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名校教育グループは、2004年、豊原明理事長によって創設された「名校志向塾」以来、様々な夢や目標を持った学習意欲の高い学生

が集まっている。本校は日本初の中国人留学生向けの塾として、創立以来、留学生の能力を培うことを重視している。また、特色あ

る独自の教育内容が、留学生教育業界の中でも高い評価を受けてきた。現在では、大学受験塾・大学院受験・美術予備校・日本語学

校・専門学校・就職塾等を擁するグループ校に発展している。

名校教育集团自丰原明董事长于 2004 年创办“名校志向塾”以来，集中了许多热爱学习、满怀梦想的小伙伴。作为日本

起步最早、影响力最大、教学资源最丰富的中国留学生辅导机构，名校教育集团自创立以来一直重视培育留学生的能力，

也因独到的授课内容和卓越的一流大学升学实绩，在留学生教育业界收到了极高的评价。

目前，名校教育已逐步发展为以「大学升学辅导机构」、「研究生升学辅导机构」、「艺术类辅导机构」、「语言学校」、「专

门学校」、「就业辅导机构」为一体的综合性教育集团。名校教育日本语学校作为其中的重要一员，不仅整合了集团的专

业师资力量和海量教学资源，还拥有考学相关的丰富指导心得，为日本名门学府培养了无数优良人才。

名校教育日本语学校简介
名校教育日本語学校紹介

1
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名校教育日本语学校是日本政府文部科学省和入国管理局正式许可的正规日本语学校。

随着每年来日留学生数量的增长，要求留学生所具备的能力也随之提高。为了应对更加激烈的升学竞

争，本学校将升学所必需的综合性技巧和日语能力、专业知识的学习作为重点，以独有的方式进行教

学。根据考学需求，入学的学生将会被分入“学部升学课程”“大学院升学课程”“美术专业升学课

程”“日语课程”四类课程班级。我们将会通过上述课程培养学生的相关能力，优秀的学生有可能获

得高达 510 万日元的奖学金。

本校与名校教育集团联名，可介绍学有余力的同学进入“名校志向塾”进行学习。名校志向塾是面向

中国留学生的升学塾。在名校志向塾，学生可以接受到更专业的升学指导，并通过各类考试对策课程，

进行更加高效的学习，在提升日语能力的同时提升各科实力，向自己理想的学府更进一步。我们希望

在“名校教育日本语学校”的帮助和支持下，每一个学生都可以实现自己的梦想，度过有意义的留学

生活。　

名校教育日本語学校は日本文部科学省と入国管理局認定の適正校でございます。

近年来日留学生数の増加につれ、留学生に求める能力も高まっています。激しい進学競争の中、本校は受験勉

強に必要な総合スキル、日本語能力と専門知識に焦点を当て、独自の教育方法で学生たちを育てております。

当校では、学生たちの将来進路に合わせ、大学進学コース、大学院進学コース、芸術進学コース、日本語コー

スという 4 つのコースを用意しており、能力の向上を図ります。また、学業成績が特に優秀な学生を対象に最

大 510 万円を給付します。

本校は進学指導の分野で高い実績を誇る名校教育グループに連なる日本語学校です。学習意欲の高い学生を「名

校志向塾」に紹介することができます。名校志向塾では専門的な指導を受けたり、様々な試験対策レッスンを

通して、より効率的に学ぶことができます。日本語能力を向上させながら、ほかの科目も習得し、理想の大学

にさらなる一歩を踏み出しましょう。名校教育日本語学校のサポートにより、すべての学生が夢を実現し、充

実した留学生活が送れることを願っております。

	 名校教育日本语学校

	 理事长		丰原 明

理事长致辞./ 理事長挨拶.



4

语言学校作为留学的第一站，在帮助孩子们提升成绩之外，也是他们在异

国他乡的精神家园。从事留学生教育事业以来，我一直相信：学校背负着

传递精神文明的使命。只要安心做教育，给孩子们创造最好的环境，不管

外界纷繁复杂，都能保留学校这一方净土。每一年，我校都会迎来一批批

懵懂可爱的学生。我们护送他们一路成长，再看着他们一步步走向日本名

门学府。这过程令人欣喜，也充满不舍。相信优秀的你，也一定能在升学

路上披荆斩棘，追上前辈们的脚步。

柴 芸姫
新宿校	校长	

名校教育日本语学校	理事

日本語学校は留学生ならだれもが通る場所として、学習面で生徒たちの成長を

見守る以外にも、他国の地で生活する彼らの心のよりどころになるという面で

もサポートしています。留学生教育事業が始まって以来、私たちは、学校は精

神文明を伝える使命を信じていました。外の世界がいくら複雑でも、教育に力

を入れ、いい学校環境をつくりあげることで、学校という場が生徒にとって特

別な場になるようにと信じてきました。わが校は、毎年右も左もわからない新

入生を受け入れ、彼らが一歩一歩自分の夢である日本の学校に近づいていくそ

の成長を見届けています。それはうれしくも、とても寂しい過程です。また進

学の途中で大変なことがたくさんあるでしょう、でも優秀な自分を信じて、先

輩の背中を追って行ってください。

非常欢迎新学员加入名校教育这个大家庭。名校志向塾作为业界公认的高

质量辅导机构，在日语教学和升学指导上独具特色，帮助无数学子取得了

骄人的成绩。我校的教师团队和行政人员有着丰富的办学经验，充分重视

和关怀每一个学员。我们还为不同学生提供多样化的课程选择和充实的学

习环境，帮助学生量身定制考学方案，鼓励他们朝着目标不断努力。希望

在我校学习的所有同学都能对未来满怀憧憬，朝着理想的方向前进。

宋 衡
上野校	副校长	

名校教育集团	日本语教研负责人

私たちは新入生が名校教育という大家庭に加入することを歓迎します。名校志

向塾は業界内でも屈指の進学塾であり、日本語教育や進学指導においても特色

ある教育を通して、多数の進学実績を掲げています。わが校の教職員たちは豊

富な経験も持ち合わせ、生徒ひとりひとりを思いやることを重視しています。

また、私たちは生徒ひとりひとりに合った多種多様な授業課程を用意しており、

生徒が目標に向かって努力できるように、学習環境の充実において力を入れて

います。わが校で勉学に励むすべての学生が憧れた未来、目標に向かって一歩

一歩着実に前に進んでいけることを願います。

校长致辞 / 校長挨拶.
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名校教育日本语学校培养了大批优秀的毕业生，他们

多活跃于东京大学、京都大学、一桥大学、早稻田大

学、庆应义塾大学、武藏野美术大学、多摩美术大学

等各种一流学校。以日本顶尖学府东京大学和京都大

学为例，2018-2021 年间，在校期间合格东京大学

的我校学生共有 112 人，京都大学 52 人。

名校教育日本語学校は毎年優秀な生徒を送り出している。

彼らは東京大学、京都大学、一橋大学、早稲田大学、慶応

義塾大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学などといった

一流大学で勉学に励んでいる。日本トップクラスの大学で

ある、東京大学と京都大学を例にあげると、2018 年から

2021 年までの 3 年間において東京大学への現役合格者は

112 人、京都大学への現役合格者は 52 人に及ぶ。

我们的优势 / 本校の魅力

1

2

名門大学への進学率の圧倒的高さ !

进入名牌大学的超高升学率

语言培训+留学＆升学辅导一站解决
語学養成+留学・進学指導　まとめて解決 !

随着越来越多的人开始关注日本留学教育行业，我

们对学生的培育体系也更加成熟。名校教育日本语

学校不同于传统型日本语言学校，不仅能提供专业

化的语言培训，还能进行高水准的升学辅导，全程

覆盖留学各阶段所需求的服务，让您最大程度地节

省时间和精力。

日本留学教育業界が多くの人から関心を受けていくにつ

れて、我々は学生の教育体制をより成熟なものにさせて

いった。名校教育日本語学校は典型的な日本語学校のよ

うな教育ではなく、専門的な語学強化以外にも、高水準

の進学指導、留学の各段階において必要不可欠なサービ

スを全面的に提供しているため、時間の節約に繋がる。
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3
除语言学校常见的日语课外，我们还提供升学必备的

N1、留考、托福、小论文、研究计划书、面试等全方

位辅导，课程分类十分完善。其中日语课程分初级、

中级、高级，全年进阶，不仅仅针对日常交流和考学

应试，还包含大量学术性日语课程，如日语学术演讲、

专业论文阅读和写作等，培养学生在学术环境下的实

际应用能力和学术研究能力，帮助学生提前适应日本

校园的全日文授课环境。

周密的有针对性的课程设置
方向性がはっきりした周密な授業課程の設置 !

