大切なお知らせ Important Reminder
新入留学生のための生活ガイダンスについて
千葉大学国際教育センターでは、外国人留学生のみなさんを対象に生活ガイダンスを行い、大学生活だけでなく、日本での生活において大切な情報など
を提供しています。201６年４月に初めて千葉大学に入学される方は、下記のいずれかの日程のガイダンスに、必ず出席が必要です。千葉大学の学部生、
J-PAC 生、研究生等として入学した際に参加したことがある方は、今回のガイダンスには出席の必要はありません。学部生のみなさんは、必ず４月１日ま
たは４月６日の学部生ガイダンスに出席してください。そこで、日本語クラス分けテストを行います（留学生向け科目の説明も実施します）。
ガイダンスには、事前の参加申込が必要です。学部生のみなさんは 3 月３０日（水）までに、大学院生・研究生等の皆さんは参加日の３日前までに、下
記のメールアドレスへ【①お名前 ②国籍 ③学部/研究科名 ④E-mail ⑤ガイダンス希望言語 ⑥ガイダンス参加日】を送ってください。裏面のフォー
ムを記入して ISD の窓口に直接提出しても大丈夫です。

Campus Guidance for Newly Enrolled International Students
All international students newly enrolled in Chiba University from April 2016 are requested to attend the Campus Guidance. This guidance is given by the
Center for International Research and Education, and is different from the one given by your faculty/graduate school. Please attend one of the guidance
sessions scheduled as below. J-PAC students and those who have attended this guidance when admitted as undergraduate students or research students
are not required to attend this time. Undergraduate students has Japanese placement test which is must at the guidance.
Pre-registration is required for the guidance. Please send 【①Name ②Nationality ③Faculty/Graduate School ④E-mail ⑤In what language do you want to
have a guidance? ⑥The date you’ll attend】to the E-mail address below by 3 day prior to the session you attend (if you are an undergraduate student, register
by March 30). If you do not have an access to internet, fill out the form on the reverse side and turn it in to the ISD office.

ガイダンスの日程と場所 Dates and venues of guidance sessions
キャンパス
Campus

日程
When

4/ 6(Wed.)

9:30~
13:30~
14:30~

4/ 4(Mon.)

10:00~

4/22(Fri.)

14:30~

4/ 1 (Fri.)
西千葉
Nishi-Chiba

対象者
Who to attend

持ってくる物：写真 1 枚（4 ㎝×3 ㎝）
Things to bring: a 4 ㎝×3 ㎝ identical photograph

学部生向け for undergraduate
※日本語クラス分けテスト有り
大学院生・研究生等向け
for graduate /research students

亥鼻
Inohana

4/18(Mon.)

13:30~

大学院生・研究生等向け
for graduate /research students

松戸
Matsudo

4/ 6(Wed.)

10:00~

大学院生・研究生等向け
for graduate /research students

ガイダンス参加申込はこちらまで
For Pre-Registration

isd-registration @chiba-u.jp

場所
Where
国際教育センター１階 大講義室
Daikogishitsu
1st floor, Center for International
Research and Education
医学部本館２階
大カンファレンスルーム
Conference room, 2nd floor,
School of Medicine main building
園芸学部E棟307号室，309号室
E-307 and E-309 Faculty of
Horticulture

ガイダンス参加登録票

Registration sheet for guidance

オンラインでの登録（裏面を読んでください）ができない場合には、下記に記入をして、ＩＳＤの窓口（下の地図参照）に提出してください。
Fill out below and submit to any ISD office if you are not able to register by e-mail. Check details on the reverse side and office locations below.

名前
国籍
Name
Nationality
学部・研究科
メールアドレス
Faculty/Graduate school
Email
ガイダンス希望言語
日本語
In what language do you want to have a guidance?
in Japanese
ガイダンス参加日（下から選んでください） Check the guidance session you attend.

□4/1 (Fri.) AM

西千葉（学部生対象）
Nishi-Chiba
(for undergraduates)

□4/1(Fri.) PM

西千葉（学部生対象）
Nishi-Chiba
(for undergraduates)

千葉大学 インターナショナル サポートデスク

□4/4(Mon.)

□4/6 (Wed.)

西千葉（学部生対象）
Nishi-Chiba
(for undergraduates)

西千葉
Nishi-Chiba

英語
in English

□4/22(Fri.)

西千葉
Nishi-Chiba

□4/18 (Mon.)
亥鼻
Inohana

□4/6(Wed.)
松戸
Matsudo

Chiba University International Support Desk (ISD)

Email: isd@office.chiba-u.jp
http://www.chiba-u.ac.jp/international/isd/index.html（日本語サイト）
http://www.chiba-u.ac.jp/international/isd/english/index.html (English site)
ISD ( 西千葉 キャンパス )
ISD (Nishi-Chiba campus)

Oﬃce hours 8:30~17:15 weekdays
Tel: 043-290-2195

国際教育センター１階
1st ﬂoor, Center for
International Research
and Education

至 京成 みどり台駅
to Keisei Midoridai Station

JR 西千葉駅
JR Nishi-Chiba station

ISD 亥鼻 キャンパス ブランチ
ISD Inohana campus branch

ISD 松戸 キャンパス ブランチ
ISD Matsudo campus branch

Oﬃce hours 9:00~16:00 weekdays
Tel: 043-226-2009

Oﬃce hours 10:00~17:00 weekdays
Tel: 047-308-8743

園芸学部管理棟１階
1st ﬂoor,
Administration building

医学部本館１階 学務係事務室内
1st ﬂoor, School of Medicine
main building
P

Center Gate

北門
North Gate

