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●日本研究プログラム（4 月開講／9 月開講）
このコースは、交換留学生のための日本研究総合プログラムです。日本語能力試験 N1～N3 程度の日本語能力
を持つ方を対象に、毎年 4 月と 9 月にスタートします。実践的な授業内容と少人数のクラス編成で、日本語力
向上と日本文化理解を目指します。留学期間が、1 セメスターまたは 2 セメスターのどちらかを選べます。

次の開講時期

2019 年 9 月

開講期間

①1 セメスター

必要な日本語レベル

日本語能力試験 N1～N3

授業概要

1. 来学時に実施する日本語プレイスメントテストの成績に応じて、自分の日本

②2 セメスター

語力に合った授業を週 7 コマ以上履修します。それぞれの授業は 1 セメスター15
回で完結し、単位*も取得できます。
*単位認定については、所属大学の担当者に確認してください。
2. 最初のセメスターは基本的にこのプログラムを受講しますが、2 セメスター目
からは一般の授業を履修できます。*来学の時点ですでに一定の日本語レベルに達している方
は、最初のセメスターから学部生向け一般の授業を履修することも可能です。

課外活動

開講科目名

週末の課外研修や茶道・華道体験など、留学生用の課外活動も用意されています。

単位数

講義回数

授業時間

授業期間

日本語科目
日本語会話

1 単位

日本語聴解

1 単位

日本語口頭発表

1 単位

日本語文章表現 / +上級

1 単位 / 1 単位

15 回

日本語読解 / +上級

1 単位 / 1 単位

（1 セメスター）

日本文化

1 単位

日本社会

1 単位

漢字と語彙

1 単位
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90 分（1 コマ）

9 月～翌 2 月
4 月～8 月

●Japan Study Program (April~ / September~)
The Japan Study Program is for exchange students. This program is designed for those who have attained
levels N1 to N3 of the JLPT, and starts from April and September every year. It aims to provide students with an
understanding of Japanese culture, and improve their Japanese language skills by practical lessons and small
classes. Students can choose either one or two-semester program.

Next Period

September 2019

Duration

①One semester ②Two semesters

Language Level

Requirement of level N1~N3 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

About Classes

1. According to the result of a placement test, students will be enrolled in seven or
more 90-minute classes per week. Each class has 15 lessons in one semester.
These are acceptable as transferable* credits.
*As for the credits, consult your advisor at your home university.

2. All students will mainly take classes in the subjects of the Japan Study Program
for the first semester, with the possibility of taking classes in the regular curriculum
during the second semester. *Students who have attained sufficient Japanese language
proficiency at the beginning of the program can take regular curriculum classes from the first semester.

Activities

Various extracurricular activities and excursions on weekends will be arranged.

Course Name

Credits

Number of classes

Length of class

Duration of class

Japanese
Japanese Conversation

1 credit

Japanese Listening

1 credit

Japanese Presentation

1 credit

Japanese Writing /+Advanced

1 credit / 1 credit
15 times / semester

Japanese Reading /+Advanced

1 credit / 1 credit

Japanese Culture

1 credit

Japanese Society

1 credit

Kanji and Vocabulary

1 credit
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90 min / class

Sept ~ Feb
Apr ~ Aug

●経済学＆日本語プログラム（9 月開講）
このコースは、経済学と日本語を学んでいる交換留学生を対象とした 1 セメスターのプログラムです。毎年 9
月にスタートします。経済学をテーマとする授業は少人数のゼミ形式で行われ（主言語は英語）
、Seminar の
授業を日本人学生と一緒に受講します。専門の授業科目の他に、実践的な日本語力を向上するための授業も充
実しています。

