夢に向かって
チャレンジする人へ

1983年
1988年

［KCP］設立
法務省東京入国管理局より第一号の就学生の受け入れが認可される
校名を「ケーシーピーインターナショナル語学研修院」とする

1989年

［KCP KOREA］設立

1991年

『日本語基礎問題集全６巻』出版（専門教育出版）

日本語教育振興協会より認定を受ける（官報にて公示）
姉妹校「ジャパンフジインターナショナルスクール」の運営開始
1993年

新宿キャンパス新設（四谷四丁目）
姉妹校「ジャパンフジインターナショナルスクール」赤羽より新宿キャンパスに移転

1995年

［KCP USA］設立
清泉女子大学より教育実習生受け入れ開始

ＫＣＰは自分の夢を実現するために

1996年

【米】Western Washington Universityと単位認定プログラム開始

チャレンジする人を全力を尽くして応援します。

1997年

【米】University of Idahoと単位認定プログラム開始

1998年

【米】Lincoln Universityと単位認定プログラム開始

1999年

『１日１５分の漢字練習 初級〜初中級編 上・下』
出版（アルク）

2000年 ［KCP CHINA］設立
東洋大学より教育実習生受け入れ開始
2001年

「KCP日本語教師養成講座」開講
聖学院大学より教育実習生受け入れ開始

ＫＣＰの3つの約束

1

ハード・ソフトの両面で常に
最高のレベルの日本語教育をします。

明海大学より教育実習生受け入れ開始
新校舎移転（新宿一丁目校地）
2002年 【米】大学連合ＣＣＩＳ（College Consortium for International Studies）
に加盟
学習院大学より教育実習生受け入れ開始
【米】ティーチングアシスタント派遣プログラム開始
2003年 【米】New Mexico State Universityと単位認定プログラム開始
2004年 【米】Idaho State University単位認定プログラム開始
2006年 【米】The College of New Jerseyと単位認定プログラム開始

2

学生一人一人に対して
親身で情熱的な進学指導を実践します。

「学校法人KCP学園」認可「KCP地球市民日本語学校」
設置（校名変更）
姉妹校の校名を「ジャパンフジインターナショナルスクール」
より「ジャパンフジ共生日本語学校」
に変更
2007年

［KCP MALAYSIA］設立
［KCP TAIWAN］設立
『Virtual Hiragana Class in One Week ～ DVDで学ぶひらがな一週間～』
出版（凡人社）

3

学生の多様な目的に適確に応える
柔軟なプログラムを提供します。

大東文化大学より教育実習生受け入れ開始
2008年

姉妹校の校名を「ジャパンフジ共生日本語学校」より「KCP共生日本語学校」
に変更
文部科学大臣指定による準備教育課程の開始
KCP池袋寮竣工（創立25周年記念事業）

2009年 【米】Elizabethtown Collegeと単位認定プログラム開始
【米】Norfork State Universityと単位認定プログラム開始
【米】Cleveland State Universityと単位認定ブログラム開始
2010年
2011年

●理事長挨拶

［KCP THAILAND］設立
［KCP VIETNAM］設立
『１日１５分の漢字練習

ＫＣＰは、
チャレンジャーとして常に世界と向き合い、若者の未来に深い関心を寄

上・下

初級〜初中級編

総合日本語課程大学院進学コースの設置
2012年

タイ語、ベトナム語対応版』
出版（アルク）

美術教室新設

美術系大学・大学院進学コースの設置

せてきました。皆さんの夢の実現の為に力となること、
これはＫＣＰの存在理由であり

『一日15分の漢字練習

伝統であると言えます。

【米】Missouri State Universityと単位認定プログラム開始

ところで、
皆さんの活躍の舞台である21世紀は20世紀とは違い、
より複雑で一層

2013年

上・下』出版（アルク）

【中】長春外国語学校と姉妹校締結
【米】Indiana State Universityと単位認定プログラム開始

グローバル化が浸透してゆく世界です。
このような世界で夢を実現するためには、
ま
ずは外国語・異文化理解・
ⅠＴ技能という3つの分野で
「基礎体力」
をしっかりと養う

中級編

2014年

新校舎竣工（創立30周年記念事業）
「KCP地球市民日本語学校」
と「KCP共生日本語学校」
を統合

必要があります。
さらには、複雑な出来事の背後にある核心を把握する賢さと、世界が抱える問題
について考えぬく力を鍛え上げることも、皆さんの人生をより高くより遠くへ導くうえで
学校法人ＫＣＰ学園
ＫＣＰ地球市民日本語学校
ＫＣＰ日本語教師養成講座

理事長

木下 卓輔

欠かせない大切なポイントです。
皆さんの夢を夢で終わらせないために、
ぜひチャレンジし続ける勇気、挫けることの
無い忍耐力、
そして最後までやり抜く実行力を発揮してください。
ＫＣＰは、夢の実現の為にやって来られる皆さんの真剣なまなざしと情熱に対し
て、全力でお応えすることをお約束します。

