
拓殖大学　別科 日本語教育課程

歴史と実績のある質の高い
日本語教育を実践

日本で学び、将来母国や日本・世界で活躍したいと意欲を持っている皆さん、
拓殖大学別科は1972年に開設され、日本の大学、大学院への留学等に必要な日本語能力を磨ける教育機関です。

49年の歴史と約4,800名の修了生を輩出した実績があります。
ぜひここで、留学に必要な日本語を身に付けてください。

拓殖大学
別科 日本語教育課程へ

別科 日本語教育課程の特色

ようこそ！

「春入学」、「秋入学」から1年間の基本コース、
進路などにより更に学習期間を延長（6ヵ月毎）するコースがあります。
[最長2年間]※次のページ「コース説明」参照1

POINT

授業料は年2回（4月・9月）の支払いです。また別科独自の奨学金があります。
申込をした学生の別科成績等をもとに書類・面接選考を経て、
選ばれた学生に奨学金を支給しています。2

POINT

日本語能力別のクラス編成、習熟度に合わせた学習だけでなく、
日本留学試験対策や英語資格試験対策などニーズ（国公私立大学や大学院受験）
に合わせた進路指導をします。3

POINT

拓殖大学の設備が使用できます。図書館、PC室、学生食堂、医務室に加え、
校舎の近くには留学生寮（女子寮）もあります。4

POINT

学部生（別科スチューデントアシスタント）と定期的に交流できます。
別科スチューデントアシスタントが、日本での学生生活をサポートします。5

POINT

拓殖大学への編入学、推薦入学試験、
別科からの推薦入学時の入学金減免制度があります。6

POINT

最寄り駅は東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅（徒歩約3分）、
池袋から約5分、新宿・渋谷・秋葉原から約20分、
拓殖大学 商学部・政経学部と同じキャンパスです。
校舎は、東洋風の外観が特徴的な旧外務省研修所でも使用された
歴史ある建物です。

7
POINT
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「春入学」「秋入学」から1年間の基本コース、進路に合わせたステップアップができます。

コース説明

春入学

春入学

秋入学

秋入学

年間行事
（1年間）

年間行事
（1年間）

2022 2023

2024

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

基本コース（1年間）

春入学式

基本コース（1年間）

（イメージ図）

（夏季休暇）

（2年コース編入合格 授業料納付 ビザ更新）

（1.5年コース編入合格 授業料納付 ビザ更新）

（大学祭） （冬季休暇） （春季休暇）

（1.5年コース編入合格 授業料納付 ビザ更新）

（2年コース編入合格 授業料納付 ビザ更新）

クラス分け試験

進学ガイダンス 春季課外研修

進学ガイダンス

伝統芸能鑑賞教室

秋学期統一試験

春学期統一試験 定期試験

日本語能力試験 秋入学式

クラス分け試験

進学ガイダンス

秋季研修旅行

修了証書授与式（春学期）

進学ガイダンス スピーチ大会

進学ガイダンス

クリスマスパーティー

定期試験

修了者発表 修了式
さよならパーティー

面接

面接七夕会 面接

日本語能力試験

6ヵ月延長
（1.5年コース） 6ヵ月延長（2年コース）

基本コース（1年間）
6ヵ月延長（1.5年コース） 6ヵ月延長（2年コース）

「春入学」「秋入学」は1年間が
基本コースですが、進路など
により更に、日本語能力向上
を目標に、段階的に6ヵ月、更
に6ヵ月とステップアップで
きるコースがあります。
これには学業成績の審査、認
定が必要です。

もっと学びたい！ に

応える制度
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拓殖大学　別科 日本語教育課程

必修科目のほか選択必修科目の中から３科目以上の単位を取得することが修了要件です。
必修科目

日本語

留学生として日本で学ぶために必要な日本語をレベルに合ったクラスに分かれて学習します。特色あるカリキュラムで、
大学や大学院の授業に参加するために必要なアカデミック・ジャパニーズと実践的なコミュニケーション能力が修得でき
ます。レベルに応じて、日本留学試験の対策も行います。

1 総合 2 聴解・聴読解 3 読解 4 会話 5 作文

日本事情
日本で生活をする上で必要な基礎知識（文化・生活・社会など）を授業と様々な活動（課外研修・研修旅行・伝統芸能
鑑賞など）を通して学びます。

クラスゼミナール
日本の社会や学生生活を理解し、適応するための別科スチューデント・アシスタントを交えたアクティブラーニング型
授業です。

選択必修科目

日本語演習
Ⅰ～Ⅳ

次の科目から自分の目指す進路に合った科目を選んで学習します。

1 文字・語彙力集中演習 2 日本語能力試験対策演習（言語知識・読解・聴解）

3 学部進学対策 4 大学院進学対策 5 進路別日本語集中演習 等

必修科目・選択必修科目

日本語能力別のクラスでステップアップします。＊A2～ C１は、JF日本語教育スタンダードのレベル基準です。

日本語レベルの説明

希望する進路の入学試験科目に合わせて選択し学習する科目です。

クラス担任を中心に、学生の希望に沿ったきめ細かい進路指導をします。大学・専門学校への進学希望者に対しては進学ガイダンスを行い、適確
な情報を提供し、学生を全力でサポートします。拓殖大学への進学希望者には、内部推薦制度も用意されています。他大学進学希望者は、日本留
学試験に向けた充実したカリキュラムで学習できます。大学院希望者については、研究計画書の書き方から口述試験対策まで丁寧に指導します。

