
Nagoya University Short-Term Online Japanese Language Program  
Spring 2021 Schedule

Course Title:  

Period:

Time:  

Classroom:

Coordinator:  

Textbook:  

Objectives:

Grading:

Special Note:

Intermediate Japanese
Wednesday, February 10, 2021 〜 Wednesday, February 24, 2021

(Including 90 minutes by 16 classes for a total 24 hours)

8:45-10:15, 10:30-12:00, 13:15-14:45, 15:00-16:30,

Online (Broadcast over the Internet via Zoom or the like)

*Please be noted that you are required to handle Copyright Material properly
Myeongja HEO (Professor, International Language Center)  

Original TeachingMaterial

To be able to express what you have learned or experienced with your opinion using  

appropriate academic language.

Attendance in a minimum of two-thirds of classes is required.
Attendance(20％), Assignments in class(30％), Exam Final Presentation ( 50％)

At the final exam (Final presentation), you will give a presentation about your  

interests in Japan.

Program Schedule  *The details of the schedule are subjects to change without notice.

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7

8:45-10：15 Japanese 1
The appeals of Aichi

Prefecture
Japanese 3 Japanese 5

10:30-12:00 Japanese 2

Campus Life
Introduction

Exchange Session
with

NU Students

Japanese 4 Japanese 6

Lunch break Online Lunch (Option) Online Lunch (Option)

13:00-13:15  Lunch Meeting Lunch Meeting Lunch Meeting Lunch Meeting

13:15-14:45 Meeting

15:00-16:30
Opening Ceremony

Orientation

Day 8 Day 9 Day 10 Day 11・Day 12 Day 13 Day 14 Day 15

8:45-10：15 Japanese 7 Japanese 9 Japanese 11 Japanese 13
NUSTEP Special

Lecture
Japanese 15

10:30-12:00 Japanese 8 Japanese 10 Japanese 12 Japanese 14 Final Exam

Lunch break Online Lunch (Option) Online Lunch (Option) Farewell meeting

13:00-13:15  Lunch Meeting  Lunch Meeting Lunch Meeting Lunch Meeting Lunch Meeting

13:15-14:45
NUSTEP Special

Lecture

NU Information
Session

（Humanities)

NU Information
Session

（Sciences)

Meeting・
Questionnaire

15:00-16:30
Specialized Lecture

（Humanities or
Sciences)

Specialized Lecture
（Humanities or

Sciences)
Closing Party

Study of Japan ④
（Career in Japan）

Online Home Visit
or

Holiday

Study of Japan ③
（Rakugo  and

Japanese
Language）

Self Study

Holiday Event Holiday

Laboratory Online
Tour

/Specialized Lecture

Study of Japan ①
（Tradition and

Culture）

Study of Japan ②
（People in the
communities of

Japan）


 募集要項貼り付け　EN



								Day 1		Day 2		Day 3		Day 4		Day 5		Day 6		Day 7

						8:45-10：15				Japanese 1		The appeals of Aichi Prefecture		Holiday Event		Holiday		Japanese 3		Japanese 5

						10:30-12:00				Japanese 2		Campus Life Introduction
Exchange Session with
NU Students						Japanese 4		Japanese 6

						Lunch break						Online Lunch (Option)								Online Lunch (Option)

						13:00-13:15				 Lunch Meeting		Lunch Meeting						Lunch Meeting		Lunch Meeting

						13:15-14:45		Meeting		Laboratory Online Tour
/Specialized Lecture		Study of Japan ①
（Tradition and Culture）						Study of Japan ②
（People in the communities of Japan）		Study of Japan ④
（Career in Japan）

						15:00-16:30		Opening Ceremony
Orientation



								Day 8		Day 9		Day 10		Day 11・Day 12		Day 13		Day 14		Day 15

						8:45-10：15		Japanese 7		Japanese 9		Japanese 11		Online Home Visit
or
Holiday		Japanese 13		NUSTEP Special Lecture		Japanese 15

						10:30-12:00		Japanese 8		Japanese 10		Japanese 12				Japanese 14				Final Exam

						Lunch break				Online Lunch (Option)						Online Lunch (Option)				Farewell meeting

						13:00-13:15		 Lunch Meeting		 Lunch Meeting		Lunch Meeting				Lunch Meeting		Lunch Meeting

