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1. Purpose of the Program  
As a hub for international exchange at Ehime University, the Center for International 

Education at Ehime University Institute for International Relations has been working on 
interactions with foreign countries and international exchanges at the local community, 
focusing on student exchange activities. In order to contribute to the 
internationalization and building a multicultural society in the region, we will be 
opening some of our Japanese classes for international students, mainly to foreign 
residents. 
 Japanese language is one of the most important skills for living in Japanese society. In 
this program, you will be able to learn Japanese systematically under the guidance of 
Japanese language education experts. We are looking forward to your participation. 
 

 
2. Program Period and Details 

(1) Program period 
April 2023 to September 2023 

The program will be held in accordance with the class schedule of Ehime University. 
 

(2) Class dates and hours 
This program is a part of the Japanese language classes for international students 

that are also open to foreign residents. The class schedule varies from class to class. 
Please note that some classes are held two or three times a week.  
Each class is 90-minute-long.  
For details, please refer to the Appendix. Also, please visit the following URL for 
the latest information. 

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

(3) Curriculum 
This program is a part of the Japanese language classes for international students 

that are also open to foreign residents. Students will learn Japanese following the 
methods of Japanese language education. The instructors in charge of this program 
belong to the Center for International Education and are all specialists who have 
been teaching classes for international students.  

For details, please refer to the Appendix. Also, please visit the following URL for 
the latest information. 

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

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


 
*The course format may change depending on the prevalence of COVID-19. Please 
note that the course fee will not be refunded in cases of class format changes.  

 
 

3. Requirements for Completion and Certification of Completion 
(1) Requirements for Completion 
      Students have to take classes for 60 hours or more from the list of classes in the 

Appendix and meet the requirements for certification of completion as specified in 
the Appendix. 

 
(2) Certificate of Completion 
      Those who have completed the course will receive a "Certificate of Completion" in 

the name of the President of Ehime University (which can be written on the Job 
Card promoted by the Ministry of Health, Labor and Welfare), and will be awarded 
the title of "Ehime University Japanese Language Master.” 

 
(3) Further Note 

The attendance record and passing record of each class will be transferred across 
semesters and years. 

       If a student needs certification for an individual class, a certificate of attendance 
will be issued in the name of the Director of the Institute for International 
Relations.  

 
 
4. Course fee 
  12,000 yen per half year (up to 4 classes in 2 levels). 
   However, spouses of international students at Ehime University are exempt from the  

course fee. 
   Please consult with us in advance about other family members or persons related to 

the university. The fee may be reduced or exempted. 
   The course format may change depending on the status of COVID-19 epidemic. 

Please note that the course fee will not be refunded in cases of class format changes. 
. 

 
*In some classes, you may have to pay for textbooks, reference books, etc. 



 
5. Number of applicants 

A few people 
 
 

6. Qualifications 
Applicants must have  
・A high school diploma or equivalent. 
・A will to learn Japanese as a second language. 
・A status of residence for the duration of the course.  

 
 

7. Application Procedures 
(1) Application period 

Please submit your application documents by Wed, April 12, 2023. Submission by 
e-mail is also acceptable. Applicants are required to take a placement test before 
applying, so please contact us as soon as possible if you wish to take the course. We are 
accepting applications as submitted at any time after the deadline, but it may not be 
possible to attend the first session. 
 
【Placement test】 
 March 31 (Fri) 13:00-16:00 (Entry is possible until 14:30)  
April 5 (Wed) 13:00-16:00 (Entry is possible until 14:30)  
M22, 2nd floor of Aidai Muse 

 
【Email】kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 

 
(2) Application documents 

Please download the "Application Form" from the following website, and submit it 
after filling in the required information. 

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

(3) Notes on application 
① When filling out the application forms, please read the notes on each form carefully 

to avoid errors and fill them out correctly. 
② No changes can be made to the documents after they have been submitted. Also, the  

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


documents will not be returned to you after submitting.  
③ We may contact you by phone or e-mail if your documents are incomplete or if we 

need to confirm the contents. 
④ If there are any changes in your address, etc. after you have submitted the 

application, please contact the International Relations Office Student Exchange 
Team (see below for contact information) as soon as possible. 

