
2019年の特進クラス13名
大学入試開始から1か月だけの

合格実績▼
学習院大学経済学部 同志社大学社会学部
立命館大学経営学部 関西大学社会学部
青山学院大学経済学部 関西大学法学部

立命館大学国際関係学部 青山学院大学総合文化政策学部

今後の受験予定校▼

慶応大学 明治大学 法政大学 中央大学 駒澤大学 専修大学 関西大学
広島大学 埼玉大学 拓殖大学 京都府立大学 近畿大学 京都外国語大学 他

長野校限定 2020年10月開始

全日制
特別
進学
課程



コースの特長

１日６時間授業の
全日制特別課程

１日あたり４時間授業の通常の学習
過程に加え、年間300時間以上の日
本留学試験（文系科目）・進学対策
授業が受けられます。

最大16名の
少人数クラス

初年度最大12名スタート、受験年度
最大16名の少人数クラスで、細やか
な学習指導が受けられますから、レ
ベルアップが速いです。

入学期から
個別の進学指導体制

通常、受験の５か月前から始める準
備を12か月前から開始します。自分
の実力で大学を選ぶのでなく、目標
の大学レベルまで実力を向上させる
積極的な指導をします。

１ ２ ３

入学期から
日本留学試験対策

通常は受験の3～4か月前から始める
学習を入学後すぐに開始することで、
試験で高得点が取れて、高レベルの
大学に合格できます。

多くのEJU模擬試験で
弱点の把握と克服を

MANABIは実践主義です。入学直後
から試験直前まで定期的に模擬試験
を受験できます。客観的に弱点を理
解して、対策授業で強化していきま
す。

学習に最適な
集中できる環境

学ぶ場所は自然豊かで静かな環境の
中規模の地方都市です。健康的に、
集中して勉強に取り組むことができ
ますから安心です。
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学習過程
話す、聴く、読む、書くという言語的な基本を強化しつつ、大学進学で最も重要な日本留学試験（EJU）対策を受けま

す。EJUの科目について、日本語（読解、聴解、聴読解）、数学、総合科目（政治・経済・地理・歴史）を約1年間徹

底して学びます。同時に、日本語能力試験N2およびN1の合格を目指し、言語知識（語彙・文法）、読解、聴解科目を

試験に向けて密度濃く学び続けることができるカリキュラムが用意されています。

短期集中で知識と運用能力を向上

10月の入学から大学受験まで約1年、日本留学試験まで
は8か月しかありません。この当コースでは特別な短期
集中型の徹底した学習カリキュラムで高い日本語能力と
受験対応能力を育成します。

日本留学試験・日本語能力試験で高得点を
取るために

日本の大学、約760校のうちの61％、国立大学では96％
がEJUを入試に利用しています。

MANABIでは知識吸収型の授業以上に実践型の授業形式
に重きを置いています。ベテラン講師陣の分析による試
験の出題傾向の把握、設問の文章の読み取り方を身に付
けることで、より高い点数が取れるようになっていきま
す。

さらに、授業時間外でも講師が質問を受け付けており、
万全のバックアップ体制が整っています。

時限 時刻 月 火 水 木 金

1
8:40

10:20

文法
聴解

会話
読解

文法
語彙

会話
聴解

Active Learning
(実践的日本語運用)

2
10:40

12:20

JLPT-N1対策
言語知識・読解

EJU日本語対策
JLPT-N1対策
言語知識・読解

EJU日本語対策
JLPT-N1対策
言語知識・読解

昼食

3
14:00

15:40
TOEIC対策／
入試面接特別対策

EJU数学対策
EJU総合科目
対策

EJU数学対策
EJU総合科目
対策

自由学習 学校自習室利用可能



長野校 NAGANO Campus
都市機能が充実していながら、豊かな自然に囲まれた街で学ぶ

長野校は日本のまんなかにある長野県にあります。春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪など、豊かな自然がたくさん
あります。登山、スキーなどのスポーツや温泉など、都会にはない楽しみがたくさんあります。地域のイベントへの参加
やボランティア活動の参加など日本人と交流の機会が多くあるのも長野校の特徴です。東京までは新幹線で72分で行くこ
とができて、物価が安く治安も良いので安心して留学生活を送ることができます。

学習・進学活動スケジュール
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

EJU
挑戦
受験

入学手続
支援

出願書類準備
面接練習
受験勉強支援

個人面談
願書準備

進学ガイダンス
大学見学
大学絞り込み

個人面談
進学ガイダンス
基礎知識習得
大学情報収集

進学活動

日本語学習

日本留学試験対策

日本語能力試験対策

EJU
目標

320点

EJU
目標

340点

JLPT
N2

JLPT
N1

JLPT
N2/N1

大
学
入
学

個人面談
進学計画立案

国立大学入試

私立大学入試

集中対策

上級Ⅱ上級Ⅰ中上級Ⅱ中上級Ⅰ中級Ⅱ中級Ⅰ

上級会話 スピーチ
プレゼンテーション

模
試

模
試

模
試

実践問題
基礎知識習得
練習問題

実践問題

集中対策

模試

大学入試面接試験対策
中級会話

社会的話題の会話、待遇表現、意見交換・
議論

初中級会話
日常生活会話

集中対策

模試

N2/N1

基礎知識習得・練習問題
N1

練習問題
模試



進学のサポートの内容は？
まず、授業内で、志望校の情報の探し方から、志望
理由書の書き方や面接礼儀まで、ありとあらゆる進
学対策を教えてくれる。次に、授業外で、一人一人
の学生の要望に応じて、志望理由書の添削、大学の
過去問のチェック、模擬面接などの１対１の指導も
充実している。

