【日本語授業のオンライン実施について】
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今期はすべての授業をオンラインにて行うこととなりました。
オンラインでの実施が困難な西千葉キャンパスの初級クラス（日本語 100 レベル）、松戸キャンパス、亥鼻キ
ャンパスの日本語クラスは開講しません。

これに伴い、日本語科目の単位が卒業、修了または単位互換のために必要な学生の受講を優先します。非正規
生（研究生/専攻生/特別研究学生/特別聴講学生(J-PAC 生を除く)）及び研究者は原則、受講できません。日本
語の単位取得が必要なプログラムに参加し、既に来日している特別聴講学生は、日本語科目受講について留学
生課＜dge2195@office.chiba-u.jp＞にご相談下さい。

なお、日本語受講登録システムでの受講登録期間は以下のとおりです。
＜履修登録期間＞
〇「学部留学生」:４月２７日～５月２０日
学部留学生は、必ず学生ポータルでも同じ科目を登録してください（『Guidance 2020』176～177 ページ参
照）
。学生ポータルでの登録は 4 月 27 日から 5 月 20 日です。クラスに空きがない場合は、来学期以降受講
するようにしてください。

〇「大学院生」
「卒業、修了または単位互換のために日本語科目の単位が必要な学生」
：５月４日～５月２０日
ただし、日本語 200，300 レベルは日本語科目の単位が必要ではない大学院生の受講はできません。

※教科書を使う日本語の授業は、手元に教科書がないと受講できません。千葉大学生活協同組合を通じて入手
してください。
参考：https://www.univcoop.jp/chiba-u/news_4/cate_list.php?a=cate_list&news_cate_id=339

※受講登録した学生には、5 月 5 日に Moodle の自己登録キーをメールで通知します。
Moodle（https://moodle2.chiba-u.jp/moodle20/）にログインして、日本語受講登録システムで登録した科
目のコースに登録してください。Moodle に登録せず授業に参加しなかった場合は、欠席と見なします。

【About Distance Learning for Japanese language courses】
All Japanese language courses are offered by distance learning for this semester in an attempt
to prevent the spread of COVID-19.
However, basic courses of Nishi Chiba Campus (Japanese level 100) and all Japanese courses of
Inohana and Matsudo Campus are canceled, since it is difficult to teach those courses by distance
learning.

For this special circumstances, students who need Japanese language credits for graduation or
credit transfer are given priority to register. Research students, specialized students, exchange
research students, exchange students other than J-PAC students, and visiting researchers are not
permitted to take Japanese language courses in general.
If you are an exchange student (other than J-PAC) and must acquire Japanese language credits to
complete

your

study

abroad

program,

please

contact

the

International

Student

Division

<dge2195@office.chiba-u.jp>.

The registration periods via the Japanese Language Courses Registration System are as follows.
＜Registration period＞
〇For regular undergraduate students: 27 April, 2020 ～

20 May, 2020

If you are a regular undergraduate student, be sure to register courses via the Chiba University
Student's Portal System as well (see pages 176–177 on “Guidance 2020”). If the course that
interests you is full, please consider taking it in the next semester.
〇Graduate Students, students who need Japanese language credits for graduation or credit
transfer: 4 May, 2020 ～

20 May, 2020

Only graduate students who require Japanese language credits are eligible to take Japanese 2XX
or 3XX level courses.

※If your courses require textbooks, please purchase one from the Chiba University Co-op.
Reference：https://www.univcoop.jp/chiba-u/news_4/cate_list.php?a=cate_list&news_cate_id=339

※We will inform you of a registration key to log in to the Moodle course on May 5, by e-mail.
Please access the Moodle (https://moodle2.chiba-u.jp/moodle20/) and log in to the course you
registered via the Japanese Language Course Registration System. You will be considered absent
if you do not access to the Moodle course you registered and attend the class.

