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Since its start over 20 years ago, the J-PAC has welcomed students from Chiba University’s part-

ner institutions in great numbers. Despite the short period of one year or six months of stay, their 

experience of the J-PAC has offered to both participant exchange students and the Chiba Univer-

sity students who studied with them, unforgettable memories, and has forged lasting friendships. 

Many of those who have completed our program decide to come back to Chiba University for 

further studies, or return to work in Japan after graduating from their home institutions.  

 

The lushly green Nishi-Chiba Campus where J-PAC students attend classes is conveniently 

located only 40 minutes by train from the center of Tokyo. We hope that you consider applying 

to the J-PAC soon!

J-PACは、これまで20年以上にわたって千葉大学の協定校から数多くの交換留学生を受入れてきまし

た。１年または半年という長くはない留学期間ですが、千葉大学の学生、世界各地から集まる留学生

とともに学び、友情を育んだ経験は、参加した学生にとって忘れがたい思い出となっています。修了生

の中には、千葉大学に再び留学したり、大学卒業後も日本と何らかの関わりを持ってキャリアを築い

ている人が少なくありません。	

J-PAC生が学ぶ西千葉キャンパスは、東京まで電車で約40分という便利な場所にありますが、緑豊か

なすばらしい環境でもあります。皆さんも是非J-PACに参加してみませんか。	
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Chiba University

Chiba University is a comprehensive university founded in 1949. It hosts approximately 14,200 

undergraduate and graduate students and is ranked high both in terms of size and quality 

among national universities in Japan. There are currently 10 undergraduate faculties at Chiba 

University: College of Liberal Arts and Sciences, Faculty of Letters, Faculty of Law, Politics 

and Economics, Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Engineering, Faculty of 

Horticulture, School of Medicine, Faculty of Pharmaceutical Sciences and School of Nursing. 

There are also a number of graduate schools: Graduate School of Humanities and Study of 

Public Affairs, the Law School, Graduate School of Education, Graduate School of Science and 

Engineering, Graduate School of Horticulture, Graduate School of Medical and Pharmaceutical 

Sciences and Graduate School of Nursing. Finally, other facilities providing various services are 

also attached to the university: among them, the University Library, the Academic Link Center, 

the Safety and Health Organization and the University Hospital.

As the University Charter “Always Aim Higher” expresses, Chiba University aims to foster 

students with a broad vision, who are able to engage sincerely in all endeavors required by life 

in global society. To achieve this goal the university has been actively enhancing its liberal arts 

program and has been promoting the internationalization of its curriculum. Chiba University is 

the first national university to open a College of Liberal Arts and Sciences, which was estab-

lished in April 2016, and which targets the fostering of adults who will be able to approach 

world issues from a wide and comprehensive perspective.

Chiba University has been awarded by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology of Japan the status of “Top Global University”, a name given to educational insti-

tutions considered to be at the front line of the globalization of Japanese society. The Univer-

sity has been increasing the number of courses offered in the English language and has been 

actively promoting the international exchange of foreign and home students. As of November 

2018, about 1,000 international students are studying at Chiba University, and the university 

holds the 2016 record among national universities for the highest number of students studying 

abroad through its exchange programs with partner universities.

The International Support Desk located on-campus provides assistance to international stu-

dents with their lives in Japan. Nishi-Chiba Campus is located approximately 40 minutes by 

train from Tokyo and 45 minutes by car from Narita International Airport. With a warm climate 

and comparatively cheap prices, you are bound to find life in Chiba very enjoyable.

Chiba University’s 

Distinctive Features
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Chiba University has four campuses at Nishi-Chiba, Inohana, Matsudo and Kashiwanoha,

all located in Chiba Prefecture.

College of Liberal Arts and Sciences

Faculty of Letters

Faculty of Law, Politics and Economics

Graduate School of Humanities and Studies on Public Affairs

Law School

Faculty of Education

Graduate School of Education

Faculty of Science

Faculty of Engineering

Graduate School of Science and Engineering

School of Medicine         

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences

School of Nursing

Graduate School of Nursing

Faculty of Horticulture

Graduate School of Horticulture

Nishi-Chiba
Campus

Inohana
Campus

Matsudo
Campus

Matsudo area

Kashiwanoha
Campus

Matsudo area



J-PAC 2019-2020                                      Chiba University 4

J-PAC (Japan Program at Chiba)

J-PAC (Japan Program at Chiba) is offered to undergraduate students from academic insti-

tutions with which Chiba University has university-level student exchange agreements, and 

whose academic interest is in the area of Japanese culture and society.

J-PAC includes International Liberal Arts Program, which offers to students irrespective of their 

area of specialization, and Japanese Studies Program, which is designed for students who 

specialize in Japanese studies at their universities. J-PAC students will be exempted from the 

registration, admission and tuition fees at Chiba University.

 

<Study period of J-PAC>

J-PAC students can study at Chiba University during the study periods listed below.

① From October to early August (For 4 terms)

② From October to early February (For 2 terms, i.e. Fall semester)

③ From April to early August (For 2 terms, i.e. Spring semester)

※ Due to the Tokyo Olympic Games, Spring semester may ends in July 2020.

※ The period of each term will be explained in page 11.

1.   Aims     

This program is designed for undergraduate students who have already acquired some Japanese 

language skills and are interested in Japanese culture and society. It includes a number of courses in 

liberal arts where Japan is served as an example and reference point for multidimensional analysis. It 

is envisaged that through collaborative learning international exchange students together with Chiba 

University students will deepen their understanding of Japan and gain new viewpoints on their native 

cultures and societies, and acquire the ability to think about global problems from multiple perspec-

tives and solve them irrespective of language barriers and different behavioral patterns.

Please refer to page 15 for the application conditions.

     

2.  Characteristics     

This program welcomes students from Science and Engineering as well as students from

Humanities. Students can choose subjects according to their interests and concerns.

Courses are offered to attain the following four goals:

     

① to deepen understanding of Japanese culture and society;  

② to participate in courses in the areas of Chiba University’s greatest strengths; 

③ to promote intercultural understanding through exchanges with Chiba University students;

④ to acquire sufficient proficiency in the Japanese language for daily life and university study.

01
International

Liberal Arts Program
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Students will be able to select courses depending on their language proficiency level;

courses offered in English, courses where both English and Japanese are used, courses open for 

international students only and regular courses offered in Japanese. Also, most of the courses 

feature active learning where classes are split into small groups and students collaborate and 

learn from each other while working on a given task, thus making classes of their own. 

1.  Aims     

This program is designed for undergraduate students who specialize in Japanese studies at 

their universities, and who wish to study mainly about Japan in the Japanese language. It is en-

visaged that using Japanese to obtain knowledge in the subjects of their interests will give the 

students a deeper knowledge of the language itself, and at the same time, through collabora-

tive learning effort in a multicultural environment, will make it possible for them to view Japan 

from many different perspectives. The students are expected to acquire the fundamental skills 

essential for conducting individual research into their specific areas of Japanese studies.