						13:15-14:45		NUSTEP Special Lecture		Study of Japan ③
（Rakugo and Japanese Language）		NU Information Session
（Humanities)				NU Information Session
（Sciences)		Self Study		Meeting・Questionnaire

						15:00-16:30						Specialized Lecture
（Humanities or Sciences)				Specialized Lecture
（Humanities or Sciences)				Closing Party







チラシ貼り付け用



								1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目

						8:45-10：15				日本語1
Japanese 1 ニホンゴ		愛知県の魅力
The appeals of Aichi Prefecture		イベント
Holiday Event		休日
Holiday ヤス HI		日本語3
Japanese 3 コクサ		日本語5
Japanese 5 コクサ

						10:30-12:00				日本語2
Japanese 2 ニホンゴ		大学生活の紹介
名古屋大学生との交流
Campus Life Introduction
Exchange Session with
NU Students ダイガク セイカツ SHOUKA						日本語4
Japanese 4 ニホn		日本語6
Japanese 6 ニホn

						昼休み
Lunch break HIR						オンラインランチ（自由参加）
Online Lunch (Option)								オンラインランチ（自由参加）
Online Lunch (Option)

						13:00-13:15				昼礼 Lunch Meeting CHU		昼礼 Lunch Meeting CHU						昼礼 Lunch Meeting CHU		昼礼 Lunch Meeting CHU

						13:15-14:45		ミーティング
Meeting		ラボ見学/専門講義
Laboratory Online Tour
/Specialized Lecture SENNMON		日本研究①
（伝統と文化）
Study of Japan ①
（Tradition and Culture）						日本研究②
（多様な日本社会を知ろう）
Study of Japan ②
（People in the communities of Japan） タヨウ ニホン シャカイ シ		日本研究④
（日本で働く）
Study of Japan ④
（Career in Japan）

						15:00-16:30		開校式
Opening Ceremony
オリエンテーション
Orientation （



								8日目 NICHIM		9日目 NICHIM		10日目 NICHIM		11日目・12日目 NICHIM NICH ME		13日目 NICHIM		14日目 NICHIM		15日目 NICHIM

						8:45-10：15		日本語7
Japanese 7 ③		日本語9
Japanese 9 ③		日本語11
Japanese 11		オンライン
ホームビジット
または
休日
Online Home Visit
or
Holiday KYUUJIT		日本語13
Japanese 13		NUSTEP 特別講義
NUSTEP Special Lecture TOKUBET		日本語15
Japanese 15

						10:30-12:00		日本語8
Japanese 8 ニホンゴ		日本語10
Japanese 10 ニホンゴ		日本語12
Japanese 12				日本語14
Japanese 14				修了試験
Final Exam SHUURYOUSHIKE

						昼休み
Lunch break HIR				オンラインランチ（自由参加）
Online Lunch (Option)						オンラインランチ（自由参加）
Online Lunch (Option)				歓送会 Farewell meeting

						13:00-13:15		昼礼 Lunch Meeting CHU		昼礼 Lunch Meeting CHU		昼礼 Lunch Meeting CHU				昼礼 Lunch Meeting CHU		昼礼 Lunch Meeting CHU

						13:15-14:45		NUSTEP 特別講義
NUSTEP Special Lecture TOKUBET		日本研究③
（落語と日本語）
Study of Japan ③
（Rakugo and Japanese Language） ケn ニホンゴ		進学説明会 (文系)
NU Information Session
（Humanities) シンガク セツメイカイ BUNNKE				進学説明会 (理系)
NU Information Session
（Sciences) シンガク セツメイカイ リケイ		自主学習
Self Study ジシュ ガクシュウ		連絡・アンケート
Meeting・Questionnaire レンラク

						15:00-16:30						専門講義（文系 or 理系）Specialized Lecture
（Humanities or Sciences) センモン コウギ ブンケイ リケイ				専門講義（文系 or 理系）Specialized Lecture
（Humanities or Sciences) センモン コウギ ブンケイ リケイ				修了式
Closing Party







新Revice

				短期日本語プログラム　2021春季オンライン：スケジュール
実施機関：2021年2月10日〜2月24日（15日間） ニチ カン



				第1週 ダイイッsy		2月10日（水） ツk スイ						2月11日（木） ツk モク				2月12日（金）＊春節				2月13日（土） ツk ド				2月14日（日） ツk ニチ				2月15日（月）				2月16日（火） カ

