










コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
8 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

5 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
8 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

6 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
8 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 



7 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
8 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

夏季休業 

9 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
8 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

5 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

 

 

 

 

 

 



6 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

7 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

夏季休業 

 

 

 

 

 

 

 



9 4 

日本語文章表現Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅰ 20 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅰ 
20 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

英語基礎 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

8 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次後期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

10 4 

日本語文章表現Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 16 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

11 4 

日本語文章表現Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 16 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

12 3 

日本語文章表現Ⅱ 
18 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 18 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
18 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

冬季休業 

1 3 

日本語文章表現Ⅱ 
18 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 18 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
18 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

2 4 

日本語文章表現Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 16 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

 

 

 



3 2 

日本語文章表現Ⅱ 
12 

日本留学試験日本語(記述)対策 記述問題テーマ 100 基礎編 

記述問題テーマ 100 完成編 

日本語講読Ⅱ 12 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

アカデミック日本語Ⅱ 
12 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験完全攻略問題集聴解・聴読解 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

英語応用 8 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 2 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

日本語文章表現Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本語講読Ⅲ 

24 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

5 4 

日本語文章表現Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本語講読Ⅲ 

24 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

6 4 

日本語文章表現Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本語講読Ⅲ 

24 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

7 4 

日本語文章表現Ⅲ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本語講読Ⅲ 

20 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

ビジネス日本語Ⅰ 
24 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 



夏季休業 

9 4 

日本語文章表現Ⅲ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本語講読Ⅲ 

20 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

2019 年度日本留学試験(第 1 回)試験問題 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅲ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験模擬テスト 3 回分文系編 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

ビジネス日本語Ⅰ 
24 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 2 年次後期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

10 4 

日本語文章表現Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
24 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

11 4 

日本語文章表現Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
24 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

12 3 

日本語文章表現Ⅳ 
15 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
15 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
18 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
18 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

冬季休業 

1 3 

日本語文章表現Ⅳ 
15 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
15 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
18 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
18 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

 

 



2 4 

日本語文章表現Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
20 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
24 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
24 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

3 2 

日本語文章表現Ⅳ 
10 

日本留学試験日本語(記述)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

記述問題テーマ 100 完成編 

留学生の日本語作文編・論文作成編 

日本語講読Ⅳ 
10 

日本留学試験日本語(読解)対策 

大学で学ぶための技術を習得 

留学生の日本語読解編 

アカデミック日本語Ⅳ 
12 

日本留学試験日本語(聴解・聴読解)対策 

大学生活に必要な日本語を習得 

日本留学試験速攻トレーニング聴解編・聴読解編 

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 

ビジネス日本語Ⅱ 
12 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力の養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 12 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
4 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

5 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 12 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
4 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

6 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 12 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
4 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 



7 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 12 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
4 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

夏季休業 

9 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 12 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

総合科目 
4 

日本留学試験総合科目対策 日本留学試験対応総合科目問題集 

日本留学試験実践問題集総合科目 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 8 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

5 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 8 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

 

 

 

 

 

 



6 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 8 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

7 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ ８ 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

夏季休業 

 

 

 

 

 

 

 



9 4 

中級日本語Ⅰ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅰ 16 日本語の語彙力を強化 新完全マスター漢字・語彙 日本語能力試験 N2 

日本語のしくみⅠ 16 日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法・聴解 日本語能力試験 N2 

日本語講読Ⅰ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅰ 8 日本語能力試験 N2 対策 ゼッタイ合格！日本語能力試験総合テキスト N2 

英語基礎 4 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book2> 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

理科(物理・化学・生物) 
4 

日本留学試験理科対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル理科 物理・化学・生物 

日本留学試験模擬試験 10 回分(物理・化学・生物) 

数学コースⅠ・Ⅱ 

4 

日本留学試験数学コースⅠ・Ⅱ対策 日本留学試験対策問題集ハイレベル数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験模擬試験 10 回分数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験実践問題集数学コースⅠ・Ⅱ 

日本留学試験速攻トレーニング数学コースⅠ編 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 1 年次後期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

10 4 

中級日本語Ⅱ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 16 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
16 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 12 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

11 4 

中級日本語Ⅱ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 16 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
16 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 12 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

12 3 

中級日本語Ⅱ 12 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 12 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
12 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 12 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 9 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 9 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

冬季休業 

1 3 

中級日本語Ⅱ 12 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 12 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
12 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 12 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 9 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 9 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

 

 

 

 

 



2 4 

中級日本語Ⅱ 16 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 16 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
16 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 16 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 12 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 12 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

3 2 

中級日本語Ⅱ 8 コミュニケーション能力を高めるための技術を習得 ニューアプローチ中級日本語基礎編 

日本語表現法Ⅱ 8 日本語の語彙力を強化 45 日間で合格レベルへ！日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 

日本語のしくみⅡ 
8 

日本語の運用能力を強化 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピードマスター 

日本語講読Ⅱ 8 幅広い場面で使われる日本語の読解力を養成 必ずできる！JLPT「読解」N2 

検定対策Ⅱ 6 日本語能力試験 N2 対策 一発合格！日本語能力試験 N2 完全攻略テキスト＆実践問題集 

英語応用 6 コミュニケーションツールとして国際社会で必要な英語を習得 New Connection<Book3> 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 2 年次前期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