有名大学に合格のために何をした？
そのために、なくてはならないものは4つある。EJU、
TOEFLなどの英語外部試験、小論文と面接である。

英語試験について、日本へ来てから準備したら、日
本語と英語の相性が悪くて両立するのが困難なので
国で準備しておいた方がいい。他の3つは、特進ク

ラスには手厚いサポートがあり、先生達の指導に加
え、自分なりに頑張れば、合格できる。

特進クラスの勉強内容は？
より良い大学や専門学校に進学できるには、JLPTや
EJUで好成績を取る必要があります。学生の皆さん

の高得点を狙い、長野校の特進クラスでは過去問を
中心とした対策授業を開設しており、実際に過去の
問題を解いていく過程で、自然により高い日本語力
が身につくものです。進学の面では、進学について
どんな問題でも相談できる一対一進学相談も行われ
ています。また、面接の実際演習を通じ、万全な状
態で大学入試に臨めることができます。

これら以外も、できるだけ早く日本語の授業環境に
馴染め、スムーズに日本語学校の授業から大学の講
義に移行できるよう、大学の講義のビデオを使った
授業も行っております。書面能力だけではなく、全
面的日本語能力を伸ばしていくよう、教務の先生の
方々が細かく配慮してくださっているのです。

胡首一
HU SHOUYI

www.manabi.co.jp 

▶

長野校
長野県上田市大手2-3-1YCC ビル

+81-268-28-7788 

nagano@manabi.co.jp

[ 合格校 ]
関西大学法学部
同志社大学社会学部
立命館大学国際関係学部
関西学院大学社会学部
青山学院大学総合文化政策学部

有名大学合格に導いてくれた、MANABIの手厚い進学サポート

学生の声

試験対策だけでなく、大学進学後も見据えたカリキュラム

学費

劉儒駿
LIU RUJUN

[ 合格校 ]
学習院大学経済学部
同志社大学社会学部
立命館大学経営学部
関西学院大学社会学部
青山学院大学経済学部

出願条件

●12年以上の学校教育、又はそれに準ずる課程を修了
している方。

●正当な手続によって日本への入国を許可された方、
又は許可される見込みのある方。

●入学後の生活ができる資金を用意している方、又は
入国後の経費支弁者を有する方。

●当学院の「入学時の同意禁止確認事項」を理解し、
同意した方。

●10月のコース参加時点で日本語能力試験N3レベル以上
であること。また、入学申込をする4～5月時点でN4合
格レベルを有していること。

中国事務所 (上海)
〒200437 上海市邯郸路159号上豪大厦 6楼G

+86-21-5566-8128

lin@sp.manabi.co.jp

検定料 22,000 円

※検定料は出願時にお支払いください。再申請の場合も申請毎にお支払いいただきます。

入学時（6か月） （6か月） （6か月） 合計（1年6か月）

入学金 55,000 円 ― ― 55,000 円

授業料 597,300 円 531,300 円 344,300 円 1,472,900 円

合計 652,300 円 531,300 円 344,300 円 1,527,900 円

※上記すべての金額は税込み表示です。

●日本語学校協同組合 留学生補償制の加入費用として、
入学時に1年分10,000円、1年後に卒業までの費用が必要です。

●教材費はクラス確定後に実費でご購入ください。
●入学手続き等の詳細は別紙募集要項にてご確認ください 募集要項 ▶

大学進学後の抱負
大学に入ったからには、まず、その学部の頂点を取
る。次に、サークル、アルバイト、ボランティアな
どの日本文化に満ちる活動を体験し、有意義な大学
生活を満喫する。最後、就職活動しながら、アメリ
カの有名大学院に留学するために、TOEFLとGREの試

験の高得点を目指し、将来の選択肢を広げていきた
いと思う。

特に役に立った授業は何？
やはりEJUとJLPTの対策授業は一番有用です。留学試
験前二、三ヶ月、ほぼ毎日学校の授業でEJUの過去

問を解いていました。先生も私達に問題を解かせる
だけではなく、この答えに至るのはどうしてかを、
逐一に丁寧に解説してくださいました。模擬試験で
書いた記述問題の文章も、誤字から意思疎通上の問
題点に至るまで、先生たちは一箇所も逃さず修正し
てくださいました。このような配慮が行き届いた授
業のおかげで、私は２０１９年６月のEJUで高得点
を取り、同じ年の７月のJLPTでN1に合格したという

好成績を収めることができました。そして日本留学
生支援機構の奨学金をもらうことができました。

どんなクラスなの？
少人数編成で授業を行っていますので、落ち着いて
勉強に没頭できる環境です。また、人数が少ないの
で、ひとりひとりの学習状況まで先生の目が届けま
す。なお、クラスは複数の国の学生がいますので、
普段日本語を使った会話をする機会も多く、語学勉
強に十分適した素晴らしい環境です。


