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                                     2020.10.2 

課程 コース名 コース内のクラス 

日本語学習総合課程 

コミュニケーション日本語コース  

ビジネス日本語コース  

進学コース 

大学院進学クラス 

準備教育課程 大学・専門学校進学クラス 

 

コミュニケーション日本語コース 

会話力、コミュニケーション能力、表現力の養成に重きを置き、生活に結びついた実践的な日本語から、

社会的、専門的な分野まで、総合的な学びを通して、卒業後の各人の目的を達成できる力を養います。 

 

対象      日本語運用力、コミュニケーション能力を身につけて将来に生かしたい方 

異なる文化・習慣・考え方を持つ人を理解しようとし、共に学ぶことを希望する方 

条件      原則高校卒業以上であり、 

 留学ビザの方：日本語力が日本語能力試験（JLPT）N5 相当以上であること 

                コース修了までに日本語能力試験を受験すること 

         その他の方：ひらがな・カタカナがわかること 

クラス   初級～上級：（日本語能力試験 N5～N1、CEFR A1～C2）   

教育内容     一年次前半：日常生活に必要な日本語運用力の育成 

一年次後半：社会的な話題も含めた会話に対応できる日本語運用力の育成 

二年次前半：社会的な事柄からある程度専門的な内容にまで対応できる 

日本語運用力の育成 

二年次後半：抽象的な表現も含め、個人の専門分野での基礎的なやりとりが可能と

なる日本語運用力の育成 

教育方法     会話力・コミュニケーション能力の向上を重視したインタラクティブな授業 

中級レベル以降で個々の学生の目的と目標に合わせた選択授業 

課題達成力を重視した評価 

ICT（Web テストや練習問題など）を活用した自律学習支援 

授業日数  週 5日 

受講期間  留学ビザの方  ：1年、1.5 年、2年 

留学ビザ以外の方：3か月～ （クラスの空きがある場合、4週間以上も可能）  

受講時間帯  午前（9：00AM～12：30PM）、または午後（1：30PM～5：00PM） 

＊特別な事情がなければ午前か午後かは選べません。 

授業時間  45 分×4コマ／日 

学期スケジュール 4月・７月・10 月・1月から開始  

クラス規模  15 名程度まで 
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特別授業  学期に１回程度の課外授業、プロジェクトワーク 

上級選択授業：歴史、茶道、料理、マンガ、映画、 

敬語特訓、フォトエッセイ等 

キャリアサポート 入学後、日本での就職をお考えの方にはキャリアセンターによる 

ガイダンス・個別面談などのサポートがあります。 

その他      中級後半よりビジネス日本語コースへの移行可能 

日本人学生や地域社会と触れ合う機会の提供 

＜以下受講料別途＞ 

時間外サポート授業 「ひらがな・かたかな」、「初級漢字」  

日本語能力試験模擬試験  日本語能力試験模擬試験（年 2回） 

日本語能力試験対策クラス N2、N1 対策クラス 

 

ビジネス日本語コース 

中級後半レベルの学習を修了した方で、日本での就職や日系企業への就職を希望する方、又は既に仕事

をしていて、日本語力の向上が必要な方が目標を達成できるよう指導します。 

 

対象      日本で就職したい方や日系企業に就職したい方 

日本で働いているが、ビジネスレベルの日本語力を身につけたい方 

クラス      中級後半～上級：日本語能力試験 N2～N1（4 レベル） 

条件      以下のすべてを満たすこと 

・原則母国の大学、又は日本の専門学校／大学卒業以上 

 ・日本語力が日本語能力試験（JLPT）N2 当以上であること 

         ・コース修了までに日本語能力試験を受験すること 

教育内容     以下を到達目標レベルと設定する。 

・就職活動ができるようになる。（3ヶ月） 

・社内業務ができるようになる。（3ヶ月） 

・社外業務ができるようになる。（3ヶ月） 

・日本人社員と同様の業務ができるようになる。（3ヶ月） 

教育方法     「日本語学習モジュール」と「ビジネスモジュール」を分けた授業 

         協調性・チームワーク力醸成のためペアワーク、グループワークを多用 

         会話試験を含む試験結果を企業等に分かりやすい能力評価記述で提示 

日本の伝統文化体験、企業見学を実施 

就職活動情報の提供及び就職活動指導 

人材紹介会社との連携による就職支援 

授業日数  週 5日 

受講期間  留学ビザの方  ：1年～ 

留学ビザ以外の方：3か月～ （クラスの空きがある場合、4週間以上も可能）  

受講時間帯  午前（9：00AM～12：30PM） 
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授業時間  45 分×4コマ／日 

