
4) Graduate students, special auditors /special research students in 

graduate school, research students, and others【G】【SG】【R】【O】 
 

This section applies to the following students or researchers: 

a) Graduate students who belong to masterʼs or doctoral program【G】 

b) Special Auditors /Special Research students in graduate school are students in the 

exchange program at the graduate level【SG】 

c) Research student at the graduate level【R】 

d) Research student at undergraduate level【R】 

e) Others (researchers, etc.)【O】 

Please take classes appropriate to your Japanese level.  Please note that you cannot earn any 

credits from Japanese classes. 

 

How to apply for Japanese classes:  

Download an “Application form for Auditing Japanese Classes” and fill it out, then submit it to  

nihongo@kumamoto-u.ac.jp 
 
K7 level classes 

 

 



 
 
K6 level classes 

 

 
 
 
K5 level classes 

 

 
 
 
K4 level classes 

 



所属： ●学部(Undergraduate Schools)
Affiliation

1つに☑ ●大学院(Graduate Schools)

Status
1つに☑

あなたの日本語レベル：Your Japanese Proficiency

1つに☑

E-mail:

例
Example

月 1 *** 日本語 XXXX XXXXX
XXXXXXXX　　例
⇒

Example
205g2225 王 心悦／Wang Xinyue ワン・シンユエ

K7 火 3 A3001 日本語 A-1a 鹿嶋 上級 口頭表現 II

K7 木 1 A3023 日本語 A-2b 古賀
上級 レポート作成
法

K7 木 1 A3028 日本語 A-2b 鹿嶋
上級 レポート作成
法

219d0001 孫 悟空　Sun Wukong ソン　ゴクウ

K7 水 3 A3041 日本語 B-1a 中村
上級 聴解・語彙
II

K7 木 3 A3044 日本語 B-1b 古賀 上級 文法 A II

K7 月 3 A3081 日本語 C-1a 小坂 上級 文法 B II

K7 金 2 A3123 日本語 D-1a マスデン 上級 読解 A II

K7 木 2 A3122 日本語 D-1b 吉里 上級 読解 B II 219d0001 孫 悟空　Sun Wukong ソン　ゴクウ

K7 月 4 A3399 日本語IV-1w
大庭 ビジネス日本語

就活実践 A

K7 金 4 A3400 日本語IV-1x 道本
ビジネス日本語ライ
ティング A

K7 月 5 A3401 日本語IV-1y 大庭
ビジネス日本語
会話 A

K7 木 5 A3402 日本語IV-1z 平野
ビジネス日本語企
業協働学習A

K6 金 3 A3384 日本語IV-1d 中村 中上級 文法 II

K6 火 1 A3411 日本語IV-2a 古賀 中上級口頭表現

K6 金 4 A3386 日本語IV-1f 津留
中上級 ストラテ
ジー読解 II

K6 月 2 A3423 日本語IV-2m 鹿嶋
中上級 論文読解
入門

K6 水 3 A3397 日本語IV-1r 赤木
中上級 アカデミッ
ク聴解 II

K6 木 3 A3434 日本語IV-2s マスデン 中上級作文

K6 木 3 A3435 日本語IV-2s 道本 中上級作文

K6 水 4 A3394 日本語IV-1o 津留
キャリア日本語 N1
聴解 A

K6 木 4 A3395 日本語IV-1p 道本
キャリア日本語 N1
読解 A

K6 水 2 A3398 日本語IV-1u 中村
キャリア日本語 N1
総合 A

K5 火 3 A3339 日本語III-1s 吉里
中級後半 多読・語
彙 II

K5 水 2 A3328 日本語III-1h 赤木 中級後半 文法 II

K5 木 3 A3330 日本語III-1j 赤木 中級後半 読解 II

K5 木 4 A3338 日本語III-1r 片山 中級後半 聴解 II

K5 火 2 A3351 日本語III-2a 吉里 中級後半 総合

K5 水 3 A3352 日本語III-2b 鹿嶋 中級後半 総合

K5 水 4 A3377 日本語III-2t 大庭
中級後半 口頭表現

K5 金 3 A3380 日本語III-2w 吉里 中級後半　作文

K5 水 5 A3336 日本語III-1p 大庭
ビジネス日本語入
門 A

K4 木 3 A3267 日本語II-1h 片山 中級前半 聴解 II

K4 月 2 A3303 日本語II-2i 小坂 中級前半 文法

◆ この聴講届の送付先：　nihongo@kumamoto-u.ac.jp
        Please send this form to:

☑大学院研究生(Research Student at Graduate School)　□大学院特別聴講学生(Special Auditor at Graduate School)
□特別研究学生(Special Research Student)　□研究員(Researcher)　□その他(Others) [ ]

☑K7(上級 Advanced)  　□K6（中上級 Pe-advanced）  □K5(中級後半 Upper-Intermediate)　  □K4(中級前半 Intermediate)

  wukong@kumamoto-u.ac.jp

教員 授業テーマ
学生番号

Student ID
名前 Name

漢字/alphabet
カタカナ

▼あなたの日本語レベルの授業から受講したい科目を選んで、
その科目の横に、あなた学生番号と名前を書いてください。

Select the course(s) you want to take from among the courses of your Japanese level.
Then write your student number and your name in the blank spaces of the course(s) you have chosen as

shown in the example below.

レベル 曜日 時限
時間

コード
授業科目名

□大学院学生(Regular Student at Graduate School)　□学部研究生(Research Student at Undergraduate School)

□薬学部(Pharmaceutical Sciences)　□工学部(Engineering)

日本語クラス聴講届　（記入例　Example）
Application Form for Auditing Japanese Classes

□文学部(Letters)　□教育学部(Education)　□法学部(Law)　□理学部(Science)　□医学部(Medicine)

□社会文化科学教育部(Social and Cultural Sciences)　□教育学研究部(Education)　□保健学教育部(Health Sciences)
☑自然科学教育部(Science and Technology)　□医学教育部(Medical Sciences)  　□薬学教育部(Pharmaceutical Sciences)

クラス定員等により、聴講が認められない授業もあります。 Due to class size limitations, applications are subject to approval.

学生区分：

13
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