
お問い合わせ咨詢

●申請者に関する書類
入学申込書・履歴書・卒業証明書・就職証明書・日本語能力証明書・パスポート情
報・証明写真6枚

申請者との関係証明書類・在職証明書・所得証明書・残高証明書・戸籍謄本
※詳細はTCJホームページをご覧ください。

●申請人需要準備的資料
入學申請書・履歷書・畢業證書・在職證明書・日語能
力證明書・護照訊息・證件照6張 等

能證明和申請人關係的文件・在職證明書・收入證明
書・銀行存款證明・戶口名簿 等
※根據申請人的情況，需要準備的資料會有不同。詳細情況請通過

學校網址咨詢。

關於簽證申請 經費支付人需要準備的資料
ビザ申請書類について 支弁人書類について

慶應義塾
大學醫院

明治神宮外苑

信濃町站

郵局

國立競技場站

TCJ
新宿

四谷

JR 山手線

JR中央·總武線

信濃町新宿新宿 秋葉原秋葉原

東京
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→

學校 FB : 
請用手機掃描 QR code

facebook

學校 HP : 
請用手機掃描 QR code

網站

https://tcj-nihongo.co.jp/

▶▶ https://tcj-nihongo.co.jp/en/entry/document/

東京都新宿區信濃町34 4/5/6F,160-0016
Tel: +81-3-3354-5001  FAX: +81-3-3354-5002 E-mail: info@tcj-nihongo.com

東京中央日本語學院
（日本語教育學會會員 ）（日本語教育振興協會認定學校 ）

学校案内
學校介紹 

東京中央日本語學院 （ 日本語教育學會會員 ）
（ 日本語教育振興協會認定學校 ）



学校周辺學校周邊

私達は1988年にTCJを設立して以来、日本語教育を通じて学生の夢を実現することが使命と考え、日々研鑚を
重ねてきました。それは私達が、学ぶことがゴールではなく、学んだ知識を人生においてどう生かすかを重視している
からにほかなりません。修了後は、グローバルな視野を持った世界で活躍できる人材になってほしいと願っています。

学院長　三輪 豊明

自從1988年TCJ創立以來，我們都以“通過日語教育實現學生的夢想”為使
命，每日潛心鑽研。在我們看來，學習的終點線並不是“學習”，而是學以致
用，即把所學的知識應用到人生當中。這才是我們最重視的理念。希望我們的
學生畢業後，能夠成為具有國際視野的優秀人才，并活躍在世界各地。

學院長    三輪 豐明

山手線

雷
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電影 “君の名は / 你的名字 “ （2016）的取景地

在東京中心學習
東京の中心で学ぶ

有世界各國同窗
世界各国からのクラスメイト

多樣的教師陣容
多様な教師陣

豐富的娛樂活動
楽しいイベント満載

靈活的課程選擇
選べるコース

1
2
3
4
5

TCJ 的五個特點
TCJ 5つの特徴

歡迎來到日本!
歡迎來到TCJ!

Check!

Let’s go!
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B 課程　Bコース

A 課程　Aコース

カリキュラム案内

學期介紹TCJは卒業後の進路によって、A・Bの2コースに分かれています。

根據畢業後的後續選擇，本校設置A・B兩種課程。課程介紹
コース案内

日本の教育機関や企業の「年度」は一般的に4月から始まり、3月
に終わります。進学目的の場合、入学の翌年度3月が卒業時期とな
り、それまでに志望校合格を目指すカリキュラム構成となっています。
言語学習目的の場合、最長2年間TCJで勉強することができます。

在日本，不管是教育機關還是企業，新“年度”都是從4月開始、3月結束。如果你選擇升學課程，畢業時間為下個
年度的3月份。本校為了讓學生畢業之前順利升入目標學校，設置了非常全面的課程。如果你的目的是單純的語言學
習，最多可以在TCJ學習兩年時間。

※入学条件や申込方法は別紙の資料をご参照ください。※不同學期的入學條件和申請方法，請參考另外的資料。

JLPT語言學習課程
本課程的教學目的是，讓學生在符合自己日語水平的班級里進一步提高日
語能力的同時，講授日本傳統文化，讓學生對日本有更深的了解。
・各種各樣的活動
・文化體驗講座

それぞれの日本語レベルに合わせたクラスで日本語力
を高めると同時に、日本文化や伝統についての理解
を高めることを目的としています。
・課外活動
・文化体験授業

JLPT就職課程
本課程的教學目的是，面向希望在日本就職的同學，在備考JLPT N2
（N1）的同時，開設日本就職所需要的商務禮儀、求職知識等講座。
・求人信息、就職說明會的“郵件雜誌”訂閱
・商務禮儀、求職知識講座
・履曆書填寫指導 (個別指導)
・面試指導(個別指導)

