
DEEp-Bridge Undergraduates (DBU)
カリキュラム



DBUのカリキュラムの目的
レベル

4
自分の専門や関心のあるテーマについて、基本的なプレゼンテーションをすることが
できる。
To be able to give basic presentations on their own majors and related themes.

レベル
5

自分の専門や関心のあるテーマについて、筋道立ててプレゼンテーションすることが
できる。日本語で読んだ文献について、日本語でレポートを書いたり文献レビューを
したりすることができる。
To be able to give coherent presentations on their own majors and related themes 
and write reports and reviews in Japanese on documents they have read in Japanese.

レベル
6

専門分野の論文、専門書などの学術的な文章を理解したり、研究計画書を書いたり、
口頭発表をしたりするために必要なアカデミック・ジャパニーズが使えるようになる。
To be able to use academic Japanese necessary to read academic writing such as 
articles, specialized books, etc., write research plans, and give oral presentations.

レベル
7

春学期
のみ

論文、専門書など論理的な文章を批判的に読んだり、研究計画書や論文を書いたり、
専門のゼミ等で討論に参加したり、学術的な発表をしたりするために必要なアカデ
ミック・ジャパニーズの練習をする。発音指導にも力を入れる。
Students will acquire academic Japanese needed to critically read specialized 
academic texts, write research plans and research papers, participate in discussions at 
seminars, and make academic presentations. Special attention will be given to 
pronunciation.



①日本語教育
Japanese Language 
Program at Kawauchi

②全学教育
General education

③ 専門科目
Specialized Courses

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/deep-
bridge-undergraduate-curriculum/

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/deep-bridge-undergraduate-curriculum/


履修登録/ Enrolment

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

② 全学教育科目（国際共修ゼミ）
General education
International co-learning classes

③ 専門科目
Specialized Courses

CB○○○○○
Registration form 
from your faculty
各学部の用紙

受講カードは、受講案内の最
終ページにあります。
You can find 受講カード on the 
last page of enrolment guide.

授業担当教員
に第一回目の
授業でサイン
をもらう
Instructor’s 
signature

第一回目の授業で
科目担当教員へ提出
Submit to Class Instructor at 
the first class

所属学部の教務係で
用紙をもらう。
Receive forms at the 
academic affairs 
section (Kyomu-
kakari) of your faculty

各学部の教務係へ提出
Submit to academic affairs section



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

・各部局の教務係で紙媒体を受け取ってください。
Receive a printed copy at the academic affairs section of your department.
・日本語クラスの時間割、教室を確認してください。
Check the course schedule and class rooms for the JLPK courses.

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


① 日本語教育プログラム
Japanese Language Program at 
Kawauchi
http://www.he.tohoku.ac.jp/S
JLE/syllabi/

シラバス Syllabi

② 全学教育
General education
http://www2.he.toh
oku.ac.jp/zengaku/ze
ngaku_annai.html

http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/syllabi/
http://www2.he.tohoku.ac.jp/zengaku/zengaku_annai.html


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

シラバス Syllabi

③ 専門科目 Specialized Courses

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


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.



注意事項/ Important notice
 履修登録の前に、必ず担当教員から許可をもらってください。
 Please receive permission from the instructors before class 

registration.

 １学期3分の2以上のクラスに参加しなければ、成績は「D」に
なります。

 You will receive a "D" if you do not attend at least two-thirds of 
the total number of classes.

 履修登録の締切日は、所属学部・研究科によって違います。
各自確認してください。

 Each faculty has different deadline. Please follow the instruction
from your own faculty.
秋学期 Fall 10月中旬/Mid of October
春学期 Spring 4月中旬/Mid of April



 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.



JLPKオリエンテーション：履修相談
JLPK Orientation and Registration Guidance

030a 10/7（月） Monday, Oct. 7 12:10-12:50 @R115  
⇒中村 渉先生/ Assoc. Prof. NAKAMURA Wataru
wataru.nakamura.a8@tohoku.ac.jp

030b  10/8（火） Tuesday, Oct. 8 12:10-12:50 @R115
⇒林 雅子 先生/ Senior Assistant Prof. HAYASHI Masako 
masako@tohoku.ac.jp

 参加できない人は、担当教員に事前に連絡してください。

 If you cannot join the registration workshop, please let your Japanese advisor 
know in advance. 

 履修チェックシートを記入して持ってきてください。

 Bring completed check sheet for registration



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

 カリキュラムのこと、日本語の授業のことなど
Curriculum, Japanese classes etc.
→林先生、中村先生

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.
→各学部・研究科の受け入れ教員/ advisor of your faculty
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