学校で行う一般の日本語授業以外に、私たちは進学に必要不

可欠となる日本語検定 N1、留学生試験、TOEFL 、小論文、

研究計画書、面接等の全方位からの指導、授業課程において

優れている。日本語課程においては、初級、中級、上級、と

いったレベルに分かれており、日常的な交流と試験のための

学習だけではなく、多くのアカデミックな日本語課程が含ま

れている。例えば、日本語のスピーチ、専門的文献の読解や

ライティング等、学生がアカデミック環境下において応用能

力と学術研究能力の養成、生徒が全日本語で生活する環境に

慣れるためのサポートを事前に行っている。

4
名校的老师们既是教学者又是研究者，编写的名校教

育系列品牌教材广受行业认可，深度助力日语教育、

留考教育高质量发展。同时，我们还乐于探索日语学

科的教学特点，将声优、漫画等亚文化元素大胆应用

到教材中，让初来日本的学生对学习本身产生兴趣，

良性引导他们的学习热情。

教学与研究并重，出版书籍业内领先
教育と研究、多くの教材を出版して業界をリードしていく！

名校の教師は教育者でもあり研究者でもある。編纂した名

校教育系列の教材は業界でも認可されており、日本語教育、

留学生試験教育の質の発展に助力している。また同時に、

日本学科の教育特色である、声優、漫画等のアジア文化元

素を大胆的に教材の中に応用しており、日本に留学に来る

学生の学習意欲を、学習への熱意を引き出す。
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5

6

我校分为上野和新宿两个校区。上野美术馆、博物馆、

公园林立，自然环境十分优渥，街道氛围也是出了名

的富有魅力，可以说是许多留学生心目中的理想居住

地。新宿区的高田马场，不仅是繁华便利的商业中心，

还有着国际化气息和良好的学习氛围。从新宿校徒步

可至早稻田大学和新宿图书馆，相信在良好氛围的熏

陶下，学生一定可以考取理想的学校，不负青春。

名校教育日本语学校拥有宽敞整洁的校舍。8层带电

梯独栋大楼，多间独立教室，采光通风良好，窗外可

览新宿全景，视野开阔。学校软硬件设施先进，教材

种类丰富，可以自由借阅；还可以使用电脑查阅升学

相关的信息，配备打印机方便使用。

最优异的地理位置

最完善的学习空间

恵まれた地理位置！

恵まれた学習環境！

わが校は上野校と新宿校の二つの分校がある。上野には国

立の美術館、博物館などが隣接し、さらには上野恩賜公園

の豊かな緑にも囲まれている。自然環境や街頭雰囲気にも

魅力があると定評だ。多くの留学生のあこがれの地であろ

う。そして新宿校がある高田馬場は、便利な商業地域、良

好な学習雰囲気と国際化の空気感であふれている。新宿校

からは早稲田大学、または新宿図書館まで徒歩で移動が可

能だ。良好な雰囲気に囲まれ、学生の学習意欲も上がり、

目標に近づくこと間違いない。

名校教育日本語学校は広く綺麗な校舎であり、エレベータ

ー付きの 8 階立ての独立ビルだ。独立教室が多数あり、景

色も風通しもよく、窓からは新宿全体をひと眺めできる。

学校のハードウェアソフトウェア施設が先進的であり、教

材の種類も豊富で、自由に貸し借りが可能だ。また、コン

ピューターを使用し、進学先の情報も調べられ、印刷も利

用できる。
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最浓厚的学习氛围　
学習環境の充実 !

我が校に入学する学生は、皆一定の日本語基礎があり、日

本でトップクラスの大学を目標に勉学に励む学生が多いた

め、学習雰囲気は積極的だ。また、我が校は奨学金制度が

あり、学習に力を入れている学生、成績優秀な学生に多種

多様で高額な奨学金を提供している。

名校教育グループ創立以来、CCTV、チャイナデイリー、

グローバルネットワーク、新浪網ニュース、日本 NHK、

東洋経済等のオーソリティーなメディアから取材を受け、

日本にいる中国人留学生から認められる団体となった。名

校教育日本語学校理事長豊原明が取材を受け、多くにわた

り、中国人学生の留学に対する夢をかなえるため、手助け

をしたいとの心境を示した。

7

8
名校教育集团创立至今，已被CCTV、中国日报网、

环球网、新浪新闻、日本 NHK、东洋经济等多家权

威媒体采访报道，是广受日本留学生认可的大品牌。

名校教育日本语学校理事长丰原明在接受采访时多次

表示，希望帮助更多的中国学生实现留学梦。

进入我校的学生经过筛选，有一定日语基础、以考取

名牌大学为目标的同学多，极易形成良好积极的学习

氛围。我校还特别采用奖学金激励机制，为努力学习、

成绩优秀的学生提供多种高额奖学金，充分鼓励学生

报考一流大学。

国内外主流媒体报道
国内外の主流のメディアでの報道 !
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※EJU日语不含记述。其他学习能力、日语能力、英语能力保有者，通过日语学校理事或东京总部远程面试，决定其减免金额。

入学前

种类

考大学院

考大学

日语能力

N1合格

EJU日语350以上
or
N1-120分以上

英语能力

托福.100以上

托福.100以上

金额

全免

全免

学习能力

211&985.
双一流大学

高考1本线50分以上.
or
EJU.700分以上

毕业后

考大学院种类 考大学

顶尖大学特别奖学金1

顶尖大学特别奖学金3

顶尖大学特别奖学金4

单科优秀奖励金

推荐制特别奖学金

全勤奖学金

内容

东京大学、京都大学

东北大学、大阪大学、北海道大学、九州大学、
名古屋大学、一桥大学、东京工业大学、

东京艺术大学

早稻田大学、庆应义塾大学、武藏野美术大学、

、N1、EJU日语、EJU文综、EJU物理
EJU化学，5科中任何一科满分合格

提携财团奖学金推荐.(东大学部合格)

在校期间出席率100%

奖学金制度 / 奨学金制度

我们会对学生的学习能力进行综合评估，优秀的学生可在入学前申请学费全额减免，毕业后还能获得高额奖学金。对于学

习积极性高的学生，一分耕耘一分收获，达成目标即可获得丰厚的奖学金。

学生の学習能力を総合的に評価し、優秀な学生は入学前に学費全額免除申請を行うことができる。また、卒業後にも高額な奨学金を

取得できる。学習意欲が高い生徒には、目標達成につき豊富な奨学金を与える。

多摩美术大学

私费外国人留学生
学习奖励费制度

私费外国人留学生
学习奖励费推荐制度

品学兼优（出席率在95％以上）

（需完成所有课程）

品学兼优、日本留学考试（EJU）成绩优秀者

本校奖学金需符合以下条件
1.在籍期间，品学兼优，累计出席率在95%以上，出席不良的学生不在申请范围内。
2.在籍期间，学生严格遵守学校规则，无不良行为。
3.能积极配合学校采访。
4.奖学金授予对象为学部、大学院正规生，研究生课程、科目履修生课程等非正式硕士课程除外。

36w日元/年

57.6w日元/年

3w日元

4年总计
510w日元

1w日元 1w日元

3w日元

8w日元

3w日元

5w日元

10w日元 10w日元
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庞*文	 東京大学	 文科二類
孙*学	 東京大学	 文科二類
夏*琦	 東京大学	 文科二類
宋*扬	 東京大学	 文科三類
许*豪	 東京大学	 文科三類
刘*辰	 東京大学	 文科三類
唐*寒	 東京大学	 文科三類
卢*捷	 東京大学	 文科三類
刘*祺	 東京大学	 文科一類
吴*欣	 東京大学	 文科一類
陈*源	 東京大学	 理科二類
戴*玥	 東京大学	 理科二類
董*云	 東京大学	 理科二類
李*秀	 東京大学	 理科二類
刘*然	 東京大学	 理科二類
庞*巍	 東京大学	 理科二類
杨*和	 東京大学	 理科一類
邱*鸣	 東京大学	 理科一類
刘*正	 東京大学	 理科一類
冯*哲	 東京大学	 理科一類
华*西	 東京大学	 理科一類
陈*珩	 東京大学	 理科一類
颜*涵	 東京大学	 理科一類
杜*霆	 東京大学	 理科一類
翁*晴	 東京大学	 農学生命科学研究科
戴*平	 東京大学	 農学生命科学研究科
王*潇	 東京大学	 総合文化研究科
植*恩	 東京大学	 総合文化研究科
刘*上	 東京大学	 総合文化研究科
方*紫	 東京大学	 総合文化研究科
毛*远	 東京大学	 総合文化研究科
赵*晗	 東京大学	 総合文化研究科
汪*如	 東京大学	 人文社会系研究科
王*岳	 東京大学	 人文社会系研究科
富*超	 東京大学	 新領域創成科学研究科
高*光	 東京大学	 新領域創成科学研究科
党*文	 東京大学	 新領域創成科学研究科
李*政	 東京大学	 新領域創成科学研究科
张*鹏	 東京大学	 新領域創成科学研究科
桑*杉	 東京大学	 新領域創成科学研究科
冯*达	 東京大学	 新領域創成科学研究科
汪*璇	 東京大学	 新領域創成科学研究科
毛*丰	 東京大学	 情報理工学系研究科
刘*泽	 東京大学	 情報理工学系研究科
毕*璟	 東京大学	 情報理工学系研究科
黄*东	 東京大学	 情報理工学系研究科
叶*彬	 東京大学	 情報理工学系研究科
魏*铭	 東京大学	 情報学環・学際情報学府
张*羽	 東京大学	 情報学環・学際情報学府
严*雪	 東京大学	 情報学環・学際情報学府
伊*程	 東京大学	 情報学環・学際情報学府
李*伶	 東京大学	 理学系研究科
刘*莘	 東京大学	 工学系研究科
谈*涛	 東京大学	 工学系研究科
伍*翔	 東京大学	 工学系研究科
沈*蓝	 東京大学	 工学系研究科
邱*杨	 東京大学	 工学系研究科
王*涵	 東京大学	 工学系研究科
周*羽	 東京大学	 工学系研究科
王*飞	 東京大学	 工学系研究科
施*琦	 東京大学	 工学系研究科
陈*挺	 東京大学	 工学系研究科
武*丞	 東京大学	 工学系研究科
大*佳	 東京大学	 公共政策大学院
张*琦	 東京大学	 公共政策大学院
王*畅	 東京大学	 公共政策研究科
郑*健	 東京大学	 経済学部
房*寒	 東京大学	 経済学研究科
郑*予	 東京大学	 経済学研究科
刘*桐	 東京大学	 経済学研究科
大*佳	 東京大学	 経済学研究科

