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理事長 
Chief director

三國 春樹 Mikuni Haruki
ここは日本語教育のプロというだけでなく、学生の留学生活全般にわたってサポー
トすることに情熱を傾ける人たちの集まる場所です。ですから、夢を実 現するために
チャレンジするあなたをお待ちしております!
这里有教学经验丰富且不乏亲和力的师资团队 , 所以我 们一直等待着来这里实现
梦想的你 !

海外から留学する多くの学生が、日本での日本語学習を通じて、日本及び世界の時事、
科学、伝統文化など多くの事を学び、それを活かして自分の将来への第一歩を築き、
やがて社会貢献できるような人材に育つ事を期待しております。
希望大家通过本学院传授的日语可以学到日本以及世界其他国家的传统文化,科技,艺术等方面的知识,
灵活运用,构建自己的人生 , 为社会作出更多的贡献。

特別顧問 
Senior Consultant

和泉 雅人 
 Izumi  Masahito

皆さんはなぜ日本語を勉強するのでしょうか?日本語がうまくなりたい。日本語の試験に合格したい。
これだけなら日本へ来る必要はありません。この学校では勉強だけでなく、皆さんが 将来、国際人と
して活躍するための準備をお手伝いしています。留学は国際人になる第一歩です。日本で、母国で、世
界各国で、国際人として活躍したい方、お待ちしております。
同学们,你们为什么想要来日本留学?想提高自己的日语水平?还是为了日语证书?如果仅仅如此的
话我认为没有必要来日留学。在这个学校不仅仅可以学到日语,他还是一个可以让你在世界 舞台展
现自己的魔术师。所以,我期待着有相同梦想与抱负的你,让我们一同迈向梦想!

校長兼教務主任 
Principal and Academic Affairs Chief

渡辺 予里 
Yori Watanabe

事務局長
Secretary General

邊　驥 
JI    Bian
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池袋駅
Ikebukuro

Station

中央・総武線 8分
(Chūō-Sōbu Line  8  minutes)

8分（8minutes）新宿駅
Shinjuku
Station 中央・総武線 17分

(Chūō-Sōbu Line  17  minutes)

17分（17minutes）

亀戸駅
Kameido Station

東京文教学院
Bunkyo Academy of Tokyo

成田空港
Narita International

Airport

中央・総武線 14分
(Chūō-Sōbu Line  21  minutes)

京成本線急行 48分
(Keisei Main LineLimited Express 37 minutes)

羽田空港
Haneda Airport

中央・総武線 2分
(Chūō-Sōbu Line  2  minutes)

リムジンバス 60分
(Airport bus 60  minutes)

空港アクセス
Access from airport

皆さん、日本で困った事があればいつでも相談しに来てください。
安心で充実した留学生活を送れるように、私達はあなたの勉強と生活を全力で
サポートします。
大家好，在日本生活如有遇到任何困难，请来咨询我们。为了能让大家安心，
并且充实地渡过美好的留学生活，我们全力以赴帮你解决学习以及生活相关的任何困难。



亀戸での暮らし
総延長50km以上の水路が縦横に走り、荒川、隅
田川、東京湾に面した江東区。ここは豊かな水辺
と緑に囲まれた美しい水彩都市として知られて
います。その中で一際変化をみせているのが、歴
史と伝統を感じさせつつも新時代の香りを漂わ
せる亀戸という街です。
江东区南临东京湾，区内阡陌交错的河川和运
河等总长度逾50公里。环水缀绿令人身处都市
中心也仍然可以亲水抱绿，舒展身心，堪称“水
彩都市”。而江东区的龟户既有江户情怀，下町
风情的传统，又能展现最先进都市的未来，两
者相映共存。

学習環境
当校は、亀戸駅から徒歩４分内に位置している地
上５階建のビル、で最適な学習環境、最新な設備
を備えています。
从龟户站徒步4分就可到达本校，是一座5层建
筑的校舍。里面有整洁的新型教学设备、环境
舒适、优雅。

学校寮完備
通学に便利で快適な学生寮を完備しています。
生活に必要な家具や器具はすべて備えてありま
すので、来日したその日からすぐに住むことがで
きます。
本校有舒适、便利的学生宿舍。并且备有生活
和学习所需的家具和家电等，学生来到日本的
第一天就能马上入住。

真剣に授業に取り組む
学生たちの様子

これから日本へ渡航される方   

すでに日本に滞在している方

学費案内

進学（総合日本語）コース：

スタディツアーコース：

在日短期語学プラン：

　　　　　　　履修期間　　　　　　　　　 ２年　　　　　 １年９ヶ月　　      １年６ヶ月　　         １年　　

　　　　　　　在留資格　　　　　　　　　 留学　　　　　    留学　　              留学　　　　　 特定活動　

                 　　  入学検定料　　　　　     21,000円　　      21,000円      　   21,000円　        21,000円

                 　　  　入学金　　　　　　     30,000円　　      30,000円      　   30,000円　        30,000円

第一学年            　授業料　　　　　　   660,000円　　    660,000円     　  660,000円　      660,000円

