
【お問合せ】
一般社団法人大学コンソーシアムひょうご神戸

TEL: 078-271-0233 
EMAIL: info@consortium-hyogo.jp

【申込】

http://www.consortium-
hyogo.jp/event/2020/0606.html

＊本セミナーは、Web会議システムZoomを利用
します。開催時刻までにインターネット環境、
PC等端末（Webカメラ、マイクが必要）の
ご用意をお願いします。

＊お申込後に、メールにてZoom URLと
パスワードをご連絡いたします。

【申込締切】６月１日 (月)

大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校 留学生対象

採用に有利な日本語能力試験N1
オンライン集中講座

Web会議システムZoomを利用した

オンライン（ライブ配信）セミナー

2020年

参加費無料

[兵庫県受託 県内企業海外事業展開に係る留学生活用事業]

申込フォーム

日本語能力試験N1
攻略のための

得意分野・苦手分野は？
読んだり聞いたり、問題を
解いたりする際のスピードは？
自分のタイプや特徴が、理解できる
時間です！ ※テスト実施後に終了です

学習法

就職活動と入社後に活かせる
日本語能力とは？
日常生活・アルバイト・大学で
日本語能力を伸ばす方法
N1の日本語とビジネス日本語、
それぞれの特徴を知ろう！

日本語能力試験N1

攻略法

・形式・配点攻略法
・選択肢の選択ストラテジー
・試験の時間管理法
・試験までにすべき事、試験の朝にすべき事

試験の特徴を知ればこわくない！
直前に最適な勉強法や試験ストラテジーを学びます

8日(月)

講座 その一
6月

6日(土)

9日(火) 18:00～19:30

18:00～20:00

18:00～19:30

6日(土)8日(月)9日(火)

講座 その二

講座 その三

6日(土)8日(月)9日(火)

個別学習診断

就職活動と入社後に活かせる
日本語能力試験N1

3日間！

mailto:info@consortium-hyogo.jp


Inquiries and Application 

The Consortium of Universities in Hyogo
TEL: 078-271-0233 
EMAIL: info@consortium-hyogo.jp

Apply via this website:

http://www.consortium-
hyogo.jp/event/2020/0606.html

Enroll by June 1st (MON), 2020

Special Program for Members of The Consortium of Universities in Hyogo

Get a chance to enhance your Japanese skills !!

Nihongo Nouryoku Shiken N1 
Online Shuchu Kouza

(Sat.) 

Application form

What are your strong points 
and weak points in the 
Japanese language?
Let’s check them in this program, 
and you can get efficient advice from 
Japanese language teachers .

You can improve your 
Japanese skills for job hunting, 
work and school life.

You can learn some tips on
how to study and prepare
for N1 in the most effective way!

[ Contracted business from Hyogo prefecture ]

*You can check via this website, whether your school is a member of The Consortium of Universities in Hyogo or not. 
http://www.consortium-hyogo.jp/profile/index.html

Free to join!

Program 1

Intensive Course for JLPT N1

日本語能力試験N1集中講座

Program 3

Program 2

Individual level check 

How to pass N1

Learn about 
Business Japanese skills 
for job hunting and work

June6

・This seminar uses zoom web conference      
system.

・Make sure you have wifi, web camera and        
microphone before the seminar starts.

・After your application, we will send you    
zoom URL and password by email.

This is a two-way conversation 
online seminar !

18:00～20:00

18:00～19:30

18:00～19:30

8(Mon.)

(Tue.) , 20209

8

６

９

(Mon.)

(Sat.)

(Tue.)

mailto:info@consortium-hyogo.jp
http://www.consortium-hyogo.jp/event/2020/0606.html

	0606_jp
	0606_en

