Transcript for each year of high school

[For Applicants whose highest academic qualification is university or another institution
of higher education]

① High school certificate of graduation
② Transcript for each year of high school
③ Transcript for each year of university or institution of higher education
④ Certificate of enrollment of the university or the institution of higher education

① Original certificate of degree or a certificate to prove the degree.
② Original certificate of graduation or completion from university or institution of higher

education, or a certificate to prove the graduation / completion.
③ Transcript for each year of university or institution of higher education

① High school certificate of graduation
② Transcript for each year of high school
③ Original certificate of graduation / completion from university or institution of higher

education or a certificate to prove the graduation / completion.
④ Transcript for each year of university or institution of higher education

① This must be completed by a Japanese language instructor.
② Applicants who studied Japanese on their own: Please fill in only 「1. Name of Applicant」,

「4. Level of Proficiency as of Date of Application」,「5. Study Method」,「6. Textbook(s)
Used to Study」,「7. Hours of Japanese Study as of Date of Application」on the form.

③ Applicants who have taken the Japanese Language Proficiency Test (by Japan
Educational Exchanges and Ser vices), or the Japanese language section of the
Examination for Japanese University Admission for International Students (by Nihon
Gakusei Shien Kiko) should attach their notification of results to this application.

For Applicants who have graduated from high school

For Applicants who are currently enrolled in university or another program of higher education

For Applicants who have completed university or other institution of higher education, and hold a bachelor’s degree or higher

For Applicants who have completed university or other institution of higher education but have not obtained a bachelor’s degree or higher

⑶ Evaluation of Japanese Language Proficiency ─ Form② (provided)

For Applicants who are currently attending high school
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At the beginning of the recording, be sure to say your name and birthplace.
Next, the Applicant must speak in Japanese about the following for approximately
three minutes. (Please do not read from a card. Instead, imagine that you are
answering questions in an interview setting.)

① Introduction about your present self (what you have studied, what you have thought about
so far, etc.)

② What you would like to do after entering JCLP
③ What your plans are for the future (continuing your studies, job hunting, etc.)
Please submit your video in MPEG format (MP4 is recommended). If sent in a different
format, a resubmission may be requested by the JCLP Coordinators.
Any editing of your video is prohibited.

This section must be written in Japanese by the Applicant


.

※ Both the documents mentioned in ① and ② below must bear the name of the Financial Sponsor.

① Bank Account Balance Statement (Submitted documents must be originals.)
�Students intending to return to their own country after completion of the JCLP must show
sufficient funds to pay the university fees for one year + more than ￥100,000 (living
expenses) for each of the 12 months of the study year.

�Applicants intending to continue studying at a Japanese university must show sufficient
funds to pay university fees and living expenses for subsequent years also.

② A Certificate of Employment or an Income Tax Statement
This document must indicate the Financial Sponsor’s yearly income, as well as indicate
sufficient assets to cover the expenses mentioned in ① above.

③ A document proving the relationship between the Applicant and the Financial Sponsor
(birth certificate, residency permit, etc).

④ Sponsorship Particulars: Explanation/Pledge
(Please use the provided form) Form④

① A Certificate of Employment–‘ZAISHOKU–SHOMEISHO’
If the Sponsor is self-employed, a copy of the ‘TOKIBO–TOHON’, ‘EIGYO-KYOKASHO’ or
the stamped ‘KAKUTEI–SHINKOKUSHO’ is required.

② A Certificate of Income–‘SHOTOKU–SHOMEISHO’
If the Sponsor is a company employee or a government employee, a source-of-income
document–‘GENSEN–CHOSHUHYO’ is required. If otherwise employed, a certificate
which shows the sponsor’s income is required.

③ A Certificate of Residence–‘JUMINHYO’
If the Sponsor is a foreign national, please assure that the following are included on the
document: Nationality, Residence Status, Period of stay, Prospective Date of Departure,
and Resident Card number. It would be acceptable to list details regarding all or only some

⑷ Self Introduction Video Recording (Choose One: DVD-R, SD Card, USB Memory Stick)

⑸ Statement of Purpose ─ Form③ (provided)

⑹ Documents Related to Funding

If funding is supplied by a Financial Sponsor living outside Japan

If funding is supplied by a Financial Sponsor living in Japan
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family members.
④ A document proving the relationship between the Applicant and the Financial

Sponsor. If the Financial Sponsor is a relative of the Applicant, please submit one of
the following: birth certificate (KOSEKI TOUHON), certificate of residence
(JUMINHYO), or a certificate to prove relationship between Financial Sponsor and
Applicant (SHINZOKU KOUSHOUSHO).
If the Financial Sponsor is a friend, please submit an essay about the relationship to
the Applicant, or a picture taken together.

