
外国人留学生等特別課程（日本語）                      ２０１６年９月 

受講希望者へのお知らせ 

 

○ 2016年度前期からの継続受講を希望するみなさんへ： 

 今学期の成績とともに来学期の受講証を送付しました。２０１６年度後期のあなたの日本語レベルは受講証のとおりです。同封

の説明に従って受講してください（成績等を受け取っていない場合は下記プレイスメントテスト会場の受付で問い合わせてくださ

い）。   

 

○ ２０１６年 秋 新規に受講を希望する日本語初心者のみなさん と 日本語能力試験 Ｎ１に合格しているみなさんへ 

（プレイスメントテストを受験する必要はありません） 

  オンライン申請フォームに URL： http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/ からアクセスし、「2016 秋季 外国人留学生

特別課程（日本語） 受講申込み」に申請者情報を登録してください。Ｎ１保持者は最終項目に日本語能力認定書を添付するこ

と。後日送られてくる受講証を受け取り授業に出席してください。詳しい手続きについては受講案内を参照すること。 

※10月21日まで申し込みを受け付けますが、手続きは早めに行うこと。 

 

○ ２０１６年 秋 新規に受講を希望するプレイスメントテスト受験希望者のみなさんへ： 

   オンライン申請フォームに、  URL： http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/ からアクセスしてください。 

「2016秋季 外国人留学生特別課程（日本語） 受講申込み」に申請者情報を登録し、自動返信された登録完了メールを印刷し

て受験会場の受付に提出してください。 

※各プレイスメントテスト受験日に合わせて設定された申込締切日までに登録を済ませること。当日、登録完了メールの印刷を

忘れた場合は、受験できませんので注意してください。（プレイスメントテストは1セメスターにつき１回しか受けられません。） 

◎受験当日は、９時３０分に集合。 

第 １ 回 １０ 月 ５ 日 （水） １０：００ 〜 １２：００ 川内北キャンパス Ｍ１０４ 教室 （申込締切日 ９月２７日） 

第 ２ 回 １０ 月 １１日 （火） １０：００ 〜 １２：００ 川内北キャンパス Ｍ１０４ 教室 （申込締切日 １０月 ５日） 

第 ３ 回 １０ 月 １７日 （月） １０：００ 〜 １２：００ 川内北キャンパス Ｍ１０４ 教室 （申込締切日 １０月１２日） 

 

○ オンライン申請フォーム  

ＵＲＬ：http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/ 

                         

○ 『受講案内』は、９月23日（金）以降、各部局の教務係[総務係]で受け取ってください。なお、９月23日（金）以降には、 

『受講案内』の内容を以下のサイトで見ることができます。 

                    ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈｅ.ｔｏｈｏｋｕ.ａｃ.ｊｐ/ＳＪＬＥ/ＪＬＰＫ/ 

 

東北大学 高度教養教育・学生支援機構  
                                        

Important Information on                September 2016 

Japanese Language Program Enrollment 

 

○ For those who took JLP classes in Spring 2016.  
 We sent each of you your grades in Spring 2016 and a certificate for Fall 2016. The enclosed certificate indicates the level 
of Japanese classes that you can take in Fall 2016. You have to take classes according to the enclosed explanation (In case 
you have not received your grades, ask at the reception desk of the Placement test session).  
 
○ For those taking JLP classes for the first time in Fall 2016 who have beginner-level Japanese proficiency or have 

passed the N1 JLPT 
(No placement test needed.) 
From the online application form:  URL： http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/  
Register online for the "2016 Fall Japanese Language Program at Kawauchi Registration Form. (those who passed the 
N1 JLPT, please attach N1 certificate to the last item of the online application form). You will be issued the JLP 
certificate and you can take the JLP classes. See the JLP guide about the detailed procedure. 

※The deadline is October 21,but please register it as soon as possible. 
 
○ For those taking JLP classes for the first time in Fall 2016 who wish to take the placement test 

From the online application form:  URL：http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/  
Register online for the "2016 Fall Japanese Language Program at Kawauchi Registration Form." You will receive an 
automatic response by e-mail confirming that your registration is complete. Please print it out and bring it to the reception 
desk at the test venue.  

※Please register by the deadline of each placement test application. 
Caution: if you forget to print out and bring the registration confirmation email, you will not be able to take the test. (You 
can take the placement test ONLY ONCE per 1 semester.) 

◎On the day of the test, please be at the venue and check in at the reception desk at 9:30. 
1. October 5 (Wed.) 10:00-12:00  Kawauchi Kita Campus M104 （The deadline of application is September 27） 
2. October 11 (Tue.) 10:00-12:00  Kawauchi Kita Campus M104  （The deadline of application is October 5） 
3. October 17 (Mon.) 10:00-12:00  Kawauchi Kita Campus M104 （The deadline of application is October 12） 

 
○ the online application form 

URL：http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/jlpk1610/ 
 
○ The JLP guide will be available at Kyomu Gakari or Soumu Gakari of each department after September 23 and it will 

also be available for download at the web site below around the same time.     

http://www.he.tohoku.ac.jp/SJLE/JLPK/index-e.html 

Institute for Excellence in Higher Education 

Tohoku University 