                 　　  　授業料　　　　　　   660,000円　　    495,000円     　  330,000円　          　 　 ー

 第二学年            　施設費　　　　　　     24,000円　　      18,000円     　    12,000円　         　 　  ー

                 　　  　施設費　　　　　　     24,000円　　      24,000円     　    24,000円　        24,000円

                 　　  　  合計　　　　　　    735,000円　　    735,000円     　  735,000円　      735,000円

                 　　  　  合計　　　　　　    684,000円　　    513,000円     　  342,000円　       　　 　 ー

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既納の学費はいかなる場合でも、返還いたしません
缴纳的学费，无论任何理由一概不退换

The entrance fee and tuition are not refundable under any circumstances   

　　　不定期開催しますので、詳細は学校が指定した留学仲介機関、もしくは直接学校に問い合わせてください。　

　  入学時期　　　　  履修期間　　　　   入学金　　　　　　学費　　

　 随時入学　　　　    ３ヶ月　　　　     30,000円　　　 105,000円

プライベートレッスンプラン：
　　　詳細は学校が指定した留学仲介機関、もしくは直接学校に問い合わせてください。　

学院環境
未持有日本签证者

现持有日本签证，且在日本生活者



E J U 対策講座
大学進学に必須の試験である「日本留学試験（E J U ）」を受験する学生のため
の講座です。東京文教学院が特別に編成したカリキュラムで、「日本語能力試
験（J L P T ）」とは違った出題方法やより論理的な問題に対応できるよう指導
しています。また、日本語だけではなく政治、経済、歴史、文化など総合的な知
識習得で、名門大学合格水準の高い点数収得を目標にしています。
想在日本升入大学的学生需参加「日本留学試験（EJU）」考试，东京文
教学院为了想考入大学的学生特此设计了此讲座。此讲座针对「日本留学
試験（EJU）」是与「日本語能力試験（JLPT）」完全不同的出题方法，
学校指导学生如何更加地适应并且熟练对应这个考试。参加此讲座为了能
让学生取得考试高分，考入理想的大学，所以不仅仅训练日语能力，还广
泛涉及了政治，经济，历史，文化等知识点。

会話サロン
日本語を使って、気軽に楽しむ会話サロンを開催しています。少人数で行って
いるので、話すチャンスがたくさんあります。それに、日常生活や日本のニュー
スなどを議題に取り上げて、それについて自分の意見を述べたり交換したり
することで会話力の強化を目指します。
为了让大家轻松愉快地享受用日语会话，锻炼口语，学校设有会话沙龙。
因为是分小组方式进行，所以锻炼口语的机会有很多。老师精心挑选日常
生活和日本的事实新闻等作为议题，让大家讲述自己的想法与其他同学进
行交流和研讨。从而得到强化日语口语的目的。

J L T P 対策講座
一人で受験勉強に集中できないという学生や、クラスのみんなと一緒にたく
さん勉強したいという学生のために、J L P T 対策講座を開講しています。実践
形式で問題を解き、解き方のポイントを解説します。高得点での「日本語能力
試験（J L P T ）」N 1 、N 2 合格を目指し、文法、聴解の実践力を身につけます。
针对有的学生因自己在家单独学习而不能集中注意力，学校特开设JLPT对
策讲座，让同学们可以在班级里共同学习。老师通过实践形式解说各种题
型的难点，从而考试可以得高分。以「日本語能力試験（JLPT）」一级和
二级合格作为目标，充分掌握日语的文法、听力的实践能力。

就職セミナー

自己の目的に応じた選択型授業

ニーズ別！授業紹介
あなたのゴールに合わせて、授業に参加しましょう！

東京文教学院はEJU対策講座を始め、様々な授業に参加することができます。選択できる授業は時期によって
多少異なりますが、どの授業も効率良く学べるように工夫されています。これらは全て、夢に向かって一生懸命
頑張っているあなたのためです。
东京文教学院以EJU对策讲座为首，学生可以自由选择不同的课程。各种课程根据时期不同，开展的课程也
都不同，每个课程都是为了自己的梦想来日本奋斗的你而精心设计的。

国で大学を卒業して、日本での就職を希望している学生に対して就職セミナーを実施しています。まず、自分が大学時代に何を勉強したか、今まで働いた経験がある
か、何ができるのか、日本へ来て、アルバイトなどでどんな経験をしたか、自分の人生を振り返って、自分が何を得てきたかを自分で分析します。つぎに、どうして日本
で働きたいのか、日本でどんな仕事をしたいのか、日本で働く目的は？1 0 年後どうなりたいか、という日本で働くメリットを考えてもらいます。その後、教師と1 対1 で
面接練習して、留学生に就職を紹介するコンサルタント会社に登録し、自分に合っていると思う会社があれば、その会社の面接を受けます。
针对在国内已经大学毕业而希望在日本就业的学生，学校设有就业特训班。首先，根据自己在大学所学的专业，以及现有的工作经验，思考在日本从事哪种工
作。以及来日本后通过打工接触日本社会从而积累的工作经验，与老师一起分析出自己都有哪些优势和长处。其次，为什么想在日本工作？想从事的工作内容
是怎样的？目的又是如何？10年后的工作目标是什么？通过这些课题与老师一起得出在日本工作的益处。在此之后，学生和老师进行1对1的就职面试练习，再
登记专业介绍留学生就业的顾问公司，便可去自己想去的公司进行应聘。