⑤ Sponsorship Particulars: Explanation/Pledge
Please fill out Form④. (provided)

※ Both the documents mentioned in ① and ② below must bear the name of the Applicant.

① Bank Account Balance Statement (Submitted documents must be originals)
�Students intending to return to their own country after completion of the JCLP must show
sufficient funds to pay the university fees for one year + more than ￥100,000 (living
expenses) for each of the 12 months of the study year.

�Applicants intending to continue studying at a Japanese university, however, need to show
sufficient funds to pay university fees and living expenses for subsequent years also.

② A Certificate of Employment or an Income Tax Statement
This document must indicate the applicant’s yearly income. It must also document the
ability to form the assets mentioned in ①.

① A Certificate of Payment of a Scholarship
This document must indicate the amount, the period, and the source of the scholarship.

① Letter of Guarantee
Please fill out Form⑤. (provided)

② Details of Guarantorship
Please fill out Form⑥. (provided)

① Letter of Guarantee Form
Please fill out Form⑤ (provided)

② Details of Guarantorship Form
Please fill out Form⑥ (provided)

③ A Certificate of Employment–‘ZAISHOKU–SHOMEISHO’
※ If the Guarantor is different from the Financial Sponsor, this document is required.
If the Sponsor is self-employed, a copy of the ‘TOKIBO–TOHON’, ‘EIGYO-KYOKASHO’ or
the stamped ‘KAKUTEI–SHINKOKUSHO’ is required.

④ A Certificate of Residence–‘JUMINHYO’
※ If the Guarantor is different from the Financial Sponsor, this document is required.
If the Guarantor is a foreign national, a Certificate of Residence as a Registered Foreign
National–‘GAIKOKUJIN–TOROKUGENPYO’ is required.

If funding will be supplied by the Applicant

If funding is supplied by a scholarship

⑺ Documents Related to the Guarantor

If the Guarantor resides in the Applicant’s home country

If the Guarantor resides in Japan
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All Applicants who have a passport are required to submit a copy of the page that has their
name, passport number and picture along with the application. If you have been to Japan
before, please also submit a copy of the page that shows the entrance and departure dates to
Japan.

Applicants can request that Ryukoku University apply on their behalf for the Certificate of
Eligibility. Please read「III. Procedures for Acquiring Resident Status」(page 42) very
carefully.

１．Selection Method

Selection will be made through evaluation of submitted documents.  However, the following
method will be added when necessary.



① For Applicants
■Residing in Japan:

−Confirmation by phone of Applicant and Japanese study method (The Applicant must
personally answer.)

−An interview at Ryukoku University may be requested if necessary (If the Guarantor
and the Financial Sponsor reside in Japan, it is possible they will be interviewed along
with the Applicant.)

■Residing outside Japan:
Confirmation by phone of Applicant and Japanese study method (The Applicant must
personally answer.)

② For Guarantor and Financial Sponsor
■Residing in Japan

−Confirmation by phone of intention to act as a Guarantor and / or a Financial Sponsor
(The Guarantor/Financial Sponsor must personally answer.)

−An interview at Ryukoku University may be requested if necessary (If the Applicant
resides in Japan, it is possible the Applicant will be interviewed along with the
Guarantor and the Financial Sponsor.)

■Residing outside Japan
Confirmation by phone of intention to act as a Guarantor and / or a Financial Sponsor
(The Guarantor / the Financial Sponsor must personally answer).

⑽ ‘Certificate of Eligibility’ Representative Application Request Form ─ Form⑦ (provided)

９． SELECTION METHOD AND SELECTION RESULTS

⑻ Photographs
Five photographs are required. Affix one photograph onto the designated place in the lication
Form. Enclose the other four photos with your application. The photos must be 4.0cm ×
3.0cm, head and shoulders, full face, without headwear, taken within three months of
application. Please write your name on the back of each photograph.