選択科目

進路指導

英語演習Ⅰ・Ⅱ
ⅠはTOEIC Reading & TOEFL Essay Writingに対応した主に文法力など英語リテラシーの向上を目指す授業です。 
ⅡはTOEIC Listening & TOEFL Speaking に対応した耳（Aural）/口（Oral）による英語使用の瞬発力をつける授業です。

初級英語 学部の必修英語授業で単位が取れるレベルを目指す授業です。

数学（文系・理系） 日本留学試験「数学コース 1（文系）」「数学コース 2（理系）」の受験対策の授業です。

化学／物理／生物 日本留学試験「理科」の受験対策の授業です。

総合科目Ⅰ・Ⅱ
日本留学試験「総合科目」の受験対策の授業です。
Ⅰは公民、Ⅱは地理・歴史の授業です。

※２０２２年度予定。一部変更されることもあります。

上　級
大学院や大学に進学する人にとって必要な日本語能力試験N1レベル相当の日本語力を目標とします。
専門的な分野や抽象的な話題について理解し、自分の考えや意見を明確に伝えることができます。 

（C1レベル以上）

中上級
大学や専門学校に進学する人にとって必要な日本語能力試験 N2 レベル相当の日本語力を目標とします。
幅広い場面で使われる日本語をある程度理解し、自分の考えや意見を伝えることができます。

（B2 レベル相当）

中　級
日常的な場面において使われる日本語能力試験 N3 レベル相当の日本語力を目標とします。
身近で個人的な話題について、まとまった内容を理解し、意図を伝えることができます。

（B1 レベル相当）

初中級
ごく日常的な場面においてやりとりするための基礎的な日本語力を目標とします。
身近で個人的な話題について、簡単な説明を理解し、短いことばで伝えることができます。

（A2 レベル相当）

初　級
身の回りの出来事について簡単な質問に受け答えできる基礎的な日本語力を目標とします。
よく使われる日常的表現と基本的な言い回しを理解し、用いることができます。

（A2 レベル未満）
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時限 曜日
授業時間

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

区分 科目名 区分 科目名 区分 科目名 区分 科目名 区分 科目名 区分 科目名

1時限
9:20～
11:05

必修

日本語
総合１

必修

日本語
総合２

必修

日本語
総合３

必修

日本事情

必修

日本語
読解２

選択 理系数学

２時限
11:15～
13:00

日本語
聴解･聴読解１

日本語
読解１

日本語
聴解･聴読解2

クラスゼミ
ナール

日本語作文 選択
物理

文系数学

３時限
13:50～
15:35

日本語会話
選択
必修

日本語演習Ⅰ
日本語演習Ⅱ

選択 生物
選択
必修

日本語演習Ⅲ
日本語演習Ⅳ

選択
必修

日本語演習Ⅴ
日本語演習Ⅵ

4時限
15:45～
17:30

選択
総合科目Ⅰ

化学
選択

総合科目Ⅱ
英語演習Ⅰ

選択 初級英語 選択 英語演習Ⅱ

※科目の曜日・時間帯等、変更になる場合もあります。

月曜日から金曜日まで毎日、日本語の授業があります。

時間割（例）

● 拓殖大学、拓殖大学北海道短期大学への推薦入学試験制度
（推薦基準あり）

● 拓殖大学学部への編入学試験制度（母国で取得した単位認定審査あり）

● 拓殖大学・拓殖大学北海道短期大学へ入学した場合の入学金一部減免

拓殖大学別科奨学金　 150,000円 8 名程

拓殖大学別科 日本語能力試験表彰

最優秀賞 30,000円   1 名

優秀賞 20,000円   2 名

努力賞 10,000円   7 名

公益財団法人 高山国際教育財団奨学金 月額 60,000円 1 ～ 2 名

※変更する場合があります。

修了式後のホームルーム

時　期 入学金 授業料 合　計

春入学
125,000円

前期 252,500円

後期 252,500円
630,000円（1年間）

秋入学

学費は入学金と授業料です。授業料は年2回（前期・後期）の分割納付です。

学　費

学習支援のための奨学金や表彰制度があります。応募資格などについては、お問い合わせください。

奨学金等

進路指導で様々な大学、大学院、専門分野へ進学します。

進学先

最近の主な進学先（5年間）
● 大学院…拓殖大学、愛知県藝術大学、関西学院大学、京都情報大学院大

学、慶応義塾大学、国士舘大学、首都大学東京、城西国際大学、洗足学園
音楽大学、東京藝術大学、東京工科大学、東京理科大学、東北大学、日本
大学、日本経済大学、一橋大学、法政大学、室蘭工業大学、目白大学、早稲
田大学、京都大学　他

