(JLCC: Japanese Language and Culture Course)
Course Objective

概要
日本語・日本文化研修コースは、留学生センターが開設するもの

Japanese Language and Culture Course (JLCC) is organized for

で、日本語・日本文化研修留学生（以下「日研生」
と略す）が、今後の

those who wish to gain a deeper understanding of Japanese

日本研究に必要となる日本語能力の向上を図るとともに、日本の

society and culture with further opportunities to improve Japanese

社会や文化に関する理解を深め、諸外国の将来を担う世代に日本

language skills for conducting research in the area of Japanese

への興味・関心を伝播し、日本の事情に通じた指導者となる人材を

studies by the International Student Center at Kyushu University.

育成することを目的としている。
日研生は留学生センターに所属し、同センターで開講する「日本

■ Enrollment

40 (includes, Monbukagakusho Scholarship

語論」，
「日本社会文化論」及び「自主研究」の必修科目と、各自の日

recipients and privately-funded students)

本研究に関する専攻分野と日本語能力に応じて、文学部、経済学

■ Eligibility

部、法学部などで開講される日本の社会や文化に関する学部学生
向けの授業を選択科目として受講することができる。
さらに、留学生センターで開講する技能別の日本語の授業（総
合、漢字、会話、作文）
も受講することができる。
■ 受入定員
40名以内
（大使館推薦２名程度、
大学推薦１名程度、
他私費留学生）

Applicants must fulfill all of the following conditions:

in principle, be registered as an undergraduate student and
majoring in Japanese studies at their home institution (first year
students may not participate).
have completed basic Japanese language courses and be ready
to take classes offered in Japanese at Kyushu University.
preferably will have passed the Japanese Language Proficiency
Test (JLPT) N1 or possess the equivalent proficiency in Japanese

■ 受講希望者の資格、条件等
本コースは、日本国以外の大学に在籍し、原則として学部学生

language.

（コース参加時1年次生を除く。）
で、日本研究を主専攻としており、
既に基礎的な日本語の学習を終え、本学において日本語で行われ

■ Program Period

る日本の社会や文化に関する授業を受講できる日本語能力（日本

(Orientation will be held in the late September 2019)

early October 2019 to August 2020

語能力試験N1合格程度が望ましい）を有する者。
■ コース期間

2019年10月初旬〜2020年8月下旬

（2019年9月下旬にオリエンテーション実施）
■ 科目の概要

❶ 必修科目と選択必修科目
10月から翌8月までの11ヶ月間に、
次表に掲げる必修科目
（2単位）
、
選択必修科目
（24単位）
と選択科目
（4単位以上）
を修得する。

授業科目

■ Overview of Curriculum (Program completion requirements)

JLCC students are required to complete the following requirements:
❶ Compulsory subject: Independent Study Project (ISP, 2 credits)
❷ Elective compulsory subjects:
Japanese Language & Linguistics (12 credits)
Japanese Culture & Society (12 credits)

❸ Elective subjects: at least 4 credits

第1期(10-3月)

第2期(4-8月)

必修科目

自主研究

選択必修
科目

日本語論

12単位 (180時間)

日本社会文化論

12単位 (180時間)

選択科目

2単位 (30時間)

日本の社会や文化に関する
学部学生向け授業

Subjects

4単位 (60時間)以上

Semester 1 (Oct ‒ Mar)

Semester 2 (Apr ‒ Aug)

Compulsory Subject

Independent Study Project (ISP)

Elective
Compulsory
Subjects

Japanese Language & Linguistics

12 Credits (180 Hours)

Japanese Culture & Society

12 Credits (180 Hours)

Elective Subjects

subjects regarding Japanese society and
culture oﬀered for undergraduate
students by various departments

2 Credits (30 Hours)

4 Credits (60 Hours) or more
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❷ 選択科目

Note: Elective subjects include the subjects offered by the Faculty

本学の学部学生を対象に基幹教育科目または専門教育科目として

of Arts & Science and the specialized subjects offered by the

開講されている授業科目の中から、
本コースのコーディネーターの指

Undergraduate Schools of Letters, Economics and Law. Students

導のもとに、
各自の日本研究に関する専攻分野と日本語能力に応じて

need to select at least two subjects (4 credits) related to their

選択の上受講する。

major and Japanese level with their coordinator's advice.

