
東京大学東京大学  日本語教育センター日本語教育センター    
Center for Japanese Language EducationCenter for Japanese Language Education, , UTokyo UTokyo   

  

〈本郷キャンパス 第二本部棟 5階  5F, Administration Bureau #2, Hongo Campus〉 

2018年 10月コース    開講！   
    Japanese courses start in October 2018 !  

http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/ 

日本語教育センターでは、日本語教育センターでは、20182018年年  1010月コースの受講生を募集します。月コースの受講生を募集します。  
Nihongo Center  Nihongo Center  is Accepting Applications for the October Courseis Accepting Applications for the October Course  of 2018.of 2018.  

◆ 一般日本語コース General Course 

１学期間、集中的に日本語を学びたい留学生のためのコースです。 

初級から中上級まで。コマ数はレベルによって異なります。 

This course is for those international students who  

wish to study intensively for 1 semester.（from  

Elementary to Upper-intermediate.） The number  

of  classroom hours per week depends on the level. 

◆ 集中日本語コース Intensive  Japanese Course 

東大の留学生や外国人研究者のための、最も標準的なコースです。 

初級から上級まで。週１～３コマ。 

This is the most basic course for international students 

and foreign researchers at  UTokyo.（from Elementary 

to Advanced, 1-3 sessions per week.）  

◆ 短期日本語コース Short-term  Japanese Course 

毎週定期的にクラスに通えない人や来日時期がずれた人のためのコースです。 

This course is for those international students and foreign researchers who find 

it difficult to attend class on a regular basis, or who can not attend the first 

sessions due to their late arrival in Japan. 

詳しくは日本語教育センターの詳しくは日本語教育センターのWebWebサイトをごらんください。サイトをごらんください。コース案内がダウンロードできます。コース案内がダウンロードできます。  
For further information, please see the Center’s website.   For further information, please see the Center’s website.   Course Guide Course Guide is available.is available.  

申し込み application 
        本センターwebサイトから、 

        オンライン申し込み 

         Online application from  

         the Center’s  website.  

期限: １０月３日（水） １２：００ 

Deadline: October 3 (Wed.) 12:00  

 ＊選考があります  

   Selection criteria apply 

 

下記の不定期コースもあります。下記の不定期コースもあります。  
The following course will  be held during the period specified by the Center.The following course will  be held during the period specified by the Center.  

場所:   日本語教育センター 
（第二本部棟 ５階） 

Place: Center for Japanese Language 

Education (5F. Admin. Bureau #2 ) 

期間: ９月２５日（火）～２７日（木）、 

１０月１日（月）、４日（木）、５日（金） 

Period: September 25 (Tue.) - 27 (Thu.), 
October 1 (Mon.), 4 (Thu.), 5 (Fri.) 

＊先着順です first-come-first-served 

 

申し込み application 

        本センターwebサイトから、 

        オンライン申し込み 

         Online application from  

         the Center’s  website.  

期間: 開講の2週間前から 

Period: From 2 weeks before the first class. 

＊先着順です first-come-first-served 

申し込み application 

特定のテーマで１日～数日間だけ開講するスポット講座です。 

開講講座の例 ： 「学術日本語－日本語で論文が書けるようになるために－（上級）」、「中国語話者のための 

             『読める！日本語の漢字』 （中上級）」、「日本語で話そう・聞こう（中級）」 

This special Themed Seminar will cover a specific topic for a set amount of 

days. The topics offered are subject to change with each semester. 

Sample topics : “Academic Japanese (advanced only)” , “You Can Do It! Tips on Reading Japanese Kanji for Kanji  

                            background students” and “Speak well and Listen better Japanese for Intermediate Learners” 

◆ 日本語スポット講座 Special Themed Seminar 