4 4 

中上級日本語Ⅰ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現基礎 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅲ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

5 4 

中上級日本語Ⅰ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現基礎 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅲ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

6 4 

中上級日本語Ⅰ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現基礎 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅲ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

7 4 

中上級日本語Ⅰ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現基礎 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅲ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

夏季休業 

9 4 

中上級日本語Ⅰ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現基礎 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅲ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅰ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

計 20  440   

 

 

 



コースカリキュラム(大学進学コース 2 年次後期) 

月 週 教科 時間 指導内容 教材 

10 4 

中上級日本語Ⅱ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

11 4 

中上級日本語Ⅱ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

12 3 

中上級日本語Ⅱ 18 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
18 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 18 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
12 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

冬季休業 

1 3 

中上級日本語Ⅱ 18 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
18 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 18 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
12 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

2 4 

中上級日本語Ⅱ 24 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
24 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 24 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
16 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整能力を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

 

 

 



3 2 

中上級日本語Ⅱ 12 談話レベルの日本語を習得 ニューアプローチ中上級日本語完成編 

日本語文章表現応用 
12 

日本語で書く技術を習得 小論文への 12 のステップ 

記述問題テーマ 100 基礎編 

日本語講読Ⅳ 12 日本留学試験日本語(読解)対策 日本留学試験完全攻略問題集読解 

ビジネス日本語Ⅱ 
8 

日本語を使って適切に行動する能力及び異文化調整を養成 映像で学ぶビジネス日本語 

新にほんご敬語トレーニング 

計 20  440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学進学コース 1 年次(総合科目選択) 履修目安：JLPT N2 レベル以上 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

日本語文章表現Ⅰ 

1 

 100 

日本語講読Ⅰ  100 

アカデミック日本語Ⅰ  100 

英語基礎 1  60 

総合科目(人文・社会科学) 1  40 

数学コースⅠ(選択) 1  
40 

数学コースⅡ(選択) 1  

日本語文章表現Ⅱ 
1 

 120 

日本語講読Ⅱ  120 

アカデミック日本語Ⅱ 1  120 

英語応用 1  80 

   880 

 

 

大学進学コース 1 年次(理科選択) 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

日本語文章表現Ⅰ 

1 

 100 

日本語講読Ⅰ  100 

アカデミック日本語Ⅰ  100 

英語基礎 1  60 

理科(物理・化学・生物) 1  20 

理科(物理・化学・生物) 1  20 

数学コースⅠ(選択) 1  
40 

数学コースⅡ(選択) 1  

日本語文章表現Ⅱ 
1 

 120 

日本語講読Ⅱ  120 

アカデミック日本語Ⅱ 1  120 

英語応用 1  80 

   880 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学進学コース 2 年次 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

日本語文章表現Ⅲ 
1 

 112 

日本語講読Ⅲ  112 

アカデミック日本語Ⅲ 
1 

 120 

ビジネス日本語Ⅰ  96 

日本語文章表現Ⅳ 
1 

 100 

日本語講読Ⅳ  100 

アカデミック日本語Ⅳ 
1 

 120 

ビジネス日本語Ⅱ  120 

   880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学進学コース 1 年次(総合科目選択) 履修目安：JLPT N3 レベル 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

中級日本語Ⅰ 
1 

 80 

日本語表現法Ⅰ  80 

日本語のしくみⅠ 

1 

 80 

日本語講読Ⅰ  80 

検定対策Ⅰ  60 

英語基礎 1  20 

総合科目(人文・社会科学) 1  20 

数学コースⅠ(選択) 1  
20 

数学コースⅡ(選択) 1  

中級日本語Ⅱ 
1 

 80 

日本語表現法Ⅱ  80 

日本語のしくみⅡ 

1 

 80 

日本語講読Ⅱ  80 

検定対策Ⅱ  60 

英語応用 1  60 

   880 

 

 

大学進学コース 1 年次(理科選択) 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

中級日本語Ⅰ 
1 

 80 

日本語表現法Ⅰ  80 

日本語のしくみⅠ 

1 

 80 

日本語講読Ⅰ  80 

検定対策Ⅰ  40 

英語基礎 1  20 

理科(物理・化学・生物) 1  20 

理科(物理・化学・生物) 1  20 

数学コースⅠ(選択) 1  
20 

数学コースⅡ(選択) 1  

中級日本語Ⅱ 
1 

 80 

日本語表現法Ⅱ  80 

日本語のしくみⅡ 

1 

 80 

日本語講読Ⅱ  80 

検定対策Ⅱ  60 

英語応用 1  60 

   880 



大学進学コース 2 年次 

 

 教師数 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 計 

中上級日本語Ⅰ 
1 

 120 

日本語文章表現基礎  120 

日本語講読Ⅲ 
1 

 120 

ビジネス日本語Ⅰ  80 

中上級日本語Ⅱ 
1 

 120 

日本語文章表現応用  120 

日本語講読Ⅳ 
1 

 120 

ビジネス日本語Ⅱ  80 

   880 
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