
 

 

岩手大学イーハトーブサマープログラム（IUIS）【試行】  
オンラインコース 募集要項 
2022/07/05 
 

岩手大学イーハトーブサマープログラム（IUIS）は、今年度から新たに始まる、日本語と日本文化を学ぶ夏
季プログラムです。海外協定校に在籍する学生が対象で、オンライン開催の日本語中上級コース（話す
日本語／N2 以上）で参加者を募集します。参加者は、日本語授業のほか、文化紹介などのスペシャル
プログラムを通じて、日本や岩手について理解を深めることができます。 

 
◇プログラム実施期間 

2022 年 8 月 22 日（月）～8 月 30 日（木）（土日を除く 7 日間） 
 
◇主催 

岩手大学国際教育センター 
 
◇プログラム実施方法 

オンライン（リアルタイム） 
※Zoom を使用します（アプリのダウンロードが必要ですが、アカウントの登録は不要です。） 

 
◇プログラム内容 

（午前）日本語授業 
（午後）スペシャルプログラム（文化紹介など） 

 
◇プログラム参加費 

1 人 10,000 円 

 
◇参加対象者 

海外協定校に在籍する学生 
日本語レベルは 中上級／N2 以上 

 
◇プログラム実施人数 

最小 4 名 
・ B コース（中上級話す日本語／N2 以上）：最大 8～10 名 
 
※1 大学 5 名まで参加可能です。（5 名以上参加希望の場合はご相談ください。） 

 
◇単位について 

単位は付与しません。参加者には修了証書を発行します。 



 

 

 
◇参加申込み方法 

【大学担当者】 
参加希望学生のリスト（派遣学生リスト） を岩手大学国際課へメールしてください。 

【学生】 
参加希望学生は、下記の通り手続きをしてください。 
① 所属大学の国際交流担当者に申し出る。 
② 下記 URL または QR コードにアクセスし、参加申し込みフォームに必要事項を入力する。 

https://forms.office.com/r/pXwHYvQ97D  
※申し込みフォームは、日本語、中国語、英語、韓国語で 

見られます。 

③ 在学証明書（PDF）を岩手大学国際課へメールで提出する。 
 
 
◇参加申込締切日：2022 年 7 月 18 日（月）（日本時間） 
 
 
◇問い合せ先／書類提出先 

岩手大学 学務部 国際課 
〒020-8550 岩手県盛岡市上田 3 丁目 18-34 
TEL：019-621-6076 
E メール：iuic@iwate-u.ac.jp 
担当：崔 ／ 小田切 

 

参加申し込みフォーム
QR コード 



 

 

≪オンライン スケジュール≫ 

※日本語授業やスペシャルプログラムの内容は変更する場合があります。 
※午後のスペシャルプログラムは、ライブカメラを使い、A コース（対面実施）の参加者と一緒に行います。 
 

時間 日程 場所 
8 月 22 日（月） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D1 行ってみたい国 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）ライブカメラによるキャンパスツアー 

オンライン 

8 月 23 日（火） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D2 住んでみたい家 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）日本の遊び（折紙、けん玉 等） 

オンライン 

8 月 24 日（水） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D3 捨ててしまいたい物 

オンライン 

8 月 25 日（木） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D4 生活に必要な物 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）書道       ※筆と半紙を各自で用意してください。 

オンライン 

8 月 26 日（金） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D5 10 年前と今 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）生け花      ※視聴のみとなります。 

オンライン 

8 月 29 日（月） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D6 子供の頃の思い出 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）ライブカメラによる盛岡探検 

オンライン 

8 月 30 日（火） 
午前 
9:00-12:10 

日本語授業２コマ 
・B コース：D7 日本のアニメ 

オンライン 

午後 
14:00-16:00 

スペシャルプログラム 
（案）さんさ踊り 

オンライン 

 



 

 

IWATE UNIVERSITY IHATOV SUMMER PROGRAM (IUIS) [TRIAL RUN] 
ONLINE COURSE GUIDELINE 
2022/07/05 
 

The Iwate University IHATOV Summer Program (IUIS), a new program this 
academic year, is a program where students can learn Japanese language and culture. 
This program is open to students who are enrolled in our partner universities, and 
offers an online intermediate/advanced speaking Japanese course (N2 or above). 
Participants will be able to deepen their understanding of Japan and Iwate through 
not only Japanese classes but also some special programs including cultural 
introduction. 

 
◇Program Period 

From Monday, August 22, 2022 to Tuesday, August 30, 2022 (for 7 days except 
Saturday and Sunday) 

 
◇Organized by 

Iwate University International Education Center 
 
◇Venue 

Online (Real-time)  
*You need to install Zoom free app but no need to register for an account. 

 
◇Program Type 

Japanese classes in the morning, and  
special programs (cultural introduction, etc.) in the afternoon 

 
◇Participation Fee 

10,000 JYN per person 

 

◇Target Participants 
Students enrolled in overseas partner universities 
Japanese level: Intermediate and advanced / N2 or higher 

 
◇Number of Participants 

Minimum 4 students  
・ Course B (Intermediate & advanced speaking Japanese / N2 or above): Max. 8 to 10  
 
* Up to 5 students per university may participate in this program. (Please contact us  
 if more than 5 students wish to join it.) 

 
◇Credits 

No credits will be granted. Certificate of completion will be issued to the participants. 
 



 

 

 
◇Application procedure 

[University staff] 
Please email us a “list of students to be dispatched”. 

[Students] 
Please complete the following procedures. 
① Tell your wish to participate in this program to your university staff in charge 

of international exchange. 
② Fill out the online application form at the following URL or QR code. 

https://forms.office.com/r/pXwHYvQ97D  
*The form is available in Japanese, Chinese,  
English, and Korean. 

③ Email us the certificate of enrollment at your home university (PDF).  
 
 
◇Application Deadline: Monday, July 18, 2022 (Japan Time) 
 
 
◇Inquiries / Documents submission to: 

Iwate University International Office 
3-18-34 Ueda, Morioka-City, Iwate, 020-8550, JAPAN 
TEL: +81-(0)19-621-6076    
Email: iuic@iwate-u.ac.jp 
Contact to: Ms. Cui or Ms. Odagiri 

 

Application Form 



 

 

≪Schedule for Online Program≫ 

* The contents of Japanese classes and special programs are subject to change.  
* The afternoon special program will be live streamed, and you will join with the participants 

of Course A (face-to-face program). 
 

Date/Time Program Venue 
Monday, August 22 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D1 Countries You Want to Visit 

Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program  
(tentative) Campus tour using live camera 

Online 

Tuesday, August 23 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D2 A House You Want to Live in Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program  
(tentative) Japanese fun games (Origami, Kendama (Cup 
 and Ball), etc.) 

Online 

Wednesday, August 24 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D3 Things You Want to Throw Away 

Online 

Thursday, August 25 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D4 Thing You Need for Your Life 

Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program 
(tentative) Shodo (Japanese calligraphy) 
 *Please prepare your brush and paper. 

Online 

Friday, August 26 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D5 10 Years Ago and Now Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program 
(tentative) Ikebana (Japanese-style flower arrangement) 
 *Viewing only.  

Online 

Monday, August 29 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D6 Memories of My Childhood 

Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program 
(tentative) Morioka exploration using live camera Online 

Tuesday, August 30 
Morning 
9:00-12:10 

Japanese classes 
- Couse B: D7 Japanese Anime Online 

Afternoon 
14:00-16:00 

Special program 
(tentative) Morioka Sansa odori dance 

Online 

 


