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Japanese Language Program
日本語教育プログラム（一年間・半年間）

Center for Japanese Language, Waseda University
早稲田大学日本語教育研究センター

In order to meet a wide variety of Japanese learning needs, a number of classes in different levels and themes are 
offered. Levels are divided into 1-8 from total beginner to super-advanced level. Courses to study the Japanese 
language comprehensively and theme courses related to Japanese culture, society, etc. are offered at different 
levels. Students can choose their courses and design their own program based on their own levels and goals.

様々なニーズを持つ個々の学生の自己実現を可能とするために、初級者から超上級レベル（1〜8レベル）までの日本語科目を
そろえています。総合的に「日本語」の基礎的な能力向上を目指す科目や「日本文化」や「日本社会」等に関する科目の中から、
学生が自らの学習目的や目標に応じて自由にカリキュラムをデザインできるようになっています。 

Admission 入試情報

Contact  cjl-ao@list.waseda.jp

Student Testimonials

Qualification  出願資格 How to Apply  出願方法

Those who have completed a standard 12-year 
education curriculum in Japan or outside of 
Japan. Refer to the admission guidelines for 
more details.
日本国内外において、通常の課程による12年の学
校教育を修了した者。詳細は募集要項にて。

①Pay the Screening Fee (¥25,000)  選考料（25,000円）納入
　　　　　　　　➡
②Apply through Online System  オンライン出願

Application Period  出願期間

April 2021 Admission  October 5 - 15, 2020  【2021年4月入学】 2020年10月5日〜15日

September 2021 Admission  April 1 - 12, 2021  【2021年9月入学】 2021年4月1日〜12日

Program Duration プログラム期間

April Admission  4月入学 September Admission  9月入学

One-year  April 2021 - March 2022
【１年間】 2021年4月〜2022年3月

One-year  September 2021 - September 2022
【１年間】 2021年9月〜2022年9月

Half-year  April 2021 - September 2021
【半年間】 2021年4月〜2021年9月

Half-year  September 2021 - March 2022
【半年間】 2021年9月〜2022年3月

Tuition Fee 聴講料

One-year  ¥978,400
【１年間】 978,400円

Half-year  ¥505,200
【半年間】 505,200円

One-year •Half-year

WASEDA CJL   Search

Q. CJLのプログラムに参加して良かった点を
　 教えてください。

Q. Please tell us what you like to tell the prospect   
     students of CJL.

早稲田大学は多くの学生生活サポートを提供して
います。その中の一つは私がよく来たわせだ日本語
サポートという所です。日本語学習の方法や計画に
関する相談ができるし、役立つ様々な情報が入手
できるし、日本語学習に関して困っていること、悩ん
でいることについても相談できます。さらに、日本語
教育学生読書室で多くの日本語の本を借りること
ができます。本がかなり高いと思いますから、日本語
能力試験を練習していた時、本を買わず、読書室か
ら様々なJLPTの本を読んで、問題例をしました。非
常に便利だと思います。科目を登録するとき、様々
な科目から選べます。

Studying at Waseda University, and specifically 
with CJL, gave me the opportunity not just to learn 
Japanese, but to make friends with interesting 
people from very different backgrounds. This 
unique experience broadened my horizons 
and make my stay at Waseda more enjoyable. 
I would encourage prospective CJL students 
to take advantage of various extracurricular 
activities within Waseda University. I particularly 
recommend Intercultural Communication Center 
(ICC) events, such as their language chat clubs 
and cultural exchanges.

ブイ・フオン・ゴック・ミン Jason Martin Naniong
　　　Vietnam 　　　Philippines