李*程	 東京大学	 経済学研究科
许*玮	 東京大学	 経済学研究科
刘*斐	 東京大学	 経済学研究科
范*星	 東京大学	 経済学研究科
吴*琪	 東京大学	 経済学研究科
吴*锐	 東京大学	 経済学研究科
蔡*欣	 東京大学	 経済学研究科
孙*卓	 東京大学	 応用化学系
左*袁	 東京大学	 応用化学系
谭*学	 東京大学	 PEAK
江*学	 東京大学	 PEAK
费*儿	 東京大学	 PEAK
任*稼	 京都大学	 工学部
杨*和	 京都大学	 工学部
黄*浓	 京都大学	 工学部
邱*鸣	 京都大学	 工学部
孙*博	 京都大学	 工学部
刘*稷	 京都大学	 工学部
王*竹	 京都大学	 工学部
孙*钧	 京都大学	 工学部
梁*正	 京都大学	 工学部
冯*哲	 京都大学	 工学部
王*霏	 京都大学	 工学部
钟*天	 京都大学	 情報学研究科
徐*倩	 京都大学	 経済学研究科
韩*阳	 京都大学	 経済学研究科
石*玉	 京都大学	 エネルギー理工学研究所
吴*铃	 京都大学	 化学研究所
朱*凯	 京都大学	 理学系研究科
徐*泰	 京都大学	 相関環境学専攻
何*畅	 京都大学	 経済学部
高*莉	 京都大学	 工学部
姜*久	 京都大学	 工学部
赵*健	 京都大学	 工学部
陈*珩	 京都大学	 工学部
李*秀	 京都大学	 農学部
顾*雨	 京都大学	 法学研究科
张*蒂	 京都大学	 経営管理専攻
毛*远	 京都大学	 情報学研究科
林*妤	 京都大学	 理学研究科
罗*天	 京都大学	 工学研究科
顾*喆	 京都大学	 エネルギー科学研究科
杜*霆	 京都大学	 工学部
李*洪	 京都大学	 工学部
庞*巍	 京都大学	 工学部
马*豪	 京都大学	 理学部
狄*豪	 京都大学	 経営教育部
吴*铃	 京都大学	 化学研究所
原*荃	 京都大学	 工学部
王*力	 京都大学	 工学部
宋*韬	 京都大学	 工学部
陈*竑	 京都大学	 情報学研究科
沈*鹏	 京都大学	 人間・環境学研究科
王*毛	 早稲田大学	 商学部
江*雨	 早稲田大学	 商学部
庞*文	 早稲田大学	 商学部
吴*祺	 早稲田大学	 商学部
王*璐	 早稲田大学	 人間科学部
程*叶	 早稲田大学	 人間科学部
张*铭	 早稲田大学	 人間科学部
程*叶	 早稲田大学	 法学部
程*叶	 早稲田大学	 社会科学部
魏*奇	 早稲田大学	 文学部
庞*文	 早稲田大学	 政治経済学部
郑*怡	 早稲田大学	 文化構想学部
张*铭	 早稲田大学	 教育学部
马*珺	 早稲田大学	 教育学部
颜*云	 早稲田大学	 創造理工学部
沈*翔	 早稲田大学	 創造理工学部
陈*源	 早稲田大学	 基幹理工学部
贾*涛	 早稲田大学	 基幹理工学部
李*阳	 早稲田大学	 先進理工学部
梁*溪	 早稲田大学	 人間科学部
钟*航	 早稲田大学	 人間科学部

童*怡	 早稲田大学	 経済学研究科
王*涵	 早稲田大学	 経済学研究科
倪*霖	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
肖*泱	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
张*涵	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
宿*蔚	 早稲田大学	 環境・エネルギー研究科
滕*跃	 早稲田大学	 環境・エネルギー研究科
兰*寒	 早稲田大学	 商学研究科
张*宁	 早稲田大学	 商学研究科
宗*西	 早稲田大学	 商学研究科
周*忌	 早稲田大学	 法学研究科
曹*桐	 早稲田大学	 法学研究科
周*洋	 早稲田大学	 人間科学部
刘*威	 早稲田大学	 人間科学研究科
王*瑶	 早稲田大学	 人間科学研究科
李*任	 早稲田大学	 人間科学研究科
常*怡	 早稲田大学	 人間科学研究科
刘*鑫	 早稲田大学	 人間科学研究科
黄*钜	 早稲田大学	 人間科学研究科
邹*骏	 早稲田大学	 政治学研究科
钱*庄	 早稲田大学	 政治学研究科
肖*泱	 早稲田大学	 社会科学研究科
冉*栋	 早稲田大学	 社会科学研究科
程*谦	 早稲田大学	 社会科学研究科
黄*麟	 早稲田大学	 会計研究科
陈*堃	 早稲田大学	 会計研究科
陈*楷	 早稲田大学	 教育学研究科
陈*瑾	 早稲田大学	 教育学研究科
黄*章	 早稲田大学	 文学研究科
吴*双	 早稲田大学	 文学研究科
周*忌	 早稲田大学	 法学研究科
邱*楠	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
钱*帆	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
郑*娇	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
张*壮	 早稲田大学	 先進理工学研究科
林*辉	 早稲田大学	 先進理工学研究科
林*辉	 早稲田大学	 先進理工学研究科
余*军	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
宋*恺	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
吴*耀	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
有*理	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
胡*文	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
陈*君	 早稲田大学	 創造理工研究科
陶*南	 早稲田大学	 創造理工学研究科
陆*泽	 早稲田大学	 創造理工学研究科
谈*涛	 早稲田大学	 創造理工学研究科
张*薇	 早稲田大学	 創造理工学研究科
谢*钰	 早稲田大学	 創造理工学研究科
徐*洋	 早稲田大学	 創造理工学研究科
刘*铭	 早稲田大学	 創造理工研究科
赵*晓	 早稲田大学	 創作理工研究科
马*宁	 早稲田大学	 創造理工学研究科
石*龙	 早稲田大学	 創造理工学研究科
赵*宸	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
韩*涵	 早稲田大学	 SILS
刘*雯	 早稲田大学	 政治経済学部
潘*颖	 早稲田大学	 政治経済学部
田*茜	 早稲田大学	 政治経済学部
曹*雯	 早稲田大学	 国際教養学部
田*茜	 早稲田大学	 商学部
陈*凡	 早稲田大学	 商学部
戴*希	 早稲田大学	 商学部
黄*菲	 早稲田大学	 商学部
刘*良	 早稲田大学	 商学部
李*怡	 早稲田大学	 商学部
吴*欣	 早稲田大学	 法学部
梁*晨	 早稲田大学	 文学部
黄*森	 早稲田大学	 文学部
刘*雯	 早稲田大学	 文学部
许*豪	 早稲田大学	 文学部
卢*童	 早稲田大学	 文学部
胡*瑶	 早稲田大学	 文化構想学部
渠*宁	 早稲田大学	 文化構想学部
王*君	 早稲田大学	 文化構想学部
唐*轩	 早稲田大学	 文化構想学部
王*煊	 早稲田大学	 社会科学部
王*尔	 早稲田大学	 社会科学部
王*琳	 早稲田大学	 教育学部