						時間 ジカn		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント

						8:45-10：15						日本語1
（国際棟207・301） ニホンゴ				キャンパスツアー
名大生との交流
名大生の1日紹介など ホカ				イベント

（郡上踊り）

（名大卒留学生との交流）

（サークル体験）
				休み ヤス				日本語3
（国際棟207・301) コクサ				日本語5
（国際棟207・301） コクサ

						10:30-12:00						日本語2
（国際棟207・301） ニホンゴ				愛知県の魅力
政策企画局アピール												日本語4
（国際棟207・301） ニホn センモン コウギ				日本語6
修了試験？
（国際棟207・301） ニホn

						12:00-13:00										交流ランチ会
（自由参加）
 コウリュウ カイ																交流ランチ会
（自由参加）
 コウリュウ カイ

						13:00-13:15		連絡 レンラク				連絡 レンラク				連絡 レンラク												連絡 レンラク				連絡 レンラク

						13:15-14:45		Zoom接続
顔合わせ確認 セツゾク カオ ア カクニン				減災館 ゲンサイカン				日本研究　or 専門講義
日（本研究①伝統と文化）
着付け・着物 ニホn センモン コウギ キツ キモノ												日本研究
③多様な日本社会を知ろう
井上先生				日本研究④
日本で働く
スネート先生

						15:00-16:30		開校式
オリエンテーション （

						16:30以降 イコ

						18:00以降 イコウ		名大生とご飯を食べよう
（自由参加） メイダイセイ ハン タ ジユウ サンカ				名大生とご飯を食べよう
（自由参加） メイダイセイ ハン タ ジユウ サンカ																				名大生とご飯を食べよう
（自由参加） メイダイセイ ハン タ ジユウ サンカ

				特記事項				10:30〜10:45: 開講式
10:45〜12:00: オリエンテーション
12:00〜13:15: 歓迎会
13:30〜15:15: クラス分けテスト
15:30〜　　　 : キャンパスツアー
 カラノ				着物：加藤かつ子先生　（NPO法人ひとつなぎ駒）				名大生との交流
快踊乱舞（よさこいサークル）												講師（専門講義/ラボ見学）
13:30〜14:45: 防災講義
15:00〜16:00: 減災館の見学

蛭川助教（減災センター） k ヒルカワ ジョキョウ ゲンサイ



				第2週 ダイイッsy		2月17日（水） スイ						2月18日（木） モク				2月19日（金） キン				2月20日（土） ド				2月21日（日） ニチ				2月22日（月） ゲツ				2月23日（火） カ				2月24日（水） スイ

						時間 ジカn		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント		内容 ナイヨ		担当 タント

						8:45-10：15		日本語7
（国際棟207・301) ③				日本語9
（国際棟207・301) ③				日本語11
（国際棟207・301)				オンライン
ホームビジット

20日　or 21日 ニチ ニチ				オンライン
ホームビジット

20日　or 21日				日本語13
（国際棟207・301)				
※人文研究科長の
特別講義②

自主学習
（発表準備）
				日本語15
（CALEフォーラム)

						10:30-12:00		日本語8
（国際棟207・301) ニホンゴ				日本語10
（国際棟207・301) ニホンゴ				日本語12
（国際棟207・301)												日本語14
（国際棟207・301)								日本語16
（CALEフォーラム） （

						12:00-13:00						交流ランチ会
（自由参加）
 コウリュウ カイ																交流ランチ会
（自由参加）
 コウリュウ カイ								交流ランチ会？
 コウリュウ カイ

						13:00-13:15		連絡 レンラク				連絡 レンラク				連絡 レンラク												連絡 レンラク

						13:15-14:45		 特別講義①
全員
石田先生 トクベツ コウギ ゼンイン イシダ センセイ				日本研究
日本語研究②落語と日本語
宗林先生 ニホンゴ				進学説明会
ウエイ先生(文系) シンガク セツメイカイ センセイ ブンケイ												進学説明会
曾先生(理系) シンガク セツメイカイ ソ センセイ リケイ								連絡/アンケート レンラク

						15:00-16:30										専門講義②
（文系　グリブ先生
/理系 西山先生）
 センモン コウギ ブンケイ センセイ リケイ ニシヤマ センセイ												専門講義③
（文系　安井先生
/理系　西山先生）
 ニシヤマ センセイ								修了式
（自由参加）
 ジユウ サンカ