2

3

ＫＣＰが支持される理由とは

1

2

3

4

5

6

質の高い
日本語教育

多国籍の教室で
国際感覚を磨く

一人一人の夢を
叶えるカリキュラム

最高の環境で
最大の学習効果を

文化体験を通して
世界と繋がる

信頼でき、確かな
実績のある教育機関

ＫＣＰでは例年日本留学試験（ＥＪＵ）

グローバル時代に必要なのは語学力

大学進学・大学院進学・美術系大学・

図書室やITルーム、美術室、進学相

日本をより深く知るための日本の伝統

KCPは学校法人であり、公共性の高い教

で全国最高得点者を輩出しており、
日

だけではありません。新しい時代を切

大学院進学・準備教育等のための

談室など学習効果を上げる各種設備

行事や、学生間の親睦を深める学校

育機関です。自国での教育課程が12年

本語教育の質の高さにおいては定評

り拓くのは広い視野と自由で柔軟な

コースと、
専門学校進学や就職を目的

とともに、茶室、
日本庭園、学生ラウン

行事、有志が集まるクラブ活動など、

に満たない人のために、文部科学大臣に

があります。学習者の「学びたい」
とい

思考です。一国にとらわれることなく、

として総合的に日本語力をのばした

ジ等リラックスできる場所も用意してい

勉強以外にも楽しいプログラムがあり

指定された「準備教育課程」も設置され

う気持ちを大切にしながら、
日本語教

グローバルに考える視点を養う－多国

い人のためのコースがあります。中級

ます。
またキャンパスのある新宿御苑

ます。
こういった活動の中から生まれ

ています。
また、
アメリカの大学との提携、

育の最高水準を目指す－それが私た

籍の学生が集うKCPでは、
それが授

からは選択授業もスタートし、
また一

周辺は交通至便でありながら、
落ち着

る国や世代を超えた人的ネットワーク

独自の日本語教師養成講座の設置、
日本

ちKCPの矜持です。

業に参加することによって実現されて

歩夢の実現に近づきます。

いたたたずまいで、学習にも生活にも

は、
一生の財産となるでしょう。

の大学からの教育実習生受け入れなど、

国最高得点者を輩出
EJU全

いるのです。

世界の若者とともに挑戦し続ける

最適な環境と言えます。

KCPの次世代教育

会話に特化した実践的英語教育

第三外国語

中国語教育

コンピューターリテラシー教育

グローバル人材として世界で活躍するために必要不可欠な英語。
日本語と英語が話せることで、進学にも就職にも

世界人口の5人に１人が中国語話者と言われる現代、
ま

KCPでは実社会で使える日本語の習得を目指し、
コン

有利になります。KCPでは「使える英語」
を
「楽しく」学びます。

すます中国語の重要性が増しています。
ＫＣＰでは、
中国

ピューターリテラシー教育を強化します。

語を語学教育の柱の一つに据え、
授業を行います。基礎

パソコンでの日本語入力、必須となるワード文書の作成、

から応用まで、
質の高いネイティブの講師が指導していき

エクセルを活用した統計処理やグラフ作成、
パワーポイ

ます。

ントを使ってのプレゼンテー

日本語＋英語＋中国語＋母

ション等、進学先や就職先

国語で、
4か国語に堪能なグ

で役に立つPCの基本技能

ローバル人材の育成を目指

を磨きます。

ネイティブ講師による
会話中心授業

充実した内容の
オンラインプラクティス

ネイティブスピーカーとの
実践練習

授業とオンラインプラクティス、実践練習を組み合わせ、効果的に英語を学びます。母国では苦手だった英語も、KCP
で勉強すれば新しい発見があるかもしれません。
２つの外国語を学ぶことで将来の選択肢が広がります。
注：レベル等によって授業内容は異なります。受講条件等の詳細は募集要項をご覧ください。

4

教育機関として確かな実績があります。

します。

5

２０１４年４月

●アクセスマップ

ACCESS
MAP

KCP周辺には緑豊かな新宿御苑、小学校・図書館などの文化施設、
オフィス

新校舎
竣工！

ビル、集合住宅が建ち並び、静かで落ち着いた環境です。
また新宿の最も
にぎやかな中心部まで徒歩10分程で行け、
通学や買物にも便利です。

大学や専門学校への願書を送付したりするの
に便利。外国人も利用できるゆうちょ銀行の
ATMもあります。
2015年9月末完成予定の超高
層ビル。大規模スーパー、公園
などを併設。

●富久クロス
学生もよく利用する100円ショップ。パン
も野菜も果物も100円で買えます。

靖国通り
100円ローソン●

●吉野家

●
郵便局● コンビニ

●コンビニ

●東長寺

花園東
公園

長善寺
●

花園
●医院

花園通り

大木戸坂下
交差点

●すき家

外苑西通り

NEW
CAMPUS

ちょっと風邪をひいたかなと思ったら花園
医院へ。言葉がわからない人は、事務局
スタッフが同行して通訳します。

コンビニ●

快適な学習設備、日本文化の体験もできる、新しいキャンパスに生まれ変わります！
講堂

図書室

ラウンジ・屋上広場

進学指導室

式典や大学の進学説明会、
プレ
ゼンテーションの授業など多様な
目的に利用。

早朝から夜まで利用可能。聴解
用ブースも完備。
自習スペースは
最大100席。

明るく広いスペースで、世界中の
友達と交流。晴れた日は屋上でリ
ラックス！

大学・大学院の資料が充実。親
身に個別指導。

新宿御苑前
2番出口

牛丼のチェーン店です。

薬局●

FedEx
Kin ko's
国際FAX●

日本の文化、日本語関係の本が充
実。外国人も自由に閲覧できます。

●コンビニ

●コンビニ

●BANK 文芸社●

新宿通り

新宿一丁目交差点

四谷四丁目
交差点

●四谷区民センター

新宿御苑前
1番出口

●国際交流基金
JFICライブラリー

●
新宿御苑
大木戸門

●新宿御苑
一日の利用客が300万人の巨大駅「新宿」から
2駅の「新宿御苑前」からKCPまでは徒歩3分。

アルバイト・就職支援室

語学に適した教室

アルバイトや就職先を探している
人に一人一人対応。

防音と音響に配慮した語学に適
した教室。

7階には図書館があります。料理教室もここの11
階の調理工作室でします。

茶室・日本庭園
茶道・華道・琴の演奏など日本文化の神髄を体験。

都心に広がる広大な庭園。桜の名所でもあ
り、KCPでは毎年ここでお花見をします。

6

7

安心のサポート体制

School Life

情熱を傾ける教育のプロ集団が皆さんの留学生活を支えます

日本での留学生活を充実させる活動が、あなたを待っています

●年間スケジュール

●クラブ活動

KCPでは年間を通じて様々なイベントがあります。学習関連のイベントは

勉強に疲れたら、
クラブ活動でリフレッシュ！スポーツで汗を流し

もちろん、友達との交流を通して、
日本の生活や習慣に慣れていくことで

たり、
日本ならではの文化を体験するクラブなど様々です。

しょう。

●茶道クラブ

2 0 1 3 年 度（ 例 ）

4

●入学式
●オリエンテーション
●避難訓練

5

●端午の節句
●中間試験
●バーベキュー

Apr

May

KCP, Always by your side
学生がいつも笑顔でいられる場所でありたい。
ＫＣＰに入学した皆さんが充実した留学生活を送り、
夢を実現することが、
私たちの願いであり喜びでもあります。

ご家族への
レポート

学習
サポート

生活で困ったことがあるとき、
いつもみなさんのそばで力になります。

定期テストの成績をご希望されるご家族の方には、
テストの成績と生活面に関する
教師からのコメントをお送りいたします。学校と母国のご家族が一体となった学生支
援を目指します。

生活サポート
携帯電話を買いたい、銀行の口座を開きたい、病気になった・
・など困ったときには、
いつでも相談してください。事務局スタッフやクラスの先生が手助けをします。
ビザの更新も責任を持って指導します。
8

いに来ている先輩達も多数。

●新聞クラブ

１、
２か月に１回KCP新聞を発行しま
す。取材、記事作成、写真撮影、
デ

9

ザインなどみんなで協力して、新聞を

バーベキュー

スピーチコンテスト

作り上げます。

●ヨサコイソーラン
クラブ
伝統的なところが逆に新鮮。スピー
喝采を浴びます。

●避難訓練
●運動会

Oct

生活
サポート

就職
サポート

学生

11

●中間試験
●日本留学試験
（第2回）

●ボランティアクラブ

被災者のための募金活動や、薬が

運動会

買えない子供達にワクチンを贈るた
めの活動をしています。

Nov

◆必要な人には補習も行っています
文法、発音、聴解など、苦手な部分を克服するための具体的なアドバイスをしていき
ます。
また授業が易しいという人には本人の能力に応じて、飛び級も積極的に勧め
ています。
わからないところがあれば、
いつでも職員室へ来てください。

ご家族へのレポート

から習います。卒業してからも琴を習

●七夕
●日本語能力試験
（第1回）
●大学進学説明会

●健康診断
●専門学校フェア
●期末試験

10

各国担当のスタッフがいますから、
日本語が話せなくても心配ありません。

◆一人一人の面接
毎学期、
一人一人と時間を設けて面接します。
それまでの学習で達成できた部分、
こ
れから頑張らなければならない部分を先生とともに確認していきます。

