
1.国際教育支援センター提供授業（非単位）

１－１．サバイバルコース

【授業期間】 3月31日（木） ～

【対象者】

新入留学生等　（定員に余裕があれば，外国人客員研究員・外国人専任教員・配偶者も受講可能）

【授業内容】

愛媛大学独自の２週間の集中コースです。「Language Skills」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。 

「Life Skills」では，松山での暮らしに最低限必要な生活支援情報を提供します。日本語能力が高い学生は， 「Life Skills」のみの受講も可能です。

2022年度前学期のサバイバルコースも、海外在住の留学生も受講ができるよう、オンラインで授業を開講します。松山在住者で、自宅から

インターネット回線が使用できない学生は、事前に国際連携課学生交流チーム（E-mail : kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp）へお知らせください。

4月15日（金）

愛媛大学　留学生対象日本語教育プログラム２０２２年度 前学期　時間割

　愛媛大学は在籍する全留学生に対し日本語学習を奨励しており、そのために総合的な日本語教育を提供して
います。日本語教育の授業は、国際教育支援センターの授業の他に、共通教育科目のアカデミックジャパニーズ
及び日本事情に関する科目があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって、受講形態や開講日時、授業内容が変更になることがあります。

月 (Mon) 火 (Tue) 水 (Wed) 木 (Thu) 金 (Fri) 土 (Sat) 日 (Sun)

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日

(1)10:20-11:50
(2)18:00-19:30

15:30-17:00

4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日

(1)10:20-11:50
(2)18:00-19:30

15:30-17:00

4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日

(1)10:20-11:50
(2)18:00-19:30

15:30-17:00

③

Life Skills

①

④

Language Skills

⑨

Language Skills

Language Skills

②

Life Skills

Life Skills
③

②

①

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1



【受講（ Zoom でのオンラインクラス）】

-Language Skills : 授業は日本語で行われます。

・月-金 2 限 (10:20-11:50 日本時間) 月-金 6 限 (18:00-19:30 日本時間)

※受講時間については、居住地域により大学が参加時間を決定します。

・クラスルール

①時間厳守

②Zoomを使用するので、自分でWi-Fi環境を準備してください。

③Wi-Fiの接続が不安定になったら（２～３回試しても入れない場合）、

こちらの（https://drive.google.com/drive/folders/14Wj8OCNeguLyjgiwy9E3EWfge61GME1P?usp=sharing）ビデオを見て、自習してください。

④授業を欠席する場合は 、国際連携課学生交流チーム（E-mail: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp ）へ連絡してください。

⑤サバイバルコース終了後に、日本語の授業を受講希望の学生は科目を確認し、申込みをしてください。

なお、ひらがな・カタカナ入門１の受講希望者は、授業が４月１１日（月）から開始されるため、サバイバルコースの授業の時に先生に伝えてください。

-Life Skills: Zoom : 授業は英語で行われます。

3月 31 日 （木）15：30-17：00 （日本時間） 4 月 7 日 （木）15：30-17：00 （日本時間） 4月 14 日 （木）15：30-17：00 （日本時間）

◆申込み方法◆ 「様式3　サバイバルコース」に必要事項を入力の上、受講申込書を学生交流チームへメールにて

ご提出ください。メールをする際に必ず指導教員のメールアドレスをCCに入れて下さい。

受講申込書を学生交流チームへ直接提出する場合は、事前に受講申込書に指導教員のサインか押印を頂いた上でご提出ください。

（城北キャンパス　愛大ミューズ２階　　学生交流チーム　E-mail : kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp）
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●城北キャンパス及びオンライン