杨*锦	 早稲田大学	 教育学部
安*卉	 早稲田大学	 基幹理工学部
虞*民	 早稲田大学	 基幹理工学部
王*昊	 早稲田大学	 基幹理工学部
葛*平	 早稲田大学	 基幹理工学部
李*之	 早稲田大学	 基幹理工学部
李*航	 早稲田大学	 基幹理工学部
傅*伟	 早稲田大学	 基幹理工学部
季*鹏	 早稲田大学	 基幹理工学部
赵*楷	 早稲田大学	 基幹理工学部
陈*珩	 早稲田大学	 基幹理工学部
徐*洋	 早稲田大学	 基幹理工学部
赵*健	 早稲田大学	 基幹理工学部
项*豪	 早稲田大学	 基幹理工学部
周*宇	 早稲田大学	 基幹理工学部
王*文	 早稲田大学	 先進理工学部
瞿*彦	 早稲田大学	 先進理工学部
颜*涵	 早稲田大学	 先進理工学部
张*乐	 早稲田大学	 先進理工学部
卢*敏	 早稲田大学	 先進理工学部
薛*菲	 早稲田大学	 先進理工学部
何*遥	 早稲田大学	 創造理工学部
戴*玥	 早稲田大学	 創造理工学部
刘*然	 早稲田大学	 創造理工学部
吴*为	 早稲田大学	 創造理工学部
蔡*萱	 早稲田大学	 創造理工学部
瞿*彦	 早稲田大学	 人間科学部
张*乐	 早稲田大学	 人間科学部
申*昊	 早稲田大学	 人間科学部
毛*帆	 早稲田大学	 人間科学部
滕*宁	 早稲田大学	 人間科学部
牛*媛	 早稲田大学	 政治経済学研究科
顾*雨	 早稲田大学	 法学研究科
吴*彬	 早稲田大学	 経済学研究科
刘*宇	 早稲田大学	 経済学研究科
李*程	 早稲田大学	 経済学研究科
董*多	 早稲田大学	 経済学研究科
姚*翊	 早稲田大学	 政治学研究科
许*多	 早稲田大学	 商学研究科
蔡*娥	 早稲田大学	 商学研究科
夏*超	 早稲田大学	 商学研究科
缪*娴	 早稲田大学	 商学研究科
李*钰	 早稲田大学	 商学研究科
罗*梦	 早稲田大学	 商学研究科
沈*瑶	 早稲田大学	 商学研究科
时*轩	 早稲田大学	 商学研究科
冯*奇	 早稲田大学	 社会科学研究科
李*雅	 早稲田大学	 社会科学研究科
聂*元	 早稲田大学	 社会科学研究科
张*含	 早稲田大学	 社会科学研究科
马*雅	 早稲田大学	 教育学研究科
张*洁	 早稲田大学	 教育学研究科
熊*颖	 早稲田大学	 文学研究科
白*鹏	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
周*骋	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
颜*洲	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
陈*荣	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
周*文	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
周*宇	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
金*成	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
陈*涛	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
李*鑫	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
王*涵	 早稲田大学	 先進理工学研究科
徐*晴	 早稲田大学	 先進理工学研究科
何*成	 早稲田大学	 先進理工学研究科
陆*家	 早稲田大学	 創造理工学研究科
程*浩	 早稲田大学	 創造理工学研究科
杨*荣	 早稲田大学	 創造理工学研究科
朱*亮	 早稲田大学	 創造理工学研究科
张*薇	 早稲田大学	 創造理工学研究科
赵*垚	 早稲田大学	 創造理工学研究科
黄*嘉	 早稲田大学	 創造理工学研究科
徐*晴	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
吕*成	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
周*健	 早稲田大学	 大学院情報生産
	 	 システム研究科
杨*窗	 早稲田大学	 大学院情報生産
	 	 システム研究科
张*城	 早稲田大学	 大学院情報生産
	 	 システム研究科
刘*轩	 早稲田大学	 大学院情報生産
	 	 システム研究科
刘*娟	 早稲田大学	 スポーツ科学研究科
石*辰	 早稲田大学	 スポーツ科学研究科
汪*琪	 早稲田大学	 人間科学研究科
周*昕	 早稲田大学	 人間科学研究科
王*卿	 早稲田大学	 人間科学研究科
马*骁	 早稲田大学	 人間科学研究科
谢*婷	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
冯*萧	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
王*昭	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
尤*怡	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
陈*宇	 早稲田大学	 教育学部
刘*骥	 早稲田大学	 教育学部
林*园	 早稲田大学	 人間科学部
郑*然	 早稲田大学	 人間科学部
张*宁	 早稲田大学	 人間科学部
何*馨	 早稲田大学	 商学部
陈*麟	 早稲田大学	 商学部
厉*成	 早稲田大学	 商学部
吴*潼	 早稲田大学	 商学部

升学实绩 / 合格実績

名校教育日本語学校は創立以来、卓越な教育成果を評価されてきた。毎年度、日本の名門大学から合格をも
らう卒業生が多数いる。一人の学生が、同時に３〜５つの大学から合格を貰うという状況も少なくはない。
コロナウイルスの蔓延が続き、2021 年は厳しい状況下に置かれていたが、我々は依然として 1600 を超える
優秀な合格実績を達成し、日本の名門校に優秀な生徒を送り出した。
厳しい状況下においても、教育水準は高いとの賞賛の声が多くあった。

名校教育日本语学校自办学以来，取得了卓越的教学成果，往年毕业生大多被日本知名高校录取，

一名学生同时录取 3到 5所名校的情况也不在少数。尤其在疫情多变、难关重重的 2021年度，我们

依然达成了超过1600份优秀合格实绩，为日本顶尖学府输送了一大批年轻的人才，教学实力有口皆碑。

（数据来自集团总部）

以下是 2019-2021 年合格数据的部分展示：
以下は 2019-2021 年の合格実績の一部分である：
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李*睿	 早稲田大学	 文学部
唐*寒	 早稲田大学	 文学部
刘*子	 早稲田大学	 文学部
袁*堃	 早稲田大学	 文学部
袁*堃	 早稲田大学	 文化構想学部
刘*子	 早稲田大学	 文化構想学部
林*弘	 早稲田大学	 人間科学部
尹*旗	 早稲田大学	 基干理工学部
苟*宇	 早稲田大学	 基幹理工学部
刘*然	 早稲田大学	 教育学部
刘*然	 早稲田大学	 先進理工学部
许*烨	 早稲田大学	 創造理工学部
赵*宇	 早稲田大学	 先進理工学部
郑*穿	 早稲田大学	 基幹理工学部
陆*文	 早稲田大学	 人間科学部
邓*致	 早稲田大学	 文学研究科
刘*晟	 早稲田大学	 経済学研究科
曹*宇	 早稲田大学	 社会科学研究科
林*蓉	 早稲田大学	 教育学研究科
敬*丹	 早稲田大学	 教育学研究科
冯*艺	 早稲田大学	 文学研究科
金*然	 早稲田大学	 文学研究科
杨*懿	 早稲田大学	 文学研究科
王*怡	 早稲田大学	 文学研究科
石*琦	 早稲田大学	 スポーツ科学研究科
李*宁	 早稲田大学	 商学研究科
林*琳	 早稲田大学	 商学研究科
伊*友	 早稲田大学	 法学研究科
季*淼	 早稲田大学	 法学研究科
孙*馨	 早稲田大学	 文学研究科
杨*阳	 早稲田大学	 文学研究科
王*晨	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科
马*悦	 早稲田大学	 人間科学研究科
赵*晗	 早稲田大学	 社会科学研究科
谢*珂	 早稲田大学	 社会科学研究科
杨*航	 早稲田大学	 商学研究科
王*琪	 早稲田大学	 商学研究科
王*平	 早稲田大学	 政治学研究科
邹*钊	 早稲田大学	 経済学研究科
陈*墨	 早稲田大学	 文学研究科
张*超	 早稲田大学	 先進理工学研究科
黎*文	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
徐*驰	 早稲田大学	 基幹理工研究科
舒*悦	 早稲田大学	 基幹理工研究科
关*心	 早稲田大学	 基幹理工研究科
费*仡	 早稲田大学	 創造理工研究科
夏*秋	 早稲田大学	 創造理工研究科
王*轩	 早稲田大学	 創造理工研究科
蔡*誉	 早稲田大学	 先進理工学研究科
张*沛	 早稲田大学	 創造理工研究科
刘*莘	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
刘*园	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
王*璇	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
熊*鑫	 早稲田大学	 創造理工学研究科
张*云	 早稲田大学	 先進理工学研究科
黄*豪	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
司*维	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
阿*亚	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
兰*翔	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
倪*昂	 早稲田大学	 情報生産システム研究科
李*毅	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
黄*辉	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
何*嘉	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
武*石	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
王*仪	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
曲*娜	 早稲田大学	 環境エネルギー研究科
张*洁	 早稲田大学	 創造理工学研究科
曹*锐	 早稲田大学	 文学研究科
秦*策	 早稲田大学	 基幹理工学部
崔*博	 早稲田大学	 基幹理工学部
柏*怡	 早稲田大学	 法学部
柏*怡	 早稲田大学	 教育学部
李*嫣	 早稲田大学	 教育学部
陈*希	 早稲田大学	 商学部
吴*欣	 早稲田大学	 政治経済学部
杨*牧	 早稲田大学	 教育学部
秦*萱	 早稲田大学	 人間科学部
许*韬	 早稲田大学	 基幹理工学部
李*玥	 早稲田大学	 創造理工学部
杨*牧	 早稲田大学	 基幹理工学部
王*慧	 早稲田大学	 基幹理工学部
章*钰	 早稲田大学	 経済学研究科
李*隆	 早稲田大学	 政治学研究科
黄*童	 早稲田大学	 法学研究科
陈*佳	 早稲田大学	 法学研究科
顾*恺	 早稲田大学	 人間科学研究科
顾*恺	 早稲田大学	 社会科学研究科
郑*睿	 早稲田大学	 会計研究科
赵*诣	 早稲田大学	 経済学研究科
陈*文	 早稲田大学	 経済学研究科
江*枫	 早稲田大学	 経済学研究科
韩*雪	 早稲田大学	 政治学研究科
刘*燊	 早稲田大学	 文学研究科
庄*湘	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
谭*泮	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
谈*诚	 早稲田大学	 基幹理工学研究科
林*辰	 早稲田大学	 先進理工学研究科
刘*怡	 早稲田大学	 国際コミュニケー
	 	 ション研究科
费*儿	 早稲田大学	 先进理工学部
王*琳	 早稲田大学	 创造理工研究科

