
Participation: The program is open to female university students who are studying Japanese and/or are interested in Japan and Japanese culture. 

Venues: Classes are held on our Higashi Yamate Machi campus. Evening cultural activities will take place in the Nanko-Ryo student residence on 

                our Shinto Machi campus. 

Dates: July 3(Monday) to 14 (Friday) 
 

Program Fee: ¥75,000(JPY) 
                        This includes: The program’s Japanese classes and cultural activities (flower arranging, tea ceremony, trying on Japanese yukata) 

                                                  Accommodation (twin room arrangement in Kwassui’s Nanko-Ryo student residence, with two meals Monday to Friday, 

                                                                                  three meals at weekends) 

                                                  Transportation to and from Kwassui campuses when using city buses 

                                                  Pick-up at the airport and return travel from Kwassui to the airport at specific times on designated days 

                         Not included: Airfare to Japan, lunches Monday to Friday 

Please note:   Program schedule may be subject to change. 

                         The number of participants is a minimum of 10 and a maximum of 40. 
 

 

Campus rules: Students are required to observe the following rules as a condition of participation in the program. 
 

1. No smoking. All Kwassui campuses have a strict no-smoking policy. 

2. No alcohol. Alcohol is not permitted on any Kwassui campus. 

3. Curfew. All Nanko-Ryo residents must return by 10pm unless permission is obtained through the International Center in advance. 

Kwassui Japanese Language and Culture Summer Program 2017 

For further information please contact: 
Kwassui Women’s University 
International Student Exchange Center 
1-50 Higashiyamate-machi, Nagasaki, Japan 850-8515 
E-mail: intersec@kwassui.ac.jp   URL: http://kwassui-int.ac.jp/international 

 

mailto:intersec@kwassui.ac.jp


We welcome students who are interested in Japan 
and want to improve their Japanese, from beginners 
to f luent speakers. (female students only)

Period: July 3(Mon) to July 14(Fri)

For further information ■International Student Exchange Center 
1-50 Higashiyamate-machi, Nagasaki, Japan 850-8515
E-mail intersec@kwassui.ac.jp
URL http://kwassui-int.ac.jp/international/

期間：7月3日（月）～7月14日（金）
対象：日本語学習経験者および日本語に興味の

ある大学生（女子に限る）

KWASSUI JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE SUMMER PROGRAM 2017

2017年度 活水女子大学夏期短期研修
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●キャンパス内および学生寮では
　「喫煙」や「飲酒」を固く禁じています。
●学生寮には「門限」などの生活上の規則があります。
　守られない場合はプログラムを中止することがあります。
　ご理解とご協力をお願いいたします。
●申込者数が学生寮の収容人数を超えた場合はゲストハウスを紹介します。
●プログラムの内容とスケジュールは変更になる場合があります。

〒850-8515　（日本国）長崎市東山手町1-50
TEL/FAX: +81-95-820-6024
Email: intersec@kwassui.ac.jp　　URL: http://kwassui-int.ac.jp/international/

活水女子大学　国際交流・留学センター

活水女子大学　夏期短期研修
夏期短期研修について

　この夏期短期研修は、日本語学習者の基礎およ
び初中級レベルのスキルアップを主な目的とし
て、異文化理解や茶道・華道などの日本文化を体
験できることが特徴です。
　活水女子大学ならではの長崎独自に発展した
「和華蘭文化」に触れることができるプログラム
を用意しました。

【参加に関する注意事項】

ご不明な点などがありましたら、下記問い合わせ先までお気軽にお尋ねください。

対 象 日本語学習経験者および
日本語に興味のある大学生（女子に限る）

宿 舎 学生寮の場合2人1部屋利用のため、
他大学、他国の学生と同室になることがあります。

食 事 学生寮の場合、月～金：朝食・夕食、土～日：朝食・昼食・夕食
※食事をとらない場合の返金はできませんのでご了承ください。

参加費用 75,000円
＊費用に含まれるもの
日本語研修、文化体験などのプログラム費用
学生寮宿泊費（食事付）
現地交通費（長崎市内で使用できるICカードを支給します。）
空港送迎費（日時と場所（空港）は本学指定）

＊費用に含まれないもの
日本までの往復の航空券代、平日の昼食代

定 員 40名

期 間 7月3日（月）～7月14日（金）
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