学期スケジュール 4月・7月・10月・1月から開始  

クラス規模  15 名程度まで 

特別授業  学期に１回の伝統文化見学、企業見学 

プレゼンテーション、面接練習、外部講師(日本人ビジネスパーソン等)による講義 

キャリアサポート キャリアセンターがサポートして就職情報提供を行い、校内企業説明会や面談会を

開催します。 

 

 

＜以下受講料別途＞ 

日本語能力試験模擬試験 日本語能力試験模擬試験（年 2回） 

日本語能力試験対策クラス N2、N1 対策クラス 

 

 

 

到達目標レベル 

 
   目標レベル 

現在のレベル名 終了レベル 学習期間 CEFR JLPT OPI 

初級 初級前期 3 ヶ月 
基礎レベル 

A1 N5 初級上 

  初級後期 3 ヶ月 A2 N4 中級下 

中級 中級前期 3 ヶ月 

自立レベル 

A2～B1 N4～N3 中級中 

      中級後期 3 ヶ月 B1 N2 上級下 

上級   (ビジネス） 上級Ⅰ前期 3 ヶ月 B1～B2 N2～N1 上級中 

         ↓ 上級Ⅰ後期 3 ヶ月 B2 N2～N1 上級中－上 

  上級Ⅱ前期 3 ヶ月 
熟達レベル 

B2～C1 N1 上級上 

  上級Ⅱ後期 3 ヶ月 C1～C2 N1～ 超級 
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進学コース                                   

大学・大学院・専門学校への進学を目指す方のために、求められる出願資格に必要な日本語力と学力、 

進学後に支障なく学習できるための日本語コミュニケーション力を身に付ける学科です。 

 

大学・専門学校進学クラス 

対象     大学、専門学校への進学を希望する方 

条件  以下のすべてを満たすこと 

・高校卒業以上 

   ・コース修了までに日本留学試験や日本語能力試験を受験すること 

        ・入学時日本語レベル 

入学 コース 専門学校希望 大学希望 

4 月 
1 年コース N3 以上 N2 以上 

2 年コース N5 以上 N5 以上 

10 月 1.5 年コース N4 以上 N3 以上 

＊単学期入学（入学時のビザは留学以外） 

 1 月入学（N2 相当の方）：コミュニケーション日本語コース単学期（ただし、能力要件     

       等が合う場合）で 3ヶ月学習後、1年コース 

1 月入学（初心者）：コミュニケーション日本語コース単学期（ただし、能力要件等が

     合う場合）で 3ヶ月学習後、2年コース 

7 月入学（N4 相当）：コミュニケーション日本語コース単学期（ただし、能力要件等が

      合う場合）で 3ヶ月学習後、1.5 年コース 

クラス   初級～上級：初級～上級：日本語能力試験 N5～N1、CEFR A1～C2 

コース     午前に日本語を学習する一般コース（午後の基礎科目(有料)をとることも可能） 

教育内容    一年次 前半：日常生活に必要な日本語運用力の育成 

          ※入学時に目標設定，志望校の選び方などのガイダンス（母国語）があります。 

一年次 後半：社会的な話題も含めた会話に対応できる日本語運用力の育成と 

受験対策 

二年次前半：社会的な話題から、ある程度専門的な内容にも対応できる運用力の育成と 

受験対策 

二年次後半：専門分野での基礎的なやりとりが可能となる運用力、スピーチ原稿 

      や小論文指導を通しての日本語での思考力の育成と受験対策 

※受験対策には、入試過去問題練習、日本留学試験の模擬試験（月 1回）、日本語能力

試験の模擬試験（年 2回）、進学指導（随時）、面接指導（随時）、基礎科目学習、個

別指導（随時）などが含まれます。 

教育方法    目標設定と目標に応じたクラス（一年次後半） 

能力別クラスで主体的な学習 

ロードマップに基づく各学期終了時点での到達レベルの確認による個別指導 

人間関係構築のための協働学習 
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授業日数    週 5 日 