多くの企業で求められているN2レベルの日本語を取
得し、採用されるために日本のビジネスマナーや就職
方法を学ぶことができます。
・求人票や就職説明会についてのメルマガ配信
・就職してから必要となる知識やマナーの講習会開催
・履歴書添削（個別）
・入社面接練習（個別）

 課程概要・升學日程表 コ―ス日程と進学スケジュール

班級水平 JLPT 具體的能力 預計學習時長

上級Ⅱ 上級Ⅱ
N1

能夠理解各種場面所需要的日語。
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。

６個月  6ヵ月
上級Ⅰ 上級Ⅰ

中級Ⅱ 中級Ⅱ
N2

理解日常生活用日語，並且一定程度上理解各種場面所需要的日語。
日常的な場面で使われる日本語に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

６個月   6ヵ月
中級Ⅰ 中級Ⅰ

初中級Ⅱ 初中級Ⅱ
N3

一定程度上理解日常生活用的日語。
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

６個月   6ヵ月
初中級Ⅰ 初中級Ⅰ

初級Ⅱ 初級Ⅱ N4 可以理解基礎日語。    基本的な日本語を理解することができる。 3個月   3ヵ月

初級Ⅰ 初級Ⅰ N5 一定程度上可以理解基礎日語。   基本的な日本語をある程度理解することができる。 3個月   3ヵ月

TCJ的日語能力評價標準 TCJでの日本語レベル基準

月份
項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日語等級 N1 level

升學日程

目標學校決定 私立大學
考試開始

私立大學結果通知

畢業
升學面談

申請準備

申請提交

學校開放日

大學內的升
學說明會

JLPT EJU大學課程
本課程的教學目的是，提高學生的日語四種能力 (口語能力, 聽力, 閱讀
能力和寫作能力)，幫助學生考入目標大學。
・可以參加EJU的基礎科目講座 (日語和綜合科目)
・可以進入以名校為目標的特別升學班 (有條件)
・申請書填寫指導 (個別指導)
・面試指導(個別指導)

日本語の4技能をバランスよく育成し、志望校合格を目指します。

・EJUの基礎科目授業も受講可能
・難関大学合格を目指す特進クラスへ入学可（条件有）
・願書の記入補助（個別）
・入試面接指導（個別）

JLPT專門學校課程
本課程的教學目的是，面向希望考入專門學校的同學，以JLPT N2合格
為目標，提高學生的筆試能力和日語交際能力。此外，還提供個別面試
指導。
・提供最新的考試資訊和推薦學校資訊
・申請書填寫指導 (個別指導)
・面試指導(個別指導)

専門学校受験に向けて、JLPT N2の取得を目指します。入試では筆記能力のみならず対人コ
ミュニケーション能力もみられることが多いため、個別の面接指導にも力が入れられています。
・最新の受験情報や指定校推薦情報を提供
・願書の記入補助（個別）
・入試面接練習（個別）

月份
項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日語等級 N2 level N2/N1 level N1 level

升學日程

說明會

專門學校
開放日

申請準備

目標學校決定

錄取結果通知

畢業
申請開始

考試

JLPT EJU大學院（研究所）升學課程
本課程的教學目的是，提高學生的學術發表口語能力和論文讀寫能力，
幫助學生考入目標的大學院（研究所）。
・ 參考文獻的查詢方法
・ 研究計劃書、申請理由書的修改（個別指導）
・ 面試指導（個別指導）
・ 履曆書確認 (個別指導)