次の開講時期

2019 年 9 月

開講期間

1 セメスター

必要な語学レベル

・英語（経済学に関する授業が理解できるレベル）
・日本語能力試験 N3 以上

授業概要

1. 経済学部で開講されている専門科目（Seminar）を 3 コマ、そして留学生対象
の日本語科目を週 2 コマ以上履修します。それぞれの授業は 1 セメスター15 回で
完結し、単位*も取得できます。*単位認定については、所属大学の担当者に確認してください。
2. 専門科目（Seminar）の主言語は英語ですが、日本人学生と一緒に学びます。

課外活動

開講科目名

週末の課外研修や茶道・華道体験など、留学生用の課外活動も用意されています。

単位数

講義回数

授業時間

授業期間

経済専門科目
Seminar A

2 単位

Seminar B

2 単位

Seminar C

2 単位

15 回
（1 セメスター）

90 分（1 コマ）

日本語科目
日本語会話

1 単位

日本語聴解

1 単位

日本語口頭発表

1 単位

9 月～翌 2 月

日本語文章表現 / +上級

1 単位 / 1 単位

15 回

日本語読解 / +上級

1 単位 / 1 単位

（1 セメスター）

日本文化

1 単位

日本社会

1 単位

漢字と語彙

1 単位
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90 分（1 コマ）

●Economics & Japanese Program (September~)
The Economics & Japanese Program is designed for exchange students who major in economics and study
Japanese. The duration is one semester and starts from September every year. Classes with the theme of
economics are conducted in small seminar format (mainly in English) and classes will be taken with the
Japanese students. Besides specialized courses (Seminar), classes are also available to improve practical
Japanese skills.

Next Period

September 2019

Duration

One semester

Language Level

・Must be able to understand classes conducted in English.
・Requirement to have above N3 of Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

About Classes

1. Students enroll in three classes offered by the Faculty of Economics and two
elective subjects in Japanese. Each class has 15 lessons in one semester and are
acceptable as transferable* credits. *For credits, consult your advisor at your home university.
2. Specialized subjects (Seminar) are conducted in English.

Activities

Various extracurricular activities and excursions on weekends will be arranged.

Course Name

Credits

Number of classes

Length of class

15 times / semester

90 min / class

Duration of class

Economics
Seminar A

2 credits

Seminar B

2 credits

Seminar C

2 credits
Japanese

Japanese Conversation

1 credit

Japanese Listening

1 credit

Japanese Presentation

1 credit

Japanese Writing /+Advanced

1 credit / 1 credit

Japanese Reading /+Advanced

1 credit / 1 credit

Japanese Culture

1 credit

Japanese Society

1 credit

Kanji and Vocabulary

1 credit

Sep ~ Feb

15 times / semester
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90 min / class

仙台での生活

LIFE IN SENDAI

仙台について
仙台市は「杜の都」と呼ばれるほど自然に恵まれた美しい都市で、東北地方
の経済や文化の中心地です。首都東京からは 350 キロ北方の太平洋側に位置
しており、交通の便も良く新幹線で 1 時間半ほどです。仙台市は東北地方の
都市としては年中過ごしやすい気候です。また、市民参加型のイベントが多
くあり、有名な七夕祭りを始め、仙台・青葉まつり、ジャズフェスティバル、
光のページェントなど年間を通して市民を楽しませています。

About Sendai
The beautiful city of Sendai is known as “Mori no Miyako (the City of
Trees)”. It is the economic and cultural capital of North-Eastern Japan,
lying near the Pacific Ocean about 350km (215 miles) north of Tokyo.
Getting to Sendai from Tokyo takes only 90 minutes by bullet train.
What’s more, Sendai entertains its citizens throughout the year by
hosting many local events such as the famous Tanabata Festival, the
Jazz Festival, and the Light Pageant.
.

