
Japanese Language Program, Keio University 

Schedule for Continuing JLP Students Fall Semester 2022 
                                                                                                   
 
【Procedures of New Semester for Continuing Students】 
Must be completed by September 7 (Wed.) 
Tuition Fee Payment: * Privately funded students who have not paid tuition for Fall Semester 2022 ONLY 

Tuition Fee (including textbooks) \290,000  
Information Network Registration and Usage Fee \2,500 
Total of the Fees for Fall Semester 2022 \292,500  

How to pay the tuition and other fees:  
(1) The bank form will be sent along with a grade report by postal mail around August 25. 
(2) Complete the payment at one of the banks listed on the bank form. Make sure that you receive the receipt. 
(3) Please Come to the JLP office during the period below (September 1 – September 7) and bring the receipt to the JLP office. 

September 1 (Thu.) ～ September 7 (Wed.) 

*All students must complete the following procedures within a time frame. 
Period: September 1 (Thu.) to September 7 (Wed.) from 8:45am – 4:45pm (Only on weekdays)  

Place: JLP Office (Counter 10, South School Bldg. B1F) 

What to bring: Student ID Card, Residence Card 

1.  Student ID Card Update: *All students 
Your current student ID card is valid until September 21, 2022. Please come to the JLP office to have your ID card updated. 
(The tuition payment must be completed for the update.) 
2.  Contact Information (email address, phone number, address etc.) Update and Confirmation of Period of 
Stay: *All students 
If you change your contact information, make sure to register the updated information through “Various Changes” in keio.jp. If you 
don’t change your information, we cannot provide you important announcements. In addition, to confirm the period of stay, please 
show us Residence Card at the JLP office. 

 
【Schedules for New Semester】*All of the events will take place at Mita Campus. 
September 14 (Wed.) VENUE* WHAT TO BRING 

9:00am – 
12:30pm 

Study Level Placement Test *All 
students 
 

West School Bldg.2F  526 
 

Student ID Card 
Writing Tools 

September 20 (Tue.) VENUE* WHAT TO BRING 

9:00am – Study Level Placement Test Result 
Announcement (By email)   

10:00am – 
11:40am 

Opening Ceremony *All students  
*Dress code: none  
JLP Guidance *All students 
*Explanation of Curriculum, Course 
Registration and Others  

South School Bldg.5F: Hall 
 

Classes will be divided into following groups: 
Basic(English): 415（1F） 
Basic(Chinese): 413（1F） 
Intermediate (Japanese): 412（1F） 
Advanced (Japanese): 414（1F） 

Writing Tools 

11:40am – 
12:20pm 

Course Registration Guidance for 
Undergraduate and Graduate 
programs (Optional) (Japanese) 

South School Bldg. 1F: 411 
 Writing Tools 

September 22 (Thu.) VENUE * WHAT TO BRING 

In the 
morning 

Interviews for Continuing Students 
*All students  
* Please refer to an email which will 
be sent from the JLP Office later for 
details. 

Coordinator’s Office  
(South Bldg.: 6F) 

 
 

September 26 (Mon.) VENUE * WHAT TO BRING 

10:00am – 
12:00pm 

Course Guidance for Pre-designed 
Course 
-Study Level Session- 
(Students admitted to enter Pre-
designed Course only) 

Graduate School Bldg.: 2F 
Basic: 323 
Intermediate: 325B 
Advanced: 324 

 

Writing Tools 

◎The last day of classes this semester is Tuesday, January 31, 2023. 
The information is as of July 15, 2022. 

                                                    The schedule above is subject to change, so please check the latest information. 



 

2022 年度秋学期 新学期の予定（継続生） 
＊全て三田キャンパスで実施                                  
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9 月 7 日（水）まで 
学費の支払い（2022 年度秋学期の学費未納の私費生のみ） 

  内訳 
授業料(教材費込み) 290,000 円 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ登録・利用料 2,500 円 

2022 年度秋学期の学費の合計 292,500 円 

《支払方法》 

(1)振込用紙は成績表に同封して８月２５日頃に郵便で発送します。 

(2)指定の銀行窓口で振込用紙にて支払い、銀行から「授業料等振込金受領書」を受け取ってください。 

(3)下記手続き期間内（９月１日～９月７日）に、別科・日本語研修課程事務室に「授業料等振込金領収書」をお持ちください。 

9 月 1 日（木）～ 9 月 7 日（水） 

※期間内に下記１と２の手続きを完了させてください。 
日時：９月１日（木）～９月７日（水） 窓口対応時間 ８：４５ – １６：４５（平日のみ） 

場所：別科・日本語研修課程事務室（南校舎地下 1 階 10 番窓口） 

持参する物：学生証、在留カード 

 

１．学生証の更新（全員）  
現在使用している学生証の有効期限は、２０２２年９月２１日までです。 

学生証を更新しますので、学生証を別科・日本語研修課程事務室で提示してください。 

（学生証の更新前に学費の支払いを完了させてください。） 

 

２．連絡先（E-mail アドレス、電話番号、住所など）・在留期間の確認（全員） 

連絡先が変更になった場合は、keio.jp の「各種変更」から最新の情報を登録してください。 

連絡先を変更しないと、重要なお知らせが届かず、学業に支障が出る場合がありますので、必ず変更後の連絡先を登録してくださ

い。また、在留期間を確認しますので、在留カードを別科・日本語研修課程事務室で提示してください。 

9 月 14 日（水） 場所 * 持参する物 

9:00– 12:30 学習段階分けテスト (全員) 西校舎 2 階 526 教室 
学生証 

筆記用具 

9 月 20 日（火） 場所 * 持参する物 

9:00 
学習段階分けテスト結果発表 

（電子メール） 
  

10:00 – 11:40 

始業式 （全員） 
※ドレスコード：なし 

始業式後に JLP ガイダンス（全員） 
※カリキュラム・履修の説明等 

南校舎 

始業式：5 階 ホール 
 
始業式後に以下に分かれます。 
初級ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（英語）：415 教室(1 階) 

初級ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（中国語）：413 教室(1 階) 
中級（日本語）：412 教室(1 階) 
上級ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（日本語）：414 教室(1 階) 

筆記用具 

11:40 – 12:20 学部・大学院開講科目ガイダンス 

（希望者のみ）（日本語） 
南校舎 1 階 411 教室 筆記用具 

9 月 22 日（木） 場所 * 持参する物 

午前中 
継続生面接 （全員） 
※スケジュールと場所は、9 月中旬に

電子メールで通知します。 

コーディネーター研究室 

(南館 6 階) 
 

9 月 26 日（月） 場所 * 持参する物 

10:00 – 12:00 特化コースクラス別ガイダンス 
（特化コースに決定した者のみ） 

大学院校舎 2 階 

 初級：323 教室 

 中級：325B 教室 

 上級：324 教室 

筆記用具 

◎授業期間最終日は、2023 年 1 月 31 日（火）です。 
 

 2022 年 7 月 15 日現在の情報です。 

上記の予定は変更する可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。 
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