⑼ Passport Photocopy
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２．Notification of Results

⑴ Date: September Entry: Beginning of June 2022

April Entry: Beginning of November 2022
※ Notification of results will be sent directly to the Applicant by post on the day indicated

above. (Results will not be given over the telephone or via e-mail.)

If the application is successful, a Certificate of Acceptance, other necessary documents for
admission, and a guide for admission will be sent to you.  Please complete all the necessary
procedures within the admission period.

１．Admission Processing Fee:

(The Tuition Fee may be changed from April, 2023.)
※ The Admission Processing Fee is comprised of both the Admission Fee

and the Tuition Fee for one semester.
In the event of a program cancellation after the Admission Processing Fee has
been paid, ￥243,500 will be returned to you. (A Placement Holding Fee of
￥50,000, which had secured your spot in the program, is not refundable.)

※ Please include the money transfer charge for Japan (￥1,500) when you remit the
money.  We suggest that Applicants check the length of time for the money transfer
to be completed at the bank in order to keep the deadline.

※ Please keep the receipt of remittance.
It is necessary to receive a Tuition Fee refund in the event that you decline your acceptance.

２．Admission Processing Deadline

September Entry: 16 June 2022 (at the very latest) 
April Entry: 17 November 2022 (at the very latest)

１．Admission Fee: ￥50,000
２．Tuition Fee: ￥487,000 (One Year)

※ These fees may change for admission in April, 2023.
※ Please pay your first semester tuition fees and the admission fee during the above

admission period, and your next semester’s tuition by the indicated date after the second
semester starts.

３．After admission you will need approximately ￥5,000 for textbooks.

11．UNIVERSITY FEES

10．ADMISSION PROCEDURE
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Admission Fee

Tuition Fee for one semester (half a year)

Total

￥50,000

￥243,500

￥293,500



After admission is granted, if the Applicant’s application for the Certificate of Eligibility is denied,
or if the student wishes to enter another university and decides to withdraw from the JCLP, the
student can decline the acceptance by submitting necessary documents by the date listed below.
(The documents will be sent to the Applicant on request.) The student will later receive the
Admission Processing Fee refund. Please note that the Placement Holding Fee (￥50,000) is not
refundable under any circumstances.

Deadline of Application for Declination:
(Due to the lengthy procedure, please apply well in advance.)

September Entry: 13 September 2022 (Tues)(the application must reach us by this date) 
April Entry: 28 March 2023 (Tues)(the application must reach us by this date)

12．Acceptance Declination
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Ⅲ．PROCEDURES FOR ACQUIRING RESIDENT STATUS
(To be read carefully before submitting your application)

In principle, international students are required to have a College Student visa to be a student in
Japan.  Applicants will be advised on the entry procedure to Japan upon approval of their
applications.

１．If Applicants already hold a ‘Study Abroad’ visa, a Change of the Period of Stay and change of
educational institution must be applied for at the Immigration Office.

２．If Applicants are the Spouse of a Japanese National, Permanent Resident, etc., a change of
visa status is not necessary.  However, in these cases applicants may not receive certain
privileges that are given to those on a ‘College Student’ visa.

３．If Applicants hold another resident status, the Immigration Office should be consulted.

To obtain a College Student visa it is necessary to apply for a Certificate of Eligibility. After you
receive this, please apply for a College Student visa at the closest Japanese Embassy or Consulate
on your own. A Certificate of Acceptance from Ryukoku University and a Certificate of Eligibility
from the Japanese Immigration Authorities will be required for the visa.  To obtain a Certificate of
Eligibility, please follow the procedure below.

１．APPLYING FOR A CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

Please apply for a Certificate of Eligibility at the Immigration Bureau in Japan after your
Cer tificate of Acceptance is issued.  The application can be made by the Applicant
him/herself or by the designated representatives listed below.

２．REPRESENTATIVE APPLICATION BY RYUKOKU UNIVERSITY

⑴ Requirement for Representative Application for Certificate of Eligibility

Self-funded international students wishing to study in the JCLP can request for the
representative application, provided the student meets either of the requirements below.