● 大学…拓殖大学、大阪電気通信大学、帯広畜産大学、学習院大学、群馬大
学、慶応義塾大学、芝浦工業大学、城西国際大学、上智大学、駿河台大学、
高崎経済大学、東海大学、東京大学、東京電機大学、東京理科大学、東洋大
学、日本大学、武蔵野大学、武蔵野美術大
学、明治大学、目白大学、流通経済大学、琉
球大学　他

●短期大学…拓殖大学北海道短期大学 

●専門学校… 各種専門学校 （観光、調理など）

拓殖大学などへの進学

進学ガイダンス
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拓殖大学　別科 日本語教育課程

春季課外研修・秋季研修旅行
昨年は、コロナウイルスの影響もあり実施出来ませんでしたが、毎年、
春は日帰り、秋は一泊二日の日本の文化にふれる研修をします。日本
の世界遺産を観たり、そば打ち体験など盛りだくさんです。昼食では
バーベキューを楽しむなど交流も深まります。日本事情の時間では、
校舎を出て江戸時代などの博物館に行く授業もあります。

スピーチ大会
日本語学習の成果を発揮するため、クラスからの代表が様々なテーマ
について発表します。最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、努力賞を決
めるなど、1年を締めくくるメインイベントです。

別科で学ぶ皆さん
message

大学のサークルで色々な留学生に出会い、その影響で日本へ留学する事を決意しました。
拓殖大学別科日本語教育課程を選んだのは、別科で勉強していた大学時代の先輩から紹介
してもらったからです。別科では、先生方から日本語について教わるだけでなく、日本事
情や進学準備を含め、生活上の事や困った時も相談して助けてもらいました。世界中の国々
から来たクラスメイト達と出会えたことが、良かったです。また、別科からの推薦で民間
団体奨学金がもらえ、校舎近くの留学生寮で勉強も頑張りました。

储 楚 （チョ ソ／CHU CHU）さん

出身地 中国　 出身校 上海交通大学　 進学先 京都大学大学院　経済学研究科

志望校に合格できました。

日本への留学は、昔から日本の文化に興味があり、留学という挑戦をしたくて決めまし
た。拓殖大学別科日本語教育課程を知ったのは、父の知り合いが勧めてくれたからです。
別科の先生方は、学生達の質問に親切に答えてくれ、学生達の難しいと感じる事などをよ
く知っていて、助けてくれました。別科は勉強だけでなく、研修旅行やパーティーなどの
イベントもあるので、日本文化を体験する機会も多かったです。拓殖大学の施設も利用出
来るので、一生懸命に勉強し、別科の日本語能力試験最優秀賞をもらうことができました。

徐 旼奭（ソ ミンサク／SEO MINSUK）さん

出身地 韓国　 出身校 浦項高校　 進学先 明治大学　総合数理学部

日本語能力試験で別科の
最優秀賞に選ばれました。
日本語能力試験で別科の

小学生の頃からたびたび両親と一緒に日本を訪れていて、日本への愛着があったので、
留学することを決めました。拓殖大学別科日本語教育課程を選んだのは、別科へ進学した
知り合いに薦められたからです。別科では、週に１回拓殖大学の学生が来て、授業アシス
タントをします。その日本人学生達と交流することで、日本語が上達して、日本文化を知
るようになりました。また別科は学費が日本語学校より安く、授業時間も長く、個人の状
況にあわせてコースを選択することも出来たので良かったです。

程 嘉鑫（テイ カキン／CHENG JIAXIN）さん

出身地 中国　 出身校 瀋陽航空航天大学　 進学先 早稲田大学大学院　社会科学研究科

スピーチ大会で最優秀賞に
選ばれました。
スピーチ大会で最優秀賞に

子どもの頃から、アニメや日本文化を中心に日本が大好きで、来日前から日本語を勉強
していました。インドネシアで日本語を教えてくれた先生が、拓殖大学別科を教えてくれ、
自分でも調べて決めました。別科では、日本語能力試験対策クラスや大学進学クラス等様々
なクラスが用意されていて、選択出来ます。また先生方が、生徒一人一人にとても気を配っ
ていて、自分が話したいことも、話しやすいです。別科からの推薦制度で拓殖大学商学部
に進学しました。大学では国際ビジネスを勉強し、将来は日本の会社で働きたいです。

RIFKY MUHAMMAD HAFIDZ （リフキー ムハマド ハフィド）さん

出身地 インドネシア　 出身校 南タンゲラン第7国立高等学校　 進学先 拓殖大学　商学部国際ビジネス学科

コロナ禍の中、別科で勉強
を頑張りました。
コロナ禍の中、別科で勉強

こんな　　　、　　　もあります！
授業 大会
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