Speak well and Listen better Japanese
for Intermediate Learners
ちゅうきゅう

中級 レベル

(JLPT N4～N3)

のみなさん！

つぎ

次のことを日本語でできますか？
り かい

・Ｃ Ｍ を聞いて理解する
もの

かたち

き のう

せつめい

・物の 形 (shape)や機能(function)を説明する
ば しょ

もの

こた

くわ

・おすすめの場所や物について 詳しく(in detail)聞く・答える
べんきょう

日本語センターでいっしょに勉強しませんか ？

場所： 東京大学日本語教育センター（本郷キャンパス

第二本部棟 5 階）

Place : Center for Japanese Language Education (5F, Admin. Bureau #2, Hongo Campus)

申し込みできる人： 東京大学の留学生または外国人研究者
Eligibility : UTokyo International Students and Foreign Researchers

日本語中級レベル（JLPT N4～N3,日本語教育センターレベル pre3～3 終了程度）
申し込み： 本郷キャンパス 本部棟 8 階、本部留学生・外国人研究者支援課に、申込書と東大の
I D カードを持参し申し込んでください。7 月 27 日 (木) 17 時締切。（定員 20 名）
How to Apply: Please bring Application Form and ID card issued by UTokyo to the International
Students and Researchers Support Group (8th Floor, Administration Bureau,
Hongo Campus) by 17:00 on July 27 (Thu.). (20 students to be accepted)

問い合わせ先： 留学生・外国人研究者支援課

ic.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

（日本語教育センター事務）

URL :

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

東京大学日本語教育センター「日本語スポット講座」受講申込書

(August, 2017)

Application for the Special Themed Seminar,
Center for Japanese Language Education, the University of Tokyo
＊ 受講資格があるのは，東大の留学生（研究生を含む）および外国人研究者です。配偶者は申し込めません。
* UTokyo International Students (including research students) and foreign researchers may enroll. Spouses may not apply.
申込コース Course Selection

下の□にチェックを入れてください。 Please check □.

□ 中国語話者のための「読める！日本語の漢字」[中上級] 8 月 1 日（火）～8 月 3 日（木） 10:50-12:30
□「日本語で話そう・聞こう」[中級] 8 月 1 日（火）～8 月 3 日（木） 13:00-14:40

1. 氏名

，

Name in full (Roman letters)

，

Family name

First name

2. 国籍 Nationality

3．□ Male

4. 生年月日 Date of birth

，

Middle name

□ Female

，

Year（年）

Month（月）

Day（日）

Photo

5. 本人連絡先 Applicant’s Contact Information E-mail

(3cm x 4cm)

6. 研究科と専攻 Name of Graduate School and Major
TEL

7. 指導教員名 Name of Supervisor

*No signature is necessary.

＊該当するものにすべてチェックしてください。 *Please check ALL that apply.

◆ 今学期の研究科での身分 Status in your Graduate school in this term

□ 大学院生 Graduate student（□修士 Master
年 □博士 Doctor
年） □ 研究生 Research student
□ 外国人特別聴講学生 Special auditor
□ 特別研究学生 Special research student
□ 外国人研究者 Foreign researcher（→ Specific status at UTokyo:

）
(e.g. visiting researcher)

◆東大のIDカードの有効期間 Validated period of ID card issued by UTokyo
(yyyy/mm/dd) From

/

/

－ To

/

/

］

8. 日本語学習歴 Japanese language back-ground
*Please fill in the check boxes and the blanks.
i）Total years of study :
years
months ( about
hours per week )
ii）I know □Hiragana , □Katakana , and □Kanji about
characters.
iii）JLPT N
(
年)
受講申込 Application / Registration Method
場所：本郷キャンパス 本部棟 8 階、本部留学生・外国人研究者支援課 （日本語教育センター事務）
Place: 8th Floor, Administration Bureau, Hongo Campus
International Students and Researchers Support Group, University Head Office (The Center’s office)
期限： 7 月 27 日（木）17 時 Deadline: 17:00 on July 27 (Thu.)
東京大学発行の公式な身分証明書を持ってくること。

Please bring your official Student ID/Staff ID card issued by UTokyo.

*もし身分証が発行されていない場合は、東京大学にオフィシャルに受け入れられていることを証明できる公的な書類（所属部局の部局長印の
あるもの）を持参してください。そのような書類もない場合は、部局長名＋部局長印による受入証明書（web サイトからサンプルがダウンロード
できます。）を発行してもらい、持参してください。
*If you have not yet been issued your ID card, please bring an official document stamped by the dean of your school/institute/hospital, which
shows that you have been officially accepted by the University of Tokyo. If you do not have such a document, please prepare a certificate of
acceptance stamped by the dean of your school/institute/hospital. A sample form can be downloaded from the Center's website.