						16:30以降 イコ

						18:00以降 イコウ						名大生とご飯を食べよう
（自由参加） メイダイセイ ハン タ ジユウ サンカ																名大生とご飯を食べよう
（自由参加） メイダイセイ ハン タ ジユウ サンカ

				特記事項												講師
文系：グリブ先生
理系：西山先生

 コウs センセイ												講師
文系：安井先生
理系：西山先生

 コウs ヤスイ センセイ				自主学習 ：
TAがサポート
 ：				修了式・歓送会：１２：30〜13:40

アンケート・退去オリエンテーション：14:00〜１５：00
 シュウリョウシキ。

								◇専門講義、日本研究　　進学説明会 センモンコウギ ニホン ケンキュウ シンガク セツメイ カイ								◇イベント、交流関連　案 コウリュウ カンレン

								（）内は昨年案参考
日本研究①　（伝統と文化）　着物、着付け　
日本研語究②　落語　宗林先生
日本研究③(日本人と社会）　井上里鶴先生
日本研究④　（日本で働く）スネート先生

特別講義①　　石田先生（全員）
特別講義②　　齊藤先生？（全員）

専門講義①　理系　西山先生　（2日に渡って2コマ、15時以降希望）
　　　　　　　　西山先生、ウズベキの学生をボランティアとして参加希望　　　　　
　　　　　　　　文系　グリブ先生
専門講義②　理系　西山先生　（2日に渡って2コマ、15時以降希望）
　　　　　　　　西山先生、ウズベキの学生をボランティアとして参加希望　　　　　
　　　　　　　　文系　安井先生
専門講義　③　　防災減災館　担当未定（全員）


進学説明会　理系 曾先生
　　　　　　　　 文系　曾　ウェイ先生 ニホン ハタラ センセイ トクベツ イシダ センセイ サイトウ ヤスイ タントウ ミテイ								折り紙等、ミニレクチャー
手紙交流

名大生交流のイベント
（ご飯会、サークル紹介、オンラインキャンパスツアー等）

絞り染め　（紅茶やお茶）
映画研究会?

大須などの名古屋ツアー （ｶﾄｳさんのお知り合い）

サークル体験
音舞　民族舞踊団
快踊乱舞

郡上踊りオンラインレッスン（案）


愛知県政策企画局主導の愛知県アピール
 オ ガミ トウ テガミ コウリュウ メイダイセイ コウリュウ ハン カイ ショウカイ トウ シボ ゾ コウチャ チャ エイガ ケンキュウ カイ オオス ナゴヤ シ ア タイケン グジョウ オド アン アイチケン セイサク キカク キョク シュドウ アイチケン

								★メモ★
愛知県 政策企画局　国際課　本庄様 ホンジョウ サマ





2021年オンライン 担当

				関連関係者一覧 カンレn						＊青地2021年春季更新箇所 アオジ ネン シュンキ コウシン カショ





						所属 ショゾk		名前 ナマ		役職 ヤk		担当 タント		2020年 ネン		2021年オンライン（暫定案） ネン ザンテイ アン

				名古屋大学		国際言語センター		許　明子 キョ		教授 キョ		NUSTEPコーディネーター		プログラム責任者 セキニンsy		プログラム責任者 セキニンsy

						国際言語センター コクサ		石崎　俊子　 イシザk		准教授		運営委員会		エクスカーション引率等 インソt

						アドバイジング部門 ブモn		田中　京子　 タナk		教授 キョ		運営委員会 ウンエ		ホームビジット・着付け キツk		折紙体験、着付体験、吉本興行（日本の笑い）、 オ カミ タイケン キツ タイケン ヨシモト コウギョウ ニホン ワラ

						アドバイジング部門		小倉　みどり　 オグr		事務 ジム		田中先生補佐		ホームビジットサポート
勤務日　月・水・金　9:00-12:00		折紙体験、着付体験、吉本興行（日本の笑い）サポート業務 オ カミ タイケン キツ タイケン ヨシモト コウギョウ ニホン ワラ ギョウム

						アドバイジング部門		柴垣　史　 シバガk		事務 ジm		田中先生補佐 タナk		着付けコーディネートサポート		折紙体験、着付体験、吉本興行（日本の笑い）サポート業務 オ カミ タイケン キツ タイケン ヨシモト コウギョウ ニホン ワラ ギョウム