姚*池	 早稲田大学	 法学研究科
覃*昊	 早稲田大学	 国際教養学部
黄*翔	 慶應義塾大学	 法学部
程*叶	 慶應義塾大学	 法学部
孔*涵	 慶應義塾大学	 文学部
宋*扬	 慶應義塾大学	 文学部
张*瑜	 慶應義塾大学	 文学部
江*文	 慶應義塾大学	 経済学部
江*雨	 慶應義塾大学	 経済学部
申*晴	 慶應義塾大学	 経済学部
程*叶	 慶應義塾大学	 経済学部
孙*舒	 慶応義塾大学	 経済学部
申*晴	 慶應義塾大学	 商学部
顾*宇	 慶應義塾大学	 商学部
刘*祺	 慶應義塾大学	 総合政策学部
庞*文	 慶應義塾大学	 経済学部
顾*宇	 慶應義塾大学	 経済学部
任*稼	 慶應義塾大学	 理工学部
李*海	 慶應義塾大学	 理工学部
丛*丁	 慶應義塾大学	 理工学部
邱*鸣	 慶應義塾大学	 理工学部
李*瑶	 慶應義塾大学	 環境情報学部
徐*果	 慶應義塾大学	 政策・メディア研究科
白*意	 慶應義塾大学	 政策・メディア研究科
孙*旸	 慶應義塾大学	 商学研究科
樊*榛	 慶應義塾大学	 商学研究科
张*哲	 慶應義塾大学	 社会学研究科
余*旻	 慶應義塾大学	 社会学研究科
田*婷	 慶應義塾大学	 社会学研究科
陈*君	 慶應義塾大学	 法学研究科
刘*璐	 慶應義塾大学	 法学研究科
徐*思	 慶應義塾大学	 システムデザイン・
	 	 マネジメント研究科
万*俊	 慶應義塾大学	 理工学研究科
翟*华	 慶應義塾大学	 理工学研究科
陆*洲	 慶應義塾大学	 メディアデザイン研究科
戴*希	 慶應義塾大学	 経済学部
李*怡	 慶應義塾大学	 経済学部
何*畅	 慶應義塾大学	 経済学部
田*茜	 慶應義塾大学	 経済学部
袁*为	 慶應義塾大学	 経済学部
梁*帅	 慶應義塾大学	 法学部
赵*宇	 慶應義塾大学	 法学部
王*烨	 慶應義塾大学	 法学部
吴*欣	 慶應義塾大学	 法学部
艾*玲	 慶應義塾大学	 文学部
鲍*澜	 慶應義塾大学	 文学部
黄*正	 慶應義塾大学	 文学部
张*茜	 慶應義塾大学	 文学部
宋*喆	 慶應義塾大学	 文学部
毛*帆	 慶應義塾大学	 文学部
王*源	 慶應義塾大学	 文学部
郁*瑶	 慶應義塾大学	 文学部
周*岳	 慶應義塾大学	 文学部
曾*娴	 慶應義塾大学	 文学部
梁*晨	 慶應義塾大学	 文学部
赵*宇	 慶應義塾大学	 商学部
戴*希	 慶應義塾大学	 商学部
胡*瑶	 慶應義塾大学	 商学部
严*恒	 慶應義塾大学	 商学部
宋*喆	 慶應義塾大学	 総合政策学部
陶*远	 慶應義塾大学	 理工学部
王*飏	 慶應義塾大学	 理工学部
宋*炎	 慶應義塾大学	 理工学部
董*云	 慶應義塾大学	 理工学部
魏*祺	 慶應義塾大学	 理工学部
高*文	 慶應義塾大学	 環境情報学部
高*雄	 慶應義塾大学	 環境情報学部
陈*卓	 慶應義塾大学	 法学研究科
侯*蕊	 慶應義塾大学	 法学研究科
赵*莹	 慶應義塾大学	 社会学研究科
张*新	 慶應義塾大学	 社会学研究科
庞*旭	 慶應義塾大学	 社会学研究科
陈*语	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
张*婷	 慶應義塾大学	 文学研究科
孙*瑞	 慶應義塾大学	 文学研究科
李*玮	 慶應義塾大学	 政策メディア研究科
曹*锐	 慶應義塾大学	 政策・メディア研究科
叶*彤	 慶應義塾大学	 理工学研究科
俞*斐	 慶應義塾大学	 理工学研究科
杨*丁	 慶應義塾大学	 Media	Design	
C*k	 慶應義塾大学	 Media	Design
莫*杰	 慶應義塾大学	
唐*翔	 慶應義塾大学	 総合政策学部
刘*颢	 慶應義塾大学	 総合政策学部
蒋*桉	 慶應義塾大学	 文学部
戴*宁	 慶應義塾大学	 文学部
卢*捷	 慶應義塾大学	 文学部
刘*颢	 慶應義塾大学	 法学部
陈*湉	 慶應義塾大学	 経済学部
郑*然	 慶應義塾大学	 経済学部
王*凡	 慶應義塾大学	 経済学部
郑*然	 慶應義塾大学	 商学部
王*凡	 慶應義塾大学	 商学部
夏*琦	 慶應義塾大学	 商学部
周*辰	 慶應義塾大学	 商学部
李*裕	 慶應義塾大学	 商学部
刘*颢	 慶應義塾大学	 商学部
臧*宇	 慶應義塾大学	 総合政策学部
张*轩	 慶應義塾大学	 理工学部
李*欣	 慶應義塾大学	 法学研究科

郦*碚	 慶應義塾大学	 社会学研究科
陈*寒	 慶應義塾大学	 社会学研究科
文*蓓	 慶應義塾大学	 社会学研究科
杨*懿	 慶應義塾大学	 社会学研究科
陈*洁	 慶應義塾大学	 文学研究科
吴*锐	 慶應義塾大学	 商学研究科
宋*婷	 慶應義塾大学	 商学研究科
刘*楠	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
于*云	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
蒋*鸿	 慶應義塾大学	 政策メディア研究科
刘*歌	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
焦*良	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
赵*晗	 慶應義塾大学	 法学研究科
张*艺	 慶應義塾大学	 健康マネジメント研究科
林*远	 慶應義塾大学	 経済学研究科
郭*钦	 慶應義塾大学	 理工学研究科
夏*雪	 慶應義塾大学	 システムデザイン・
	 	 マネジメント研究科
张*昊	 慶應義塾大学	 法学部
张*昊	 慶應義塾大学	 経済学部
张*昊	 慶應義塾大学	 文学部
阎*远	 慶應義塾大学	 総合政策学部
王*霏	 慶應義塾大学	 理工学部
李*静	 慶應義塾大学	 法学部
向*奕	 慶應義塾大学	 総合政策学部
季*韵	 慶應義塾大学	 社会学研究科
王*舒	 慶應義塾大学	 経営管理研究科
徐*毅	 慶應義塾大学	 政策メディア研究科
黄*婷	 慶應義塾大学	 メディアデザイン研究科
潘*鉴	 慶應義塾大学	 メディアデザイン研究科
景*崎	 慶應義塾大学	 環境情報学部
王*美	 一橋大学	 商学部
庞*文	 一橋大学	 商学部
孙*舒	 一橋大学	 商学部
庄*涵	 一橋大学	 社会学部
江*文	 一橋大学	 社会学部
刘*祺	 一橋大学	 社会学部
徐*倩	 一橋大学	 経済学研究科
大*佳	 一橋大学	 経済学研究科
陈*竹	 一橋大学	 経済学研究科
高*翔	 一橋大学	 経営管理研究科
张*鑫	 一橋大学	 経営管理研究科
张*唱	 一橋大学	 言語社会研究科
张*月	 一橋大学	 言語社会研究科
徐*杰	 一橋大学	 言語社会研究科
许*云	 一橋大学	 言語社会研究科
戴*希	 一橋大学	 商学部
何*畅	 一橋大学	 経済学部
吴*欣	 一橋大学	 法学部
刘*雯	 一橋大学	 社会学部
黄*森	 一橋大学	 社会学部
许*豪	 一橋大学	 社会学部
李*昂	 一橋大学	 商学研究科
李*蓉	 一橋大学	 商学研究科
李*程	 一橋大学	 経済学研究科
刘*榕	 一橋大学	 経済学研究科
邱*明	 一橋大学	 経済学研究科
朱*耀	 一橋大学	 経済学研究科
张*蒂	 一橋大学	 経済学研究科
陆*杰	 一橋大学	 経済学研究科
高*宇	 一橋大学	 経済学研究科
刘*源	 一橋大学	 経済学研究科
帕*扎	 一橋大学	 経済学研究科
江*风	 一橋大学	 法学研究科
买*莎	 一橋大学	 社会学研究科
胡*芮	 一橋大学	 言語社会研究科
林*杰	 一橋大学	 言語社会研究科
何*珺	 一橋大学	 言語社会研究科
王*日	 一橋大学	 国際・公共政策
陈*湉	 一橋大学	 商学部
周*龙	 一橋大学	 商学部
闫*萱	 一橋大学	 言語社会研究科
郭*珂	 一橋大学	 社会学研究科
吴*锐	 一橋大学	 経営管理研究科
张*轩	 一橋大学	 経済学研究科
胡*然	 一橋大学	 経済学研究科
张*含	 一橋大学	 経済学研究科
吴*霖	 一橋大学	 言語文化研究科
吴*童	 一橋大学	 法学研究科
田*宇	 一橋大学	 社会学研究科
彭*菊	 一橋大学	 社会学研究科
韩*津	 一橋大学	 社会学研究科
徐*彤	 一橋大学	 経済学研究科
谢*方	 一橋大学	 国際公共政策
臧*竹	 一橋大学	 社会学研究科
王*尧	 一橋大学	 経済学研究科
杨*婷	 一橋大学	 経営管理研究科
孟*齐	 一橋大学	 社会学研究科
江*枫	 一橋大学	 経済学研究科
陈*源	 東京工業大学	 工学院
任*稼	 東京工業大学	 工学院
李*瀚	 東京工業大学	 工学院
孙*钧	 東京工業大学	 工学院
杨*和	 東京工業大学	 理学院
李*亮	 東京工業大学	 理学院
任*元	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
李*海	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
鲍*含	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
陈*辰	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
侯*杭	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
刘*奇	 東京工業大学	 環境・社会理工学院

