
日本語教育センターコースナビゲーション Nihongo Center Course Navigation 
 

短期日本語 
コース 

Short-term 
Japanese Course 

集中日本語 
コース 

Intensive 
Japanese Course 

日本語スポット講座 

Special 
Themed Seminar 

一般日本語 
コース 

General Course 

●3～2 コマ / 週  

（「総合日本語」初級-上級） 

3 -2 lessons / week for 

“Comprehensive 

Japanese” (Elementary - 

Advanced Level) 
 

●1 コマ / 週 

（「テーマ別日本語」＝漢字、

中級会話など） 

1 lesson / week for 

“Specific Japanese” (Kanji, 

Intermediate Japanese for 

Communication, etc.) 

はい 

YES 

●1週間程度の初学者向
けコース 
（全 5-10 コマ程度） 
One week course for 
beginners  
(About 5-10 lessons in 
total) 
 
●そのつどセンターの web
サイトに案内を出します 
Course information will 
be posted on the 
Center’s website. 

● 5 コマ / 週 
5 lessons / week 
(中級後期クラス：4 コマ/週) 
(upper intermediate class:  
4 lessons / week) 
 
●クラスの全コマ出席が受講
条件・毎日の宿題提出が必
要 
To attend all lessons and to 
do every day’s homework 
are required 
 
● 12週 （中級後期クラスは
6週）日本語学習に時間を割
けることが条件 
You must be able to devote 
your time to Japanese 
language learning 
throughout the course 
period for 12 weeks (upper 
intermediate class: for 6 
weeks) 

●目的を特化して不定期
的に開講する 2～3日
の講座 
Non-regular seminar 
focusing on a specific 
theme (2 or 3 days) 

●そのつどセンターの
webサイトに案内を出し
ます 
Course information will 
be posted on the 
Center’s website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいえ 

NO 

指導教員や受入教員等と相談の上、コースを決めてください。 
Please consult with your academic advisor / supervisor and decide your course. 

はい 

YES 

いいえ 

NO 

はい 

YES 

いいえ 

NO 

日本語レベルはビギナーですか？ 
Are you a zero beginner of studying Japanese? 

 

今学期、定期的に、クラスに通えますか？ 
Can you attend the class regularly? 

今学期、日本語を集中的に勉強する時間がありますか？ 
Do you have time to study Japanese intensively throughout this term? 

 

For Students 

For 
-Students 

-Researchers 
-Spouses 

*詳しくは日本語教育センターの webサイトをご覧ください。（http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/） 

* Please check the Center’s website for the details (http://www.nkc.u-tokyo.ac.jp/) 

問い合わせ先 / Contact 

本部国際支援課企画チーム（日本語教育センター事務担当）/ International Support Group 

E-mail: nihongo.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 

＊このほか、駒場リサーチキャンパスでも日本語教育センターの一般日本語コース〈総合日本語〉レベル１、 ２、pre３と同じ内容のクラス

が受けられます。詳しくは、以下の URLをご覧ください。 

In addition, the same courses of Leve1, Level2, and Level pre3 <General Course: Comprehensive Japanese> are also offered at Komaba 

Research Campus.  For further information, please check the following website 

⇒ http://jlc.iis.u-tokyo.ac.jp/ 

For 
-Students 

-Researchers 

For 
-Students 

-Researchers 
 

このほか、「日本語個別指導」もオンラインで提供されます。 
Individual Tutoring Sessions are also available via online for this semester.  
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