
  
*English follows Japanese. 

2022 年度前期 武蔵野大学 協定（交換）留学生募集要項 

（院生） 

 

１．  所属： ランゲージセンター 

武蔵野大学では、協定生をランゲージセンターで受け入れます。大学院協定留学生は、ランゲージセンター所属

でありながら、専門分野の授業を履修します。 

 

専攻 キャンパス 

言語文化研究科／言語文化専攻 言語文化コース 有明キャンパス 

言語文化研究科／言語文化専攻 ビジネス日本語コース 有明キャンパス 

文学研究科／日本文学専攻 武蔵野キャンパス 

仏教学研究科／仏教学専攻（博士後期課程) 

*協定書による研究科指定がある場合のみ 

有明キャンパス 

法学研究科／ビジネス法務専攻 *協定書による研究科指定がある場合のみ 有明キャンパス 

 

２．語学要件： 日本語能力試験（JLPT） N1  

 

３．受入人数： 協定書に基づく 

 

４．受入期間： 一年間（授業期間：2022年 4月～2023 年 1月） 

 

５． 学 費 ： 協定書に基づく 

 

６． 宿 舎 ： 希望者には民間学生寮等を紹介します。 

 

７． そ の 他 ： 

 受入決定後、来日の期日は本学にて指定します（３月初旬予定） 

 母校で学部生の方を院の協定生として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。 

（2022 年 4 月時点で大学院１年生の推薦が望ましい） 

 



８． 応 募 ： 

以下の書類のデータをメールでお送りください。（郵送での原本提出不要） 

 

【１】 新規応募 

① 個人調査書 

② 所属大学推薦状 

③ パスポート顔写真ページコピー 

④ パスポート、出入国履歴すべてのページ 

⑤ 顔写真データ 

 

【２】  ２021 年前期からの延期者 

① 個人調査書 

② パスポート出入国履歴すべてのページ 

※以下の資料で変更があった場合、再提出をお願いします。 

④ パスポートの顔写真ページ（過去一年以内にパスポートを更新した人のみ）  

③  所属大学推薦状（過去一年に所属大学の学長名や担当者が変更になった場合のみ） 

 

応募締切： 2021 年 10 月３１日（日）   

 

 

＜その他留意事項＞ 

感染拡大に伴う受入可否について 

 COVID－19 感染防止の入国制限方針等により、受入中止となる可能性があります。その場合、12 月初

旬までにご連絡します。 

 2021 年 9 月時点で、本学では半年間または一年間の協定生向けオンライン授業の予定はありません。 

入国ができない場合、協定留学プログラムは全面中止となりますのでご了承ください。また、定期的に短

期オンラインプログラムのご案内をさせていただいています。 

入国前準備等について 

 入国の１～2 ヶ月前に母国で健康診断を受診していただきます。（詳細は別途案内します）。診断書の原本

を来日後に提出していただきますので、忘れずに持参してください。 

 在留資格認定証明書の申請や入国時サポートのため、本学委託業者へ個人情報の提供をすることがあり

ます。 

 入国後の隔離用の施設（ホテル）は本学で手配いたします。 

 

以上 

 

 



MUSASHINO UNIVERSITY 
Application Guideline 2022 Spring (Graduate) 

 
1．Exchange students belong to 

Language Center （Ariake Campus） 

All exchange students will belong to Language Center of Musashino University. International 
students who have an agreement with a graduate school take classes in a specialized field even though 
they belong to a language center. 

 
Major Campus 

Graduate School of Language and Culture／Language and Culture Course Ariake 

Graduate School of Language and Culture／Business Japanese Course Ariake 

Graduate School of Literature／Master’s Program in Japanese Literature Musashino 

Graduate School of Buddhist Studies／Doctoral Program in Buddhist Studies 
*Only when the Graduate School is designated under the agreement 

Ariake 

Graduate School of Law／Master's Program in Business Law 
*Only when the Graduate School is designated under the agreement 

Ariake 

 

2．Language level：日本語能力試験（JLPT） N1  

 

3．The Number of Students to be Admitted: Base on the agreement 

 

4．Admission Period: One Year: April 2022- January 2023 

 

5．Tuition : Based on the agreement 

 

6．Accommodation : 

 Private dormitories are available for the students who wish to stay at the dorm MU designates. 

 

7. Others: 

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

(The beginning of March) 

・Undergraduate students at your home institution cannot be accepted as graduate students at MU. 

・Students must remain enrolled at their home university throughout the period of their studies at 

MU. (1st year graduates as of April 2022 are preferred) 

 



8.Application： 

Please send the data of the following documents by e-mail. *No need to submit the original by air 
[1]  New applicants 

(1) Personal Information 

(2) A letter of recommendation from your university 

(3) Photo copy of passport page with your photo and information 

(4) Photo copy of passport page(s) with entry/departure stamp if you have visited Japan 

before 

(5) Face photo 

 
[2]  Deferring your study from ２021 

(1) Personal Information 

(2) Photo copy of passport page(s) with entry/departure stamp if you have visited Japan before 
* If there are any changes in the following documents, please resubmit them. 

(3) Photo copy of your passport page with your photo and information 

(4) A letter of recommendation from your university 
 

[App l i cat io n  De ad l ine]    October 31 (Sun) 
[E m a i l  A d d r e s s]   global@musashino-u.ac.jp 

 
 

 <NOTES> 
Cancellation Due to the COVID-19 Infection 

¬ There is a possibility that we will not be able to accept students due to the policy of restricting entry 

to prevent COVID-19 infection. In this case, we will notify you by the beginning of December. 
¬ As of September 2021, we are not planning for half-year or one-year online classes for exchange 

students. 
Please note that if you cannot enter the country, the program will be completely cancelled. We also 
regularly provide information on short-term online programs. 
 
Preparations before entering Japan 
¬ You will have a medical examination in your home country 1 ~ 2 months before you enter Japan. 

Please make sure to bring the original medical certificate when you come to Japan. Further 
information will be provided later. 

¬ Personal information may be provided to our contractor for the purpose of applying for a Certificate of 
Eligibility and immigration support.¬ MU will arrange the facility (hotel) for quarantine after your 
arrival. 


