
 

 

【留学生・指導教員用】集中日本語コース募集要項 

【For Students and Academic Advisors】Application Guideline for Intensive Japanese Course 

 

 コースの特徴  Course Outline  
 

日本語教育センターの〈集中日本語コース〉は，1 学期間集中的に日本語を勉強したい人のためのコー

スです。短期間で「話す・聞く・読む・書く」の４技能がバランスよく伸ばせるような学習内容の構成

になっています。短期間で上達をめざすため，授業へのコンスタントな出席が不可欠であるほか，毎日

課される宿題や，予習・復習のための時間を確保することも必要です。そのため，「集中日本語コース

の受講」については，指導教員の先生とよく相談して決めてください。 

Intensive Japanese Course is designed for international students to study Japanese intensively for 

a semester and to improve four skill areas, including “speaking, listening, reading, and writing,” in 

a balanced manner at each level. To achieve this goal, it is required for the students to attend every 

class and to have sufficient time to do assigned homework, preparation, and review every day. Thus, 

we ask you to consult with your advising professor prior to applying for this course.  

 

 申し込み・受講の条件  Requirement of admission  
 
開講される授業すべてに出席できることが条件です。 *時間割はセンターweb サイトをごらんください。 

  You must attend all lessons of the class.  *Timetables are available on the web site 

 

 申し込みの前に必要なもの  Preparation of the application  
 

a）顔写真の電子ファイル／ Your ID photo  

 

b）東京大学の学生証の電子ファイル／ UTokyo Student ID Card  
 

   * 新規渡日等で，学生証がまだ発行されていない場合は，東京大学に正式に受け入れられている 

ことを証明できる公的な書類（受入証明証等）で代用することができます。 

* If you have yet to get your Student ID card issued, you can use a copy of an official document 

which shows that you have been officially accepted by The University of Tokyo (e.g. Admission 

Letter). 

 

c）指導教員による「集中日本語コース受講の承諾書」／ Approval from your Academic Advisor  
 

指導教員に集中日本語コースを受講したい旨を伝え，「センターから受講が許可された場合，開講

される授業すべてに出席してもよい」との承諾を得て，指導教員の署名をもらってください。 

You have to obtain approval from your academic advisor to enroll Intensive Japanese Course. 

Students in this course have a 100% attendance requirement. Therefore, once your application 

is accepted, you are expected to attend all lessons. See your advisor in person and obtain his/her 

signature on the printed “Approval Form”.  
 

Download “Approval Form” at http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/course_info/info02_02_e.html#apply 

 

   * 指導教員に直接署名をもらえない場合は，「承諾書」のリンクを指導教員にメールで送り，メー

ルの返信で承諾を得てください。 

* If you find it difficult to see your academic advisor in person, please send him/her the link to 

the “Approval Form” via email, informing that you plan to apply for Intensive Japanese 

Course, and obtain the approval via e-mail. 

 

  

２ 

http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/course_info/info02_02_e.html#apply


コース申し込み方法  How to apply  
 

以下 1）2）の 2 つのステップを 4 月 10 日（火）14 時までに完了してください。 

(１つでも未了だと，受講できなくなるので，ご注意ください。) 

Please complete two steps below by Tue, April 10, 2018 - 2:00pm(JST) in order to verify your application for 

the course. 

 

  Step 1）オンライン申し込み ／ Online Application 

以下のサイトで受講の申し込みを行ってください。 

Please apply for the course at https://webform.adm.u-tokyo.ac.jp/Forms/1519288378/  

 

Step 2）必要書類のアップロード ／ File Uploading 

オンラインフォルダー（URL：https://goo.gl/9rRqLC ）に以下 a) b) c)の書類 3 点を締切りまでに

アップロードしてください。不足があると受講できません。 

Please upload the three materials below at https://goo.gl/9rRqLC by the deadline. 
 

その際，ファイル名は次のようにしてください。（例 ：名前が”John Lennon”の場合） 

 Please name your files as follows: (e.g. If your name is John Lennon,)   
 

  a) 顔写真の電子ファイル Your ID photo 

File name:  ”Your Last name_photo”  (e.g. Lennon_photo.jpg ) 
 

  b) 東京大学の学生証の電子ファイル UTokyo Student ID Card   

File name:  ”Your Last name_photo”  (e.g. Lennon_ID.jpg ) 
 

  c) 指導教員による「承諾書」または「承諾を得たメール」の電子ファイル 

Approval Form or Approval email from your Academic Advisor 

File name:  ” Your last name_approval”  (e.g. Lennon_approval.pdf ) 

 

 選考テストの受験 Selection Test  
 

オンライン申し込み後，｢選考テストのお知らせ｣がメールで届くので，内容を確認のうえ，必ず受験し

てください。受験しない場合は，理由にかかわらずコースを受講できなくなるのでご注意ください。 

You will receive “Selection Test Information” via email after completion of the online application. 

You must attend the selection test offered by the Center for Japanese Language Education on the 

following days.  Please note that late applications will not be accepted and that if you are absent 

from the selection test, you will be disqualified from the registration regardless of reason. 

 

筆記  4月16日(月)  9：50～（終了は11:40ごろ）   本郷キャンパス  薬学系総合研究棟２階講堂 

面接  4月16日(月)または17日(火)の指定された時刻  本郷キャンパス 日本語教育センター（第2本部棟5

階） 

1st Round（Written）: April 16 (Mon) from 9:50a.m. (will finish around 11: 40a.m.) 

Lecture hall(2F), Pharmaceutical Science Research Bldg. (Hongo Campus) 

2nd Round（Interview）: April 16 (Mon) or 17 (Tue) at the designated time 

Center for Japanese Language Education (5F, Administration Bureau Bldg. #2, Hongo Campus) 

 

選考の結果は 4 月 18 日(水) に web 上で発表します。受講が許可された場合，指示された方法で受講

手続きを行った上で，4 月 20 日(金) 13:00 からのオリエンテーションに参加してください。 

Selection test results will be posted on the website on April 18 (Wed).  If you are accepted 

into Intensive Japanese Course, please do the procedures as you are indicated, and attend 

the Orientation on April 20 (Fri) starting from 1:00pm. 
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問い合わせ先： 

本部国際支援課企画チーム 

宇田川・小張 03-5841-2564 

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

問い合わせ受付時間：平日 9 時～17 時 

 

Contact Information： 

International Support Group 

The Education and Student Support Department 

The University of Tokyo 

03-5841-2564     

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