学術発表ができる口頭能力や論文を読み書きする力を育成し、志望校の合格を目指します。

・参考文献の探し方
・研究計画書や志望理由書の添削（個別）
・入試面接指導（個別）
・履歴書の確認（個別）

月份
項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日語等級 N1 level

升學日程

目標學校決定

研究計劃
書完成

往年試題解答

聯繫教授

理科出愿

理科I期考試

文科出愿

文科I期考試

理科・文科
II期考試

大學院錄取結果通知

畢業

私立理科大學入學考試開始   私立理系大学入試開始

私立大學院入學考試開始   私立大学院入試開始

專門學校、私立文科大學入學考試開始   専門学校・私立文系大学入試開始

國立大學、大學院入學考試開始   国立大学院・大学入試開始

第一年 第二年

月

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

4月期

7月期

10月期

1月期

考試日程

赴日

入學

申請簽證

留學準備

赴日

入學

申請簽證

留學準備

赴日

入學

申請簽證

留學準備

赴日

入學

申請簽證

留學準備

2年

畢業

畢業

畢業

畢業

1年9個月

1年6個月

1年3個月

入學期和學習期間 入学期および学習期間

EJU EJU EJU EJU EJUJL
PT

JL
PT

JL
PT

JL
PT

JL
PT

JLPT ： 日本語能力試験 Japanese Langauge Proficiency Test  日本語能力試験JL
PT

EJU ： 留学試験 The Examination for Japanese University Admission for International Students  日本留学試験
（※為了升入日本的大學，6月份的EJU成績極為重要） ※大学受験には6月開催のEJUスコアが重要です。

EJU

國立大學考試開始
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學生感言

教科書以及其他各種教材根據學生需要
選擇，課堂上使用最新的教學方式。
教科書や教材はクラスや学生の需要に合わせ適切な
ものが使われ、授業は最新の教授法でおこなわれてい
ます。

Mr.Glenn

　B 課程　專門學校

我希望成為一名電腦工程師，因
此決定來日本學習IT。入學TCJ
后，老師們在課後為了安排了很
多升學指導，幫助我順利考上了
目標大學！
プログラミングエンジニアを目指しており日本でIT
を学びたいのでTCJに入学しました。先生たちは
授業外でも親身に進学指導をしてくれ、希望の学
校に合格することができました！

Mr.Suraj

　A 課程　大學

學校不僅有讀寫練習，聽／說練習也非常
多。因此，我順利的找到了打工。兼職的地
方有新人來，我也能用日語教他們，得到了
大家的信賴。
読み書きのみならず、聞く話す練習をクラスで多くするため、
アルバイトを見つけることができましたし、新しいアルバイトの
人に教えるときも信頼が得られる日本語力を身につけることが
できました。

Ms.Sinda

　A 課程　大學

為了幫助大家記住漢字，老師們用了很多
功夫。
漢字を覚えやすくするために、先生が工夫してくれています。

Mr.Mohammad

　B 課程　專門學校 

這裡不僅有教學課程，還有非常豐富的課外
活動！通過參加活動，我對日本文化有了更
深刻的理解。
クラスの活動だけでなく、課外イベントも楽しいものばかりで
す！イベントに参加し、日本文化への理解を深めています。

Ms.Emilly

　B 課程　語言學習

不同的老師都有著自己獨特的教學方式，每
位老師帶來的課堂氣氛都不一樣。每天都在
期待今天會有什麼新鮮內容。
それぞれの先生が独自の教え方を持っていて、先生によってクラスの
雰囲気が変わります。今日は何をするかいつも楽しみにしています。

Ms.Pornpan

　B 課程　專門學校 

來到TCJ以後，認識了很多同樣希望升入一
流大學的朋友。和大家一起努力的每一天，
是我一生難忘的回憶。
TCJに来てから、一流大学に入る夢を持つ友達ができまし
た。彼らと共に頑張ってきた毎日は一生忘れることのない思
い出です。

Mr.Kaiwei

　A 課程　大學院 
在這裡，我們可以和不同國籍、文化以及有
不同背景的同學一起學習。上課時，碰到不
好理解的問題，老師也能講的淺顯易懂，很
有趣。
異なる国籍や文化など色々なバックグラウンドを持つ人 と々と
もに学ぶことができ、授業は分かりにくいような内容も分かり
やすく解説され面白いです。

Mr.Oliva James

　B 課程　就職

最喜歡的活動是BBQ活動了。不僅加深了和
同班同學的友誼，也通過做料理，認識了很
多新的朋友。非常開心。
一番好きなイベントはBBQイベントです。そこでクラスメイトへ
のことをよく知れただけでなく、料理を作りながら新しい友達が
できて楽しかったです。

Mr.Shehan Kasun

　B 課程　專門學校 

聽說TCJ的學生JLPT N1和N2的合格率很
高，因此我也選擇到TCJ留學。
JLPT N1とN2に合格している学生の割合が高いことから、
日本での留学をTCJですることにしました。

Ms.Thuy Anh

　B 課程　就職

在TCJ，不僅能學到日語，每年還有許多
文化活動可以參加。因此，我選擇了這家
學校。
TCJは日本語だけじゃなく日本の文化や毎年いろいろなイベン
トやってるからこの学校選びました。

