
DEEp-Bridge Graduates (DBG)
 No requirement for taking courses
 Japanese Language Program at Kawauchi (JLPK) is non-credit courses
 General Education courses are NOT available for Special Research Students.  

(You CANNOT take Japanese Language Program as General Education courses.)

授業の聴講(履修）を希望する場合、はじめに指導教員に相談してください。
Please consult with your academic advisor first if you want to take regular courses.

履修要件はありません。
日本語教育プログラム(JLPK) は単位がでません。
特別研究学生による全学教育科目の履修は不可です。

(日本語教育プログラムを全学教育科目として履修することはできません。）



日本語教育プログラム受講案内 JLPK guide
http://www.ihe.tohoku.ac.jp/
SJLE/JLPK/guide.pdf

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/
SJLE/JLPK/guide-e.pdf

Orientation and Registration Guidance for JLPK
April 11 (Thu.) 12:15 ~ 13:00 B104
April 15 (Mon.) 12:15 ~ 13:00 B103
※Please attend one of the sessions if you want to take JLPK.

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/guide.pdf
http://www.ihe.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/guide-e.pdf


日本語教育プログラム 受講証
Certificate of ability in Japanese

「仮」がついたレベルをもらった学生は、そ
のレベルを履修するか、その下のレベルを

履修するかを選んでください。２つのレベル
を混ぜて履修することはできません。

If your level is marked “Tentative”, you must 
register for classes either in your tentative 
level or one level below. You cannot register  
for classes both at your tentative level and 
one level below at the same time.



② 専門科目 Specialized Courses

Registration form 
from your graduate school

各研究科の用紙

所属研究科の教務係
で用紙をもらう。
Receive forms at the 
academic affairs 
section (Kyomu-
kakari) of your 
graduate school

教務係へ提出
Submit to Academic Affairs 
section (Kyomu-Kakari)

履修登録の締切日は、所属研究科によって違います。
各自確認してください。
 Each graduate school has different deadline. Please follow the instruction from

your own graduate school.

秋学期 Fall 10月中旬/Mid of October
春学期 Spring 4月中旬/Mid of April

履修登録/ Enrolment



① 日本語教育プログラム
Japanese Language Program at 
Kawauchi

http://www.jlpk.ihe.tohoku.ac.jp/

教室内での教科書のコピー（紙およびネットか
らダウンロードしたもの）の使用は禁止します。

不正コピーの使用は日本国内では法律で禁じ
られています。不正コピーを用いての授業の
履修は認めません。

We do NOT allow;
- Using of any copied textbook (including 

electronic copy in PDF or any other analogous 
format available on internet or elsewhere) in 
classroom, because it is illegal in Japan to do so.

- Enrolling in class using an illegal (paper or 
electronic) copy of any text book.

http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/syllabi/
http://www.jlpk.ihe.tohoku.ac.jp/


シラバス Syllabi

② 専門科目 Specialized Courses

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/education/01/education0103/


研究レポートの提出
Submit a research report

Deadline:  At the end of participation in Program
(Before leaving)

締切： プログラム終了時 （帰国前）

Format:      Consult with your academic advisor
様式： 指導教員に確認



問い合わせ先/ Inquiries
 手続きのこと、奨学金のこと、寮のことなど
 Documents, JASSO scholarship, dormitory etc.
→留学生課 Student exchange division: studyab@grp.tohoku.ac.jp

 日本語の授業のことなど
 Japanese classes etc.
→副島先生 Prof. SOEJIMA Kensaku: kensaku.soejima.b7@tohoku.ac.jp
 専門科目のこと、研究のこと、チューターのことなど
 Specialized subjects, research, tutor etc.
→受け入れ教員/ advisor of your faculty

 上記以外のDEEp-Bridgeに関すること、最終発表会についてなど
 Other than above questions for DEEp-Bridge and Final Presentation
→渡部先生Advisor for DBG

Assoc. Prof. WATANABE Rumi: rumi.watanabe.c5@tohoku.ac.jp
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