●琴クラブ

チコンテストや卒業式では毎回拍手

日本語で意志を伝えることが難しくても、
英語・中国語・韓国語・ベトナム語に堪能な

学習サポート

お花見

端午の節句

8
Sep

茶会を開きます。

●日本留学試験
（第1回）
●期末試験

●スピーチコンテスト
●中間試験
●夏休み

Aug

全職員が連携して、
ときに優しくときに厳しく将来を見据えた指導を、
ＫＣＰの職員室にはいつでも学生が訪ねてきます。
勉強が心配なとき、

7

には友達やクラスの先生を招待してお

日本の伝統楽器、琴をKCPの先生

Jun

Jul

ＫＣＰの個性豊かで経験豊富なベテラン教員・事務職員達、
共通しているのはいつも元気で責任感が強いことです。

そして、
一人一人の学生と向き合い親身のサポートを行います。

6

お茶の立て方をお稽古し、毎学期最後

アルバイト
サポート

進学
サポート

12

●日本語能力試験
（第2回）
●期末試験

Dec

1

バス旅行

●サッカークラブ

日曜日にサッカー好きが集まって、

●料理教室

ゲームをしています。留学生チーム
の大会などにも参加します。

Jan

アルバイトサポート
アルバイトをしたいけど日本語が難しくて見つけられないという人のために、情報紹介
から面接練習まで一つ一つ指導します。多くの人がこのサポートを受けてアルバイト
を決めています。

就職サポート
日本で就職したいという学生には、仕事の探し方から、履歴書の書き方、
それを送る
際のメールの書き方、模擬面接まで、
きめ細かく指導します。

2

●節分
●中間試験
●バス旅行

3

●ひなまつり
●卒業式
●期末試験

Feb

Mar

節分

クラブ活動は 友達が
たくさんできて 楽しいよ。
新入生の皆さんも、
ぜひ参加してね！
卒業式

9

総合日本語課程

●レベルと内容

●2年コース
●1年9か月コース
●1年半コース

初級

ＫＣＰの日本語の授業は進学・就職した卒業生から
圧倒的な支持を得ています。

この課程では日常会話からスタートし、
最終的には進学・就職に必要な高度な日本語まで学習します。
長年の経験から生み出されたKCPメソッドと、
情熱溢れる講師陣が「話す」
「聞く」
「読む」
「書く」の全ての面であな
たの実力を引き上げます。

中級

かったと思います」
といった声を数多くいただいています。

プライベートレッスン

入学時から上級まで発音指導を徹底し、
日本人ゲストとの会話、
ドラマや雑誌など生きた
ビジネスや家族滞在などで来日した方で、時間

教材を使用して、
ネイティブ並みの日本語力を身につけます。

期間に実力を向上させたい方などのために、

ミニドラマの作成や、
日本人ゲストとの会話、
プレゼンテーション、
ディベート、社会見学レ

も受け付けております。お気軽に当校までお

●わかるまで徹底指導
放課後の個別発音チェックや毎日の宿題・短作文に対する丁寧な添削で、弱点克服をサ
ポートします。
また、勉強に自信がないという学生には、授業外でもわかるまで教えます。

レベル1

レベル2

レベル3

初級前期

初級後期

初中級

●「外国人の日本語」
を脱して自然な日本語へ
新聞やニュース、小説やドラマなどの日本語が理解できるようになるための語彙・文法やテクニックを身につけていきます。
また毎日の１分間ス
ピーチや討論会などで、
自分の意見や気持を人に伝えるための実践練習を繰り返します。同時に社会生活に必要な文章力も養います。文章が

レベル4

レベル5

中級前期

中級後期

●社会で役立つ日本語を身につける
新聞や小説、
ドラマやニュースなどを教材として取り上げ、
日本の文化や価値観のみならず、
日本社会の抱える問題まで深く切り込んでいきます。
世界から集まるクラスメートとのディスカッションを通して、
グローバル時代を生きるための思考力、本当の意味でのコミュニケーション能力を培って

上級前期

ぞれの目的に合った授業が見つかるはずです。

までお問い合わせください。
≪これまでの実績≫

●発音発話クリニック

●ロシア大使館

●東邦アグロ ●大宇

超上級

※３か月ごとに１つレベルが上がります。 ※プレースメントテストの結果によって、
実力に応じたクラスからスタートします。

企業研修の一環として、
日本語の授業を検討

●韓国大使館

≪科目例≫

MS1~

上級後期

企業研修

●中・上級クラスの時間割例
月

ムを作成し、
お見積いたします。お気軽に当校

日本語能力試験に合格したい人、就職したい人、
日本社会について深く知りたい人、
それ

レベル7

レベル6

問い合わせください。

されている企業様のご依頼に基づきプログラ

●目的別に授業が選べる

音指導と表記指導を徹底して行うのもKCPの特徴で、
ここを通過した人は中級からの総合力の伸びが違います。

いきます。

個人レッスン、少人数によるグループレッスン

ポートなど、
楽しみながら実践的に学べる活動が盛りだくさんです。

●日本語能力試験対策 ●ドラマ聴解 ●ニュース聴解 ●ビジネス日本語
●歌で知る日本 ●東京でできる地方めぐり ●身近な科学 等

上級

の都合で通常コースへの参加が難しい方、短

●楽しみながら学ぶ、
それが上達への近道

学生同士のインタビューとプレゼンテーション、
ドラマ風の会話を作り演じる、
など楽しく多彩な活動で
「使える」
日本語を目指します。
また平行して発

苦手な人でも上手に書けるコツを指導します。

「KCPの授業のレベルの高さは大学以上!」
「在学中は正直大変でしたが、
今は心からＫＣＰの授業を受けていてよ

●ネイティブ並みの日本語力を目指す

●日常会話が自由に話せる

●IＢＭ

CLASS
HOURS

●ＰＯＳＣＯ 等

1時限

9：00 ～ 9：45

2時限

9：45 ～ 10：30

3時限

10：45 ～ 11：30

4時限

11：30 ～ 12：15

5時限

12：30 ～ 13：15

火

水

日本語

木

金

日本語

日本語

日本語
選択科目

日本語
選択科目

土
英語・中国語
（月〜金の再授業）

英語 または 中国語（自由選択）/ クラブ活動

※時間割は学期ごとに変更します。

学 生 からのメッセージ

チャニカーン・
ラートサクウィ
マーンさん
タイ出身
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まずＫＣＰでよかったことは先生です。最初に来日した

