
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。

47年の歴史と約4,700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
ようこそ！

別科 日本語教育課程へ

別科 日本語教育課程の特色

「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。

POINT

1

日本語能力別のクラス編成、習熟度に合わせた学習、
国公私立大学や大学院などへの進路指導をします。

POINT

3

授業料は年2回（前期・後期）の分割納付です。
POINT

2

拓殖大学への編入学、推薦入学試験制度があります。
POINT

4
最寄り駅は茗荷谷駅、
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。

POINT

5

3



「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※

2020 ▶▶ 2021 ▶▶

2022 ▶▶

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）

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 春季研修旅行

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

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

「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

面接

面接 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）
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拓殖大学　別科 日本語教育課程

日本語

英　語

日本事情
日本での生活を有意義にするために日本の社会・生活・文化などを学びます。
春季、秋季研修旅行や伝統芸能鑑賞教室に参加します。

日本語の基礎知識を理解し、指示を聞く、依頼する等、ごく簡単な応答ができます。基　礎

日本語の基礎知識を習得し、日常の限られた場面（買い物、注文、場所を聞く、待ち合わせ等）での応答ができます。初　級

母語話者とほぼ対等なレベルの日本語力を有し、アカデミックレベルでの議論・プレゼンテーションや仕事での交渉が可能です。超　級

講義や仕事などの幅広い場面で使われる日本語を習得し、抽象的な話題にも対処できます。
大学や大学院に進学する人にとって必要なＮ１レベル相当の日本語力が身につきます。

上　級

講義や仕事などの幅広い場面で使われる日本語を理解し、対応できる話題が拡がります。
専門学校や大学に進学する人にとって最低限必要なＮ２レベル相当の日本語力が身につきます。中上級

日常場面で使われる日本語の表現や語彙を理解し、身近な話題には準備なしで対処できます。
また、中級学習への橋渡しとして、漢字力の基礎を固め、語彙力を強化します。初中級

日常場面においては、使われるＮ３レベル相当の日本語の表現や語彙をほぼ習得できます。
母語話者とコミュニケーションができ、個人の意見や考えを述べることができます。中　級

必修科目は全員が履修する科目で、修了のため、全ての単位を取得する必要があります。

必修科目（2019年度 例）

日本留学試験「数学コース1（文系）」「数学コース2（理系）」の受験を考慮した授業です。数学（文系・理系）

日本留学試験「理科」の受験を考慮した授業です。化学／物理／生物

日本語の基礎力をつける授業です。初級日本語

大学や大学院の受験に必要なTOEIC ／ TOEFLのスコアをのばすための授業です。TOEIC対策／ TOEFL対策

日本留学試験「総合科目」の受験を考慮した授業です。現代社会／地理・歴史

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。

選択科目（2019年度 例）

日本語能力別のクラスでステップアップします。

日本語レベルの説明

留学生として日本で学ぶのに必要な日本語を学習します。 
｢書く・読む・話す・聞く｣ の４技能を総合的に習得し、大学や大学院の授業に参加するための準備をします｡

1 表記

1 文法

2 文型

3 初級

6 会話3 読解

2 読解

4 作文 5 聴解

7 演習

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日本語（入門、初級、中級、初中級漢字、中級会話、多読） ②日本語能力試験対策（N1-N4）
 ③日本語（拓大特進・大学院進学・国公立大学進学／ EJU）

英文法・読解を中心に学び、大学の授業に参加するための準備をします。
クラスのレベルに応じて「書く・読む・話す・聞く」の能力のレベルアップを目指します。
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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
 9:00 ～ 9:45

（5分休憩）
9:50～10:35

必修

日本語

必修

日本語

必修

日本語

必修

日本事情

必修

日本語

選択

理系数学

2時限
10:40～11:25

（5分休憩）
11:30～12:15

日本語 日本語 日本語 ホームルーム 日本語 物理
文系数学

3時限
12:50～13:35

（5分休憩）
13:40～14:25

選択必修
日本語演習

日本語
英語（文法）

選択必修
日本語演習 日本語 日本語

英語（読解） 必修 初級英語

4時限
14:35～15:20

（5分休憩）
15:25～16:10

日本語 日本語
英語（文法） 選択 生物 日本語 日本語

英語（読解）

5時限
16:20～17:05

（5分休憩）
17:10～17:55

選択 化学
現代社会 選択 地理・歴史

TOEIC対策 選択 キャリア対策 選択 TOEFL対策
初級日本語

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（2019年度 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

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

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、慶應義塾大学、学習院大学、関西学院大学、法政大学、

日本大学、国際教養大学、埼玉大学、首都大学東京、筑波大学、東京大学、
東京芸術大学、東京理科大学、東京電機大学、一橋大学、武蔵野大学、室
蘭工業大学、明治大学、横浜国立大学、早稲田大学、京都情報大学院大学 

他

● 大学…拓殖大学、帯広畜産大学、慶應義塾大学、首都大学東京、多摩美術
大学、千葉大学、中央大学、東京大学、東京外国語大学、東京海洋大学、東
京工業大学、東京理科大学、名古屋大学、長岡造形大学、琉球大学、日本
大学、一橋大学、明治大学 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