 
8. Course Attendance Approval 

After receiving the application documents, we will decide on whether to accept the 
application and notify you.Your class level will be determined after taking the placement 
test.We reserve the right to refuse an application if the applicant does not meet the 
qualification or if we judge that the applicant lacks the ability to take the course. 

If any false information is found in the application documents, the attendance approval 
may be revoked even after the application has been approved. 

 
9. Course Attendance Procedures 
  When we notify you of your acceptance, we will also inform you of the course attendance 

procedures.  
 
10. Handling of Personal Information 
  Personal information such as name and address written in the application documents will 

be used for administrative processing of the application, communication regarding the 
application, screening of documents, and sending documents related to the course 
procedures if the course attendance is approved. If any of the documents were 
incomplete, we may contact the applicant in order for prompt correction and completion. 
In addition, personal information will be managed for the purpose of conducting post-
course operations, surveys, and researches (e.g., improving document screening methods 
and surveying and analyzing application trends). The information will not be used for any 
other purposes, nor will it be submitted to anyone other than related faculty and staff of 
this organization. 

 
》For submission of application and inquiries about this program, please contact:  

Ehime University International Relations Support Department 
International Relations Division, Student Exchange Team (in charge of Japanese 
Language Learning Program) 
3 Bunkyo-cho, Matsuyama City, Ehime Prefecture 790-8577, Japan 



Phone: 089-927-8105  Fax: 089-927-8967 
Email: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 



Appendix: Center for International Education List of Classes (Planned for 2023)  
＊The number at the end of the class name will change from "1" to "2" in the secoond semester. 

 Details Course 
Requirements 

Name of Classes Day & 
Time(Period) 

＃ Program 
Completion 

Requirements 

Introduction  
・The classes 
will be assigned 
according to the 
level assessment 
in advance. 
 
・Continuing 
students may 
take a class one 
level higher 
than the class 
they last passed 
in the previous 
semester. 

オンライン日本語補習 1 
(Online Basic Japanese 1) 

Fri 6th 1.5h×10  

Elementary Elementary 1 オンライン日本語 A1(Online Japanese A1) Mon 4th・Wed 
4th 

1.5h×30  

Elementary 2 オンライン日本語 B1(Online Japanese B1) Mon 5th・Wed 
5th 

1.5h×30  

Elementary to 
Intermediate 

Oral 
Presentation  

日本語 C1 口頭表現 (Japanese C1:Oral 
Communication) 

Fri 4th 1.5h×15  

Reading and 
Writing 

日本語 C1 読解作文 (Japanese C1:Reading & Writing) Wed 2nd 1.5h×15  

Intermediate Oral 
Presentation  

日本語 D1 口頭表現 (Japanese D1:Oral 
Communication) 

Mon 2nd 1.5h×15  

Reading & 
Writing 

日本語 D1 読解作文 (Japanese D1:Reading & Writing) Thu 2nd 1.5h×15  

Advanced Comprehensive 日本語 E1 総合 (Japanese E1:Comprehensive) Thu 6th 1.5h×15 Pass the final exam.  

Kanji Introduction Free Elective ゼロから始める日本語漢字 1 (Japanese Kanji 
Starting from Zero 1) 

Mon 3rd・Tue 
3rd・Fri 3rd 

1.5h×30  

Elementary to 
Advanced  

Free Elective 日本語漢字･表現ステップアップ 1 (Japanese Kanji 
& Expression Step-up 1) 

Mon 4th 1.5h×15  



Free Elective 日本語漢字･語彙ステップアップ 1 (Japanese Kanji 
& Vocabulary Step-up 1) 

Wed 4th 1.5h×15  

Notation Elementary Free Elective Online Japanese Typing Practice for Beginners 1 Intensive 1.5h×10  

Cultural 
Understanding 

 Free Elective Studies on Japanese Culture    
＊Conducted in English 

Thu 3(～4) 1.5h×15  

＊A certificate of completion will be issued when the student has completed a minimum of 60 hours according to the this table and has met the program 
completion requirements. 

＊Please note that the course format, the date and time, the course content may be subject to change depending on the situation surrounding COVID-19. 
 