						海外留学部門		巽　洋子　 タツm		特任助教		運営委員会 ウンエ		ボランティア募集サポート		ボランティア募集サポート

						教育交流部門		谷口　紀仁　 タニグt		特任講師 トクn		運営委員会 ウンエ		専門講義・進学相談サポート シンガk		専門講義・進学相談サポート、
学生との交流（学生Zoomご飯会企画サポート） ガクセイ ハン カイ キカク

						国際プログラム部門 コクサ		リンリー・マシュー　 センセ		特任教授 トクニンキョウ		運営委員会 ウンエ		パンフレット・ホームページ英語確認 エイg		パンフレット・ホームページ英語確認、
学生との交流（学生サークル紹介G30で入学式事例） エイg ガクセイ コウリュウ ガクセイ ショウカイ ニュウガクシキ ジレイ

						大学院工学研究科		レレイト ・エマニュエル　 センセ		講師 コウシ		専門講義　 ボ		防災講義・防災館ラボ見学 ボウサ		理系講義　減災センター案内（オンラインビデオorオンラインツアー） リケイ コウギ ゲンサイ アンナイ

						大学院工学研究科		西山　聖久 ニシヤm		講師 コウs		専門講義　 センモn		理系講義		理系講義

						大学院人文学研究科 ダイガクインジn		許　明子 キョ		教授 キョ		専門講義　 センモn		文系講義		文系講義

						大学院工学研究科		グリブ・ディーナ　		講師 コウs		専門講義　 センモn		文系進学相談 ブンケ		文系講義

						文学部・人文学研究科 ブンガk		曾　煒 (ZENG Wei) ソ		講師 コウs		進学相談		文系進学相談 ブンケ		文系進学相談 ブンケ

						工学部・工学研究科 ・		曾　剛　 ソウ		講師 コウs		進学相談 シンガク		理系進学相談 リケ		理系進学相談 リケ

						中央図書館		担当者		担当者		中央図書館		ライブラリーツアー

						法務室 ホウム シツ		岡田 朗裕		学術主任専門職		運営支援組織 法務室				学生募集書類の誓約書に入れる文面確認
（著作権関連と政治問題への発言について） ガクセイ カクニン

						名大同窓会・キャリア支援室 メイダイ ドウソウカイ シエン シツ		担当者				担当者 タントウ シャ				学生との交流(日本で働く、元名大留学生との交流） ガクセイ コウリュウ ニホン ハタラ モト メイダイ リュウガクセイ コウリュウ

						減災連携研究センター ゲンサイ レンケイ ケンキュウ		伊藤 イトウ		事務 ジム

						快踊乱舞		担当者　　 タント		担当者 タント		ヨサコイサークル		学生との交流 ガクセ

						国際機構長 チョ		河北　一人 カワキタ ヒトリ		機構長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt

						国際言語センター コクサ		木下　徹 キノシt		センター長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt

						国際教育交流センター		長畑　明利 ナガh		センター長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt

						総務部		熊野　美雪 クマn		秘書室		開閉講式 カイヘ		調整 チョウセ

						学生交流課 カ		伊藤真由美 イトウ マユミ		事務 ジム		NUSTEP事務サポート ジム		奨学金・ビザ書類サポート		奨学金

						学生交流課 ガクセ				事務 ジム		協定校 キョウテイ コウ				協定校リストについて伺う キョウテイ コウ ウカガ

						学生交流課 ガクセ		伊藤哲 イトウ テツ		事務 ジm		総務・申請関連 シンセ		教室手続き・各種申請 ・		教室手続き・各種申請 ・

						国際言語センター コクサ		大野薫 オオノ カオル		事務 ジm		NUSTEPオフィススタッフ				企画補佐、協定校・学生への連絡、Zoom管理、HP更新等 キカク ホサ トウ