【授業期間】 4月11日（月） ～

【対象者】愛媛大学の留学生（予備教育コース受講者を除く。受講者数によっては外国人客員研究員・外国人専任教員・配偶者も受講可能）

【注意点】各クラスの具体的な内容は、5ページ以降で確認出来ます。

2つの異なるレベルのクラスを同時に受講することはできますが，連続したレベルでなければなりません。

前の学期に１つ下のレベルを修了していない者は，プレイスメントテストを受ける必要があります。

手続を行なえば、国際連携推進機構から受講証明書の発行が可能です。

詳しくは、国際連携課学生交流チームに問い合わせてください。

　　日時・場所　①4月4日（月）　13:00-16:00 (15:00まで入室可能）　城北キャンパス愛大ミューズ2階　#202　学習支援室1

　　　　　　　　 　②4月11日（月）　13:00-16:00 (15:00まで入室可能）　城北キャンパス愛大ミューズ2階　#202　学習支援室1

　 　→どちらの日程も受けられない場合は国際連携課学生交流チームまでお問合せください。  


　◆申込み方法◆ 「様式１　定期コース」に必要事項を入力の上、受講申込書を学生交流チームへメールにてご提出ください。

メールをする際に必ず指導教員のメールアドレスをCCに入れてください。本学関係者の配偶者の方が受講する場合は、

「様式4　履修証明プログラム」の受講申込書をご提出ください。

（城北キャンパス　愛大ミューズ２階　　学生交流チーム　E-mail : kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp）

◆申込締切◆　4月11日（月）　　

8月8日（月）

１－２．定期コース

　◆プレイスメントテスト◆

月 火 水 木 金

Ⅰ

8:30-10:00

Ⅱ 集中日本語A1/B1 集中日本語A1/B1 集中日本語A1/B1

10:20-11:50 日本語D1口頭表現 日本語D1読解作文 日本語C1口頭表現

Ⅲ ひらがな・カタカナ入門１ ひらがな・カタカナ入門１ ひらがな・カタカナ入門１

12:40-14:10 日本語漢字A1 日本語漢字A1

日本語C1読解作文

IV オンライン日本語A1

14:30-16:00 日本語漢字B1表記

V オンライン日本語B1

16:20-17:50

Ⅵ

18:00-19:30

*オンライン　初級学習者のための日本語入力実践１

Studies on
Japanese

Culture(SJC)

*Online Japanese Typing
Practice for

Beginners1(OJTPB1)

日本語E1総合

集中日本語A1/B1

オンライン日本語B1

日本語漢字A1
日本語漢字B1語彙

オンライン日本語A1

集中日本語A1/B1 集中日本語A1/B1 集中日本語A1/B1 集中日本語A1/B1

オンライン日本語補習１

*Online Japanese
Typing Practice for

Beginners1
(OJTPB1)
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１-３．予備教育コース（城北キャンパス）

【授業期間】 ４月１１日（月） ～ ８月８日（月）

【対象者】

【授業内容】

【教室】

オンライン（Zoom）

◆申込方法◆

「様式２　予備コース」に必要事項を入力の上、受講申込書を学生交流チームへメールにてご提出ください。

メールをする際に必ず指導教員のメールアドレスをCCに入れてください。

（城北キャンパス　愛大ミューズ２階　　学生交流チーム　E-mail : kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp）

◆申込締切◆　4月11日（月）　

愛媛大学　留学生対象日本語教育プログラム　２０２２年度 前学期

http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_jpclass.html 

２.　●「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材育成プログラム」に関する授業

◆申込方法◆

「留学生就職促進プログラム推進室」

（愛媛大学ミューズ２階，電話番号089-927-8309）へ問い合わせてください。

３．共通教育科目

アカデミックジャパニーズ、及び日本事情

アカデミックジャパニーズ（1、2、3、4）および日本事情（A1、A2、B1、B2）は学部生向けの単位化科目です。

学部生以外の学生が履修する場合は、シラバスをよく読んだうえで各学部の窓口で問い合わせて下さい。

なお、アカデミックジャパニーズは共通教育科目の基礎科目「英語」に、日本事情は教養科目（主題探求型

または学問分野別）にそれぞれ相当します。

シラバス検索URL・QRコード

https://campus.ehime-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx?