【Time Schedule】 
１st：8：30-10：00 
２nd：10：20-11：50 
３rd：12：40-14：10 
４th：14：30-16：00 
５th：16：20-17：50 
６th : 18：00-19：30 



 
 
 

愛媛大学 

日本語学習プログラム 

 

2023 年度前学期 

受講生募集要項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

愛媛大学国際連携推進機構 

(国際教育支援センター) 
  

 



１．プログラムの目的 

 愛媛大学国際連携推進機構国際教育支援センターは、愛媛大学における国際

交流のハブ(結節点)として、学生交流を中心に、海外との交流や地域における国

際交流に取り組んできました。今回、地域における国際化および多文化共生社会

の一助となるべく、在住外国人の皆さんを主な対象として留学生向け日本語ク

ラスの一部を開放いたします。 
 日本語は日本社会で生活するために大変重要なスキルの一つです。本プログ

ラムでは、日本語教育の専門家たちのもとで体系的に日本語を学ぶことが出来

ます。皆さんの参加をお待ちしています。 
 
 
２．プログラムの期間と内容 

 (1) プログラム期間 

 ２０２３年４月～２０２３年９月 
愛媛大学授業日程に準じて開講します。 

 

 (2) 開講日・授業時間 

 本プログラムは留学生対象日本語クラスの一部を在住外国人の皆さん等

に開放するものです。開講日等はクラスごとに異なります。週 2～3 回のク

ラスもあるので注意してください。授業時間は１回９０分です。詳細は別

表を参照してください。また、最新の情報は下記 URL をご覧ください。 
http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_jpclass.html 

 

 (3) カリキュラム 

 本プログラムは留学生対象日本語クラスの一部を在住外国人の皆さん等

に開放するものです。日本語教育のメソッドに従って日本語を学びます。

担当する教員は国際教育支援センターの所属で、これまで留学生対象クラ

スで教えてきた専門家ばかりです。 
 詳細は別表を参照してください。また、最新の情報は下記 URL をご覧

ください。 
http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_jpclass.html 

 
＊新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては開講形態を変更する

場合があります。変更の場合も受講料は返還しませんのでご注意ください。 
 
 

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


３．修了要件と修了証明 

 (1) 修了要件 

 別表の開設クラス一覧から授業を 60 時間以上受講し、かつ、別表に定め

る修了認定条件を満たすことが要件です。 
 
 (2) 修了証明 

 修了者には、愛媛大学長名の「履修証明書」（厚生労働省が推進している

ジョブ・カードに記載できるもの）を交付しますとともに、「愛媛大学日本

語マスター」の名称を授与します。 
 

 (3) 補足 

各クラスの受講歴・合格履歴は学期・年度を越えて引き継ぎます。 

 また、受講者が個別クラスについての証明を必要とする場合は、国際連

携推進機構長名で受講証明を発行します。 
 

 

４．受講料 

   半期１２,０００円(２レベル４クラスまで受講可能です)。 
 ただし、本学留学生の配偶者は受講料を免除します。 
 その他の家族・本学関係者等については、事前に御相談ください。減

免される可能性があります。 
 新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては開講形態を変更す

る場合があります。変更の場合も受講料は返還しませんのでご注意く

ださい。 
 
＊受講するクラスによっては、ほかに教科書代・参考書代等が必要に

なる場合があります。 
 
 
５．募集人数 

   若干名 
 
 
６．応募資格 

・高等学校卒業程度の学力を有する者 
・第二言語としての日本語の習得に意欲がある者 



・受講予定期間を通じての在留資格を有する者 
 

 
７．応募手続き 

 (1) 応募期間 

 令和５年４月１２日（水）までに応募書類を提出してください。メール

での提出も可能です。申込み前にプレイスメントテストを受験する必要が

ありますので、受講希望の方はできるだけ早めにご連絡ください。なお、

締め切り日以降も随時受け付けますが、初回から参加できない場合もあり

ます。 
 
【プレイスメントテスト】 
 3 月 31 日（金）13：00-16：00（入室は 14：30 まで可能） 
 4 月 5 日（水）13：00-16：00（入室は 14：30 まで可能）  
愛大ミューズ 2 階 M22（城北キャンパス） 