Please refer to page 15 for the application conditions.      

2.  Characteristics     

Students can take Japanese language courses according to their levels of proficiency and attend 

courses in Japanese studies together with Chiba University undergraduate students. They can 

also choose from a variety of specialized lectures and seminars offered at different faculties.  

   

At the same time, students are expected to carry out their own research projects using the 

Japanese language. They are advised to take “Research Work (Humanities) A and B”, the 

courses specifically designed to help them pursue their research projects, and submit a re-

search paper, or to enroll in a project-type course, such as work on preparing an exhibition leaf-

let at the National Museum of Japanese History in the students’ native languages (“Research 

Work (Humanities) C and D”). In either case the students gain an active learning experience, 

which goes far beyond acquiring knowledge in the classroom. 

   

The students are encouraged to participate in the Universal Festival, an event where students 

from different areas of the world introduce their countries and cultures to the audience, and to 

engage in joint events with Japanese primary schools in the vicinity of Chiba University. Both 

projects help the students practice how to deliver their thoughts in the Japanese language, and 

are meant to broaden their relationships with the local Japanese community.   

02
Japanese Studies 

Program
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03
How to choose

a program

A following flowchart will help applicants decide which program is appropriate: 

※Students who wish to study their major such as science or engineering rather than studying Japanese 

culture and society can directly apply for and study at the relevant faculty of Chiba University. Please note 

that the Japanese and/or English language proficiency requirements are different for each faculty.  

※Depending on the study plan submitted to the J-PAC program, home universities may be informed that 

the applicant will be accepted directly by one of the faculties of Chiba University, not by J-PAC. 

International Liberal Arts Program Japanese Studies Program

Are you majoring in Japanese language or Japanese studies

at your home institution?

Is your Japanese language proficiency equiva-

lent to JLPT N2 level or higher? 

YES

NO YES

NO
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J-PAC students will be usually enrolled in College of Liberal Arts and Sciences as exchange 

students, regardless of the program; International Liberal Arts Program or Japanese Studies 

Program. College of Liberal Arts and Sciences has three major courses; Global Studies Major 

Courses, Contemporary Japanese Studies Major Courses and Integrated Science Major Courses. 

For more information, please visit the website at http://www.las.chiba-u.jp/english/index.html

J-PAC students may register for specialized undergraduate courses offered by any faculties 

with the instructors’ permission.

If applicants have already started their specialized studies at their home institutions and want 

to be supervised by Chiba University teachers in their study areas, please write ① study area, 

② research topic, ③ the name of the faculty they wish to be enrolled in and ④ the reason on 

the Plan of Study (Designated form). We will enroll them in a faculty that is suitable for them 

and find an academic advisor in their study areas.

Also if applicants need to belong to a faculty other than College of Liberal Arts and Sciences for 

transferring credits or for any other resaons, please write the name of the faculty they wish to be 

enrolled in and the reason on the Plan of Study (Designated form).

To be granted a Certificate of Completion at this program, J-PAC students must have acquired 

at least ten credits in each semester (from October to February and from April to August) and 

have attended at least six classes in each term.

After completion of the program, Chiba University will issue academic transcripts for all the 

students and mail them to their home institutions. Individual students will normally get their 

transcripts either in mid-October in case students study at Chiba University until August or in 

mid-April in case students study at Chiba University until February. Those students who want 

to later have their Chiba University credits recognized by their home institutions are strongly 

advised to consult their academic supervisors in their countries before coming to Japan.

04
Faculty which J-PAC 

students belong to at 

Chiba University

05
Certificate of

completion &

Academic transcript
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01
Courses taught 

in English / Courses 

where both Japanese 

and English are used

Course Offerings

J-PAC students should select courses that match their interests and language ability from the 

courses listed in (01) to (04) below (subject to change). Except for courses marked with *, 

courses in (01) and (02) are designed as General Education which are also offered to Japanese 

students. This creates a unique international study environment and enables students to broad-

en their perspectives. 

In addition to the courses listed, J-PAC students may enroll in any other courses given at Chiba 

University with the instructor’s permission. There are eight teaching weeks in a term and the 

duration of classes at Chiba University is 90 minutes. 

Students in the International Liberal Arts Program whose Japanese language competence is 

equivalent to Japanese 5xx at Chiba University or lower have to take two subjects in English 

or in both Japanese and English in each term. In courses where both Japanese and English are 

used, students are expected to work collaboratively under less pressure of language barriers.

 

A wide range of courses, such as courses which deepen understanding of Japanese culture 

and society or courses which interest students in advanced science, are offered in English. 

Also there are some courses conducted in both Japanese and English to compensate for the 

gap in students’ language abilities, cultural background and background knowledges. 

Not just provide students with foundational knowledge about Japan, some courses offer

implicit and explicit opportunities to think and critically consider issues that are related to 

both how Japan presents itself to the world, and to how people would like to see and

imagine “Japan” today. Those unique courses are called “Critical Japanese Studies” and 

offer an environment that allows students to reconsider their images of Japan by

reflecting on their own experiences and cultures, and to acquire new perspectives and

a deeper awareness of a variety of global phenomena.
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02
Courses learning 

about Japan

in Japanese

Courses marked with * are specialized courses for students of College of Liberal Arts and Sciences. Courses 

marked with ** are specialized courses for international students of Faculty of Letters. 

T4-5
from October to early February

T1-2
from April to early August

- Selected Aspects of the Japanese Language
- The Japanese Language in Its Diversity
- Japanese Grammatical System
- Japan Viewed through Current Events
- History of Cultural Relations between Japan and 
- Asia
- Understanding Cultural Relations between 
- Modern Japan and China
- Practice of Sustainable Contribution to Community*
- Japanese Food Culture*
- Language and Society in Contemporary Japan*
- Seminar of Communication in Contact Situa-
- tions*
- Seminar on Multicultural Education*
- Introduction to Japanese Studies a**

- Japan Viewed through Current Events
- The Japanese Spiritual Mind and 
- Traditional Culture
- Images of Japan
- Modern Japanese Society and Asian International 

Students
- Studies of Multicultural Communication*
- Japanese Pragmatics from Cross-Cultural
- Perspectives*

T4-5
from October to early February

T1-2
from April to early August

[Courses taught in English]
- Introduction to Japanese Language
- Introduction to the Japanese Grammatical 
System

- Globalizing Japan: Society and Culture
- Occultism in Global Japan
- Introduction to Architectural Design
- Climate Change Leadership 
- Mitigating Urban Heat Islands
- Viewing Japan from Space

[Courses taught in English]
- Introduction to Japanese Language
- Introduction to the Japanese Grammatical 
System

- Health and Healthcare in Japanese Culture
- Deviance and Taboo
- Schooling and Equity
- Social Inequality and Stratification
- Global Social Changes
- Popular Culture in Japan
- Design Science
- Fascinating Aspects of Applied Sciences
- Fundamentals of Imaging Science
- Introduction to Sustainability: Case-studies from 
Japan