刘*稷	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
杨*宁	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*宇	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*竹	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
孙*辰	 東京工業大学	 生命理工学院
乔*涵	 東京工業大学	 生命理工学院
苏*博	 東京工業大学	 情報理工学院
邱*鸣	 東京工業大学	 物質理工学院
冯*哲	 東京工業大学	 物質理工学院
刘*达	 東京工業大学	 物質理工学院
吴*宁	 東京工業大学	 社会人間研究科
李*佳	 東京工業大学	 社会人間研究科
陈*君	 東京工業大学	 工学院
宋*恺	 東京工業大学	 工学院
邢*彬	 東京工業大学	 工学院
祁*童	 東京工業大学	 情報理工学院
张*薇	 東京工業大学	 環境社会理工学院
林*靖	 東京工業大学	 環境社会理工学院
张*逸	 東京工業大学	 環境社会理工学院
孙*卓	 東京工業大学	 物質理工学院
左*袁	 東京工業大学	 物質理工学院
刑*严	 東京工業大学	 物質理工学院
鹿*放	 東京工業大学	 科学技術創成研究院
颜*涵	 東京工業大学	 理学院
董*云	 東京工業大学	 理学院
魏*祺	 東京工業大学	 工学院
季*冲	 東京工業大学	 工学院
赵*楷	 東京工業大学	 工学院
徐*晴	 東京工業大学	 工学院
李*政	 東京工業大学	 工学院
李*莹	 東京工業大学	 工学院
陆*家	 東京工業大学	 工学院
杨*荣	 東京工業大学	 工学院
周*尧	 東京工業大学	 工学院
张*与	 東京工業大学	 工学院
王*胤	 東京工業大学	 工学院
郭*健	 東京工業大学	 情報理工学院
陈*珩	 東京工業大学	 情報理工学院
华*西	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*楷	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*飞	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
刘*辰	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
孟*锐	 東京工業大学	 环境・社会理工学院
黄*婧	 東京工業大学	 融合理工学院
田*喆	 東京工業大学	 物質理工学院
谢*达	 東京工業大学	 机械系
於*成	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*旭	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
杜*霆	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
刘*然	 東京工業大学	 理学院
庞*巍	 東京工業大学	 生命理工学院
赵*文	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
陈*龙	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
陈*宇	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
刘*静	 東京工業大学	 社会理工学院
汪*遥	 東京工業大学	 社会理工学院
田*艺	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
孟*剑	 東京工業大学	 工学院
张*迪	 東京工業大学	 工学院
王*为	 東京工業大学	 工学院
陈*挺	 東京工業大学	 工学院
陶*昱	 東京工業大学	 工学院
黎*文	 東京工業大学	 工学院
张*超	 東京工業大学	 工学院
李*宇	 東京工業大学	 情報理工学院
张*彬	 東京工業大学	 情報理工学院
潘*腾	 東京工業大学	 情報理工学院
叶*彬	 東京工業大学	 情報理工学院
夏*秋	 東京工業大学	 工学院
王*轩	 東京工業大学	 工学院
刘*莘	 東京工業大学	 工学院
白*帅	 東京工業大学	 工学院
周*昕	 東京工業大学	 工学院
汪*健	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
张*旻	 東京工業大学	 環境社会理工学院
俞*迪	 東京工業大学	 環境社会理工学院
史*鑫	 東京工業大学	 環境社会理工学院
董*月	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
段*娇	 東京工業大学	 物質理工学院
孙*潇	 東京工業大学	 物質理工学院
翁*云	 東京工業大学	 物質理工学院
徐*宁	 東京工業大学	 物質理工学院
蔡*璋	 東京工業大学	 情報理工学院
李*宜	 東京工業大学	 工学院
崔*博	 東京工業大学	 工学院
宋*韬	 東京工業大学	 物質理工学院
徐*博	 東京工業大学	 環境	社会理工学院
潘*驰	 東京工業大学	 環境	社会理工学院
秦*君	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
王*琦	 東京工業大学	 環境・社会理工学院
何*琪	 東京工業大学	 生命理工学部
欧*婕	 大阪大学	 経済学部
王*凡	 大阪大学	 外国語学部
郑*予	 大阪大学	 経済学研究科
宗*西	 大阪大学	 経済学研究科
钟*天	 大阪大学	 経済学研究科
杨*笑	 大阪大学	 経済学研究科
钱*程	 大阪大学	 経済学研究科
张*琦	 大阪大学	 国際公共政策研究科
卓*琪	 大阪大学	 国際公共政策研究科
张*云	 大阪大学	 情報科学研究科
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贺*欣	 大阪大学	 情報科学研究科
孙*萍	 大阪大学	 工学研究科
左*冰	 大阪大学	 工学研究科
邓*羚	 大阪大学	 文学部
黄*森	 大阪大学	 文学部
刘*蔚	 大阪大学	 経済学部
樊*逸	 大阪大学	 理学部
赵*健	 大阪大学	 工学部
刘*源	 大阪大学	 工学部
陶*远	 大阪大学	 工学部
刘*镕	 大阪大学	 経済学研究科
张*超	 大阪大学	 経済学研究科
方*紫	 大阪大学	 国際公共政策研究科
马*娇	 大阪大学	 法学研究科
陆*阳	 大阪大学	 言語文化研究科
王*杉	 大阪大学	 言語文化研究科
亢*辰	 大阪大学	 産業科学研究所
亢*辰	 大阪大学	 生命機能研究科
谢*达	 大阪大学	 工学研究科
苗*欣	 大阪大学	 情報科学研究科
吴*文	 大阪大学	 基礎工学研究科
赵*莹	 大阪大学	 人間科学研究科
杨*曦	 大阪大学	 人間科学研究科
黄*成	 大阪大学	 経済学部
王*晨	 大阪大学	 経済学研究科
章*戈	 大阪大学	 経済学研究科
林*喻	 大阪大学	 経済学研究科
叶*彬	 大阪大学	 情報システム工学専攻
宋*韬	 大阪大学	 工学部
潘*驰	 大阪大学	 工学部
徐*洋	 大阪大学	 工学部
刘*池	 大阪大学	 理学部
李*嫣	 大阪大学	 外国語学部
潘*义	 大阪大学	 薬学研究科
宋*昊	 大阪大学	 経済学研究科
潘*越	 大阪大学	 理学部
吴*昊	 大阪大学	 国際公共政策研究科
蒋*怡	 大阪大学	 理学部
姚*池	 大阪大学	 法学研究科
孟*齐	 大阪大学	 人間科学研究科
李*玺	 大阪大学	 法学研究科
顾*宇	 東北大学	 経済学部
沈*翔	 東北大学	 工学部
丁*薇	 東北大学	 経済学研究科
张*楠	 東北大学	 経済学研究科
俞*远	 東北大学	 経済学研究科
许*语	 東北大学	 経済学研究科
张*杰	 東北大学	 経済学研究科
隋*彬	 東北大学	 理学系研究科
程*伟	 東北大学	 理学系研究科
曹*铭	 東北大学	 工学研究科
许*豪	 東北大学	 文学部
周*岳	 東北大学	 教育学部
樊*逸	 東北大学	 理学部
戴*玥	 東北大学	 工学部
李*秀	 東北大学	 農学部
晋*野	 東北大学	 経済学研究科
余*瑾	 東北大学	 教育学研究科
全*麒	 東北大学	 情報科学研究科
黄*溯	 東北大学	 工学研究科
夏*琦	 東北大学	 経済学部
胡*真	 東北大学	 経済学部
杜*霆	 東北大学	 工学部
汤*旸	 東北大学	 工学部
李*浩	 東北大学	 経済学研究科
张*赢	 東北大学	 経済学研究科
符*昕	 東北大学	
付*涵	 東北大学	 教育学部
李*宜	 東北大学	 工学部
吴*婧	 東京医科歯科大学				医歯学総合研究科
宋*扬	 名古屋大学	 文学部
臧*来	 名古屋大学	 文学部
吴*容	 名古屋大学	 法学部
申*晴	 名古屋大学	 経済学部

