平成 27 年＿＿月＿＿日

平成 27 年度前学期 愛媛大学 国際連携推進機構 国際教育支援センター
Survival Course Application Form

サバイバルコース受講申込書

国際教育支援センター長 殿

平成 27 年度入学

___＿＿＿＿＿学部 / 研究科 / センター Faculty//Center
___＿＿＿＿＿＿＿＿＿学科 / 専攻 Department/Major
留ふ 学り 生が 名な (Student’s Name)：_____________________
指導教員名(Supervisor’s Name)：____________________印
出身大学(Home University)：___________＿＿＿＿＿_
国籍 (Nationality)：_____________性別(Gender) ：___

私は，上記留学生の指導教員として，当人が平成 27 年度前学期に行われるサバイバルコースを
受講することに同意いたします。
(I, as supervisor of the above student, agree that he/she attend the following Survival Course
program(s) at the beginning of the first semester of the 2015 academic year.)
【受講希望科目の□に ✓ を入れてください】Please check.
□ Language Skills □ Life Skill
/ Place
城北キャンパス：○ 城北事務センター2 階
◎ 愛大ミューズ 2 階 学習支援室 1
愛大ミューズ 2 階 215
Johoku Campus
Johoku jimu center Bldg.2F, (across from Emika shop)

＊教室

＊

●

：○
◎ Gakushuu-shien-shitsu #1, Aidai Muse Bldg. 2F
● #215, Aidai Muse Bldg. 2F
：○ 城北事务中心 2 楼（Emika shop 的对面）
◎ 爱大博物馆 2 楼， 学习支援室 1
● 爱大博物馆 2 楼， 215

城北校区

＊授業期間 / Term＊：4 月 4 日（土）～4 月 17 日（金）April 4 ～ April 17
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Thu.
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30
31
1
2
3
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○
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◎
内容については，裏面をご参照ください。Please see the back for information about the content.

連絡先：留学生本人
（携帯）電話：
指導教員
内線：
＊＊＊＊＊＊＊＊＊この書類は、

e-mail：
e-mail：
までご提出ください＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国際連携課

サバイバルコースについて
Survival Course

このコースは愛媛大学が独自に考案した２週間の集中コースで，新規に入学した全留学生に提供さ
れます。もし受講生数に余裕があれば，外国人客員研究員・外国人専任教員・配偶者も受講できま
す。コースは Language Skills と Life Skills の２つのプログラムからなっています。基本的に午前中
に実施される Language Skills プログラムは，生活上最低限必要な日本語を聞いたり，話したりでき
るようになることを目指します。ただし，日本語の文字は学習しません。午後の Life Skills プログ
ラムでは愛媛で暮らす上で最低限必要な生活支援情報を提供します。そのため，日本語能力が高い
学生でも，愛媛で初めて暮らす場合は Life Skills の受講をお勧めしています。
This is a special two-week intensive course that has been developed at Ehime University.

All new students

are encouraged to attend and, if there is space, visiting researchers, foreign faculty members and spouses
are welcome, too. The course consists of two parts; Language Skills and Life Skills. Basic listening and
speaking skills needed in everyday life are taught in the Language Skills class which meets in the morning. There
will be no reading or writing.

The Life Skills program will be taught in English and you will learn how to get

around in Matsuyama as well as other information about life here.

If you do not need the language class, but

you are new to Matsuyama or Japan, it is recommended that you take the Life Skills program.
また，愛媛大学ではサバイバルコースのほかにも，留学生向けの日本語プログラムを開講しています。
受講を希望する方は，以下の国際教育支援センターHP 等でご確認ください。
http://web.isc.ehime-u.ac.jp/?p=3614

In addition to the Survival Course, Ehime University offers other Japanese language programs for the
international students. Please visit our website for more information if you are interested:
http://web.isc.ehime-u.ac.jp/?p=3614