[Courses where both Japanese and English are 
used]

- Japanese Culture from Intercultural Perspectives
- Language and Media
- Language in Society
- Intercultural Communication: A Critical Perspective
- Intercultural Communication in the Japanese
Context

- Religion and Society
- Japanese Modern History from a Global Perspective

[Courses where both Japanese and English are 
used]

- Language and Media
- Language in Society
- Intercultural Communication: A Critical Perspective
- Intercultural Communication in the Japanese 
Context

- “Japan” in American Film
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03
Specialized seminars

for J-PAC students

04
Japanese language 

courses

T4-5
from October to early February

T1-2
from April to early August

- Research Work (Humanities) A 
- Research Work (Science and Engineering) A
- Research Work (Humanities) C

- Research Work (Humanities) B
- Research Work (Science and Engineering) B
- Research Work (Humanities) D
- Research Work (Humanities) E
- Language and Culture Exchange 

Aims Level Courses

Advanced 
language skills 
required to study 
or research in 
Japanese

Advanced Japanese 800 T4-5  Oral Expression, Making Presentation
          Documents, Report Writing
T1-2   Oral Expression, Reading Comprehension, 
          Report Writing, Grammar

Japanese 700 T4-5  Oral Expression, Reading Comprehension, 
          Making Presentation Documents, Grammar 
T1-2   Listening, Reading Comprehension, 
          Report Writing, Grammar

Intermediate Japanese 600 T4-5, T1-2  Oral Expression, Reading
                   Comprehension, Written Expression, 
                   Grammar, Kanji

Japanese 500 T4-5, T1-2   Integrated, Oral Expression, 
                   Composition, Grammar, Kanji

Japanese 400 T4-5, T1-2   Integrated, Oral Expression, 
                   Composition, Kanji

Basic language 
skills

Pre-interme-
diate

Japanese 300 T4-5, T1-2   Integrated, Reading Comprehension &                   
                   Composition, Conversation, Grammar, 
                   Kanji

Basic Japanese 200 T4-5, T1-2   Integrated, Reading Comprehension &
                   Composition, Conversation, Kanji

Japanese 100 T4-5, T1-2   Integrated, Conversation, Oral 
                   Expression, Kanji

※The number of participants of “Research Work (Humanities) A ~ D” and “Language and Culture Exchange” 

is limited.
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Student Life at Chiba University

Late September

October

Early November

Late November

Early December

Late December - Early January 

Mid-February

Early April  

April 

Early June      

Late July or Early August

 

• J-PAC students are required to arrive at Chiba University housing on an appointed day before 

the semester starts. Orientation will be held in the following few days.

• There is no break between terms.

• J-PAC students must leave Chiba University housing and return to the home country (or the 

country where the home institution is) after the program ends. They are not allowed to either 

live in Chiba University housing or stay in Japan after the J-PAC program is over because of 

the internship program etc.

International students have opportunities to experience Japanese culture and interact with 

people of various social and professional backgrounds through programs such as home visit, 

tea ceremony and calligraphy. Other events, e.g. a bus tour within Chiba Prefecture and seeing 

kabuki performance at Tokyo National Theatre, are also scheduled.

Each J-PAC student is introduced to a Chiba University student as his or her fellow-tutor and 

the very first friend, who can provide invaluable help in settling down and everyday life. All 

J-PAC students are strongly encouraged to make the most of this unique tutor system.

Orientation, Class registration 

Term 4 (First half of Fall semester) begins

University Festival  

Home visit   

Term 5 (Second half of Fall semester) begins

Winter Vacation  

Spring vacation / Departure from Japan

Orientation, Class registration 

Term 1 (First half of Spring semester) begins

Term 2 (Second half of Spring semester) begins 

Departure from Japan

FALL SEMESTER

Term4 - Term5

SPRING SEMESTER

Term1 - Term2

Japanese culture

experience programs

Tutor system
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Japanese Language 

Study Room

 

LEX Program

English House

Housing

  

LEX (Language Exchange) Program is a unique program offered at Chiba University for

students to meet in pairs once a week and teach each other’s languages and cultures. There 

are also regular meetings where all LEX participants get together and exchange teaching ideas 

with other pairs from different language groups so that students broaden opportunities for 

getting to know people on campus. 

J-PAC students can stay at Chiba University International House, which is located in Inage, one 

short train stop from the university. They can stay at Chiba University accommodation until the 

classes end (early February 2020 / late July 2020 or early August 2020) and must leave there 

after the program ends.

Single rooms at Chiba University International House are furnished with a bed, desk, kitchen-

ette, shower and toilet. The monthly rent is ¥19,000 and additionally, a one-time payment of 

¥15,000 is required when moving in. The amount of the monthly rent and a one-time payment 

is subject to change.

In the Center for International Education where Japa-

nese language classes are held, there is the Japanese 

Language Study Room. This room is a facility where 

international students can find a variety of Japa-

nese language study materials and references, use 

computers and the internet and also find help from 

student-tutors who are there on duty during the 

opening hours.

English House located on-campus provides a 

relaxing atmosphere to meet new people and have 

English conversations.
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[International House] (Japanese only)

http://www.chiba-u.ac.jp/global/outline/files/outlineCUIH_JP20150601.pdf

Due to limited housing availability, some studnts may stay at Chiba University Kunpu-ryo or other 

accommodation that Chiba University offers or share a room with other international students at Inter-

national House. Chiba University will inform the home institutions in the case that the student is to stay 

at an accommodation other than single rooms at Chiba University International House.

[Kunpu-ryo] (Japanese only)

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/kunpugaiyo.pdf

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/H30-03_kunpu-tebiki.pdf

Living expenses including meals, electricity, phone bills and dormitory fee are about ¥70,000 

per month. Students will also need to pay for textbooks, travel and other activities. Please note 

that under the Japanese law they will NOT be able to receive overseas money transfers until 

they have lived in Japan for six months. Applicants should take this into consideration in their 

financial plannings before applying for the program.

Chiba University does not allow short-term exchange students to do part-time jobs; however, 

students may be allowed to take a part-time job after having studied at Chiba University for at 

least one term, only in exceptional circumstances.

In addition to the National Health Insurance (about ¥1,600 per month), students are required to buy 

the accident insurance policies (about ¥1,500 for one year) which are offered at Chiba University.

Living expenses

in Japan

Insurance
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Scholarships

Applicants may be eligible for a JASSO scholarship. Chiba University will normally recommend 

several eligible candidates for JASSO scholarships.

<Monthly Stipend>

¥80,000 (subject to change)

<Selection>

The students who applied for JASSO scholarship on the J-PAC application form will be 

screened. Only students who are due to commence their studies in October can apply for this 

JASSO scholarship. Students who are due to commence their studies in April cannot apply for 

this JASSO scholarship. The number of JASSO scholars is limited. Being accepted as a J-PAC 

student does not guarantee your scholarship application will be successful.