杨*和	 名古屋大学	 理学部
苏*博	 名古屋大学	 理学部
冯*哲	 名古屋大学	 工学部
孙*钧	 名古屋大学	 工学部
刘*稷	 名古屋大学	 工学部
邱*鸣	 名古屋大学	 工学部
侯*杭	 名古屋大学	 情報学部
刘*正	 名古屋大学	 情報学部
蒋*奇	 名古屋大学	 農学部
张*龙	 名古屋大学	 人文学研究科
周*韬	 名古屋大学	 情報研究科
杨*保	 名古屋大学	 工学研究科
李*腾	 名古屋大学	 工学研究科
张*羿	 名古屋大学	 工学研究科
虞*菘	 名古屋大学	 工学院研究科
石*嘉	 名古屋大学	 都市環境学専攻
朱*岚	 名古屋大学	 機械・航空宇宙工学系
周*岳	 名古屋大学	 教育学部
陈*羽	 名古屋大学	 理学部
姜*久	 名古屋大学	 工学部
陈*珩	 名古屋大学	 工学部
李*秀	 名古屋大学	 農学部
张*乐	 名古屋大学	 農学部
周*宇	 名古屋大学	 情報学部
周*旭	 名古屋大学	 経済学研究科
卢*宇	 名古屋大学	 経済学研究科
夏*琦	 名古屋大学	 経済学部
王*凡	 名古屋大学	 経済学部
居*莹	 名古屋大学	 農学部
李*洪	 名古屋大学	 医学部
侯*真	 名古屋大学	 経済学研究科
刘*楚	 名古屋大学	 情報学研究科
金*泓	 名古屋大学	 人文学研究科
孙*淇	 名古屋大学	 人文学研究科
魏*泽	 名古屋大学	 農学部
孙*珊	 名古屋大学	 医学部
张*滔	 名古屋大学	 農学部
陈*璇	 九州大学	 共創学部
王*凡	 九州大学	 共創学部
梁*正	 九州大学	 工学部
黄*浓	 九州大学	 工学部
丛*丁	 九州大学	 工学部
鲍*含	 九州大学	 歯学部
徐*捷	 九州大学	 法学府
杨*童	 九州大学	 法学研究科
马*甬	 九州大学	 经济学研究科
沈*伟	 九州大学	 システム情報科学府
王*尧	 九州大学	 システム情報科学府
傅*博	 九州大学	 工学研究院
狄*洲	 九州大学	 经营工学系
梁*瑞	 九州大学	 芸術工学府
魏*婧	 九州大学	 芸術工学府
闫*琦	 九州大学	 教育学部
姜*久	 九州大学	 工学部
徐*钧	 九州大学	
吕*培	 九州大学	 システム情報科学府
周*尧	 九州大学	 総合理工学府
张*艾	 九州大学	 工学府
杜*茹	 九州大学	 人間環境学府
李*昊	 九州大学	 情報知能工学専攻
赵*龙	 九州大学	 工学部
李*宁	 九州大学	 経済学研究科
王*为	 九州大学	 システム情報科学府
李*华	 九州大学	 工学府
鸥*佳	 九州大学	 システム情報科学府
廖*菁	 九州大学	 システム情報科学府
陈*皓	 九州大学	 システム情報科学府
尹*阳	 九州大学	 システム情報科学府
刘*洋	 九州大学	 システム情報科学府
沈*伟	 九州大学	 システム情報科学府
蔡*娟	 九州大学	 システム情報科学府
吴*铃	 九州大学	 理学府
孙*萍	 九州大学	 工学府
傅*博	 九州大学	 工学府

赵*廷	 九州大学	 経済学部
纪*飞	 九州大学	 工学部
张*一	 九州大学	 農学部
王*羽	 九州大学	 農学部
包*晗	 九州大学	 共創学部
刘*衿	 九州大学	 共創学部
曾*飞	 九州大学	 工学部
杨*恺	 九州大学	 工学部
王*绚	 東京外国語大学					国際日本学部
海*汗	 東京外国語大学					総合国際学研究科
姜*垠	 東京外国語大学					総合国際学研究科
郑*乇	 東京外国語大学					総合国際学研究科
侍*韵	 東京外国語大学					総合国際学研究科
赵*炎	 東京外国語大学					総合国際学研究科
来*宁	 東京外国語大学					総合国際学研究科
伊*力	 東京外国語大学					総合国際学研究科
王*丹	 東京外国語大学					総合国際学研究科
赵*芸	 東京外国語大学					総合国際学研究科
孙*瑶	 東京外国語大学					総合国際学研究科
卢*捷	 東京外国語大学					国際日本学部
曾*言	 東京外国語大学					総合国際学研究科
薛*絮	 東京外国語大学					総合国際学研究科
张*文	 東京外国語大学					総合国際学研究科
司*妮	 東京外国語大学					総合国際学研究科
何*汶	 東京外国語大学					総合国際学研究科
任*飞	 東京外国語大学					総合国際学研究科
文*宜	 東京外国語大学					総合国際学研究科
吴*悦	 東京外国語大学					総合国際学研究科
眭*政	 東京外国語大学					総合国際学研究科
赵*青	 東京外国語大学					総合国際学研究科
吴*霖	 東京外国語大学					総合国際学研究科
顾*毓	 東京外国語大学					国際日本学部
王*果	 上智大学	 文学部
胡*溶	 上智大学	 文学部
陈*婷	 上智大学	 文学部
刘*逸	 上智大学	 総合人間科学部
郑*怡	 上智大学	 総合人間科学部
张*羽	 上智大学	 経済学部
张*娇	 上智大学	 経済学部
陈*果	 上智大学	 総合グローバル学部
崔*美	 上智大学	 経営学部
鲍*奇	 上智大学	 理工学部
陈*宇	 上智大学	 地球環境学研究科
韩*雅	 上智大学	 地球環境学研究科
李*岩	 上智大学	 地球環境学研究科
季*霖	 上智大学	 地球環境学研究科
郭*阳	 上智大学	 地球環境学研究科
赵*浩	 上智大学	 経済学研究科
李*阳	 上智大学	 経済学研究科
张*引	 上智大学	 総合人間科学研究科
王*晶	 上智大学	 総合人間科学研究科
张*婷	 上智大学	 グローバル・
	 	 スタディーズ研究科
何*洋	 上智大学	 新闻传播
郑*仪	 上智大学	 理工学研究科
赵*亮	 上智大学	 理工学研究科
刘*璇	 上智大学	 理工学研究科
王*霏	 上智大学	 理工学研究科
张*雨	 上智大学	 理工学研究科
李*沁	 上智大学	 理学系研究科
丘*格	 上智大学	 理学系研究科
郁*瑶	 上智大学	 外国語学部
董*琛	 上智大学	 文学部
王*佳	 上智大学	 文学部
陈*奕	 上智大学	 法学部
薛*天	 上智大学	 法学部
周*彤	 上智大学	 法学部
言*逸	 上智大学	 経済学部
赵*宇	 上智大学	 経済学部
龙*孝	 上智大学	 理工学部
赵*琪	 上智大学	 理工学部
周*晨	 上智大学	 理工学部
L*G	 上智大学	 総合グローバル学部
纪*晗	 上智大学	 総合人間科学部

