
From April18（Mon.) to April 22（Fri.)    
４月18日(月）から４月22日（金） 

① AM Class・・・11：00－12：40 

② PM Class・・・13：30－15：10   （全５コマ、AMクラスとPMクラスは同内容） 
                  (5 ｓｅｓｓｉｏｎｓ， ｓａｍｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ｗｉｌｌ ｂｅ ｔａｕｇｈｔ in ＡＭ ａｎｄ ＰＭ ｃｌａｓｓ） 

日本語教育センターでは、今学期、通常コースの開始時期が遅れることに伴い、日本語がわか

らない留学生・外国人研究者の皆さんが少しでも早く学習を始められるように、５日間の入門

コースを臨時に開設します。毎日の生活に役に立つ簡単な会話のほか、これからの日本語学習

の準備として「ひらがな」の学習方法も学びます。 

This term, because the Nihongo Center’s regular courses will be delayed,  a 5-day provisional class will 
be provided to international students and researchers who wish to start studying a little earlier.  Useful 
phrases in daily conversation, Hiragana practice, etc. will be introduced.  

 ◆内容 Contents： 
  ・あいさつ、自己紹介       

    Greetings, Self-introduction 

  ・数字、時間、値段の言い方        
    Numbers, time, prices    

  ・買い物、食事などの会話        
    Shopping, ordering in restaurants 

  ・いろいろな質問のしかた 
    Asking questions 

  ・ひらがなの学習方法 など      
    Learning Hiragana, etc. 
 
＊午前と午後は同じ内容です。都合のいい  

 クラスを選んで受講してください。 

 The same material will be taught in the  
 AM and PM class, so choose one class  
 that fits your schedule. 

◆対象者：東京大学の留学生・外国人研究者         

 Eligible Students: International Students, Researchers   

 

◆場所：東京大学日本語教育センター（第２本部棟５階）  

 Place: Center for Japanese Language Education 
          5th floor  of Administration Bureau Bldg. 2 
     (near Tatsuoka-mon gate) 
 

◆受講申込 Registration： 

 期間：4月11日（月）～15日（金） 

 Period: April 11 (Mon.) ~ 15 (Fri.)     

 場所：東京大学日本語教育センター事務 

    （学生支援センター[御殿下]２F） 

 Place: The Center’s office 
     (2F, Gotenshita Memorial Arena) 
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＜問い合わせ先＞ 申し込み方法等について→内線22564 授業内容等について→内線22563 

Special short notice! 

緊急開講決定！ 

 ◆日本語コース受講相談コーナー開設のお知らせ ＜Notice＞ 
 

  このほか、日本語のコース受講に関する相談を下記の要領で受けていますので、ご利用ください。 

   For other questions about the courses, please consult the center during the period below. 
 
  場所：日本語教育センター（本郷キャンパス第２本部棟５階）、4月13日(水)～28日(木)13:30～15:30 

   Nihongo Center(5F,Administration Building 2,Hongo Campus), 4/13(Wed.)—28(Thu.) 13:30-15:30 



東京大学日本語教育センター「For Beginners 日本語入門講座」 受講申込書  (Summer, 2011) 
Application for the Pre-session for Japanese Language Learning, Center for Japanese Language Education, the University of Tokyo 

 

 
申込コース Course  *Please check □. 

                □ ① AM class  4/18 (Mon.) - 4/22 (Fri.) 11:00-12:40 

             □ ② PM class  4/18 (Mon.) - 4/22 (Fri,)  13:30-15:10 
 
＊ 午前と午後は同じ内容です。①と②のどちらかを選んで受講してください。 

    Same material will be taught in AM class and PM class. Chose either from ① or ②. 
  

1. 氏名  Name in full (Roman letters)           ，         ，          
                 Family name                 First name                 Middle name  

2. 国籍  Nationality                     3．□ Male   □ Female  

4. 生年月日  Date of birth          ，      ，       
                                    Year（年）         Month（月）        Day（日） 

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

6. 研究科と専攻  Name of Graduate School and Major  *Please write in Japanese 
                                 TEL                             

 

      
 

Photo 

  (3cm x 4cm) 

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    

□ 研究生 Research student   
□ 大学院生 Graduate student（□修士 Master      年 □博士 Doctor       年） 
□ 外国人研究者    □その他 Others（              ）  

◆ 奨学金の種類など Scholarship type, etc. 
□ 大使館推薦 embassy-recommended    □ 大学推薦  university-recommended   
□ 東大ADK 中国育英資金による留学生 The UT Asatsu-DK China Scholarship Fund students 
□ その他 Others（                           ） 

◆ 来日時期 Date of Arrival in Japan:   

□ April 2011       □ Earlier（Month（月）       Year（年）      ） 

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／week) 
ii）I know  □Hiragana , □Katakana , and  □Kanji about               characters. 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

＊ 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。 
* Todai International Students (including research students) and foreign researchers may enroll.  Spouses may not apply. 

受講申込 Application Registration 
場所：日本語教育センター事務 [学生支援センター（本郷、御殿下）２階、留学生・外国人研究者支援課内] 
Place: The Center office, International Students and Researchers Support Group  

(Student Center, 2nd floor, Gotenshita, Hongo Campus) 
期間：４月 11（月）から 15 日（金） 
Period: April 11（Mon.）～15（Fri.） 

I will apply for 
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