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For students who wish to learn Japanese language in their home country 

NU Special Online Program for Japanese Language Learners Spring 2023 

Details of the Special Online Program for Japanese Language Learners for Spring 2023 will 
be announced to coordinators of NU’s partners within November of 2022. 

Tuition fees will be waived under an applicable student exchange agreement in this program. 
For this arrangement to be possible, NU will accept nomination from its partners up to a 
maximum number of places stipulated in the agreement including the number of students 
nominated for the “Program for Exchange Students at International Education Center at NU 
(In-person).” Please note that partners who have already nominated the maximum number of 
nominees for the in-person Program for Exchange Students are not eligible to nominate 
students for this online program. 

◆Eligibility 

Students who meet all of the following conditions are eligible to apply. 
(1) The applicant is currently enrolled as a degree-seeking student in a university with which 

Niigata University has concluded a student exchange agreement (hereinafter referred to as 
“partner university”). (In light of the principle of student exchange, students who will be 
enrolled in, and pay tuition fees to, partner university during their intended study period 
are eligible. Students who will have graduated from partner universities by the end of the 
program at NU are not eligible.) 

(2) Students who have the appropriate level of Japanese language proficiency required in each 
subject shown below. 

(3) Students who have not participated in this program for two semesters (twice) in the past. 
(Students who have participated for only one semester are eligible.)  

◆Announcement of application details 
Application details will be announced NU’s partners within November of 2022. 

◆Application deadline 
January 31, 2023 (Tentative) 

◆Program period 
April 2023 to August 2023 *Coinciding with NU’s First (spring) Semester 
 ※Guidance materials will be sent by email in late March, 2023. 
 ※Make-up lessons may be scheduled during the month of August, 2023. 

◆Tuition fees 
Free of charge（However, students will have to pay for a textbook and shipping fee.） 

◆Summary of subjects available (Tentative) 
Please check for JLPT levels:  https://www.jlpt.jp/e/about/levelsummary.html 

Subjects’ 

Nickname 
Content 

Required Level of 

Proficiency   

(Textbook level) 

# of lessons per 

week（90-min. 

lesson）, Total # 

of lessons 

Class 

Size (# of 

students) 

# of 

Credits 

Gold Practice 4 skills  

comprehensively 

(listening, 

reading, writing, 

speaking) 

Aiming to pass JLPT N1 

(N1-level textbook) 

3 /week 

45 lessons 
30 3 

Silver 
Aiming to pass JLPT N2 

(N2-level textbook) 

3 /week 

45 lessons 
30 3 

Green 
Already acquired an 

ability to pass JLPT N4 

3 /week 

45 lessons 
30 3 

Blue Introductory level 
Complete beginner, has 

never learned Japanese 

3 /week 

45 lessons 
20 3 

https://www.jlpt.jp/e/about/levelsummary.html
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◆Timetable (Tentative) ※Japan Standard Time is used for the following schedule.  

Classes are held three times a week on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Students must 
attend all scheduled class sessions. Each class session is 90-minutes long. 
 
Spring Semester (April 2023 to August 2023) 

Gold Silver Green Blue 
Mon 14:40-16:10 

Wed 14:40-16:10 

Fri  14:40-16:10 

Mon 12:55-14:25 

Wed 12:55-14:25 

Fri  12:55-14:25 

Mon 14:40-16:10 

Wed 14:40-16:10 

Fri  14:40-16:10 

Mon 14:40-16:10 

Wed 14:40-16:10 

Fri  14:40-16:10 

◆How to conduct lessons, textbooks 

 All lessons will be conducted online using Microsoft Teams. It is essential to have a 
stable internet access, and a PC/laptop/tablet with a camera and a standard audio function 
to allow for speaking and listening practice.  

 All lessons will be synchronous and interactive. Students should be aware of the time 
difference with Japan. 

 No videos or on-demand study resources will be available online. 
 A textbook will be arranged for each course. Instruction for ordering a textbook will be 

sent after the start of courses. Please follow the instruction and buy a textbook. 