						生協 セイキョ		担当者　（新谷さん）　 （シンヤ		担当者 タント		名古屋大学消費生活協同組合 南部購買部		備品購入

				学外		株式会社　荒川印刷		杉原　直樹 スギハr		営業 エイギョ		印刷物・データ		パンフレット制作・HPデータ提供 セイサk

						株式会社　東京海上日動パートナーズ東海北陸 トウキョウカイジョウニチド		守内　晃一 モリウt		窓口 マd		保険代理店		留学生の保険 ホケn

						株式会社　協和 キョ		杉山　陽子 スギヤm		窓口 マd		旅行代理店		バスの手配・チケッティング等 ナド

						株式会社　電通 カブシk		森永　琢馬 モリナg		窓口 マd		有松絞り・散策 ・		有松の魅力発信をサポート ヲ









参考

		短期日本語プログラム 2019年春季：スケジュール

実施期間：2019年2月7日（木）〜2月21日（木）



		第１週 ダイイッシュウ シュウ		第１週 ダイイッシュウ シュウ

						2月7日（木）						2月8日（金）						2月9日（土）						2月10日（日）						2月11日（月）　祝日						2月12日（火）						2月13日（水）

				時間 ジカン		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ

				8:45-9:00		宿舎入居日 シュクシャニュウキョビ		宿舎		松尾								エクスカーション		瀬戸・犬山 セt イn		古谷
松尾		休み						朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		 松尾 マツオ		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ

				9:00-10:30																										日本語１ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾		日本語３ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾		日本語５ ニホンゴ		CALEフォーラム		許
衣川
松尾

				10:45-12:15								開講式
オリエンテーション		CALEフォーラム		伊東														日本語２ ニホンゴ						日本語４ ニホンゴ						日本語６ ニホンゴ

				12:15-13:15								歓迎会 カンゲ		国際棟
ラウンジ コクサ

				13:30-15:00								クラス分け
テスト ワ		国際棟
206N
CALEフォーラム		許・衣川														日本研究①
（ものづくり）		有松		松尾		日本研究②
（伝統と文化）
		NIC
イデアストア		田中
柴垣		専門講義／
ラボ見学		減災館		レレイト

				15:15-16:45								キャンパス
ツアー		図書館他 トsy		松尾

				16:45以降																																名大生との
交流		CALE
フォーラム		松尾		オフィス
アワー		国際棟
104		松尾

		特記事項 トッキジコウ										10:30〜10:45：開講式
10:45〜12:00：オリエンテーション
12:00〜13:15：歓迎会
13:30〜15:15：クラス分けテスト
15:30〜　　   ：キャンパスツアー カンゲ																		
						講師（日本研究①）
着物
加藤かつ子先生（NPO法人ひとつなぎ駒）

名大生との交流
快踊乱舞（よさこいサークル）						講師（専門講義／ラボ見学）
13:30-14:45 防災講義
15:00-16:00 減災館の見学
Emanuel LELEITO先生（工学研究科）





		第２週				2月14日（木）						2月15日（金）						2月16日（土）						2月17日（日）						2月18日（月）						2月19日（火）						2月20日（水）						2月21日（木）

				時間 ジカン		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ		内容 ナイヨウ		場所 バショ		担当 タントウ

				8:45-9:00		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		ホームビジット／休み				田中
小倉		休み ヤス						朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		朝礼 チョウレイ		日本語演習室１		松尾 マツオ		宿舎退去日 シュクシャニュウキョビ		宿舎		松尾 マツオ

				9:00-10:30		日本語７ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾		日本語９ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾														日本語１１ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾		日本語１３ ニホンゴ		CALEフォーラム		許
衣川
松尾		日本語１５ ニホンゴ		ALEP
日本語演習室１、６		許
衣川
松尾

				10:45-12:15		日本語８ ニホンゴ						日本語１０ ニホンゴ																		日本語１２ ニホンゴ						日本語１４ ニホンゴ						日本語１６ ニホンゴ

				12:15-13:30																																						修了式
／歓送会 シュウリョウシキ カンソウカイ		chez Jiroud		伊東

				13:30-15:00		日本研究③
（愛知県の産業）		トヨタ産業
技術記念館		松尾		日本研究④
（現代社会と若者）		CALEフォーラム		徳弘
初鹿野
松尾														専門講義（文系/理系）		文系:
ALEP日本語演習室１
理系:
ALEP日本語演習室６		文系：グリブ
理系：西山		自主学習 		ALEP
日本語演習室１、６		松尾 マツオ

				15:15-16:45																																						アンケート／
退去オリエンテーション＊１		CALEフォーラム		松尾 マツオ