① Those who are able to certify, on the form provided by the university, that they have
access to sufficient funds or sponsorship to pay for all expenses during their period of

１．For Applicants who reside in Japan on a different visa

２．For Applicants who reside outside Japan
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Representative

① Ryukoku University

② An organization granting a scholarship

③ A Sponsor residing in Japan

④ A relative residing in Japan

Where to Apply

Osaka Regional Immigration Bureau, Kyoto Branch

Osaka Regional Immigration Bureau, Kyoto Branch

or the Representative’s local Immigration Bureau



study.
② Those who are granted a sufficient scholarship to cover all the expenses during their

period of study.

⑵ Requests for Representative Application

If you would like to request representative application, please submit the Certificate of
Eligibility Representative Application form (provided).
It is entirely the university’s decision whether representative application will be granted or
not.  No objection against the university will be accepted concerning the result of
your request for representative application or the application for a Certificate of
Eligibility. If the documents you submit are deficient in any way, your request for
representative application will be denied.  The only visa status for which the university can
submit a representative application is that of College Student.

⑶ Procedure for Representative Application for Certificate of Eligibility

① Please complete the entry procedures as detailed in the Letter of Acceptance to be sent
upon your acceptance.

② After confirming the accomplishment of your entry procedure, Ryukoku University will
apply for the Certificate of Eligibility in Japan on your behalf.

③ When the application for a Certificate of Eligibility is successful, the Certificate of
Eligibility will be sent to the Applicant along with the Letter of Acceptance. If
unsuccessful, the Applicant will be notified.

⑷ Necessary Documents

※ Documents except (2) must be submitted with the JCLP application.
※ By the current Japanese immigration policy, Applicants may be asked for further documents

regarding their financial status.

３．REPRESENTATIVE APPLICATION BY AN ORGANIZATION PROVIDING A SCHOLARSHIP,
A SPONSOR RESIDING IN JAPAN, OR A RELATIVE RESIDING IN JAPAN.

Applications for a Certificate of Eligibility made by an organization providing a scholarship
should be made at the Osaka Regional Immigration Bureau-Kyoto Branch.  Applications by a
sponsor or relative should be made at their local Immigration Office or at the Osaka
Regional Immigration Bureau-Kyoto Branch.  Enquiries about the necessary documents and
procedure should be directed to the Immigration Bureau.
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⑴ Representative Application Request Form
⑵ Application for Certificate of Eligibility

⑶ One Photograph (4.0cm×3.0cm)

Please use the form provided by Ryukoku University.
After confirming the accomplishment of your entry
procedures, Ryukoku University will complete the
application on your behalf and apply for the
Certificate of Eligibility.
This photograph is included in the 5 photos required 
for application to the JCLP.

(4.0cm×3.0cm / head and shoulders / without
headwear / plain background / clear)



※ For more information about requirements to study in Japan, contact the following;
�Foreign Residents General Information Center in Osaka

1-29-53 Nankoukita, Suminoe-ku, Osaka
Consulting available in Japanese, English, Spanish, Korean, Chinese, etc.
Tel: 0570-013904       (From overseas: 03-5796-7112)

※ For more information about the Certificate of Eligibility
�For those living in Kyoto:

Osaka Regional Immigration Bureau, Kyoto Branch
Kyoto Dai-2 Chiho Godo Chosha 4F
34-12 Higashi Marutamachi, Marutamachi-Kawabata Higashi-iru
Sakyo-ku, Kyoto
Tel: (075) 752-5997

�For those living in Osaka:
Osaka Immigration Bureau
1-29-53 Nankoukita
Suminoe-ku, Osaka
Tel: (06) 4703-2100

�For those living in Nara:
Osaka Regional Immigration Bureau, Nara Branch
Nara Dai-2 Homu Sogo Chosha
3-4-1 Kidera-cho, Nara
Tel: (0742) 23-6501

�For those living in Shiga:
Osaka Regional Immigration Bureau, Otsu Branch
Otsu Biwako Godo Chosha 6F
3-1-1 Kyomachi, Otsu
Tel: (077) 511-4231

─ 46 ─



Ⅳ．GUIDE TO STUDENT LIFE

“The Foreign Student’s Scholarship” (￥22,500 per month) and “Ministry of Education Honors 
Scholarship for International Students” (￥48,000 per month)※ are provided for students in 
the JCLP.  They are granted to the students who are selected for their superior character and 
attitude towards their studies. (cf. p.13)

１．SCHOLARSHIPS
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Ryukoku University provides rooms for approximately 150 international students in 3
dormitories.  Some Japanese students also live in these dormitories to assist the international
students with day-to-day living and study.  The Ryukoku Students’ Co-operative Society can
introduce students to various other accommodations. (cf. p.13~14)

Students will need funds of at least ￥100,000 per month for living expenses in Kyoto.