Mr.Hasan

　B 課程　專門學校 

我看到TCJ有大學升學課程，而且評價很
好，於是申請了這裡作為我的留學第一站。  
日本の大学機関に進学するためのカリキュラムが組まれてお
り、その評判がよかったのでTCJを留学先に選びました。

Mr.Mario

　A 課程　大學

每天放學的時候，很多老師・職
員都很親切的站在樓梯和我們說
再見。
下校時先生やスタッフがいつも笑顔で見送って
くれるような暖かい学校環境です。

Ms.Yi ju

　B 課程　就職
校方對課程和教學內容的安排很合適，因此
我選擇了到TCJ留學。這裡有很多經驗豐富
的老師，有適合學習的環境。
スタッフの人が学校やコース内容を丁寧にしてくれたので、TCJに
留学を決めました。経験ある先生が多く、学びやすい環境です。

Ms.Vivian

　B 課程　語言學習

在TCJ經歷最難忘的事情應該是巴士旅行
了。在主題公園和老師們一起乘坐雲霄飛
車，師生交流的話題比平時多了很多，非常
開心。
TCJでの一番の思い出はバス旅行です。テーマパーク内で
は先生も一緒に乗り物に乗って、いつもよりみんなと交流を
深められて楽しかったです。

Ms.Nandar

　B 課程　專門學校 

學校為我們提供打工說明會等各
種生活支援措施。校舍位於東京
的中心，到涉谷等繁華街的交通
很方便。
アルバイト説明会を開催するなど、生活サポートが
しっかりしています。学校の位置も東京の中心なの
で、渋谷などの繁華街にも交通の便がいいです。

Ms.Rachele

　A 課程　大學

University

GraduateSchool

Technical college

Job hunting

Language study

老師舉了很有意思的例子來解釋語法和單
詞，讓我很容易的記住了它們。
面白い例で文法や単語を教えていただいたので覚えやすかっ
たです。

Ms.Chang

　A 課程　大學

課堂上只能講日語的規定非常有用。因為身
處在只能講日語的環境中，我感覺日語的進
步比在國內學習的時候快多了。
授業では日本語だけで話すというルールがとても役立ちまし
た。いつも日本語を使う環境があったので、国で勉強していた
時よりも上達が早く感じました。

Mr.Prachant

　A 課程　大學 
在就職班級中，我不僅學習了日本文化，也
學到了商務禮儀。老師就像母親一樣關心我
們，幫助我實現了在日本工作的理想。
就職コースでは日本の文化や、マナーなどことも勉強できま
す。また、先生が母のように面倒をみてくれ、無事就職が決ま
りました！

Ms.Han qiao

　B 課程　就職
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女兒節

節分

“初詣”（新年寺廟參拜）

巴士旅行

朗誦比賽

中學校交流會

歡迎會

入學典禮

夏季短期課程

學生交流會

2Feb.
外苑散步

畢業典禮

BBQ
七夕節

4Apr.

6 Jun.

10Oct.

12Dec.

1 Jan.

“能”（日本傳統戲劇）體驗

3Mar.

日語會話交流會

壽司製作體驗

7 Jul.

書道體驗

8Aug.

9 Sep. 11Nov.

5May

學生宿舍分租公寓 シェアハウス 学生寮

依據需要，我們能夠介紹分租公寓或者學生
宿舍。

ご要望に合わせてシェアハウスや
寮のご案内をしています。

每學期都有打工說明會舉行。屆時，
會教同學們如何填寫履曆書，如何參
加面試。
從校內的公告欄也能獲得兼職訊息。

毎期アルバイト説明会を行い、履歴書の書き方や面接の受
け方を教えています。校内の掲示板で最新の求人情報を得
ることができます。

 兼職時間限制 : 每週28小時以內 
※長期休假期間，每日最多可以打工8小時。
 時薪 : 大約 1000日元 
※東京都平均
 月收入 : 50,000～100,000日元

・勤務可能時間：週28時間以内
※長期休暇中は1日8時間まで可

・時給：1,000円前後
※都内平均

・収入：月5 ～ 10万円

※入住之前，需要提前聯繫學校，確認空房
情況。

※入室には事前に空き室状況の問い合わせが
必要となっております

家賃例／月
1人部屋：65,000円～　2人部屋：35,000円～

房租／每月
單人間 : 65,000日元~
雙人間 : 35,000日元~ 東京都的人氣分租公寓 都内の人気なシェアハウス

生活支援
サポート

 打工支援 アルバイトサポート  住宿支援 入居サポート

https://www.borderless-house.jp/ http://www.sakura-house.com/en

  0807