先生方、事務局のみなさんはいつもユーモアがあり、

私は国では社会人として生活していましたが、
日本の

KCPは日本人との会話の授業や、
スピーチコンテス

時、会話があまりできなかったので、授業中も友達と話

笑顔で学生を助けてくださいます。私はそのような先生

大学への進学を決意し、来日しました。仕事を辞めて来

ト、運動会などたくさんの楽しいイベントがあります。日

すときも困りました。それで先生に相談すると、授業後

や事務局のみなさんから、
日本語だけでなく日本文化

たという気負いから、勉強一色の生活をしていた私は、

本の伝統行事やお茶会などもあり、多くの日本の文化

毎日会話練習の時間を設けてくださいました。
そこで練

と社会について多くのことを学びました。私は現在、ベ

いつしかスランプに陥っていました。その時スランプを

も学べます。
またKCPでは３か月ごとに日本語の上達

習して、言いたいことが伝えられるようになりました。勉

トナムでオイル、
ガス、電力業界関係の多くのプロジェ

脱することができたのは、先生方のおかげです。KCP

を確認するテストがあって、
その結果で新しいクラスが

強だけではなく、将来のことや生活のことでも相談でき

クトを請け負うMICOグループのセールス・マーケティン

の先生は一人一人の様々な悩みに対して積極的にア

決まります。このシステムで日本語の勉強を確実に進

ます。
ＫＣＰは単なる語学学校ではなく、家族だと思っ

グマネージャーとして働いています。日本は最大の投資

ドバイスをしてくれます。
さらに私の留学生活の分岐点

めることができるし、新しい友達も作れます。私のクラ

ています。ここで勉強して本当によかったです。今はタ

国の一つです。我が社の外国の取引先の多くは住友、

となる出来事がありました。
それはクラブ活動で卓球部

スには台湾の学生がいなかったので、他の国の人と

イの大学で日本語を勉強していますが、将来は語学を

日立、東芝などの日本人であるため、
ＫＣＰで学んだこと

の部長となったことです。部員達と積極的に関わる中

話すことで自然に日本語も上達し、他国の文化や言

生かして社会起業家となることを目指しています。そう

で日本の文化や日本のビジネスが理解できるようにな

で、視野が広がると同時に、
自信も持てるようになりま

いった目標が持てたことも日本留学のおかげだと思っ
ています。

グエン・フ・
フォンさん
ベトナム出身

り、仕事に大いに役に立っています。日本はベトナム人
にとって学ぶことの多いすばらしい国です。
ＫＣＰでの
時間を最大限活用して、
日本について学び、国の発展

呉

世貞さん

韓国出身

した。
また相乗効果で勉強面での成果も現れてきまし
た。今は日本に来て本当に良かったと思います。皆さん
も、KCPで自分自身を成長させてみませんか？

張

念慈さん

台湾出身

葉も知ることができました。今、製菓専門学校に通って
いますが、
そこで日本人とも留学生たちともいい関係
が築けたのは、
こういった環境で過ごしてきたからだと
思います。

のために貢献していきましょう。
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一般進学課程

日本留学試験（EJU）
全国トップの二人に聞きました。

●2年コース
●1年半コース

日本語＋受験科目

EJU

2013年6月の日本留学試験
（EJU）
で、進学コースの学生2名が

そして、
進学のエキスパートによる受験指導

全国トップの成績を取りました。

張寒時さん（写真左） 韩佩恂さん（写真右）
［張寒時さん］KCPは一人一人の学生をよく見てくれます。
そして学生の意志を尊重して、
私たちが挑戦したいこ

４年制大学進学に特化したコースとして、
日本語の授業に加えて、
日本留学試験
（ＥＪＵ）
対策、
大学の二次試験に備

とをいつも応援してくれるので、
私も絶対に初志貫徹しようと思います。
［韩佩恂さん］私は聴解が苦手だったのですが、先生にアドバイスしてもらいながら、毎日1時間ずつ聴解問題を
聞き続けました。
また間違った日本語は自分では気付かないので、短作文を書いて、
よく先生に見

えた英語や数学の授業を行います。
これらの授業を通じて、国公立大学および、名門私立大学へ進学するに足る
実力を養うと同時に、
専門スタッフが志望校の決定から面接試験などの二次試験対策まで懇切丁寧な受験指導を

ていただいていました。
二人が所属する進学最上級クラスのEJU日本語の平均点は345点と非常に高いです。

行います。

●大学入学までのスケジュール

●中級以上クラス・理系の時間割例

初級前期

初級後期

中級後期

上級前期

上級後期

超上級

入学
（１年半コース）

入学
（２年コース）

応用力強化期間

ラストスパート

▲

▲

受験指導

日本の大学事情
キャリアデザイン

国立二次試験対策
小論文対策
志望理由書作成
面接練習

受験スケジュール作成
日本の大学の情報収集

日本語・基礎

日本語・強化

日本語・受験対策

日本留学試験の日本語
語彙力強化
聴解力強化

日本留学試験
聴解・聴読解対策
読解ストラテジー

日本留学試験
聴解・聴読解・実践編
読解ストラテジー・実践編

受験科目

日本語・受験対策

［理系］ 数学・理科
［文系］ 数学・総合科目
英語・TOEFL対策

4月

月

CLASS
HOURS

大学入学

基礎力強化期間

中級前期

●受験講座開始

初中級

●国立大学受験

1月〜3月

●国立大学出願

10月〜12月

●第二回日本留学試験

7月〜9月

●私立大学受験

4月〜6月

●私立大学出願

7月〜9月 10月〜12月 1月〜3月

●第一回日本留学試験

4月〜6月

文系・理系科目総仕上げ
英語・数学国立二次対策
TOEFL対策

1時限

9：00 ～ 9：45

2時限

9：45 ～ 10：30

3時限

10：45 ～ 11：30

4時限

11：30 ～ 12：15

5時限

12：30 ～ 13：15

6時限

13：30 ～ 14：15

7時限

14：15 ～ 15：00

8時限

15：15 ～ 16：00

9時限

16：00 ～ 16：45

火

水

日本語
日本語

EJU対策
聴解

日本語

英語 または 中国語
（自由選択）
数学Ⅱ

TOEFL
対策
生物

数学Ⅱ
物理

講座も選択してもらいます。2年目の夏を過ぎれば受験シーズンも本格化、出願指導、面接試験対策など
各志望校に向けた指導を懇切丁寧にしていきます。大学進学を希望するみなさん、私たちも全力でサポー
一般進学課程担当

トします。一緒に夢を実現しましょう
！

安楽 さおり先生
学 生 からのメッセージ

く、入りたい大学の選択肢も増えました。おかげでKCPからスムーズに

育課程）
を設けています。
この課程の修了者には大学入学のた
めの資格が与えられます。
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価値観を持つようになりました。私の夢は、
フィリピン・日本と世界を繋ぐ
会社を自分で立ち上げることで、母国のフィリピン、
そしてゆくゆくは世界