１．National Health Insurance
All international students who are in Japan for three months or more are obliged to join the
National Health Insurance policy.  To register, students will need to pay the insurance fees.
70% of the total medical cost will be borne by the National Health Insurance.

４．MEDICAL EXPENSES & HEALTH INSURANCE

３．LIVING EXPENSES

２．ACCOMMODATION

※The “Ministry of Education Honors Scholarship for International Students” is  offered on an
irregular basis.Please note that in some academic years, it may not be possible to apply.



Ⅴ．Reference Sheet Regarding the Assessment of 
Japanese Skills

For the Japanese ability assessments [Form 1-3] and [Form 2-1], please provide an evaluation
between A1 to C2, according to the language proficiency degree stipulated by the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). While doing so, please refer to the
attached CEFR evaluaton table.

<Example>
In the case that one feels their Reading and Writing skills are up to A2 level, and that their
Listening, Spoken Interaction, and Spoken Production skills are up to B1 level.

【Reference】
Please see the following websites for more information regarding the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR).

【Information in Japanese】
https://jfstandard.jp/pdf/web_reference.pdf

【Information in 31 European Languages】
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid

【Information in Chinese】
https://www.hjenglish.com/xiazai/p361594/
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理解すること
UNDERSTANDING

話すこと
SPEAKING

書くこと
WRITING

Provide a rating
from A1~C2.

B1 A2 B1 B1 A2

聞くこと
Listening

読むこと
Reading

やり取り
Spoken

Interaction

表現
Spoken

Production

書くこと
Writing
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龍谷大学
留学生別科入学試験要項

RYUKOKU UNIVERSITY
JAPANESE CULTURE & LANGUAGE PROGRAM

ADMISSION GUIDE

2021 年 9 月 入 学
出願期間：2021年４月５日（月）～５月６日（木）＜必着＞

2022 年 4 月 入 学
出願期間：2021年９月14日（火）～10月１日（金）＜必着＞

ENTRANCE IN SEPTEMBER 2021
Application Period：April 5 - May 6 2021

ENTRANCE IN APRIL 2022
Application Period：September 14 - October 1 2021

利用交通機関のご案内  ─────────
深 草 学 舎

Ｊ Ｒ 奈 良 線　　稲荷駅下車西南へ徒歩約８分
京 阪 電 鉄　　龍谷大前深草駅下車西へ徒歩約３分
阪 急 電 鉄　　京都河原町下車徒歩約２分→京阪
　　　　　　　　　祇園四条経由で京阪龍谷大前深草駅下車
京都市営地下鉄　　くいな橋下車東へ徒歩約７分

至
大
阪
梅
田

河
原
町
通

Ｊ
Ｒ
山
陰
線

祇
園
四
条

七
条

東
山
七
条

東
寺

至
大
阪

市
営
地
下
鉄
烏
丸
線

近
鉄
京
都
線

国
道
一
号
線

竹　

田

久
保
町

京
阪
本
線

竹
田

丹
波
橋

稲
荷

龍
谷
大
前
深
草

祇
園

三
条

至国際会館

大宮 京都河原町京都河原町

JR東海道本線

烏丸

地下鉄東西線 至出町柳

阪急京都線

四条
西本願寺京福電車

七条大宮

JR新
幹線

名神高速道路
京都南IC

至淀屋橋 至近鉄奈良

京都駅

伏
見
稲
荷

J
R
奈
良
線

く
い
な
橋 市バス龍谷大学前

龍谷大学
深草学舎

龍谷大学
大宮学舎

N

龍谷大学
留学生別科
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グローバル教育推進センター
Center for the Promotion of Global Education (R-Globe) Office
〒612－8577　京都市伏見区深草塚本町67
TEL：＋81-（0）75-645-7898　FAX：＋81-（0）75-645-2020
E-MAIL：r-globe@ad.ryukoku.ac.jp
HP：https://www.ryukoku.ac.jp
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