
教育プログラム（外国人留学生等特別課程）  受講希望者へのお知らせ       ２０２０年 ３月 

 

○ ２０１９年度後期からの継続受講を希望する JYPE, COLABS, IPLA, DEEp-Bridge 学部生のみなさんへ： 

 受講申請は不要です。特別課程番号と受講証がメールで届きますので、『受講案内』 ｐ. 3 の第２段階：履修クラス

登録に進んでください。 

 

○ ２０１９年度後期からの継続受講を希望する JYPE,COLABS, IPLA, DEEp-Bridge 学部生以外のみなさんへ： 

 今学期の成績と２０２０年前期の日本語レベルは学内ネットワークから教務システムにログインし、 

各自確認してください。 

https://jlpk.bureau.tohoku.ac.jp/student/login.php  (３月２５日〜) 

 

注意！継続受講を希望する場合でも、改めてオンラインで受講申請が必要です。

日本語教育プログラム（外国人留学生等 特別課程）の『受講案内』 pp.1〜2 を見て、「A」 の手続きをしてください。 

○ ２０２０年度前期に新規に日本語入門クラスの受講を希望するみなさんへ： 

１）JYPE/COLABS/IPLA/日本語研修コースの受講希望者 

    『受講案内』 pp.1〜2 を見て、「Ｃ−１」の手続きをしてください。  

プレースメントテストを受験する必要はありません 

   ２）上記プログラム以外の受講希望者 

    『受講案内』 pp.1〜2 を見て、東北大学在籍者は「B-１」、入学前の初心者は「Ｄ−１」の手続きをしてください。 

プレースメントテストを受験する必要はありませんが、オンラインで受講登録をしなければなりません。 

 

○ ２０２０年度前期に新規に受講を希望する日本語既習者のみなさんへ： 

１）JYPE/COLABS/IPLA/DEEp-Bridge 学部生/日本語研修コースの受講希望者 

    『受講案内』 pp.1〜2 を見て、「Ｃ−２」の手続きをしてください。  

プレースメントテストをウェブ上で個人受験する必要があります。 

   ２）上記プログラム以外の受講希望者 

     『受講案内』 pp.1〜2 を見て、東北大学在籍者は「B-２」、入学前の既習者は「Ｄ−２」の手続きをしてください。 

オンラインで受講登録をしてから、プレースメントテストをウェブ上で個人受験する必要があります。 

○  『受講案内』は、３月２５日（水）から所属部局の教務係か総務係で配布します。また、ウェブ上でも見られます。 
       http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/  
 
○ オリエンテーションと履修相談のスケジュールは下記のとおりです。履修のしかたや授業内容について質問や 

相談がある人は、下記のうちどれか１つに参加してください。 

 

第１回 ４月１７日（金） １０：５０〜１１：５０ 川内北キャンパス Ｂ１０１  

第２回 ４月２２日（水） １２：１５〜１３：００ 川内北キャンパス Ａ３０２ 

 

 
東北大学 高度教養教育・学生支援機構 
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   Important Information on Japanese Language Program Enrollment   March 2020 
 

○ JYPE, COLABS, IPLA, DEEp-Bridge U students who wish to continue on from Fall 2019: 
 You do not need to submit a class application. You will be issued a Japanese Language Program number 
and certificate by email. Proceed to Step 2: Class Registration on p. 3 of the "Guide to the Tohoku University 
Japanese Language Program at Kawauchi". 
 
○ For those other than JYPE, COLABS, IPLA or DEEp-Bridge U students who wish to continue on from 
Fall 2019: 

 Please log in to the academic affairs system from the on-campus network and check your spring 
semester 2018 grades and your new level for next semester. 

https://jlpk.bureau.tohoku.ac.jp/student/login.php （after March 25） 
      
Note! You should register online for Spring 2020even if you already registered for Fall 2019. 
      

Follow procedure “A” on pp.1-2 in the “Guide to the Tohoku University JLPK”. 
 
○ For those taking JLPK beginners classes for the first time in Spring 2020: 
   1) JYPE / COLABS / IPLA / Intensive Japanese Language Course students: 

No placement test is needed 
     Follow procedure “C-1” on pp.1-2 in the “Guide to the Tohoku University JLPK”. 
   2) Students / scholars who are not participating in the programs listed above: 
     Follow procedure “B-1” or “D-1” on pp.1-2 in the “Guide to the Tohoku University JLPK”. 

No placement test is needed, though you should register online for Spring 2020. 
 
○ For those who have previously studied Japanese and are taking JLPK classes for the first time  

in Spring 2020 
    1) JYPE / COLABS / IPLA / DEEp-Bridge Undergraduate / Intensive Japanese Language Course 

students: 
      Follow procedure “C-2” on pp.1-2 of the “Guide to the Tohoku University JLPK”.  

You need to take the online placement test individually 
    2) Students / scholars who are not participating in the programs listed above: 
      Follow procedure “B-2” or “D-2” on pp.1-2 of the “Guide to the Tohoku University JLPK”. 

You need to take the online placement test individually after you register online for Spring 2020 
 

○ The “Guide to the Tohoku University Japanese Language Program at Kawauchi” will be available  
at the Academic Affairs Section or General Affairs Section of each department, and will also be 
available for download on the web site below after March 25 (Wed.). 

    http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/index-e.html 
 
○ Orientation and Registration Guidance will be held as per the below schedule. If you have questions 

about registration, class content, etc., please attend one of the following sessions. 
 

1.  April 17 (Fri.) 10:50-11:50  Kawauchi Kita Campus B101  
2.  April 22(Wed.) 12:15-13:00  Kawauchi Kita Campus A302  
 

Institute for Excellence in Higher Education 
Tohoku University     

 

 

https://jlpk.bureau.tohoku.ac.jp/student/login.php
http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/index-e.html