◆Contact 

International Student Section, Niigata University International Office 
Email: intl@adm.niigata-u.ac.jp 
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自国で日本語を学びたい学生のための 

2023年度春期新潟大学オンライン特別日本語プログラム 

 

2023年度春期「新潟大学オンライン特別日本語プログラム」の詳細については，2022年 11月中

を目途に協定校担当者あてに通知します。 

 

学生交換協定に基づき，授業料が不徴収となります。そのために，「2023 年度春期新潟大学国際

センター交換留学プログラム（渡日型）」参加学生数も含めて，定員枠内での人数の推薦を受け付

けます。渡日型プログラムへの推薦人数が定員の上限である場合には，本プログラムへの推薦は

受け付けられませんのでご注意ください。 

●対象となる学生 

以下の条件を全て満たす学生を対象とします。 

(1) 新潟大学と学生交流協定を締結している海外の大学（以下，「協定校」という。）の学部・

大学院に在籍している正規学生（学生交流協定の原則に照らし，留学期間中は協定校へ

在学し授業料を納める学生が対象です。また，学習期間が終了する段階で，自国の大学

を卒業している者は対象としません。） 

(2) 各日本語学習科目で条件としている日本語力を有していること 

(3) 過去に，本プログラムに２学期間（２回）参加したことがないこと。（１学期間（１回）

のみ参加したことがある場合は対象となります。） 

●募集通知時期 

2022年 11月中を目途に協定校担当者あてに通知します。 

●出願締切 

2023年 1月 31日（予定） 

●プログラムの実施期間 

2023年 4月～2023年 8月（新潟大学の第 1学期と同じ） 

 ※2023年 3月下旬頃に履修案内をメールで送付予定です。 

※授業実施期間終了後も補講期間があるため 2023年 8月中に補講を行う可能性があります。 

●費用 

無料（ただし，教材費と送料が別途必要となります。） 

●プログラムの各科目の概要（予定） 

次のページで JLPT のレベルを確認してください。  

https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html 

科目名 内容 
受講条件 

求められる日本語レベル 

授業回数（週） 

（90 分授業） 

合計回数 

定員 
付与される 

単位数 

ゴールド 
日本語の 4技

能を総合的

に学習する 

（読解・聴

解・作文・発

話） 

N1 を目指すレベル 

(N1 レベルの教材を使用) 

週 3 回 

計 約 45 回 
30 人 3 単位 

シルバー 
N2 を目指すレベル 

(N2 レベルの教材を使用) 

週 3 回 

計 約 45 回 
30 人 3 単位 

グリーン N4 に合格できるレベル 
週 3 回 

計 約 45 回 
30 人 3 単位 

ブルー 入門レベル 
日本語の学習歴なし，初

修者 

週 3 回 

計 約 45 回 
20 人 3 単位 

https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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●時間割（予定） ※全て日本標準時（Japan Standard Time） 

月曜日，水曜日，金曜日の週３回行います。毎回出席してください。各授業は 90 分です。 

 

2023年度春期（2023年 4月～2023年 8月） 

ゴールド シルバー グリーン ブルー 

月曜 14:40-16:10 

水曜 14:40-16:10 

金曜 14:40-16:10 

月曜 12:55-14:25 

水曜 12:55-14:25 

金曜 12:55-14:25 

月曜 14:40-16:10 

水曜 14:40-16:10 

金曜 14:40-16:10 

月曜 14:40-16:10 

水曜 14:40-16:10 

金曜 14:40-16:10 

 

●講義の方法・教材 

 講義は全て Microsoft Teams を使用してオンラインにより行います。安定したネット環境と，

授業で行う聴解・発話練習などのために，基本のオーディオ機能が付属した PC /ノートパソ

コン/タブレットがあることが条件となります。 

 ライブ(双方向)で行いますので，日本との時差に注意してください。 

 オンデマンドでのビデオ配信等は行いません。 

 教材は，新潟大学指定教材を用います。授業開始後に案内しますので，新潟大学の指示に従

って注文し，購入してください。 

 

●問い合わせ先 

新潟大学学務部留学交流推進課留学生係 

Email: intl@adm.niigata-u.ac.jp 

mailto:intl@adm.niigata-u.ac.jp