				16:45以降								オフィス
アワー（進学説明会）				グリブ
曾
松尾														オフィス
アワー		国際棟
104		松尾

		特記事項 トッキジコウ				
						日本研究④
TAが前半の司会・進行を担当																		講師（専門講義／ラボ見学）
文系：日本の言語景観－身近に感じる言語学－
　　　グリブ・ディーナ先生（人文学研究科）
理系：不便益：２１世紀の新たな設計概念　　 
　　　西山聖久先生（工学研究科）						自主学習：
TAがサポート ジシュ ガクシュウ						＊1 修了式・歓送会：12:30-13:40
＊2 アンケート・退去オリエンテーション   
         14:00-15:00







ToDoListメモ (2)

		44124		44127

		スケジュールメモ（期間は2/8～2/22） キカン

		□11月第1週中にスケジュールFix
□11月中旬ごろオンライン概要をHPへ掲載
□11月中旬ごろ他大学へ募集（協定校を学生交流係に確認）
□募集配布書類の誓約書に入れる文面を法務室の岡田さんに確認。（著作権関連と政治問題への発言について）
□ボランティアの募集案内を作成し、巽先生に募集依頼。（ご飯会：谷口先生、サークル紹介：マット先生にも相違）
 サークルはコア（日本語授業サポート）と自由参加（ご飯会、イベントサポート）と分けて募集する。 ガツ ダイ シュウ チュウ ガツ チュウジュン ガイヨウ ケイサイ ガツ チュウジュン タダイガク ボシュウ キョウテイ コウ ガクセイ コウリュウ カカリ カクニン ボシュウ ハイフ ショルイ セイヤクショ イ ブンメン ホウム シツ オカダ カクニン チョサクケン カンレン セイジ モンダイ ハツゲン ボシュウ アンナイ サクセイ タツミ センセイ ボシュウ イライ ハン カイ タニグチ センセイ ショウカイ センセイ ソウイ ニホンゴ ジュギョウ ジユウ サンカ ハン カイ ワ ボシュウ		□参加費3万円の根拠を作成する





連絡先一覧 2020参考

				関連関係者一覧 カンレn





						所属 ショゾk		名前 ナマ		役職 ヤk		担当 タント		内容 ナイヨ		メールアドレス		電話番号

				名古屋大学		国際言語センター		許　明子 キョ		教授 キョ		NUSTEPコーディネーター		プログラム責任者 セキニンsy		heo.myeongja@nagoya-u.jp		内線：4703 ナイセn

						国際言語センター コクサ		石崎　俊子　 イシザk		准教授		運営委員会		エクスカーション引率等 インソt		ishizaki@iee.nagoya-u.ac.jp		内線：5772 ナイセn

						アドバイジング部門 ブモn		田中　京子　 タナk		教授 キョ		運営委員会 ウンエ		ホームビジット・着付け キツk		j45765a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp		内線：5404

						アドバイジング部門		小倉　みどり　 オグr		事務 ジム		田中先生補佐		ホームビジットサポート
勤務日　月・水・金　9:00-12:00		chikyu@iee.nagoya-u.ac.jp		内線：6117

						アドバイジング部門		柴垣　史　 シバガk		事務 ジm		田中先生補佐 タナk		着付けコーディネートサポート		shibagak@iee.nagoya-u.ac.jp		内線：6117

						海外留学部門		巽　洋子　 タツm		特任助教		運営委員会 ウンエ		ボランティア募集サポート		tatsumi@iee.nagoya-u.ac.jp		内線：4594

						教育交流部門		谷口　紀仁　 タニグt		特任講師 トクn		運営委員会 ウンエ		専門講義・進学相談サポート シンガk		taniguchi.norihito@i.mbox.nagoya-u.ac.jp		内線：2613

						国際プログラム部門 コクサ		リンリー・マシュー　 センセ		特任教授 トクニンキョウ		運営委員会 ウンエ		パンフレット・ホームページ英語確認 エイg		linley.matthew@j.mbox.nagoya-u.ac.jp		内線：6489

						学生交流課 カ		山本　哲也 ヤm		事務 ジム		NUSTEP事務サポート ジム		奨学金・ビザ書類サポート		yamamoto.tetsuya@adm.nagoya-u.ac.jp		内線：2192

						学生交流課 ガクセ		伊藤哲 イトウ テツ		事務 ジm		総務・申請関連 シンセ		教室手続き・各種申請 ・		ito.satoshi.d@adm.nagoya-u.ac.jp		内線：2198