<Scholarship Result>

Chiba University will inform an applicant’s home institution of the result of scholarship

application in the late of June 2019. If an applicant has not received the scholarship application 

result by then, that means he/she is not recommended as a JASSO scholar.

Japan Student Services 

Organization (JASSO) 

Student Exchange Support 

Program (Scholarship for 

Short-term Study in Japan)
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Application Conditions

Applicants must :

˙be undergraduate students from academic institutions with which Chiba University has

university-level student exchange agreements

˙be at least second-year students at the time of application

˙return to the home country (or the country where the home institution is) after the 

study period at Chiba University

˙have either the following language proficiency at the time of application

① To have sufficient English proficiency to communicate and to take courses taught in

English (at least low-advanced English language proficiency, equivalent to CEFR B2 level

or over) and have studied Japanese language for at least 50 contact hours at 

recognized educational institutions or self-learning.

※ The students who do not have low-advanced English language proficiency cannot 

apply for the International Liberal Arts Program.

※ Those who have a small number of hours of Japanese language learning will be

asked to complete a Japanese language course online before their arrival in Japan.

② To have Japanese language proficiency at least equivalent to the pass level N2 of the

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) administered by the Japan Foundation.

※ Students who major in Japanese language or Japanese studies and have Japanese 

language proficiency equivalent to the pass level N1 or N2 of JLPT cannot apply for

International Liberal Arts Program. Please apply for Japanese Studies Program.

Applicants must :

˙be undergraduate students from academic institutions with which Chiba University has

university level student exchange agreements

˙be at least second-year students at the time of application

˙return to the home country (or the country where the home institution is) after the 

study period at Chiba University

˙major in Japanese language or Japanese studies at their home institutions

˙have Japanese language proficiency at least equivalent to the N2 of JLPT

※ Students who do not major in Japanese language or Japanese studies must apply

for International Liberal Arts Program, even if they have N1 or N2 level of JLPT.

International Liberal Arts 

Program

Japanese Studies 

Program
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<How to apply>

Applicants who apply for J-PAC program must submit all application documents to the

International office of your home institutions and be nominated by them.

<Application Documents> 

A document written in language other than Japanese or English must be attached with a

Japanese or English translation.

(a) Japan Program at Chiba Application Form (Designated form)

(b) Plan of Study (Designated form)

(c) A letter of reference (Designated form)

˙A letter of reference should be written by an academic instructor at the applicant’s 

home institution who has known the applicant for at least one year.

˙It is preferable that a letter of reference is written by other academic instructor who 

writes a certificate of Japanese language proficiency.

(d) A certificate of Japanese language proficiency by a Japanese language instructor (Designated form)

˙A certificate of Japanese language proficiency should be written by a Japanese

language instructor at the applicant’s home institution.

˙It is preferable that a certificate of Japanese language proficiency is written by other 

academic instructor who writes a letter of reference.

˙It is not required if an applicant studies Japanese by him/herself.

(e) Apply of a certificate of Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

˙Only students who have passed JLPT.

˙A printed copy of the online result is acceptable if an applicant has not received a certificate.

(f) A copy of scores of official TOEFL or IELTS score report

˙Only in case that an applicant’s Japanese language proficiency has not reached N2 of 

JLPT and English language proficiency is the low-advanced (equivalent to CEFR B2).

(g) An academic transcript from the applicant’s home institution (Original)

(h) A copy of the passport ID page

(i) 3 photos with size 3 cm×4 cm

˙One of three photos should be attached on the application form.

˙The photo should be taken and in full-face view directly facing the camera and in front 

of a plain white or off-white background.

<Where to submit>

International Student Division, Chiba University

1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8522 Japan

E-mail: jpac@office.chiba-u.jp

Application Procedures 
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<Selection>

˙The selection of participants will be made at Chiba University on the basis of their academic 

records, personal statements of purpose and two recommendation letters from their

institution.

˙Applicants may not be accepted by the selection.

<Result>

Chiba University will inform the applicants’ home institutions of the result of application.

For admission to the program beginning in October 2019: in the late of May 2019

For admission to the program beginning in April 2020: in the late of November 2019

<Application for visa>

Certificate of Eligibility (COE) is required for Japanese visa application and Chiba University

will inform the applicants’ home institutions how to apply for COE. If they apply for COE by the

due date, Chiba University will send COE to their home institutions with the following schedule.

For admission to the program beginning in October 2019: COE will be sent by the end of August, 2019.

For admission to the program beginning in April 2020: COE will be sent by the end of February, 2020.

Guide for J-PAC students as well as information on what preparation is necessary before arrival 

in Japan will be mailed to successful applicants at a later date.

<Contact>

For more information, please contact :

Japan Program at Chiba     

International Student Division, Chiba University  

Address : 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, 263-8522 Japan

E-mail : jpac@office.chiba-u.jp     Fax : +81-43-290-2198
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My year at Chiba University was simply amazing. I got much more opportunities 

to experience Japan and the culture than I expected! During the year I met a lot of 

people from all over the world, which helped me gain knowledge about many cul-

tures. I grew conscious about stereotypes I never knew I had and was able to over-

come them. I think it led me to grow as a person. The variety of Japanese classes of-

fered made learning the language very efficient and easy. I was surprised to realize 

how good my Japanese skills became! The teachers and other staff members were 

very nice and helpful; I never had to struggle alone with any problems. I made a lot 

of memories I will never forget. Now that I’m back in Finland, I have continued to 

study Japanese and I’m already planning to go back to Japan!

Studying at Chiba University provided me with so many great opportunities to get 

a deeper insight into Japanese culture and society. By participating in ‘Japanese 

Studies’ courses, for instance, I was able to learn side by side with Japanese stu-

dents as well as other exchange students from all over the world about the various 

facets of cultural and social life in Japan, which opened up new perspectives I had 

never considered before. The teachers were highly competent and kind, having 

made the learning atmosphere very enjoyable and having given me the feeling of 

being able to express my opinion freely while conducting discussions, debates and 

creative projects on Japanese customs and festivals as well as more serious topics 

like taboos and stereotypical representations. It was thus academically challenging 

and fun to learn at the same time, especially because I did not only learn for my 

academic career, I learnt for life. 

My year in Japan and the participation in the J-PAC program was an enriching and 

life changing experience for me. During my time in Chiba I had the chance to learn 

so much about Japanese society and culture by making lots of Japanese friends. 

Additionally, I met so many exchange students from all around the world like 

Australia, Thailand, China, USA or other countries form Europe. Also, my Japanese 

skills improved a lot in my opinion, because everyday I had all kinds of different 

Japanese classes and seminars in Japanese at Chiba. Especially the grammar and 

Kanji classes helped me to understand Japanese culture and society even more 

deeply in my daily life in Japan. I had also the opportunity to help teaching German 

in the German classes at Chiba. There I could learn a lot about the role of being a 

teacher in a foreign country, which made me reflect on my own mother tongue and 

culture as well. I’m thankful for the opportunity that was given to me to study for 

one year in the country and culture I care so much about. In the future I want to 

come back to Japan to work there as a German teacher and I think J- PAC made my 

dream coming closer.