大学卒業後、１年間仕事をし、その後、オーストラリア、日本
でワーキングホリデーに参加した際、日本がとても好きになり、
留学を決めました。拓殖大学別科は母の知人からの紹介です。
日本の映画が好きで、日本語を別科でしっかり学び、映像関連
の専門性を身につけるために東京藝術大学への進学を目指しま
した。先生方の手厚い指導を受
け、東京藝術大学へ進むことが
出来ました。将来、映画配給の
仕事に就きます。

中華人民共和国
山東省莱山第一中学

（高等学校）出身
拓殖大学 国際学部国際学科

賀　靖
（ガ　セイ／ HE　JING）さん

高校で理科系に進み、特に物理が好きでした。世界でも研究開
発が盛んな日本で勉強するため、インドネシアにいる拓殖大学
を卒業した先生から別科を紹介してもらいました。入学後、髙
山国際教育財団の奨学金をいただき、別科の先生の丁寧な指導
により、日本語などの学習、大学への進学が出来ました。拓殖
大学工学部では機械システム工
学を学び、将来はインドネシア
の教育を技術的に発展させ、日
本のような発展した国になるよ
う寄与したいと考えています。

台湾
国立台湾芸術大学出身
東京藝術大学 映像研究科 
映像専攻プロデュース学科

方　翎
（ファン　リン／ FANG LING）さん

インドネシア共和国
SMA TRENSAINS TEBUIRENG

（高等学校）出身
拓殖大学 工学部機械システム工学科

MUHAMMAD 
SANSURI RASYID

（ムハマド・サンスリ・ラシッド）さん

別科で学ぶ皆さん MESSAGE

春季・秋季研修旅行、伝統芸能鑑賞教室
春は一泊二日、秋は日帰りの日本の文化にふれる研修旅行をします。
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。また、日本の芸能・
歌舞伎の鑑賞、相撲、江戸時代の博物館などに行く授業があります。

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。

こんな　　　
、　　　もあ

ります！
授業 大会

2018年度別科奨学金を

いただきました。

2017年のスピーチ大会

では優秀賞をとりました。

文京留学生寮でさくら

祭りに参加しました。

日光の研修旅行は

楽しかった。

多くの日本人と交流したいと思い、インターネットで調べ、拓殖
大学別科が最高だと感じました。別科では、厳しく、優しく分か
るまで丁寧に指導をしてくれました。研修旅行、スピーチ大会な
ど日本文化に触れる行事もあります。毎週木曜日にホームルーム
があり、大学生との交流も出来ます。日本語以外の選択科目も豊
富で、日本語能力試験の受験の
ためにもお勧めです。別科奨学
金をいただき、拓殖大学国際学
部へは推薦入学出来ました。将
来、スポーツの国際化に繋がる
仕事に就きたいと考えています。

日本のドラマ、映画、アニメが大好きで、いつもタイ語の字幕を
見ていました。もし字幕を見ないで楽しむことが出来たらと思い、
日本語を学ぶことにしました。拓殖大学別科はJASSO STUDT IN 
JAPAN FAIRで知り、先輩の話を聞き、インターネットで調べ、良
い大学と思い入学しました。進学のコース別クラスもあり、進路
に向けた指導も受けることが出来
ます。髙山国際教育財団からの奨
学金を頂き、毎日、充実していま
す。別科修了後は、更に日本語を
学ぶため拓殖大学大学院言語教
育研究科への進学を目指します。

タイ王国
SRINAKHARINWIROT UNIVERSTY出身
拓殖大学 別科 日本語教育課程 
1.5年コース在学中

LERDLAMNAOCHAI 
SIRAD

（ルートラムナオチャイ・シラダー）さん

7



大学・別科 日本語教育課程の施設／ Takushoku University Intensive Japanese Language Program Facilities／
大学别科 日语教育课程的设施／大學別科 日語教育課程的設施／대학 및 별과 일본어교육과정 시설／

Cơ sở vật chất trong trường Đại học và Khoa đào tạo tiếng Nhật／

■別科学舎
■ Intensive Japanese Language Program Building
■别科校舍
■別科校舍
■별과 학사
■ Khu học xá Khoa đào tạo tiếng Nhật
■

■拓殖大学文京キャンパス
■ Takushoku University Bunkyo Campus
■拓殖大学文京校区
■拓殖大學文京校區
■타쿠쇼쿠대학 분쿄 캠퍼스
■ Khuôn viên Bunkyo thuộc Đại học Takushoku
■

■文京留学生寮（女子寮） ※定員58名
■ Bunkyo International Student Dormitory (Women-Only) *Capacity: 58 students
■文京留学生宿舍（女生宿舍） ※定员58名

■文京留學生宿舍（女生宿舍） ※可容納58人

■분쿄 유학생 기숙사（여자 기숙사） ※정원 58명

■ Ký túc xá du học sinh Bunkyo (Ký túc xá nữ) *Có sức chứa 58 người
■  

■図書館
■ Library
■图书馆
■圖書館
■도서관
■ Thư viện
■

■学生食堂
■ Cafeteria
■学生食堂
■學生食堂
■학생식당
■ Nhà ăn sinh viên
■

■医務室
■Medical Office
■医务室
■醫務室
■양호실
■ Phòng y tế
■