❸ その他の講義、見学、地域交流等の参加型科目

Moreover, students can take different level’s Japanese courses

教育活動の一環として、
コース期間中に福岡近郊や九州地域などを
巡る見学旅行を実施し、
日本の文化や歴史、
自然に触れる機会を提供
する。
また報道関係者、
日本文化研究者をゲストティーチャーに招き、
講
演会を行う。
自治体や学校、
国際交流団体などが実施する様々なイベン
トに参加することにより、
地域との交流を促進し研修の効果を上げる。

指導体制

offered by the International Student Center.

Study Trips and Other Activities
Study trips and other activities are provided to visit Japanese
cultural sites and to have close contact with Japanese culture,
history and nature.

各自の学業面等について個別指導にあたる。
さらに、
生活面や異文化適

Guest Lectures

応に関しては、
留学生指導に関する専門の教員が適宜対応する。
加えて、

To better meet the students' needs, we also invite scholars,

日研生には、
留学生センターの教員がコース・コーディネーターとして

学生レベルでのサポート体制として、
日本人学生によるチューターを1名

journalists to come to campus to give a series of guest-lectures on

ずつ配置し、
日常生活や修学上のサポートを行うとともに、
日本人学生

selected topics. We are planning to invite business administrators

との交流が図れるような環境を整えている。

and those who are actively involved in various fields in Fukuoka in

成績証明書、修了証書の発行
履修した科目は、
履修認定のうえ成績証明書が発行され、
所定の要件
を満たした日研生には、
修了証書を授与する。

the future.

Support System for Students
As the JLCC coordinator, a teaching staff from the International
Student Center will be assigned to JLCC students for their overall
support. In addition, teaching staff from the International Student
Center and Japanese students (tutors) are also assigned to JLCC
students so that he/she can discuss matters concerning their daily
life or study and communication.

Grade Transcript & Certificate
Grade Transcript with all registered credits will be issued. The
students who have completed all necessary classes will be
granted a certificate.
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Housing

宿舎
日研生は、
コース期間中、
伊都キャンパスの留学生用宿舎に入居でき

University’s dormitories at Ito campus are available for those

る。
宿舎は、
バス・トイレのほか、
机、
書棚、
ベッド、
衣料タンス、
冷蔵庫、
エア

participating in the JLCC, while they are enrolled. The dormitories

コン、
インターネット接続完備。

offers fully furnished rooms equipped with a bathroom, a toilet,
a desk, a bookshelf, a bed, a closet, a refrigerator, internet

修了生へのフォローアップ
九州大学日本語・日本文化研修コースは、
本学の英語による短期留学
プログラムであるJTW
（Japan in Today s World）
とともに、
日本語によ

connectivity and air-conditioning.

Follow-up for Alumni

る短期留学プログラムとして国内外で高い評価を得ている。
また、
本コー

Japanese Language and Culture Course (JLCC) at Kyushu

ス修了者の満足度は高く、
その多くが在籍大学卒業後、
再び本学や日本

University has been highly-praised as a short-term program

の他の大学院に進学したり日本企業に就職する等している。

taught in Japanese both at home and abroad as well as another
short-term program, Japan in Today's World (JTW), which offers
courses in English. JLCC has enjoyed high satisfaction rates from
participants and as a result, many of them have chosen to further
their studies at Kyushu University graduate schools and/or at other
academic institutions in Japan. Also, some have obtained jobs at
Japanese companies.

Contact

問合せ先
九州大学国際部留学課短期受入係
住所 〒819-0395

福岡県福岡市西区元岡744

Tel: +81-92-802-2228

Fax : +81-92-802-2287

E-mail: intlrtan@jimu.kyushu-u.ac.jp
JLCCホームページ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/
留学生センターホームページ
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/center/home.htm
九州大学ホームページ http://www.kyushu-u.ac.jp/

International Student Exchange Division, Kyushu University
Address: 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, JAPAN
Tel: +81-92-802-2228
Fax : +81-92-802-2287
E-mail: intlrtan@jimu.kyushu-u.ac.jp
JLCC: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/en/
International Student Center：
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/center/home.htm
Kyushu University:
http://www.kyushu-u.ac.jp/english/index.php
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