Minna Eveliina Vaelimaeki 

University of Eastern Finland, Finland

Christin Wolf

Leipzig University, Germany

Konstantin Plett

Düsseldorf University, Germany

Student Voice
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千葉大学での留学生活は私を成長させてくれました。一番達成感を与えてくれたのは特別研究の授

業です。特別研究（文系）Ａ・Ｂの授業の目標は6000字～9000字のレポートを完成することです。最初は

できるかどうか心配しましたが、私は日本における「田園回帰」の現象をテーマに選びました。レポートを

書くために、実際に現地（千葉県鴨川市）までインタビューをしに行き、いろいろな人に面白い話をたくさ

ん聞かせてもらったのは本当に有意義な経験になりました。先生のご指導やクラスメートと何回も意見

交換したことで最後にやっと仕上げられた時の感動は今も覚えています。特別研究（文系）Ｃ・Ｄの授業

では、博物館で展示用のワークシートを作るということで、月に一回ぐらい国立歴史民俗博物館に見学

に行っていました。この授業のおかげで私は日本の民俗文化への好奇心を満たせただけでなく、自分

の紹介した展示物に関する知識も一層詳しくなりました。皆さんもぜひJ-PAC生としての留学生活を満

喫し、千葉大学の留学生向けの授業を積極的に参加してみてください。 

私は日研生（大使館推薦）として千葉大学で１年間勉強しました。この短い期間で多くのことを勉強

し、たくさんの出会いに恵まれました。千葉大学の授業では日本語はもちろん、文化や歴史も勉強でき

たので、国で勉強できなかったことを学ぶことができました。J-PACを終了して帰国し日本語の教師をや

っていた時に、千葉大学で得た経験を生かし、授業を行いました。 特に日本の落語についての授業の

おかげで日本のお笑いに興味を持ったので、落語や漫才などをインドネシア人日本語学習者に紹介し

ました。現在日本の大学院に進学し、日本語を研究しているのですが、ここまで至ったのも千葉大学の

先生のおかげだと思っています。今行っている研究のヒントだけでなく、研究の仕方、研究への姿勢など

も特別研究の授業から学びました。

他の国からの留学生がいても、みんな日本語を積極的に使おうとしているので、毎日日本語を楽しく

使えました。放課後にCISG (Chiba University International Students Group) の活動に参加し、

日本人の友達も一気に増えました。もちろん、先生方、留学生の友達、日本人の友達とは今でも連絡を

取り合っており、千葉大学での１年間は本当に素晴らしい出会いに恵まれたと感じています。

千葉大学のJ-PACプログラムに参加できたことにより、まず日本語での日常会話に自信が持てるよう

になりました。そして、日本文化、日本人の考えを学ぶいい機会となりました。今まで気づかなかった身

近なこと、例えば、接客時のおもてなしの心や電車の中でのマナーなど毎日新しい発見ができました。

日本を色々な角度から見ることができてとても勉強になりました。日本留学は、日本だけではなく、同時

にヨーロッパやアジアのことを学べるいい機会にもなりました。一年間の交換留学の期間が終わってし

まい、また日本に留学したいという気持ちが強くなっていました。

その後、千葉大学院人文社会科学研究科に入るために日本に戻りました。この時も非常に多くのこと

を学びました。なかでも深い気づきを得たのは、文化的な背景が異なる相手とのコミュニケーションにつ

いてです。様々な事例を研究したことが、大学院進学前の職場で経験した言語面での問題を改めて考

え直すきっかけとなりました。専門的なことを学びながら、留学生の後輩たちのチューターの仕事もやら

せていただきました。現在タイで日本語教師として働き、日本語・留学に関する相談も受けているので、

これらの経験は今の仕事にも役に立っています。千葉大学、千葉大学大学院に留学できた経験は、自

分の成長にとってとても重要な経験だったと思っています。

宿瀟丹

湖南大学・中国

オキ・ディタ・アプリヤント

ドクターストモ大学・インドネシア

ラッタナブリー・ナンティヤー

カセサート大学・タイ

学生の声
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千葉大学

千葉大学は1949年に発足した総合大学で、約14,200人の学部学生、大学院生が在籍する、規模、内

容とも国立大学法人の上位にある大学です。

現在は、国際教養学部、文学部、法政経学部、教育学部、理学部、工学部、園芸学部、医学部、薬学部、

看護学部の10学部のほか、大学院として人文公共学府、専門法務研究科、教育学研究科、融合理工

学府、園芸学研究科、医学薬学府、看護学研究科が置かれています。また、附属図書館、アカデミック・

リンク・センター、総合安全衛生管理機構、医学部附属病院などの施設も充実しています。

千葉大学は「つねに、より高きものをめざして」を理念とし、広い視野をもって何事にも誠実に取り組

む国際的な人材の育成を目指しています。そのために、教養（普遍）教育の充実と教育活動の国際

化を積極的に進めています。2016年4月に新設された国際教養学部は、国立大学としては初めて開

設されたもので、世界が直面するさまざまな問題を幅広く俯瞰的な視点からアプローチする人材を

育成することを目的としています。	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

千葉大学は日本社会のグローバル化を牽引する「スーパーグローバル大学」に選ばれ、文部科学省

の重点支援を受けて、英語による授業が年々増えています。留学生の受入れや派遣も積極的に行っ

ており、2018年11月現在約1000名の留学生が学んでいます。また、海外の大学との協定等に基づく

派遣留学生が国立大学の中で最も多い大学です（2016年度）。	 	 	 	 	

	

キャンパス内にはインターナショナル・サポートデスクが設置されており、留学生の日本での生活を

サポートしています。また、西千葉キャンパスは、東京から電車で約40分、成田国際空港から車で約

45分のところにあります。気候が温暖で物価も比較的安く、生活しやすいところです。

キャンパスは、メインキャンパスである西千葉地区を中心に、他の2地区（亥鼻キャンパス、松戸・柏

の葉キャンパス）に分かれています。	

西千葉キャンパス																	国際教養学部、文学部、法政経学部、人文公共学府、専門法務研究科	

	 		 																教育学部、教育学研究科、理学部、工学部、融合理工学府

亥鼻キャンパス	 　　　			医学部、薬学部、医学薬学府、看護学部、看護学研究科

松戸・柏の葉キャンパス							園芸学部、園芸学研究科	

千葉大学の特徴
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プログラムのねらいと特色
J-PAC（Japan	Program	at	Chiba）は、千葉大学と大学間交流協定を締結している大学の学部学生の

うち、日本文化・日本社会に関心を持つ者を対象として行われるプログラムです。	 	 	

	 	