関西学院大学
商学部・国際ビジネスコース の貧しい子供たちを支えていきたいと考えています。私は大学で様々な

アイラ・マリー・
アモヨ・レイエスさん
フィリピン出身

ことに挑戦し、
くじけそうになったときも、負けるもんかと努力を続けた結

果、
大きな成果を得ることが出来ました。皆さんもどうぞ自分を信じて諦め
ないでください。

化学

の基礎ができたところで受験科目がいよいよスタート。大学によって入試科目が違うので、戦略的に受験

KCPには行事やクラブ活動など楽しいことも多々あるが、

る。KCPは世界各国から留学生が集まってくるため、

逆に一番大変だったのは期末テストだ。
この成績が悪い

国際的な環境で、多角的な視点を持ち、
日本語や日本

と次のレベルに進級できないので必死に勉強した。おか

社会について勉強することができる。
またここで学んだ

げで進級は順調だったが、文法や漢字の小テストでは不

最も重要なことは、
日本社会の仕組みや日本人の考え

合格のこともあった。毎日のテストは大変だったが、次第に

方である。留学の目的は勉強するだけでなく、留学先で

自分の日本語は磨かれていった。

様々な人との交流を楽しみながら自分を成長させていく

私は両親の負担を考え、学費が安い国公立大学を目指し

ことであり、知識よりは文化・価値観の共有こそが留学

ていた。アルバイトとの掛け持ちはきつかったが、国公立
に受からなければ帰国する覚悟で、徹夜して過去問題を

の中核だと思う。
また、受験講座では主に日本史、世界

関西の難関と言われる大学の一つに入る事ができました。

めに、文部科学大臣の指定を受け、
「 特別進学課程」
（準備教

ホームルーム
（受験指導）

こんでいきます。同時にいつまでに何をしたらいいのか、合格までのロードマップを描いて行きます。日本語

生方は一人一人の生徒をしっかり見てくださるので、
日本語の上達も早

達の文化や言語に触れました。
それが異文化理解の基礎となり、新しい

JLPT対策日本語
EJU対策日本語

大学進学コースでは、入学した直後から、進学指導が始まります。先輩達が経験談を語る講演会や大学

な取り組みをしている学校でした。多数の学生がいるにも関わらず、先

としています。KCPは国での教育課程が12年に満たない方のた

日本語

の方が来校しての進学説明会など、様々な方法で情報を提供し、学生の興味に合わせて志望大学を絞り

に入学しました。
ＫＣＰは評判どおり、
学生へのサポートが充実し、
先進的

日本の大学は、12年の教育課程を終えていることを入学の条件

EJU対策
作文

教 師 からのメッセージ

私は経営を日本の大学で勉強したいと思い、準備教育課程のあるＫＣＰ

KCPでは日本語を鍛え日本の文化を学ぶと同時に、様々な国籍の学生

土

※時間割は学期ごとに変更します。

学 生 からのメッセージ

［特別進学課程2年コース］
［特別進学課程1年半コース］

金

日本語

KCPでは本当の意味でのグローバル化が進行してい

母国での教育が12年未満の方のための

木

（国立）
一橋大学商学部

耿 雨豪さん
中国出身

史、数学を勉強した。受験講座は強制的に自分に勉強
させるものなので、皆さんもこれを生かして自分のペース
を作るといい。KCPの先生は、豊富な知識と温かい心
を持ち、
いつも学生の声をきちんと聞いてくれる上に、
プ
ロの視点に立ったアドバイスをくださる。自分を知り、
目
標を明確にし、限界まで挑んでほしい。

（公立）
首都大学東京
都市教養学部

チャン・ユチャンさん
マレーシア出身

解き、小論文を書いた。先生方に繰り返し面接や小論文
の指導をしていただき、国立の宇都宮大学と公立の首都
大学東京に合格できた。私はこの経験を通して、努力すれ
ば望みは叶うことを学んだ。現在は大学で講義やゼミ、課
題やレポートに追われる毎日だが、
自分なりに最善を尽くし
てきた。
その成果が今まで三年間連続で獲得した大学授
業料全額免除だ。
これからも精一杯努力して、
日本での就
職を勝ち取りたい。
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大学院進学コース

美術系大学・大学院進学コース

KCPでなければできない指導がある

合格の鍵は「日本の美術系大学」に照準を合わせた

（ 総 合日本 語 課 程 ）

（ 総 合日本 語 課 程 ）

実技指導と、
一人一人の専門に応じた受験指導

既に大学を卒業した方を対象に、
日本語力の向上と同時進行で大学院受験準備をしていきます。大学院受験のた

このコースでは通常の日本語授業に加えて、
美術系大学・大学院で要求されるデッサン・色彩構成・平面構成などの

めに準備すべき事柄は専門によって異なりますが、経験豊かで情熱溢れる講師陣が、各専門に対応した充実した

美術の基礎力を身に付けます。
また、
国によって教育が異なるので、
日本の美術系大学で要求される
「美的感覚」
を

プログラムで指導を進めていきます。

養います。美術の範囲は多岐にわたりますが、
一人一人の目的に合わせて実技、
小論文、
面接、
研究計画書などの
受験指導を行い、
有名美術大学・大学院合格を目指します！

●在校生の作品

短 期 間で進 学したい人のための

一人一人に担当教師がついて、

特別プログラム

受験まで個別指導が続きます！

KCPの卒業生が
日本の美大の最高峰
“東京芸術大学” 講師に！

短期間での進学を希望する学生に対して、特
別な指導を行っています。入学の３ヶ月程前か

教授の選び方、教授との連絡の取り方、論文作成、
ポートフォリオ作成、研究計画書作成、出願書類作

ら、電話・メールなどによる受験準備サポートを

大学院進学コース担当

河島

成など、一人に一人担当教師が付いて、最後まで責

行います。準備期間の短さを補い、合格をより

朝之先生

任を持って個別指導を行います。本番さながらの面

まだ研究テーマも決まっていない人には合

接練習を何度も繰り返し、万全の体制で臨むことが

う。けれど多くの先輩達が自らを鍛え、大き

格までの道程はあまりにも遠く思えるでしょ

確実なものへと導きます。
（ 詳細はお問い合わ
せください。）

劉 ヨンゴさん

く成長し進学していきます。大切なのは根

できます。

●KCP美術系大学・
大学院進学コースを
推薦します!

1997年にKCPを卒業後、
東京芸術大
学大学院修士課程修了
（文化財保存

気良く続けることです。皆さんも自分を信じ
て未来に挑戦していきましょう!!

学日本画）
。03年に日本美術院展で外
務大臣賞受賞。現在、東京芸術大学、
京都造形芸術大学で教鞭をとる。

●合格までのスケジュール
（例）
3月〜4月

5月〜6月

現在日本の美術大学には数多くの留学生がおり、
そこから育った
7月〜8月

9月〜10月

11月〜12月

若い外国人アーティスト達が日本の美術界に新しい感性を吹き込

1月〜3月

つかの壁があります。
まず日本語です。大学の講義を理解する聴

合格

解力、
自分の感じたことを表現する発話力、
どちらを欠いても授業
にはついてこられません。次に実技です。日本で要求されるのは単
なる技術ではなく、
自分の感性をどうやって作品に反映させるかで

合格

受験

Ⅱ期試験
出願

不合格

受験

Ⅰ期試験出願

試験内容確認
研究計画書作成

この研究室にする

教授に会う

研究できる
研究室を探す

何を研究するか
決める

んでいます。
けれど、外国人が日本の美術大学に入るためにはいく

す。
また、大学によって出題傾向が異なるので、
ＫＣＰはそれらを踏
まえた上でカリキュラムを組み、専門に応じた個別指導をしていま
す。美術を教える立場からもＫＣＰのこのプログラムを自信を持って
推薦いたします。

卒 業 生 からのメッセージ
（国立）
名古屋大学大学院
工学研究科

王 仲遠さん
中国出身
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卒 業 生 からのメッセージ
（国立）
東北大学大学院
情報科学研究科