大学院進学セミナー
日本の大学院受験システムは海外のそれとは大きく異なります。まずはそのシステムを理解した上でセミナーに参加します。研究テーマの決定、志望校選びから、教
授との連絡方法指導、研究計画書の作成指導、面接指導などをこのセミナーで行います。各学生ひとりひとりに個別の指導を細かく行います。
因日本的考研方式与海外其他国家有很大的差异，所以首先让学生充分理解日本的考研方式。从思考研究课题到选择大学，再从教授的联系方法，到研究计划
书的制作和面试练习，老师都会在这个特训班用心指导。本特训班的特点就是对每个学生进行一对一的详细指导。

使用教科書

初級

初中級

中級

上級

根据自己的目标选择属于自己的课程

使用教科书





亀戸

大島西大島
都営新宿線

高速７号線

JR総武線

東武亀戸線

大型购物广场
shopping moll

都立城東高等学校

東京文教学院

第二大島中学校

JR総武線亀戸駅東口から徒歩４分
从JR总武线龟户电车站走路4分钟

東武亀戸線亀戸駅北口から徒歩８分
从东武龟户线龟户电车站北口走路8分钟

都営新宿線西大島駅A2出口から徒歩10分
从都营新宿线西大岛车站A2出口走路10分钟

学院周辺

交通アクセス
   Access

東京スカイツリー
高さ634ｍの電波塔です。世
界で一番高いタワーで、世界
で2番目に高い建築物です。空
に向かって伸びる大きな木を
イメージして設計されており、
「そり」「むくり」と呼ばれる日
本独特の曲線も取り入れて
います。2012年の開業以来、
大勢の観光客でにぎわってい
ます。

浅草寺
「浅草観音」などの愛称で親しまれる都内最
古の寺院で、国内のみならず世界的にも名
高い観光スポットです。浅草寺は628年に
建てられた寺で都内最古の寺といわれています。江戸時代に徳川家康が幕府の祈願所
に指定したため浅草寺のあたりは下町の中心として栄えました。

住所：
〒136-0071東京都江東区亀戸６丁目３２-７
Address：
6-32-7 K㏂eido,Kotoku,Tokyo Japan,136-0071
TEL: 03-3638-8866  FAX: 03-3638-8899 
Website: http://www.tokyobk.com 
E-mail: info@tokyobk.com

亀戸天神社
菅原道真を祀り、学問の神として親しまれています。特に受験シーズンは、道真
の加護を求めて絵馬を奉納する受験生で境内が溢れます。4月の下旬から、境
内に100株以上ある藤の花が一斉に咲き始めて、藤棚から風に揺れる様はとて
も美しく、“東京一の藤の名所” として賑わっています。

充実なサポート体制
     全方位服务体系

空港への出迎え　　　  入管手続代行
    机场接机                     代办签证手续

住民登録の引率　　　　　銀行口座開設
  带领登记住址                  带领开通银行账户

交通機関予約
预约车票机票

多言語通
訳の対応
各种语言
翻译

悩み相談
烦恼咨询

病院の引率
带领去医院
就诊

充実なサポート体制

両国国技館
两国国技馆

秋葉原電気街
秋叶原电器街

亀戸緑道公園
龟户绿道公园

東京国際展示場
东京国际展示场

レインボーブリッジ
彩虹大桥

学院周边

                                     东京晴空塔
                                     该塔是高度为634米的电波
塔，是当今世界上最高的塔，也是当今世界第二
高的建筑物。东京晴空塔仿佛像一棵大树指向蓝
天，固被称为“东京天空树”（日语原意）。此塔
融入了日本独特的曲线设计之美，自2012年开塔
以来，吸引了众多的国内外游客。

浅草寺
被人们亲切地称之为「浅草观音」，是东京都内最古老的寺院，不仅吸引了来自世界
各地的游客，浅草寺也是日本当地民众最喜爱的旅游景点之一。它始建于公元628年，
因江户时代浅草寺被德川家康指定为幕府的朝拜场所，寺院附近至今为止繁荣昌盛。

龟户天神社
这里供奉着尊称为学问之神的「菅原道真」。因此，年年有许多考生来此祈求        
                                                                                试运顺利，并在“絵馬”上写下心 
                                                                                愿供奉在神社里祈求愿望能够实 
                                                                                现。这里还是有名的赏藤胜地，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  每年4月下旬，棚架上一百多株
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梦幻般的紫藤花竞相绽放，如瀑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布般从天际流下，清香四溢，有  
                                                                             「东京第一赏藤胜地」之美称。

全方位服务体系