専門を問わず様々な学生を受け入れる「国際教養プログラム」と在籍大学で日本語、日本文化、日本

研究を専門とする学生を受け入れる「日本研究プログラム」があり、学生交流協定により授業料の免

除が受けられます。

<留学期間>

留学期間は、以下の3つの期間から選ぶことができます。

①	10月から翌年8月上旬までの4ターム

② 10月から翌年2月上旬までの2ターム（秋学期に相当）

③ 4月から8月上旬までの2ターム（春学期に相当）

※	ただし、2020年は7月下旬から東京オリンピックが開催されるため、春学期が7月中に終了する

可能性があります。

	※	タームについては27ページを参照してください。

1.			ねらい	 	 	 	 	

本プログラムは、日本語の学習経験があり、日本文化・日本社会に興味を持つ学部学生を対象とする

プログラムです。このプログラムでは、日本を題材としたリベラル・アーツ科目を多数提供しています。千

葉大学の学生や様々な国から来る交換留学生との協働学習を基本とし、日本に対する理解を深めると

同時に、自国の文化や社会に対する新たな視点、グローバルな問題に対する複眼的思考力、言語や行

動様式の違いを乗り越えて問題を解決していく力を身に付けることをねらいとしています。日本語を学

習するだけの語学コースではありません。	

プログラムの応募条件は31ページを参照してください。

	 	 	 	 	

2.  特色	 	 	 	 	

文系の学生だけでなく理系の学生の参加も歓迎します。次の４つの目標に沿って、授業が用意されて

おり、各自の興味・関心に合わせて授業を選択することができます。

①	日本文化・日本社会に対する理解を深める。	 	 	 	 	

②	千葉大学の特色ある授業に参加し、新しい知見を得る。	 	 	

③	千葉大学の学生との交流を通して異文化理解を促進する。	 	 	

④	日常生活や大学での学習に必要な日本語を習得する。		

01
国際教養プログラム
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02
日本研究プログラム

参加者は、英語で学ぶ授業、英語と日本語の二言語で学ぶ授業、留学生向けに開講される授業、日本

語で行われる一般の授業の中から、自分の語学力に合った授業を選択することができます。また、アク

ティブ・ラーニングを活用した授業を行っていることも特色の一つです。様々な形のグループワークを

通じて学生同士が協力して学び合い、学生自身が授業を作る役割を担います。	

	 	

1.  ねらい	 	 	 	 	

本プログラムは、在籍大学で日本語や日本研究を専攻する学部学生で、主に日本語で日本について

学ぶことを目指す学生を対象とするプログラムです。外国語として学んできた日本語を実際に用いる

ことで日本語の特質をより深く理解すること、千葉大学の学生および異なる文化・言語を背景とする

多様な留学生との協働学習によって複眼的な視点から日本を捉えられるようになることを目指しま

す。さらに、本格的な日本研究を遂行するための基礎となる能力を習得することも目的としています。	

プログラムの応募条件は31ページを参照してください。	 	 	 	 	 	

2.  特色	 	 	 	 	

自分のレベルに合った日本語科目を受講しながら、日本研究の基礎となる科目を千葉大学の学部生

とともに受講することができます。また、各々の専門や日本語能力に応じて、学部の専門科目の中から

も授業を選ぶことができます。	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

各自が設定したテーマについて研究を行い、日本語で修了レポートを作成するプロジェクト「特別研究

（文系）Ａ・Ｂ」や、国立歴史民俗博物館の展示案内シートを母国語で作成するプロジェクト「特別研究

（文系）Ｃ・Ｄ」など、プロジェクト型の科目の履修を通して、知識の習得に留まらない、能動的な学習

を経験することができます。	

留学生が母国の文化を紹介する「ユニバーサル・フェスティバル」での発表や、近隣の小学校などでの子

どもたちとの交流を通じて、日本語で発信する力を養うとともに、幅広い人間関係の構築を目指します。

J-PACの学生は、国際教養プログラム、日本研究プログラムのいずれの場合も、特別聴講学生として	
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以下のフローチャートを確認しながら申し込むプログラムを決めてください。

※理工系の分野など専門の学習が主な目的の学生は、J-PACに参加せず、各学部の特別聴講学生として千葉大学

に留学することも可能です。特別聴講学生として専門の学部に直接応募してください。ただし、学部によって要求

される日本語能力・英語能力は異なります。

※学習計画書からJ-PACではなく各学部の特別聴講学生として入学することが適当と判断された場合は、別途所

属大学に連絡します。

国際教養プログラム 日本研究プログラム

在籍大学で日本語や日本研究を専攻していますか

日本語能力は日本語能力試験N2相当以上ですか

03
プログラムの選び方
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原則として国際教養学部に所属します。国際教養学部は、グローバルスタディーズ、現代日本学、総合

科学の3つのメジャーがある学部です。詳しくは国際教養学部のホームページ（http://www.las.chi-

ba-u.jp/outline/index.html）を参照してください。

ただし、本プログラムの参加者は、所属学部に関係なく、授業担当教員の許可が得られれば、千葉大

学の各学部で開講される専門科目を受講することができます。

すでに在籍大学で専門の研究を始めており、千葉大学において専門の教員から直接指導を受けるこ

とを希望する場合は、学習計画書に①専門分野、②研究テーマ、③所属を希望する学部、④理由を記

入してください。できるだけ専門分野の指導が受けられるように配慮します。

単位互換などのために国際教養学部以外の学部に所属する必要がある場合も、学習計画書に所属

を希望する学部と理由を記入してください。

J-PACに参加する学生は、各タームに週6コマ以上の授業を受講し、連続する2つのターム（10月から2

月まで／4月から8月まで）にそれぞれ10単位以上修得しなければなりません。条件を満たした学生に

は修了証が与えられます。

プログラム終了後、協定大学宛に千葉大学で履修した科目の成績証明書を送付します。学生個人に届

くのは8月までのプログラムに参加した場合は10月中旬、2月までのプログラムに参加した場合は4月

中旬です。帰国後、在籍大学で単位互換（認定）を行う予定の人は、来日前に在籍大学の担当者とよく

打ち合わせをしておいてください。

04
千葉大学における所属

05
修了要件・成績証明書
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J-PACの学生は、以下の01から04の授業を中心に、各自の興味と語学力に合った科目を選択して受講