 
【E メール】kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 
 

(2) 応募書類 

 「応募申請書」を以下のサイトからダウンロードし、必要事項を記入し

て提出してください。 
ダウンロードサイト URL：http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_jpclass.html 

 
 (3) 応募に関する注意事項 

① 応募書類の記入にあたっては、各用紙の注意事項をよく読んで誤りのな

いように正確に記入してください。 
② 応募後は書類の記載内容の変更は認めません。また書類は返却しません。 
③ 書類の不備や内容に確認の必要がある場合は、電話またはＥメール等で

問い合わせをすることがあります。 
④ 応募後に住所等の変更があった場合は、速やかに「応募書類送付先」へ

連絡してください。 
 
 
８．受講の許可 

 応募書類到着後、随時、受講の許可を判断して通知します。 
 プレイスメントテスト受験後，クラスレベルを決定します。 



 応募資格を満たしていない場合、受講能力を著しく欠いていると判断し

た場合、受講をお断りすることがあります。 
 応募書類に虚偽の記載があった場合は、受講許可後であっても受講の許

可を取り消すことがあります。 
 
 

９．受講手続き 

 受講の許可を通知する際に、受講手続きについても連絡します。 
 

 
10．個人情報の取り扱いについて 

 提出された応募書類に記載された氏名、住所等の個人情報は、応募の事

務処理、応募に関する連絡、書類審査、受講が許可された場合の受講手続

関係書類の送付等に利用します。書類に不備があった場合には、その訂正・

補完を迅速に行っていただくため、応募者に連絡する場合があります。ま

た、個人情報は、受講後の業務および調査・研究（書類審査方法の改善や

応募動向の調査・分析等）を行う目的をもって管理します。他の目的での

利用および本機構の関係教職員以外への提出は行いません。 
 
 

◇応募書類送付先・本プログラムに関するお問い合わせ 

愛媛大学国際連携支援部国際連携課 学生交流チーム(日本語学習プログ

ラム担当) 
〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 
電話：089-927-8105   FAX：089-927-8967 
E メール：kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 

 



別表 
国際教育支援センター 開講クラス一覧(2023 年度) 

＊後学期開講クラスは、クラス名末尾の番号が「1」から「2」に変更される。 
 細目 受講条件 クラス名 曜日・時限 ＃ プログラム修了要件 
入門  ・事前のレベル判

定に応じて受講ク

ラスを決定する。 
・継続受講者は、

直前の学期に最終

合格したクラスの

1 レベル上のクラ

スが受講可能。 

オンライン日本語補習 1 金 6 1.5 時間×10 回  
初級 初級 1 オンライン日本語 A1 月 4・水 4 1.5 時間×30 回  

初級 2 オンライン日本語 B1 月 5・水 5 1.5 時間×30 回  
初中級 口頭表現 日本語 C1 口頭表現 金 4 1.5 時間×15 回  

読解作文 日本語 C1 読解作文  水 2 1.5 時間×15 回  
中級 口頭表現 日本語 D1 口頭表現 月 2 1.5 時間×15 回  

読解作文 日本語 D1 読解作文 木 2 1.5 時間×15 回  
上級 総合 日本語 E1 総合 木 6 1.5 時間×15 回 最終判定に合格した場合 

漢字 漢字初級 自由選択 ゼロから始める日本語漢字 1 月 3・火 3・金 3 1.5 時間×30 回  
初級～上級 自由選択 日本語漢字･表現ステップアップ 1 月 4 1.5 時間×15 回  
初級～上級 自由選択 日本語漢字･語彙ステップアップ 1 水 4 1.5 時間×15 回  

表記 初級 自由選択 オンライン初級学習者のための日本語入力実践 1 集中 1.5 時間×10 回  
日本文化理解 自由選択 Studies on Japanese Culture ＊英語での開講 木 3(~4) 1.5 時間×15 回  

     ＊本表の基準で60時間以上を受講し、かつ、プログラムの修了要件を満たした場合、履修証明を発行する。 

＊新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては開講形態や日時、授業内容が変更される場合がある。 

 

【時間割】 
１限：8：30-10：00   ４限：14：30-16：00 
２限：10：20-11：50   ５限：16：20-17：50 
３限：12：40-14：10     ６限：18：00-19：30 
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