
（様式 3/Form 3） 2023/＿＿/＿＿/ (yyyy/mm/dd)

 

◆受講者情報 / Applicant’s information

◆受講希望科目 / Class to apply 　　✓を入れてください。/ Place a check mark. 

◆提出先/Submit to： kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp

国際連携課学生交流チーム/Student Exchange Team, International relations Support Department,

◆提出締切:3月29日（水）/Deadline:3/29 Wed

◆教室/Class room

Language Skills

愛大ミューズ 2 階、学習支援室 1　#202（城北キャンパス）

Gakushu Shien Shitsu 1 #202, 2nd floor of Aidai Muse at Johoku Campus

Life Skills

愛大ミューズ 2 階、学習支援室 1　#202（城北キャンパス）

Gakushu Shien Shitsu 1 #202, 2nd floor of Aidai Muse at Johoku Campus

申込書を提出後、ガイダンス、配布資料及びテキストをダウンロードするリンクを送ります。

After you submit the application form by E-mail to us, we will send you a link  to download a guidance,

handout and textbook for the class. 

2023年前学期　愛媛大学国際教育支援センター開講　サバイバルコース受講申込書
Application form for the International Education 2023 First Semester Survival Course

　8:30-10:00 Mon-Fri
  10:20-11:50 Mon-Fri

国籍　Nationality

授業科目名 / Course name

Language Skills

時間/Time and Date

12:40-14:10 Tue

学部/研究科　Faculty/Graduate school

学科/専攻　Department/Major

クラスでの呼び名 Name you want to use

受講生氏名　Name

Life Skills



◆授業期間 / Term

～

◆日程 / Schedule

4月14日（金）

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。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。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。

4月3日（月）

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. 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.

サバイバルコースについて
Survival Course

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

4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日

8:30-10:00、
10:20-11:50

12:40-14:10

4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日

8:30-10:00、
10:20-11:50

12:40-14:10

④②

Language Skills

⑨

Language Skills

②

①

① ③

Life Skills

Life Skills

⑤ ⑥ ⑦ ⑧