冯

燕芬さん

中国出身

（国立）
一橋大学大学院
言語社会研究科

韩

龙さん

中国出身

武蔵野美術大学
造形学部日本画科

李 想さん

京都精華大学
マンガ学部
アニメーション学科

多摩美術大学大学院
美術研究科
デザイン専攻

洪 波さん

张

中国出身

中国出身

依さん

中国出身

日本の大学院の受験には母国といろいろ違う点があり、

私は来日前からオンライン通話を利用して受験指導を受

私は来日１年で受験し、上智大学と一橋大学の大学院

私は子供のころから絵を描くのが大好きで、私が好きな漫画

ＫＣＰの美術系進学コースは、友人達が通っていた日本

国での専門は視覚伝達でしたが、私が日本で選んだ専門

初めて来日した人は戸惑うと思います。
そんなとき先生方

けていました。最初は心配で３日も前から準備したのに、

に合格しました。今振り返れば最初は考えが甘く、何度も

の大国、
日本で絵を勉強したいと思っていました。
ＫＣＰでは

語学校と比較しても、
美術実技のみの受験指導ではなく、

はコミュニケーションデザインです。中国ではまだ確立され
ていない分野です。受験準備としては、作品集の作成や

からいただく多くの情報やアドバイスが非常に役に立ちま

先生の日本語は半分以上わかりませんでした。
この経験

研究計画書を先生に書き直しさせられました。
しかし先生

日本語はもちろん、美術の実技（デッサン）等も学べ、美術

日本語のレベルアップも含めて受験に必要なことを全て

す。
また、
ＫＣＰで学んだのは日本のマナーです。入試の面

は日本語学習の大切さを再認識させてくれました。
また、

の根気強い指導のおかげで自分にも覚悟ができてきまし

の授業がない日でも専用のアトリエで、
いつでも絵を描くこと

カバーしていると思います。ですから効率的に準備できる

作品説明の翻訳、研究計画書の作成などがあります。
ま

接だけでなく、入学後も教授や先輩など日本人との円滑

来日前に準備すべきこと、研究計画書や教授へのメール

た。KＣＰが私に与えたものは日本語力の向上と進学情

ができて、
まさに理想的な環境でした。また、入試前に面接

のです。
また、先生方がどんなに忙しくても必ず時間を割

た入学試験では１６００字の小論文や口頭試問があり、

な人間関係のためにもマナーは大切です。私の将来の夢

の書き方など全くわからなかった私に、先生方は丁寧に指

報だけではありません。
ここで私は環境の力というものを感

練習などもしっかりしていただけるので、安心して受験準備

いて教えてくださるのには、感動しました。今は大学で基礎

実技と同時に日本語力の向上が欠かせません。私自身、

は今研究している次世代宇宙推進システムを私の時代

導してくださいました。来日1年で大学院に進学できたのは

じました。先生方の優しさ、豊かな学校活動などから醸成

に打ち込むことができました。専攻は日本でしかできないこと

的な実技と美術だけではない理論なども勉強しています。

できるだけ早く進学したいと思っていましたが、
それは甘い

に実現させることです。
これから来日する皆さんも、
ぜひ自

このコースのおかげです。KCPの先生方は本当に大学

される雰囲気の中で、
いい加減だった自分が全力で取り

をしようと思い、
日本画を専攻したのですが、今大学の授業

先学期はオープンキャンパスで留学生のお手伝いをしまし

考えでした。日本語学習と受験の準備、
どちらも時間がか

分の夢に突き進んでください。迷ったときにはＫＣＰの先生

院のことをよくご存知です。何でも相談してアドバイスをも

組むようになったのです。誰でもこういう環境の中で努力

はとても楽しく、毎日いろいろなことを吸収しています。将来

た。皆さんも入試について何か質問があったら、
ぜひ私に

かります。皆さんには時間の余裕を持って来日・準備する

が手を差し伸べてくださいますよ。

らい、
それを実行すること、
それが最良の方法です。

すれば夢は勝ち取れると思います。

日本画アーティストとして活躍する日を夢見て頑張ります。

聞いてください！

ことをお勧めします。
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K ＝知識
［Knowledge］

C ＝共生

アイダエンジニアリング株式会社
勤務

アンソニー・アイザックさん

ング・ジューリさん

ＫＣＰを卒業し、東京大学大学院でエンジニアリングを研究。修士号を取得

現在はプレスメーカーの会社に勤めており、海外営業及び秘書業務を行っ

アメリカ出身

［Coexistance］

P ＝平和

KCPの教育理念はともに学び、
ともに生きること。
「自ら学ぶ」
「 学び合う」
ことで、人
間的成長を促す教育を目指しています。KCPの名前に込められた理念がどのように

［Peace］

実践されているかをご紹介します。

K C P の 精 神は、こんなところにも息 づいています。

初級から上級へ

マレーシア出身

後、
日本の会社でシステムエンジニアとして働いています。弊社はグローバ

ています。お客様にお茶をお出しするときには茶道部で身につけた作法が、

ルビジネスに取り組んでいるので、
英語と日本語力が不可欠です。

また授業で先生が教えてくださったビジネスマナー
〈ほうれんそう〉
も職場で

ＫＣＰで今も印象に残っているのは、先生方が日本語を教えてくださっただ

役立っています。将来は経営に携われるようになることが夢です。

けではなく、事務局スタッフのみなさんが学生たちの日本でのサポートネット

ＫＣＰでの１年半の間、茶道部や北海道のホームステイなどに参加し、
日本

ワークとしても積極的に行動してくださったことです。憧れの日本へ来たけれ

文化を体験したり、
アメリカ、韓国、中国などいろいろな国の人と交流して、

ど、最初はカルチャーショックを受け、生活に慣れるのは本当に大変でした。

視野を広げてきました。毎学期行なわれるバス旅行、運動会、
スピーチコン

けれど事務局のみなさんのおかげで乗り越えることができました。

テストなどは楽しいのはもちろんですが、
この活動を通してクラスメイトと話す

ＫＣＰといえば、放課後にいろいろな国の友達とよく一緒に食事をしたこと

機会が増え、
違う国の人とも物怖じせずに積極的に交流できるようになった

を思い出します。そんなときが一番日本語力が上達したかな、
と思っていま

ことが大きかったと思います。

す
（笑）
。皆さんも自分の世界観を変えてみたいなら、
ＫＣＰで仲間と一緒に

今実感していることは、
さまざまなことを経験し、多くの人と出会い、留学生

やってみてください！(^-^)

活での苦労を通して自分自身が成長したということです。
これからも周りの
人に感謝する気持ちで努力していきたいと思います。

同窓会＆同窓会会報

〜日本語の上達とともに、人に頼られる存在へと成長〜

KCPからは数多くの卒業生たちが巣立って行きましたが、
ここで培った人間関係が途切れて
しまわないように、国別の同窓会を組織しています。来日したばかりの新入生の歓迎会を開
き、新入生たちの相談に乗るなど、同じ国の人たちで助け合う組織として機能し始めていま
す。
また、KCPを訪れた卒業生、連絡をくれた卒業生の近況を同窓会会報としてまとめ、卒業
生達の皆さんにお知らせしています。

●上級学生が新入生に経験を伝える
新入生オリエンテーションや入学式、初級の授業で行われる
「日本語の
勉強の仕方」
などは、教師だけでなく上級学生にも参加してもらっていま
す。上級学生は教師の日本語も通訳しながら、経験を踏まえて学校生
活について説明・アドバイスしてくれる心強い存在です。