東北学院大学について
東北学院大学は 1886 年に設立された総合大学です。仙台市内に 2 つ、多賀城
市に 1 つの合計 3 つのキャンパスを有しており、東北地方最大の私立大学で
す。学生数は 3 キャンパス合わせて約 12,000 人です。世界中に 20 以上の提
携校を持ち、活発な国際交流を進めています。

About Tohoku Gakuin University
Tohoku Gakuin University was founded in 1886. There are three
campuses (two in Sendai city and one in Tagajo City) and is the biggest
private university in northern Japan. The number of students is about
12,000. We have more than 20 partner institutions around the world and
are promoting international exchange actively.
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宿舎

Accommodation
家賃

アパート

Rent

Apartment

(Monthly)

ドミール泉中央
Domeal Izumi

￥47,000/月

追加自己負担

インターネット

Extra Expenses

電気代 Electricity
寝具

Chuo

Bedding

Internet (Monthly)

有線インターネット
Wired Internet

￥2,268/月

泉中央駅まで
Izumi Chuo
Station

泉キャンパスまで
Izumi Campus
徒歩 30-40 分

徒歩 8 分

30-40min. Walk

8min Walk

バス利用 15 分
15min by Bus

徒歩 30-40 分
セントヒルズ仙台

￥34,700/月

St. Hills Sendai

電気代 Electricity
寝具

Bedding

個人契約

30-40min Walk

徒歩 10-15 分

Personal Contract

バス利用 15 分

10-15min Walk

15min by Bus

ドミール泉中央

課外活動

セントヒルズ仙台

Domeal Izumi Chuo

Activities
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St. Hills Sendai

応募要項
（日本研究プログラム／経済学＆日本語プログラム）

申請方法
申請期間

申請書類の送付は各大学の担当部署からとなります。
STEP 1
まずメールで申請：2019 年 1 月 11 日～2 月 28 日
「交換留学応募者リスト」を以下のメールアドレスへメール送付で送信
Email: ico@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
STEP 2
必要書類を郵送：2019 年 2 月 1 日～3 月 6 日
申請に必要な書類すべてを以下の住所へ郵送
〒981-3193

仙台市泉区天神沢 2-1-1

電話：+81-22-375-1243

申請書類

東北学院大学泉キャンパス国際交流課

FAX：+81-22-375-1210

1.

東北学院大学交換留学願書

2.

成績証明書（和文または英文）

3.

健康調査票

4.

予防接種に関する申告書

5.

在留資格認定証明書交付申請書（留学）

6.

パスポートコピー

7.

顔写真（3cm x 4cm）x 4 枚

8.

語学証明（日本語能力試験合格通知等）

9.

推薦状

10. 経費支弁書

受入人数

協定書に明記された人数*
*大学ごとの受入人数については国際交流課担当者へお問合わせください。

担当者

仲丸 寿美子／Sumiko NAKAMARU (Ms.)
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伊藤

百合／Yuri ITO (Ms.)

Application Requirements
(Japan Study Program / Economics & Japanese Program)
How to Apply
Application Period

The department in charge of each university sends the necessary documents.
STEP 1
By Email: January 11, 2019 ~ February 28, 2019
Submit “Nominated Student List” to the following address by Email attachment.
Email: ico@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
STEP 2
By Post: February 1, 2019 ~ March 6, 2019
Submit the required documents to apply to the following address.
International Affairs Izumi Campus Office
Tohoku Gakuin University
2-1-1, Tenjinzawa, Izumi-ku, Sendai 981-3193 JAPAN
Phone: +81-22-375-1243

Document to Submit

Fax: +81-22-375-1210

1.

Application for Admission to Tohoku Gakuin University

2.

Official Transcript of Scholastic Record

3.

Health Questionnaire

4.

Declaration Form of Immunization Record

5.

Application for Certificate of Eligibility

6.

Copy of Passport

7.

ID Photo 40mm x 30mm (width) x 4 sheets

8.

Copy of the Japanese Language Ability Certificate

9.

Letter of Recommendation

10. Affidavit of Financial Support

Acceptance number of

The number of applicants that was specified in the agreement*

People

*Please refer to the International Affairs office for the accepted number of applicants

Person in Charge

Sumiko NAKAMARU (Ms.)
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Yuri ITO (Ms.)
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