◆申込方法◆

各学部で配布している履修登録用紙に記入し、担当教員のサインを得た後、各学部に提出してください。

本プログラムでは、日本で就職したい外国人留学生と国際的な職場で働きたい日本人学生のためのキャリア教育を実施
しています。以下の科目では、主に愛媛県を拠点に海外進出や外国人採用に取り組む企業についての学びを通して、自
己の就業力を高めることを目的としています。

時間割、科目一覧、受講申請書は、以下またはQRコードで
示された国際連携推進機構のサイトでご確認ください。

国費外国人留学生(研究留学生・教員研修留学生)で日本語予備教育が必要と認められる者、その他国際教育支援セン
ター長が適当と認めた者。

サバイバルコース終了後，引き続き日本語の基礎を学びます。主に日常会話ができることを目指し勉強します。また、定
期コース科目である集中日本語A1・B1、ひらがな・カタカナ入門１、日本語漢字A１、オンライン初級学習者の日本語入力
実践1、Studies on Japanese Culture、初めてのプレゼンテーションも、予備教育コースに含まれます。すべての授業は一
連のものなので，受講生は全授業に参加する必要があります。
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2022年度前期  国際教育支援センター開講  定期コース科目一覧

城北キャンパス

授 業 名
授業日時

（曜日・時限）
日本語レベル 授  業  内  容 注意

集中日本語Ａ１ ４月１８日（月） ~ ６月中旬頃 月、火、木、金１・２ 愛大ミューズ２階 ＃２１１（学習支援室２） 日本語をはじめて学ぶ者
オンライン教材「いろどり」（入門･初級１）を使用し、日本の生活のさまざまな場面で必要となる日本
語を学ぶ。日本語を使って実際の場面で「できる」ことを増やすことで、「JF日本語教育スタンダード」
のA1レベルの修了、そしてA2レベルの日本語運用力獲得を目指す。

集中日本語Ｂ１
※集中日本語Ａ１

が終了後開始予定
~ ８月８日（月） 月、火、木、金１・２ 愛大ミューズ２階 ＃２１１（学習支援室２）

日本語A1(2)または集中日本語A1
を修了した(,または集中日本語B1
開始時までに修了予定の）者

オンライン教材「いろどり」（初級１･初級２）を使用し、日本の生活のさまざまな場面で必
要となる日本語を学ぶ。日本語を使って実際の場面で「できる」ことを増やすことで、「JF
日本語教育スタンダード」のA2レベルの修了を目指す。

＊

日本語Ｃ１口頭表現 ４月２２日（金） ~ ８月８日（月） 金２ 教育学部１号館 ＃１０２
前の学期に日本語Ｂ２を修
了した者

日本と自国の社会・文化等の共通点や相違点について，短いスピーチをし，提起された
テーマについて話し合い，いろいろな形で発表することによって，日本語の聞く力，話す
力の向上を目指す。

＊

日本語Ｃ１読解作文 ４月１８日（月） ~ ８月８日（月） 月３ 共通講義棟A Ａ２３
前の学期に日本語Ｂ２を修
了した者

初級（日本語Ｂレベル）で学習したことをもとに，簡単な日本語の文章の読み・書きができ
るよう学習する。

＊

日本語Ｄ１口頭表現 ４月１８日（月） ~ ８月８日（月） 月２ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
前の学期に日本語Ｃ２口頭
表現を修了した者

日本語の口頭表現能力の向上を目指すとともに、テーマに沿った日本語によるディスカッ
ションなどを通じて、自分と相手の主張・立場・対話の目的などを考慮・理解しながら対話
する姿勢やスキルも学ぶ。

＊

日本語Ｄ１読解作文 ４月２１日（木） ~ ８月８日（月） 木２ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
前の学期に日本語Ｃ２読解
作文を修了した者

文章を読むときに着目すべき点を学び，読解能力の向上を目指す。また，他者に分かり
やすく伝えられるよう，レポートを書く時のルールや文型・表現を学ぶ。

＊

日本語Ｅ１総合 ４月２０日（水） ~ ８月８日（月） 水６ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
前の学期に日本語Ｄ２口頭
表現または日本語Ｄ２読解
作文を修了した者

日本人を招くビジターセッション運営等を通して，場面に応じた待遇表現運用力の向上を
目指す。

＊

ひらがな･カタカナ入門１ ４月１１日（月） ~ ４月２６日（火） 月３、火３、金３ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
ひらがな･カタカナをはじめ
て学ぶ者または学習中の者

「ひらがな」と「カタカナ」の習得を目指す。受講希望者は4月11日に実施されるガイダンス

への出席が必要であるため、4月7日までに学生交流チームに授業の受講申込書を提出
すること。

日本語漢字A１ ５月２日（月） ~ ８月８日（月） 月３、火３、金３ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）

