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VJU	  学務課通信	  
	  
⭐ご報告	  
第２セメスターがスタート	  	  
２⽉月６⽇日から第２学期が始まりました。なお、第１セメスター	  の成績は２⽉月１７⽇日に学⽣生個⼈人
に通知されています	  。	  	  
	  
期末試験について	  
２⽉月１６⽇日付で教務副部⻑⾧長 Mr.	  Hungより通知しておりますが、期末試験の運⽤用は以下の通りと
なっております。Take	  home	  essay	  や reportについては、期末試験期間以外で実施が可能です。
ご質問等がございましたら、教務副部⻑⾧長(dq.hung@vju.ac.vn)までお問い合わせください。	  

Final	  exam	  can	  be	  held	  after	  lecture	  classes	  are	  completed.	  
	  -‐	  Lecturers	  can	  suggest	  types	  of	  the	  final	  exam	  to	  their	  master’s	  program.	  
+	  For	  writing	  exam	  or	  oral	  exam,	  the	  master’s	  program	  is	  required	  to	  report	  to	  the	  ARDPD	  to	  organize	  the	  final	  exam.	  
+	  For	  essay	  exam,	  lecturers	  can	  decide	  by	  their	  own	  when	  students	  need	  to	  submit	  their	  essays.	  The	  ARDPD	  only	  
request	  lecturers	  to	  submit	  the	  grade	  of	  final	  exam	  and	  marked	  assays.	  

	  
第 1回   2017年   ⼊入試	  
VNUの決定で、願書受付期間が３⽉月８⽇日まで延⻑⾧長となりました。書類審査等についてお時間が
ありませんが、よろしくお願いいたします。	  
   	  
⼊入試説明会をハノイ法科⼤大学・FPT⼤大学で開催   	  
２⽉月１３⽇日（⽉月）名古屋⼤大学⽇日本法教育研究センターのご協⼒力を得て、ハノイ法律⼤大学にて
MPPおよび MASの⼊入試説明会を⾏行いました。本センターでは、⽇日本法に興味のある学⽣生がハノ
イ法律⼤大学の正規カリキュラムに加えて、⽇日本法を 4年間学ぶそうです（毎年 25名）。説明会
には 25名前後の学⽣生が参加し、⽇日越⼤大学のプログラムに興味を⽰示していました。	  
また、２⽉月１５⽇日（⽔水）FPT⼤大学で MPPおよび MASの⼊入試説明会を開催しました。FPTの在校
⽣生 20名前後が参加し、卒業後の進学先の 1つとして興味を持ってくれました。参加者の中には
理系プログラムに興味を持っている学⽣生もいました。	  
	  
⽇日本⽂文化イベント（能と神楽）を開催（２⽉月７⽇日）	  

２⽉月７⽇日（⽕火）に⽇日本語教育プログラム主催による⽇日本⽂文化イベントが⾏行わ
れ、本学学⽣生を含め８０名以上の⽅方が参加しました。	  
加藤俊彦ご夫妻による獅⼦子舞、⼤大⿊黒舞にひきつづき、宝⽣生流シテ⽅方⼀一丸與志
雄⽒氏、倉品康夫⽒氏による仕舞「⾼高砂」が披露されました。参加者には、はじ
めて獅⼦子舞や仕舞に触れる⽅方も多く、⽇日本の伝統芸能鑑賞に⼤大変満⾜足した	  様
⼦子でした。関係の皆様に厚く御礼申し上げます。	  
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早稲⽥田⼤大学学⽣生サークルとの交流会を実施（２⽉月１４⽇日）	  
２⽉月１４⽇日（⽕火）に早稲⽥田⼤大学学⽣生サークル「Doors」の学⽣生
１５名が本学を訪問し、VJU学⽣生との交流会を⾏行いました。
ミニゲームや⼀一緒に歌を歌ったりして交流を深めました。最
後に⼀一緒にキャンパスツアーを⾏行いました。⽇日本の学⽣生たち
は、VJU学⽣生の「⽇日本や⽇日本語をもっと学びたい」という熱
い思いを実感したようです。	  
	  
キャリアガイダンスを実施しました（２⽉月１６⽇日）	  

２⽉月１６⽇日（⽊木）１８時〜～１９時に株式会社ディスコによるキ
ャリアガイダンスを実施し、約１０名の学⽣生が参加しました。
「Job-‐Hunting	  to	  work	  in	  Japan」をテーマに、⽇日本の企業⽂文化、就
職活動の仕組みやスケジュール、準備の仕⽅方についての講演と
質疑応答が⾏行われました。参加者の満⾜足度も⾼高く、今後もこう
したキャリアサポートに関する取り組みを継続して実施する予
定です。	  

	  
キャリアアンケートの結果がまとまりました	  
   昨年１２⽉月に実施した「キャリアアンケート」の結果がまとまりました。回答総数は５１名
です。今後は、この結果を参考にキャリアサポートプランを検討します。	  

	  
⭐お願い	  
インターンシップ関係	  
   ３⽉月３１⽇日締め切りで「⽇日越⼤大学インターンシップ期間中の⽇日本企業での就労体験等」につ
いてご検討をお願いしております。ご協⼒力の程よろしくお願いいたします。	  
	  
♪スタッフのご紹介   Mr.	  Dinh	  Quang	  Hung	  

My name is Dinh Quang Hung. I am very excited and so proud to be a part of VJU 
and be trusted being tasked with an important role as a Deputy Head of Academic 
and R&D Promotion Department. I have many years of experience in working for 
the Academic Departement of the University of Social Sciences and Humanities - 
VNU with many different tasks such as students management, participating in 
educational changing from yearly training to credit, training software management, 
consulting and implementation of training programs, implement learning plans also 
the orientation program for students, considering graduation, the assurance for the 
quality of education... 
Although, when I moved to VJU, I really understood that, I have to try harder and 

learn more to finish assigned work well. I belive that, with the culture and the quality of education which are 
transferred from Japan, Vietnam Japan University-VNU will be the pioneer in liberal education philosophy and 
also be a break-through bright spot in education not only for VNU also for higher education in Vietnam when VJU 
can reach regional level also global level and become a trusted address in providing high-quality human 
resources to serve the national development. Thank you for your cooperation.	  
前号（VOL.1）の訂正	  
Dr.Pham Viet Dung (Mr.) Academic Officer/S&T Promotion Officer   Dr.Pham Tien Thanh (Mr.) Academic Officer 
	  
本レターに関して、ご意⾒見やご要望等ございましたら、プログラム調整員（福⽥田・⽥田中）までお願いします。  
fukuda.vju@gmail.com	  kztanaka01@gmail.com	  

	   就職	   進学	   就職または進学	   その他	   割合	  
回答数（割合）	   29（56.9%)	   6(11.7%)	   14(27.5%)	   2(3.9%)	   51(100%)	  