することができます。01、02に区分される科目は、*印のある一部の科目を除き、「普遍教育科目」と呼

ばれる教養科目で、さまざまな専門の千葉大学生とともに学ぶ授業です。日本の学生の視点や認識と

のかかわりの中で学習を進めることができます。

リストにない科目でも授業担当教員が認めれば履修できる科目が多数あります。１回の授業はいず

れも90分、１タームは８週です。なお、国際教養プログラムの参加者で、日本語力が千葉大学の日本語

500番台以下の学生は、英語で学ぶ授業・日本語と英語の二言語で学ぶ授業の中から各ターム２科目

ずつ受講しなければなりません。

日本の文化や社会に対する理解を深める授業から先端科学のおもしろさを学ぶ授業まで、幅広い授

業が英語で提供されています。また、受講者の言語能力、文化的背景、予備知識を補い合うために二

言語（英語・日本語）を併用する授業も開講されています。

日本についての基礎知識を学ぶだけでなく、「日本」がどのように世界で表象されているか、そして人

々がどう「日本」を解釈しているか、批判的に考察する授業もあります。「クリティカル日本学」と呼ばれ

るこれらの科目は、自らの体験、自らの文化と照らし合わせて日本を見つめ直すことによって、様々な

事象についての新しい視点、より深い気づきを得ることを目指す、ユニークな科目です。

授業の紹介

01
英語で学ぶ授業・英語と
日本語の二言語を使って
学ぶ授業

T4 - 5
10月	-	2月上旬開講予定科目

T1 - 2
4月	-	8月上旬開講予定科目

【英語で学ぶコース】
日本語入門	/	日本語文法概説	/	グローバル化の中
の日本社会と文化	/	オカルトとグローバル日本	/		
建築デザインへの招待	/	気候変動とその対応策	/	
都市生活と環境	/	宇宙から日本を見る

【英語で学ぶコース】
日本語入門	/	日本語文法概説	/	健康と医療の日本文
化	/	逸脱とタブー	/	学校教育と公正性	/	格差社会とは
何か	/	グローバルな社会変動	/	日本のポップカルチャ
ー	/	デザイン科学	/	応用科学の面白さ	/	画像工学の
基礎	/	日本の事例を通して学ぶサステナビリティ学

【英語と日本語の二言語で学ぶコース】
異文化交流演習	/	言語とメディア	/	言語と社会	/	ク
リティカルシンキングを促す異文化間教育	/	日本に
おける異文化間教育	/	宗教と社会	/	グローバルな
視点からみた日本近代史	

【英語と日本語の二言語で学ぶコース】
言語とメディア	/	言語と社会	/	クリティカルシンキン
グを促す異文化間教育	/	日本における異文化間教
育	/	アメリカ映画における日本
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02
日本語で日本について
学ぶ授業

 

03
J-PAC生向けの
研究・実習を行う授業

04
日常生活や大学での
学習に必要な日本語を
学ぶ授業

*は国際教養学部の専門科目、**は文学部の留学生科目です。

※特別研究(文系)A~D、言語文化交流演習は受講できる人数に制限があります。

T4 - 5
10月	-	2月上旬開講予定科目

T 1 - 2
4月	-	8月上旬開講予定科目

日本語の諸相	/	日本語の特徴	/	日本語の文法	/	時
事から日本を考える	/	日本アジア文化交流史	/	近
代日中の文化と思想を考える	/	持続的地域貢献活
動実習*	/	日本の食文化*	/	現代言語社会論*	/	接
触コミュニケーション論*	/	多文化共生教育論*	/	日
本研究入門a**

時事から日本を考える	/	日本人の精神・伝統文化	/	
日本イメージの交錯	/	近代日本社会とアジア留学
生たち/	多文化接触論*	/	日本の言語文化*

T4 - 5
10月	-	2月上旬開講予定科目

T 1 - 2
4月	-	8月上旬開講予定科目

特別研究（文系）A	/	特別研究（理系）A
特別研究（文系）C

特別研究（文系）B	/	特別研究（理系）B	
特別研究（文系）D	/	特別研究（文系）E
言語文化交流演習

目標 レベル 開講予定科目

日本語で研究
活動を行うための
高度な日本語
能力を養う

上級 日本語800 T4 - 5  口頭表現、発表資料作成、レポートの書き方
T 1 - 2   口頭表現、文章読解、レポートの書き方、
			  									文法詳解

日本語700 T4 - 5  口頭表現、文章読解、発表資料作成、文法詳解
T 1 - 2   聴解、文章読解、レポートの書き方、文法詳解

中級 日本語600 T4 - 5, T 1 - 2      口頭表現、読解、文章表現、文法、
																														漢字

日本語500 T4 - 5, T 1 - 2      総合、口頭表現、文章表現、文法、
																													漢字

日本語400 T4 - 5, T 1 - 2      総合、口頭表現、作文、漢字

基礎的な
日本語能力を養う

初中級 日本語300 T4 - 5, T 1 - 2      総合、読解・作文、会話、文法、漢字

初級 日本語200 T4 - 5, T 1 - 2      総合、読解・作文、会話、漢字

日本語100 T4 - 5, T 1 - 2      総合、会話、口頭表現、漢字
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千葉大学での学生生活

秋学期
第４ターム・第５ターム

春学期
第１ターム・第２ターム

日本文化
体験プログラム

	

・	J-PAC生は、授業開始前の定められた日に渡日し、国際交流会館(留学生用の学生寮)など千葉

大学が用意する施設に入居してください。	到着後の数日間はオリエンテーションを実施します。

・	各タームの間に休暇はありません。	

・	留学期間終了後は、帰国しなければなりません。インターンシップ等を理由に、引き続き寮に住んだ

り、日本に滞在することはできません。

千葉大学では留学生が学内外の人々と交流し、親睦を深める機会として、日帰りで日本人宅を訪問す

るホームビジット、茶道や書道などの体験プログラムを実施しています。また、千葉県内のバス旅行、国

立劇場での歌舞伎鑑賞教室への参加なども予定しています。	

９月下旬

10月

11月上旬

11月下旬

12月上旬

12月下旬	〜	1月上旬

２月中旬

４月上旬

４月

６月上旬

７月下旬または８月上旬

オリエンテーション・履修登録

第4ターム(秋学期前半)授業開始

大学祭

ホーム・ビジット

第5ターム(秋学期後半)授業開始

冬休み

春休み/帰国	

オリエンテーション・履修登録	

第1ターム(春学期前半)授業開始

第2ターム(春学期後半)授業開始

帰国
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チューター制度

日本語支援室

LEXプログラム

イングリッシュ・ハウス

J-PAC生一人一人に千葉大学の学生をチューターとして紹介します。千葉大学での最初の友人として

つき合い、日常生活や大学生活でわからないことがあったら遠慮なく質問してください。	

日本語の授業が行われる国際教育センターの建物内には留学生が気軽に利用できる日本語支援室

があり、日本語の教材やパソコンを自由に使うことができます。この部屋には留学生の日本語の勉強

や日常生活をサポートする大学院生のチューターが在室しています。	

LEX(LanguageExchange)プログラムは、週1回パートナーと会って、お互いの言語や文化を教え合う

プログラムです。定期的に同じ言語を学ぶ仲間との交流会もあるので、幅広く千葉大学の学生と知り

合うきっかけになります。	

キャンパス内にあり、気軽に楽しみながら英語が学べる場所として、国や学部を越えた学生が利用

しています。	
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J-PACの学生は、大学から電車で一駅の稲毛にある千葉大学国際交流会館など、千葉大学が用意す