ひらがな･カタカナを習得済
みで、初級レベルの漢字を
はじめて学ぶ者または学習
中の者

日本での生活で、日常目にする漢字を中心に、約250字の漢字を学ぶ。
日本語Aレベルの語彙･文法の知識があることが望ましい。

日本語漢字B１表記 ４月１８日（月） ~ ８月８日（月） 月４ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
日本語漢字A1レベルの漢
字を習得済みの者

受講者それぞれのレベルに合う教材を使って、字形や語彙練習を中心に漢字学習を行
う。

＊＊

日本語漢字B１語彙 ４月２０日（水） ~ ８月８日（月） 水３ 愛大ミューズ２階 ＃２０２（学習支援室１）
日本語漢字A1レベルの漢
字を習得済みの者

受講者それぞれのレベルに合う教材を使って、実際の文脈での使い方を中心に漢字学
習を行う。

＊＊

Studies   on   Japanese
Culture

４月２１日（木） ~ ８月８日（月） 木３～４ 愛大ミューズ２階 ＃２１１（学習支援室２） 全留学生及び日本人学生
日本文化・歴史・社会の一般的な紹介を”英語”で行う。講義の他に，実地見学，自由 討
論等があり，教材として資料を配付する。

授業期間（予定） 教  室

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、受講形態や開講日時、授業内容が変更になることがある。
＊のクラスの受講希望者で、先学期１つ下のレベルを修了していない者は、プレイスメントテストを受けて合格する必要がある。
＊＊日本語漢字B1表記･日本語漢字B1語彙は、日本語Ｃ･日本語Ｄ･日本語Ｅレベルの学生も受講可能。
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授 業 名
授業日時

（曜日・時限）
日本語レベル 授  業  内  容 注意

オンライン日本語Ａ１ ４月１８日（月） ~ ８月８日（月） 月４、水４ 日本語をはじめて学ぶ者

授業は『いろどり日本語』(入門・初級1)に沿って進め，初級前半の４技能（話す，聞く，読 む，書く）が総合的に向上
することを目指す。ひらがな・カタカナの読み書きができない者 は，並行して「ひらがな入門」「カタカナ入門」も受講
しなければいけない。ひらがな・カタカ ナが習得できているかどうかについて，担当教員による確認テスト等を実施
する。

オンライン日本語Ｂ１ ４月１８日（月） ~ ８月８日（月） 月５、水５
前の学期に日本語Ａ２を修
了した者

授業は『いろどり日本語』(初級１・初級２)に沿って進め，初級後半の４技能（話す，聞く，
読む，書く）が総合的に向上することを目指す。

オンライン日本語補習１ ４月２２日（金） ~ ７月１日（金） 金６

サバイバルコースを修了し
た者・日本語の基礎を学び
たい者・日本語の基礎を学
習中の者

簡単なテーマについて、自分のことが話せるようになることを目標に、日本語の基礎を会
話を中心に学ぶ。テーマは受講者のレベルとニーズに対応した内容とする。

オンライン　初級学習者のため
の日本語入力実践１/
Online Japanese Typing
Practice for Beginners　１

４月２７日（水） ~ ６月１５日（水） 水５、木５（集中）
パソコンでの日本語入力未
経験の者または学習中の
者

ことばを覚えたり、文を考えたりしながら、パソコンでの、ひらがなやカタカナ、漢字の入力
方法を学ぶ。受講のためには、日本語入力可能なパソコンを自分で準備する必要があ
る。

◆申込み方法◆

※もし、上記の日程で受けられない場合は国際連携課に連絡してください。

会場  城北キャンパス  愛大ミューズ２階 ＃２０２

オンライン開講

  ◆プレイスメントテスト◆

【日時】 受講生の身分に合った受講申込書を提出してください。受講申込書はHP、または国際連携課で入手できます。

第二回：４月１１日（月）  １３：００－１６：００（１５：００まで入室可能）

提出先：城北キャンパス　愛大ミューズ２階　　学生交流チーム　E-mail : kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp

申込締切：４月１１日（月）

第一回：４月４日（月）  １３：００－１６：００（１５：００まで入室可能）

授業期間（予定） 教  室

オンライン開講

オンライン開講

オンライン開講

オンライン　※ZoomやTeamsを使用し、リアルタイムで行う予定です。
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