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FAQ ABOUT CHUO EXCHANGE PROGRAM
Study Planについて About “Study Plan”
Q Study Planはどんなことに留意して書きますか？
How can I write “Study Plan”?
A 中央大学では、留学生ひとりひとりに指導教員がつきます。そして、皆さんが提出するStudy Planをも
とに、指導教員を決定します。Study Planには「自分の専門分野について中央大学でどのようなことを
学びたいか」を、具体的に記載してください。
特に大学院生については、適切な指導教員が見つからない場合は受入ができない場合もありますので、
ご注意ください。
Each exchange student will have their own academic advisor while studying at Chuo, and the advisor will
be assigned based on your study plan. So, “what you would like to study about your major while at Chuo”
will be the most important point in your study plan. It is more important especially for Graduate level of
students, that if there is no suitable academic advisor we could find based on the study plan, we wouldn’t
be able to accept the student at our exchange program.
単位について About Credits
Q 単位の換算方法を教えてください。
How can we transfer credits at Chuo to the ones at home institute?
A 中央大学では、一部の語学の授業を除き、１００分授業×１４回＝２単位（セメスター）として算出し
ます。通年科目は４単位です。原籍大学での変換については、原籍大学の担当者に確認してください。
Please check with your coordinator at home institute how the transfer works.
At Chuo University, we calculate credits as follows except for some language courses;
100 minute class x 14 times/semester = 1400 minutes = 2 credits.
⋆You can obtain 4 credits from full-year courses.
Q 交換留学で、一学期につき最低何単位取得する必要がありますか。
Does Chuo have minimum amount of credits to be obtained by exchange students?
A 最低取得単位は設定していません。しかし、留学生ビザの資格を満たすために、週６クラス(10h)以上の
授業を履修する必要があります。
Chuo University doesn’t require minimum credit amount to be obtained for exchange students. However,
they must take more than 6 classes (10h) per week to fulfill the visa requirement in Japan.
Q 交換留学では、最高何単位取得できますか。
What is the maximum number of the credits students can earn per semester?
A 交換留学で取得できる単位に上限はありません。参考までに、６クラスの専門科目の履修で１２単位、
１０クラスの履修で２０単位が取得できます（ただし、語学を除く）。中央大学の正規生の場合、一学
期に２０単位程取得する学生が多いです。
There is no requirement on the maximum number of credits exchange students can obtain. Just for your
information; if you take 6 courses, you will earn 12 credits, and if 10 courses, you will obtain 20 credits,
except for the language courses. Many regular course students at Chuo obtain about 20 credits per
semester.
授業の履修について About Course Registration
Q 他学部履修はできるか
Can we take the courses run at other faculties?
A 一部、交換留学生が履修できない授業を除いて、どの学部の授業でも履修することができます。ただ
し、学部所属の学生は学部の授業のみ、大学院所属の学生は大学院の授業のみ、単位を付与することが
できます。
Exchange students can take any courses at any faculties besides some exception. However,
undergraduate students can take undergraduate level courses only and graduate level students can only
take graduate level courses to obtain credits.
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Q 大学院生が学部の授業を受けることはできますか？
または、学部生が大学院の授業を履修することはできますか？
Can graduate school students take undergraduate level courses? (Vice versa)
A 個別に相談が必要で、教員が認めた場合にのみ、履修が可能です。ただし、これらの場合は聴講のみで、単位
は付与されません。学部生は大学院の授業を履修することはできません。
You may, only when the instructors accept your request. Even in such case, you cannot obtain credits from
different level of the courses. Undergraduate student can’t take graduate level courses.
日本語について About Japanese Language Proficiency
Q 日本語の能力は必要ですか？
What is the requirement of Japanese language proficiency to apply for the exchange program at Chuo?
A 中央大学での交換留学では、応募時に日本語能力についての要件は設けていません。ただし、商学部、理工学
部のように、英語で行う授業を設置していない学部がありますので、これらの学部への留学を希望する場合は
ご注意ください。日本語で行われる授業を履修する場合は、最低でも日本語能力試験 N3 程度の能力が必要と
なります。また、大学院の専攻によっても、日本語のみの指導の場合があります。
Chuo University basically doesn’t require certain level of Japanese language proficiency for exchange students
at the application point. However, please be reminded that a few faculties such as Commerce, Science and
Engineering, have no classes offered in English, as well as some majors at Graduate school. To keep up the
courses offered in Japanese, you will need a Japanese language proficiency of at least JLPT
Q 日本語能力証明書が発行できません。どうすればよいですか？
I have a trouble submitting Certificate of Japanese Language Proficiency. What should I do?
A 日本語能力証明書は、あなたの日本語の先生に作成してもらってください。独学で日本語を学んだ学生は、参
考資料にしますので、自分で記入してください。
Please ask your Japanese language instructor to issue the certificate. If you have studied Japanese by yourself
and you have no one to ask to issue the document, you can fill-in it by yourself. If you have never studied
Japanese language, you don’t need to submit the document.
Q 日本語のクラスはどのように分けられますか？
Which Japanese courses will I be in?
A 前期・後期の初めに、プレイスメントテストを実施し、テストの結果によって、クラスが決定します。
JLPT N1 を持っている学生は、日本語の授業が免除されますが、希望すれば上級クラスを受講することができ
ます。
It will be assigned based on the placement test result you will take at the beginning of semesters. These courses
are for all the exchange students except for JLPT N1 holders.
Q 日本語の授業の授業数と単位を教えてください。
How many Japanese classes do you have per week, and how many credits can I earn from them?
A 日本語の授業は、習熟度によって初級者（集中コース）と中上級者向けに分かれています。
初級者向けクラスは集中コースです。レベルは 4 レベルあり、2019 年度は週 6 コマで実施予定です。
1 コマ 1 単位修得できます。中上級者向けクラスは週４コマの授業です。レベルは 3 レベルあり、各レベルに
おいて一学期間で最大 4 単位が取得できます。二つのクラスのボーダーはおおよそ JLPT N3 級ですが、どのク
ラスで日本語を学ぶかは、学期の初めにプレイスメントテストを行って決定します。
We have two types of courses at Japanese Language for exchange students, which is intensive beginner course
and Intermediate to Advanced courses. Intensive beginner course has 4 levels which have 6 classes per week
and students can obtain 6 credits in semester. Intermediate to advanced course has 3 levels which have 4
classes each level per week and students can obtain 4 credits maximum in semester. The boarder of above two
courses is approximately JLPT N3. However, students will only find out their courses/levels after the placement
test.