						大学院工学研究科		レレイト ・エマニュエル　 センセ		講師 コウシ		専門講義　 ボ		防災講義・防災館ラボ見学 ボウサ		leleito@nagoya-u.jp		内線：3101

						大学院工学研究科		西山　聖久 ニシヤm		講師 コウs		専門講義　 センモn		理系講義 リケ		nishiyama.kiyohisa@e.mbox.nagoya-u.ac.jp		内線：3179

						大学院人文学研究科 ダイガクインジn		浮葉　正親　 ウk		教授 キョ		専門講義　 センモn		文系講義		j46084a@cc.nagoya-u.ac.jp		内線：5771

						工学部・工学研究科（留学生専門教育担当） ・		グリブ・ディーナ　 センセ		講師 コウs		専門講義　 センモn		文系講義		grib@iee.nagoya-u.ac.jp		内線：5710 ナイセn

						工学部・工学研究科 ・		曾　剛　 ソウ		講師 コウs		進学相談 シンガク		理系進学相談 リケ		zeng.gang@e.mbox.nagoya-u.ac.jp		内線：5420

						文学部・人文学研究科 ブンガk		曾　煒 (ZENG Wei) ソ		講師 コウs		進学相談		文系進学相談 ブンケ		zeng.wei@c.mbox.nagoya-u.ac.jp		内線：5710

						国際機構長 チョ		中東　正文 ナカヒg		機構長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt		nakahigashi@nagoya-u.jp

						国際言語センター コクサ		木下　徹 キノシt		センター長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt		kinoshita.toru@h.mbox.nagoya-u.ac.jp

						国際教育交流センター		長畑　明利 ナガh		センター長		開閉講式 コウ		挨拶 アイサt		e43479a@cc.nagoya-u.ac.jp

						総務部		熊野　美雪 クマn		秘書室		開閉講式 カイヘ		調整 チョウセ		kumano.miyuki@adm.nagoya-u.ac.jp

						減災連携研究センター ゲンサイ レンケイ ケンキュウ		伊藤由美 イトウ ユミ		事務 ジム		ラボ見学 ケンガク		調整　（防災講義・防災館ラボ見学） チョウセイ ボウサイ コウギ ボウサイ カン ケンガク		ito.yumi@nagoya-u.jp		内線：3468 ナイセン

						中央図書館		担当者		担当者		中央図書館		ライブラリーツアー		eturan@nul.nagoya-u.ac.jp

						快踊乱舞 ココロヨk		担当者　　 タント		担当者 タント		ヨサコイサークル		学生との交流 ガクセ		kaitourammanu@yahoo.co.jp

						生協 セイキョ		担当者　（新谷さん）　 （シンヤ		担当者 タント		名古屋大学消費生活協同組合 南部購買部		備品購入		nanbu-joho@coop.nagoya-u.ac.jp		内線:7549 ナイセn

				学外 ガクg		株式会社　荒川印刷		杉原　直樹 スギハr		営業 エイギョ		印刷物・データ		パンフレット制作・HPデータ提供 セイサk		sugihara@arkw.co.jp		080-3280-0446

						株式会社　東京海上日動パートナーズ東海北陸 トウキョウカイジョウニチド		守内　晃一 モリウt		窓口 マd		保険代理店		留学生の保険 ホケn		kouichi.moriuchi@tnpgrp.jp

						株式会社　協和 キョ		杉山　陽子 スギヤm		窓口 マd		旅行代理店		バスの手配・チケッティング等 ナド		y-sugiyama@kojima-tns.co.jp		0565-33-8838

						株式会社　電通 カブシk		森永　琢馬 モリナg		窓口 マd		有松絞り・散策 ・		有松の魅力発信をサポート
別件で週1-2日名大に駐在 ヲ		takuma.morinaga@dentsu.co.jp

						 TOHO ラーニングハウス		河合　厚志 カワイイ		東邦大学職員 sy		東邦大学事務局		学生受入・リスク管理・歓送迎会 ガクセ		kawai.atsushi@aichi-toho.ac.jp

								阿比留　大吉 アビル		寮責任者		寮内の責任者 リョウナ		学生受入・リスク管理・歓送迎会 ガクセ		bng.rep0920@gmail.com
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