受講期間 4 月入学（1年コース、2年コース）、10月入学（1.5 年コース）  

受講時間 午前（9:00～12:30）：日本語（45分ｘ4コマ） 

午後（12:45～）：基礎科目（45 分ｘ1または 2コマ） 

※2年コースの方は、午後の授業は 1年間のみ 

クラス人数 15 名程度まで（日本語クラス） 

特別授業 課外授業やプロジェクトワーク（学期に１回実施） 

・歴史、歌、マンガなどの授業(※冬学期に実施) 

・茶道、俳句作りなどの日本文化体験（※講師によって内容は変わる。) 

・敬語特訓、フォトエッセイなど 

キャリアサポート キャリアセンターがサポートして情報提供を行います。校内での進学フェアや 

         個別学校説明会もあります。 

 

大学院進学クラス 

対象     日本の大学院への進学を希望する方 

条件     以下のすべてを満たす方 

・大学を卒業した方（同等の資格を有する方は要相談） 

        ・本コース受講時の日本語能力が中級修了レベル（日本語能力試験 N2合格相当）以上 

        ・コース修了までに日本留学試験や日本語能力試験を受験すること 

教育内容    ＜午前クラス＞ 

        ・大学院での研究に必要な読解力、聴講力、記述力、口頭表現力を磨くため、研究 

計画や小論文に求められる論理的日本語表現の学習 

        ・日本語能力試験、日本留学試験の模擬試験などの受験対策（年 2回） 

        ・入試過去問題練習 

＜午後クラス「大学院進学個別指導講座」＞ 

        ・専門領域に関する論文や専門書の検索、論文や書籍の読解、研究計画書の作成、面 

接練習、指導教授や研究室へのアプローチなど 

教育方法    ・目標設定とロードマップに基づく到達レベルの確認による個別指導、グループ指導 

・大学院生や教授との交流 

・チューターによる個別指導 

        ※「大学院進学個別指導講座」は、これだけの受講、他のコースの学生や外部生も受 

講が可能です。 

授業日数    週 5 日 

受講期間 4 月入学し１年間（受講希望者の人数やレベルにより開講しない場合もある） 

受講時間 午前（9:00～12:30）：日本語（45分ｘ4コマ） 

午後（13:30～）：大学院進学個別指導講座（45分ｘ2 コマ、週 1・2回程度） 

※研究計画指導など、進学希望先によって個別指導を行います。 

クラス人数 15 名程度まで（午前クラス） 
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特別授業 課外授業（国立国会図書館、大学訪問など学期に１回実施） 

キャリアサポート キャリアセンターがサポートし、情報提供を行います。校内での進学フェアや 

         個別学校説明会もあります。 

 

 

到達目標レベル 

 
   目標レベル 

現在のレベル名 
終了レベル 

学習期間   CEFR JLPT EJU 

初級 初級前期 3 ヶ月 

基礎レベル 
A1 N5   

  初級後期 3 ヶ月 A2 N4   

中級 中級前期 3 ヶ月 

自立レベル 

A2～B1 N4～N3 250 

     （大学院） 中級後期 3 ヶ月 B1 N2 270 

上級    ↓ 上級Ⅰ前期 3 ヶ月 B1～B2 N2～N1 290 

  上級Ⅰ後期 3 ヶ月 B2 N2～N1 300 

  上級Ⅱ前期 3 ヶ月 
熟達レベル 

B2～C1 N1 330 

  上級Ⅱ後期 3 ヶ月 C1～C2 N1 350 

 

準備教育課程 

午前に日本語を学習、午後に基礎科目を学習します。 

※本課程は文部科学省に認可されており、日本の大学入試に必要な 12 年の教育課程に満たない国の方

（一部の国は対象外）はこのコースを修了することで 1年分の学歴補完が可能です。  

この課程で留学ビザを取得した方は、午前に日本語、午後に英語や数学などの基礎教科を学習しなけれ

ばなりません。 

その他詳細は大学・専門学校進学クラスに準拠します。 