●運動会等

リコーITソリューションズ株式会社
勤務

同窓会

行事の運営に携わる

卒 業 生 メッセージ

re

Futu

nt
Prese

同窓会会報
●各国同窓会

上級学生になると運動会やスピーチコンテストなど行事の運営を手伝い
ます。初めての会場で、
日本語がよく通じない学生達とともに、
リハーサ
ルなしの行事をスムーズに進行する上で、上級学生達は大きな力となっ
てくれています。

マレーシア

卒業生による受験体験講演会
進学希望で入学してきた学生も、入学当初は目標も漠然としていて心
構えもできていません。教師からの指導以上に学生の心に響くのは、体
験者の言葉です。毎年数回、大学・大学院に進学を果たした学生達を
呼んで、
受験体験講演会を開いています。成功談・失敗談取り混ぜての
話は、
これから準備すべきことを明確にイメージさせてくれます。

Past

マレーシア同窓会
ベトナム同窓会
台湾同窓会
タイ同窓会
アメリカ同窓会
韓国同窓会
（予定）
中国同窓会
（予定）

卒業生達は
今、
どんな道を
歩んでいるのでしょう

伊藤忠商事株式会社
勤務
ベトナム

陳 楽さん
中国出身

奨学金制度

KCPで頑張って勉強している皆さんのために、日本政府や外部団体の奨学金とKCP独自の「KCP共生奨学金」があります。

文部科学省外国人留学生
学習奨励費給付制度

月額

48,000円

高山国際教育財団奨学金

月額

50,000円

年1名

共立メンテナンス奨学基金奨学金

月額

60,000円

年1名

出席・成績優秀で、
他の学生の模範となる人に支給。

文部科学省外国人留学生
学習奨励費給付予約制度

月額

48,000円

特に規定なし

日本国内で大学等に進学を予定し、
成績・出席優秀で、
ほかの学生の模範となる人に、
1年間支給。

（国費留学生）

朴 ユギョンさん
韓国出身

ＫＣＰ卒業後、慶應義塾大学で4年間勉強したあと、総合商社である伊藤

KCPを卒業後、大学院修士課程に入学しました。
その時は最高に嬉しかっ

忠商事に新卒で入社しましたが、振り返れば大学進学も就職も決して楽な

たですが、
その喜びは一瞬でした。ゼミで発表担当になっても、頭の中にあ

道のりではありませんでした。
それが、
こうして前に進んでこられたのは、
KCP

る自分の考えを日本語でうまく伝えられず、半年くらいは勉強どころか日本語

での2年間を通じ、
コミュニケーションの能力と、常に最善を尽くし頑張り続

の問題でとても苦労しました。
それでも絶対授業は欠席しませんでした。必

ける意志が鍛えられた結果だと思います。現在、食品カンパニーに所属し

死の思いで修論を書いていくうちに研究というものに魅力を感じ、
博士課程

ており、加工食品の輸出及び事業・会社の管理サポートを担当しておりま

に進学しました。幸い国費留学生にも選ばれ、
現在は研究を続けながら、
朝

す。各国の取引先との商談や難しい課題が与えられることもありますが、

日新聞社の韓国語チームで日本語の記事の翻訳とe-bookの製作などの

日本留学試験受験者で、
試験の成績が優秀な人に、
大学など日本での進学先で奨学金を支給。

KCPで培った挑戦者精神で前向きに取り組んでいます。

仕事にも携わっています。
これは苦しさにも負けずがんばってきたからこそ、

KCPで得た最大の物は多くの人との出会いです。
日本語のみならず、人生

幸運の女神が微笑んでくれたのだと思います。実は苦しい時脳裏に浮かん

の考え方についても教えて下さる先生や、支え合って共に戦ってきたクラス

でいたのはKCPの先生方の顔です。思い通りに行かず落ち込んだり、悔し

メートと出会えたことは私の一番の宝です。
またKCPで一番印象に残って

涙を流した私を温かく見守り支えてくださった先生方を思うとき、
力が湧いて

いることはスピーチテストに司会者として参加したことです。思えばこれは私

きます。皆さん、何もしなければ何も得られません。自分を信じて一歩前に踏

にとってKCPで初めての大きな挑戦でした。後輩となる皆さんには、
「 地道

み出しましょう!

KCP共生奨学金
（新入生）
（毎学期現地予約）

30,000円～50,000円

年10名程度

来日前の学業成績が特に優秀と認められる人に支給。

KCP共生奨学金
（在校生）
（年2回募集）

50,000円

年20名程度

KCP在学中、
学業・生活両面で他の学生の模範となる人に支給。

※年度によって、
人数・金額に変更がある場合があります。
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年12名程度
（年によって異なる）

法政大学大学院博士課程
国際日本学インスティテュート

に努力することこそ、成功への近道」
という言葉を贈りたいです。
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米国大学
単位認定プログラム

（USプログラム）

アイビーリーグも含め、
全米各地の大学から学生が参加
アメリカの大学も認める充実のカリキュラム
日本語学習に加えて文化的体験もでき、KCPでの学習がそのまま大学の単位として認定されるプログラムです。1996年開始以来
年々内容を拡充し、
現在はスポンサー大学3校、
提携大学8校、
計11校から大学の単位認定を受けています。定期的に視察に来るア
メリカの大学教授陣からも、
カリキュラムや設備、
教師の水準について高い評価を得ており、
ハーバード大学、
スタンフォード大学など年
間約１００大学からの学生が参加しています。
繰り返し参加する人も多い人気のプログラムです。
★日本語習得に絶好の環境★
KCPのクラスは多国籍で、
日本語が共通語です。
クラスで
日本語を学びながら様々な文化、社会についても知り、
ま
た、
自分の国や文化について考えるよい機会になります。
また授業は完全に日本語だけなので、徹底的に運用力が
養えます。同時に、初級～初中級者向けに、英語で文法
説明が受けられるイングリッシュサポートセッションを実施し
ているので、
授業でわからない部分も全て解消できます。

ウエスタンワシントン大学

道子先生

〈日本思想、
比較哲学教授〉

私たちは２０年にわたりKCPに学生を送り続けており、KCPの教育の質の高さと在留中の学生たちへの手厚いサ
ポートには絶対の信頼を置いています。KCPに留学する学生たちは、
より高い日本語運用力と、現代日本社会と日
本文化に関する実用的知識を身につけて戻ってきます。学生たちの語学研修の一環として熟慮された課外活動は、
多角的な歴史背景をもつ日本という国を学生たちが観察し、
理解するのに非常に大きく貢献しています。

外活動があります。日本文化を知ることができる旅行や、

日本語の集中学習を求める学生には、大学の留学アドバイザーとして私はKCPのプログラムを強く推します。私はこ

にも、会話、漢字、
日本語能力試験対策、
ビジネス日本語
など、学生の興味にあわせた特別授業が開講されていま
す。
（※学期ごとに科目は変わります）

〈留学プログラム プログラムコーディネーター〉

希望者は日本での寮費用等を含めたハウジング付きの登
録が可能です。英語が堪能な担当スタッフがいつも学生
一人一人の様子を気にかけ、勉強面から健康、生活面ま
で、
きめ細かく留学生活をサポートしているので安心です。