る施設に住むことができます。滞在できるのは授業期間が終わるまで（2020年2月上旬／2020年7月

下旬または8月上旬）で、プログラム終了後はすみやかに施設から出なければなりません。

国際交流会館シングル・ルームにはベッド、机、ミニ・キッチン、シャワーとトイレがあります。家賃は月

額19,000円です。さらに、入居の際に入館費として15,000円を支払う必要があります。家賃及び入館

費は変更の可能性があります。

【国際交流会館】

http://www.chiba-u.ac.jp/global/outline/files/outlineCUIH_JP20150601.pdf

シングル・ルームには数の限りのあるので一部の学生は千葉大学薫風寮（ルームシェア）やそれ以外

の大学が用意する施設等に住んだり、国際交流会館でルームシェアとなる可能性があります。住居が

国際交流会館のシングル・ルーム以外に決定した場合、別途在籍大学に連絡します。

【薫風寮】

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/kunpugaiyo.pdf

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/H30-03_kunpu-tebiki.pdf	

食費、電気料金、電話代、寮費などの生活費として毎月約７万円が必要です。その他にテキスト代や旅

行のためのお金などもかかります。海外から日本の銀行への送金は、来日後半年間はできません。プ

ログラム応募者は、留学期間中の資金計画を立てて申し込むようにしてください。	 	 	

	 	

なお、千葉大学では、原則的に短期留学生の日本でのアルバイトを認めていません。これは、短期留学

生のみなさんに勉学に専念していただくためです。やむを得ない事情がある場合に限り、入学後２ター

ム目からは認めることがあります。

学生は、国民健康保険(毎月1,600円程度)のほかに千葉大学の用意する災害傷害保険(年額1,500円	

程度)に入らなければなりません。	

住居

日本での生活費

保険
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奨学金

J-PACが独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の「海外留学支援制度（協定受入）」の支援対象と

なった場合、千葉大学では数名を奨学金対象者として推薦します。

〈奨学金月額〉

8万円			※奨学金月額は変更の可能性があります。

〈選考〉

「千葉大学短期交換留学プログラム申請書」で「JASSO奨学金を希望する」を選択した学生を対象に

選考を行います。対象者は10月入学者のみです。4月入学者へはJASSO奨学金の支給はありません。

JASSOの奨学金を受けられるのは一部の学生に限られます。J-PACに受入れられることになっても奨

学金が自動的に付与されるわけではないので、注意してください。

〈結果通知〉

奨学金に採用された場合のみ、2019年6月末頃在籍大学の交換留学担当部署に通知します。この時

期までに連絡がない場合、奨学金支給はありません。	

日本学生支援機構

（JASSO）海外留学支援

制度（協定受入）
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応募条件

˙千葉大学と学生交流に関する大学間交流協定を締結している大学に所属する学部学生であること

˙応募時に2年生以上であること

˙留学期間終了後、母国（または在籍大学所在国）へ帰国すること

˙下記の①、②いずれかの語学力を応募時に満たしていること

①英語による授業を受けられるレベルの十分な英語運用能力（準上級レベル以上、CEFRの基準を目安

としてB2以上）を有し、日本語を50時間以上学習していること。

※準上級レベルの英語力がない場合は国際教養プログラムに応募することはできません。

※日本語学習期間が短い場合は、来日前にOnlineの日本語学習を義務づけます。

②日本語能力試験N2相当レベル以上の日本語運用能力を有していること

※日本語や日本研究を専攻し、N2相当レベル以上の日本語運用能力を有している学生は国際

教養プログラムには応募できません。日本研究プログラムに応募してください。

˙千葉大学と学生交流に関する大学間交流協定を締結している大学に所属する学部学生であること

˙応募時に2年生以上であること

˙留学期間終了後、母国（または在籍大学所在国）へ帰国すること

˙在籍大学で日本語や日本研究を専攻していること

˙日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有していること

※日本語能力がN2相当以上でも、日本語や日本研究を専攻しない学生は、国際教養プログラム

に応募してください。

国際教養プログラム

日本研究プログラム
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〈応募方法〉

J-PACに応募する学生はすべての応募書類を在籍大学の交換留学担当部署に提出し、担当部署を通

じて申請してください。

〈提出書類〉

日本語・英語以外の書類を提出する場合、日本語訳または英訳を添付してください。

(a)	千葉大学短期交換留学プログラム申請書（所定様式）

(b)	学習計画書（所定様式）

(c)	推薦状（所定様式）	1通

˙応募者を1年以上知っている教員が作成すること。

˙日本語能力証明書を作成する教員とは別の教員が作成することが望ましい。

(d)	日本語教員による日本語能力証明書（所定様式）	1通

˙所属大学またはその他日本語を学習した教育機関の日本語教員が作成すること。

˙推薦状を作成する教員とは別の教員が作成することが望ましい。

˙日本語を独学した場合は提出不要。

(e)	日本語能力試験の日本語能力認定書のコピー

˙日本語能力試験に合格している場合のみ提出すること。

˙認定書未着の場合、ウェブサイトでの結果を印刷したものでも可。

(f)	TOEFLまたはIELTSのスコアシートのコピー

˙日本語能力が日本語能力試験N2レベルに達しておらず、英語運用能力が準

上級（CEFRの基準を目安としてB2）レベルの場合のみ。

(g)	在籍大学の成績証明書（原本）

(h)	パスポートの写真ページのコピー　1部

(i)	写真3枚（3㎝×4㎝サイズ）

˙3枚のうち1枚は申請書に添付しておくこと。

˙写真は正面・無帽・無背景であること。

〈提出先〉

千葉大学学務部留学生課

〒263-8522		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

E-mail:	jpac@office.chiba-u.jp

応募の手順
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〈選考〉

˙千葉大学の選考委員会が学生の成績、留学目的、所属大学の教員の推薦状をもとに選考します。

˙選考の結果、不採用となる可能性があります。

〈結果通知〉

申請結果は在籍大学の交換留学担当部署に通知します。

2019年10月からのプログラムに参加する場合：　2019年	5月下旬

2020年	4月からのプログラムに参加する場合：　2019年11月下旬

〈査証（ビザ）申請等〉

˙日本の留学ビザ取得にはCertificate	of	Eligibility	(COE)	が必要です。COEの申請については、在籍

大学の留学生課に連絡します。所定の期日までに申請があれば、10月入学の場合は8月末、4月入学

の場合は	2月末までにCertificate	of	Eligibility	(COE)を在籍大学の交換留学担当部署に郵送します。

合格者には後日「短期留学生ガイドブック」を送付し、来日準備について説明します。

〈連絡先〉

J-PACに関する問い合わせや連絡は、下記のアドレスにお願い致します。

千葉大学学務部留学生課

Japan	Program	at	Chiba	担当

住所:〒263-8522		千葉市稲毛区弥生町1-33

Email	:	jpac@office.chiba-u.jp

Fax	:	+81-43-290-2198
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