れまでKCPでの留学を経験した多くの学生たちに直接話を聞いてきましたが、彼らは例外なくKCPでの教育の質と

アイダホ大学

ボブ・ニューワンシュワンダーさん

〈留学奨学金

副ディレクター〉

アイダホ大学は、
日本語教育機関の最先端を行くKCPとの１７年に及ぶ強い提携関係を光栄
会的伝統や文化を学ぶに最適な環境と言えます！

リンカーン大学

コンスタンス・ランディーさん

KCPのプログラムは日本語と日本文化を学ぶに最適なプログラムです。
リンカーン大学とKCP
の提携は１５年以上続いており、
これからもこの関係を大切にしていきたいと考えています。KCP
て最も人気のある留学プログラムの一つです。
このプログラムは効果的な語学学習と文化的体験の絶妙な組み合

勤務

コートニー・
ガラノスさん
アメリカ出身

今、
日本－ハワイ間で乗務しています。KCPで習った日本語で
日本のお客さまに話しかけると、
「日本語が上手ですね」
と言っ

その点が、
他の日本語プログラムに比べてKCPのそれを特に優れたプログラムと特徴づけています。

●スポンサー大学

ウエスタンワシントン大学

アイダホ大学

リンカーン大学

●提携校

講座の修了によって日本語教師の資格として認められます。
日本語教育全般理
論、
レベル別指導法演習、教壇実習の3つの課程でじっくり学びます。同時に日

ニューメキシコ州立大学

●海外日本語教育研修
この研修は、既に海外で日本語を教えている先生やこれから教えようとする方が、今悩
んでいる問題を解消・改善できるよう支援するオリジナルカリキュラムです。

る教師の役割を理解すると同時に、個別指導・フィードバックを通してプロの日本

●期

語教師に求められる実践力を養います。

●科目例    ≪日本語教授法≫

日本語教師養成講座を修了された方、
教師経験のある方に

               ≪日本語の文法・語彙≫

間    5日間～
音声・文字・聴解・会話・読解・作文それぞれの指導法

●教案講座

≪日本事情・日本文化≫
≪教壇実習≫ など

スケジュール・カリキュラムは個別対応
日数、時間数、科目内容など、皆さんの日本滞在期間とご希望に合わせて個別に研修

●ブラッシュアップコース
（指導法演習＋教壇実習）
教育現場で求められるレベルに応じた指導法を、教案作成と模擬授業の積み

プランをご提案します。

海外で即役立つ実践的な内容

重ねによって身につけます。
また正規クラスで教壇実習を行い、
マンツーマンの

教壇実習の他、文化を扱う行事や会話の授業、
クラブ活動など、海外での授業のヒン

指導を受け、
プロの日本語教師としての実践力を養います。すでに日本語教師

トが満載のプログラムに参加することができます。
（参加可能なプログラムは研修日程

養成講座や大学で学んだけれど、
日本語を教える自信がないという方、
また、
ご自

により異なります）

修 了 生 からのメッセージ
ノースカロライナ大学
チャペルヒル校
日本語講師

アイダホ州立大学

ニュージャージー大学

エリザベスタウン大学

岩下

芙美さん

ＫＣＰ日本語教師養成講座を修了後、米国で日本語を教え、今年で10年の節目を迎えました。様々な日本語教師養成講座
がある中でＫＣＰを選んだことは、今の私のキャリアを決めたという点で、人生の大きな分岐点でした。一番の決め手は理論と
実践が両方バランスよく学べるという点でした。
理論講座では、著名な先生方や経験豊富な日本語学校の講師陣から日本語教育に必要な基礎知識をしっかり学び、教壇
実習では、
ＫＣＰ地球市民日本語学校の初・中・上級各レベルの正規クラスに入り、先生とともに学生指導にあたり、授業も
担当しました。実践力が身についた以上に、情熱を持って留学生を指導する先生方の姿を見て、私も日本語教師になる心
構えができました。
講座修了後は、
ＫＣＰ地球市民日本語学校の非常勤講師に採用され、
その後、念願の「ＫＣＰ米国大学ティーチングアシス

にKCPに来て、先生方に会って、
ここで勉強していた頃が懐か

タント派遣プログラム」に参加し、渡米。任期終了後も米国に残る道を模索し、再びＫＣＰからも推薦を受け、
ワシントン＆リー

しくなりました。楽しい思い出としっかりした日本語を残してくれた

18

●420時間全課程

海外で日本語を教えている方、
これから教える方に

身の授業のブラッシュアップを目指す現役日本語教師の方にもお勧めです。

てびっくりしてくれます。それがとても嬉しいです。今回久しぶり

KCP、
ここで勉強して本当に良かったです。

初めて日本語教育に触れる方に

「少人数で学ぶ初級実践編」･「中級基礎編」･「上級基礎編」
〈留学プログラム プログラムディレクター〉

わせによって構成され、学校の内外で素晴らしいサポートを提供し続けるKCPの教職員によって運営されています。

デルタ航空

に多様なコースを設けています。

実際の授業の組み立てと教案の書き方を身につける講座です。

はリンカーン大学が所属するCCIS
（College Consortium for International Studies）
におい

卒 業 生 からのメッセージ

「学生に求められる教師」
「学生の夢の手助けができる教師」を目指す方々のため

スタッフ・サポートの有用性を絶賛しています。

に思います。世界的にも著名な大都市・東京の中心という学校の立地も、学生たちが日本の社

★万全のサポート体制★

からも高い評価をいただいてきました。
日本語教育に初めて触れる方から現職者まで、

テラン教師たちの授業を見学、分析を重ねます。日本語教育の現場で求められ

ダン・リンデマンさん

教室などさまざまな体験プログラムがあり、通常授業以外

以来、
多くの人材を日本語教育界に輩出し、
また修了生の就職先の日本語教育現場

設である当講座の強みです。特に教壇実習では、正規クラスの授業に入ってベ

ウエスタンワシントン大学

日本語の授業以外にも、USプログラム独自の授業や課
伝統芸能鑑賞、
日本の大学生との交流パーティーや料理

「成長し続ける日本語教師の養成」
を目的として開講した当講座は、2001年の開講

本語学習者と身近に接しながら、豊富な現場体験ができることが日本語学校附

●スポンサー大学アドバイザーコメント

★日本語以外の魅力的なカリキュラム★

日本語教師
養成講座
●コースのご案内

●教授コメント
遊佐

KCP地球市民日本語学校附設

ノーフォーク州立大学

クリーブランド州立大学

ミズーリ州立大学

インディアナ州立大学

大学のアシスタント教師に採用され再渡米。
さらにキャリアを積み、
アイオワ大学大学院で修士号も取得しました。
ＫＣＰは私
の原点であり、
キャリア形成を支えてくれました。皆さんもぜひＫＣＰで、夢への一歩を踏み出してください！
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お問い合わせ先

03-3356-2359
03-3356-0257

http://www.kcp.ac.jp
@

info@kcp.ac.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-12

［学校法人KCP学園］
東京都知事認可校/文部科学大臣指定準備教育課程
日本語教育振興協会認定校/東京入国管理局申請取次校

KCP地球市民日本語学校
KCP International Japanese Language School

KCP,
Always by your side

KCP地球市民日本語学校
KCP International Japanese Language School