周*丽	 上智大学	 文学研究科
王*通	 上智大学	 文学研究科
冯*奇	 上智大学	 文学研究科
潘*欣	 上智大学	 経済学研究科
吴*佩	 上智大学	 経済学研究科
王*琪	 上智大学	 経済学研究科
周*旭	 上智大学	 経済学研究科
米*鑫	 上智大学	 理工学研究科
诸*君	 上智大学	 理工学研究科
林*阳	 上智大学	 理工学研究科
贺*珂	 上智大学	 理工学研究科
徐*旭	 上智大学	 理工学研究科
欧*奕	 上智大学	 理工学研究科
赵*书	 上智大学	 理工学研究科
杨*端	 上智大学	 理工学研究科
赵*城	 上智大学	 理工学研究科
陈*仁	 上智大学	 情報理工学科	
张*豪	 上智大学	 地球環境研究科
梅*辰	 上智大学	 地球環境学研究科
吴*锋	 上智大学	 地球環境学研究科
柯*烨	 上智大学	 グローバル・
	 	 スタディーズ研究科
毛*灵	 上智大学	 グローバル・
	 	 スタディーズ研究科
冯*萧	 上智大学	 グローバル・
	 	 スタディーズ研究科
李*渊	 上智大学	 グローバル・
	 	 スタディーズ研究科
裘*鸣	 上智大学	 総合人間科学研究科
段*准	 上智大学	 総合人間科学部
王*翾	 上智大学	 総合人間科学部
王*衡	 上智大学	 総合人間科学部
高*博	 上智大学	 理工学部
李*含	 上智大学	 理工学部
陈*宁	 上智大学	 理工学部
徐*仝	 上智大学	 文学研究科
王*晨	 上智大学	 地球環境研究科
夏*城	 上智大学	 地球環境研究科
王*莉	 上智大学	 地球環境研究科
金*镇	 上智大学	 経済学研究科
金*三	 上智大学	 経済学研究科
杨*絮	 上智大学	 地球環境研究科
庙*玲	 上智大学	 地球環境研究科
许*婳	 上智大学	 地球環境研究科
朱*莹	 上智大学	 総合人間科学研究科
吴*璐	 上智大学	 総合人間科学研究科
周*婷	 上智大学	 総合人間科学研究科
陈*童	 上智大学	 文学研究科
张*健	 上智大学	 理工学研究科
张*飞	 上智大学	 理工学研究科
王*萌	 上智大学	 理工学研究科
邓*文	 上智大学	 理工学研究科
仲*博	 上智大学	 理工学研究科
毛*萱	 上智大学	 理工学研究科
杨*政	 上智大学	 地球環境学研究科
韩*佳	 上智大学	 理工学研究科
李*然	 上智大学	 理工学研究科
沙*成	 上智大学	 理工学研究科
胡*航	 上智大学	 理工学研究科
何*舟	 上智大学	 理工学研究科
曹*雯	 上智大学	 法学部
顾*洁	 上智大学	 総合人間科学部
陈*佳	 上智大学	 法学研究科
刘*劲	 上智大学	 総合人間科学研究科
杜*遥	 上智大学	 総合人間科学研究科
王*尘	 上智大学	 理工学研究科
覃*昊	 上智大学	 国際教養学部
祁*亚	 東京学芸大学	 教育学研究科
林*忻	 東京学芸大学	 教育支援专攻
袁*梦	 東京学芸大学	 教育学研究科
顾*玥	 東京学芸大学	 教育学研究科
周*勋	 学習院大学	 経済学部
曹*源	 学習院大学	 経済学部
刘*一	 学習院大学	 国際社会科学部
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除了通过应试升学，同学们也可以选择指定推荐校升学这一方式。

名校教育日本语学校是 20 所以上院校的推荐合作校，申请指定院校时有优待政策。基于我校长期优异的教学实绩，由理事

长名义为学生做推荐担保，凡是在学期间出勤率良好且成绩满足一定条件的同学，可以利用“名校教育日本语学校推荐制度”，

优先获得推荐名额，经我校推荐入学下述合作院校：

京都外国语大学、日本映画大学、嘉悦大学、帝京大学、帝京平成大学、关东学院大学、千叶科学大学、杏林大学、东京

福祉大学、城西国际大学、文星艺术大学、山梨学院大学、冈山理科大学、京都情报大学院大学、仓敷艺术科学大学、星

槎道都大学等。

此外，我校还与日本众多知名高校有着紧密的交流合作，定期邀请他们前来举办文化主题活动、高校招生说明会及各种学

术讲座，现场为同学们答疑。这样一来，就免去了大家千里迢迢前去各个大学拜访的辛苦，还能提前获取考学信息。与我

校交流合作过的院校有：

埼玉大学、筑波大学、电气通信大学、明治大学、法政大学、中央大学、青山学院大学、立命馆大学、东京理科大学、武

藏野美术大学、京都精华大学、京都艺术大学、东京工艺大学、女子美术大学、大阪艺术大学等。

推荐保送校・合作校 / 指定校推薦・提携校

一般的な進学方法を除いて、指定校推薦といった方法を選ぶことも可能である。

名校教育グループは 20 校以上の大学の推薦枠がある。在学期間中、出席率や成績優秀者であり一定の条件を満たした学生が、優先的

に「推薦制度」を利用できる。わが校の推薦できる大学は以下の通り：

京都外国語大学、日本映画大学、嘉悦大学、帝京大学、帝京平成大学、関東学院大学、千叶科学大学、杏林大学、東京福祉大学、城西

国際大学、文星芸術大学、山梨学院大学、岡山理科大学、京都情報大学院大学、倉敷芸術科学大学、星槎道都大学など。

また、我が校は日本の多くの名門大学と深い交流、提携関係にある。彼らを定期的に招き、文化をテーマにしたイベントや大学の説明

会など色々な学術講義を行い、その場で生徒たちの質疑応答を行っている。わざわざ、遠くにある学校を訪れるなどといったことをせ

ずに、学校の情報を得ることができる。我が校と交流、提携関係にある学校は以下の通り：

埼玉大学、筑波大学、電気通信大学、明治大学、法政大学、中央大学、青山学院大学、立命館大学、東京理科大学、武蔵野美術大学、

京都精華大学、京都芸術大学、東京工芸大学、女子美術大学、大阪芸術大学など。
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本校为了满足不同留学生的需要，特设置了日语课程、学部升学课程、大学院升学课程和艺术专业课程共 4种不同课程。

本校は、留学生それぞれの需要を満足するため、特別に日本語コース、大学進学コース、大学院進学コース、芸術進学コースといった

四つのコースを設けている。

つ
の
コ
ー
ス

四四

初级

中级

高级

日语基础

日语表达能力提高

学术性日语水平

2

日语课程 / 日本語コース

课程安排及师资团队介绍
コースと講師の紹介

日本語コース

“日语课程”分为初级、中级、高

级三个阶段，适合日语基础相对薄

弱，以达到 JLPT	N1，EJU 高分

和提升学术日语能力为目标的同学。

大学進学コース

本课程旨在帮助同学们顺利通过

EJU和校内考，考入理想的大学。

大学院進学コース

“大学院升学课程”面向以考取日本研究

生院为目标的同学。在日语课程方面我们

将重点培养学生对于学术研究的理解能力

和获取专业知识所需的日语能力；升学指

导课程方面，同学们可以根据自身情况和

老师的建议选择适合自己的志愿校。

芸術進学コース

名美拥有东京都内首屈一指的画室面积与

设施环境，合格实绩名列前茅。
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上午/下午
日本语课

上午/下午
日本语课

基础&EJU预备日本语课程 EJU词汇课程

EJU词汇课程

JLPT日本语对策课程

.EJU日本语对策课程

JLPT日本语对策课程

.EJU日本语对策课程

入学时间 学习时间 1年～2年 入学前水平

周一 周二 周三 周四 周五

语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇

日本语 日本语 日本语 日本语 日本语

1月～3月 4月～6月 7月～8月 9月～11月 12月～3月

“日语课程”分为初级、中级、高级三个阶段，适合日语基础相对薄弱，以达到 JLPT	N1，EJU高分和提升学术日语能

力为目标的同学。

初级日语课程以会话练习为主，旨在快速提升同学们的日语表达能力和交流能力，侧重于语言的日常实用性；

中级日语课程围绕文章写作与会话交流中的词汇语法展开，我们不仅重视 JLPT的备考，还关注同学们对日语时事新闻的

阅读理解能力和发表观点时的日语表达能力；

高级日语课程中，同学们将以小组为单位学习研究，配合大量学术性阅读材料，锻炼日语学术演讲能力、多维度的思考能力、

专业论文写作能力，同时熟练掌握N1的高级语法长难句，进一步提高应试实战能力。

「日本語コース」は初級、中級、上級の三つの段階に分かれており、日本語の基礎が弱い人や、JLPT N1、EJU 高得点を目標とする

学生に適した段階である。

初級日本語課程はコミュニケーション練習を主とし、学生の日本語表現能力とコミュニケーション能力などといった、日常的に実用性

のある日本語の能力向上を図る。

中級日本語課程は文章力やコミュニケーション中に使われる単語の表現の展開を行う、JLPT の準備に重点を置くだけではなく、学生

の日本語時事ニュースの読解能力や日本語の表現能力の向上にも力を入れている。

上級日本語課程は、グループワークにて学習研究を進める。協力して学術的文献を読み、日本語のスピーチ能力、多方面な思考能力、

専門的な論文のライティング能力、また、同時に N1 の上級文法を学び、実践能力を身に着ける。

1月、4月、
7月、10月

1月生.N3以上
4、7、10月生.N5以上

日语学校课程



中日联合讲师 +
资深顾问，超强
师资阵容

研究力 MAX ！
自主研发教材，
广受业界认可
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日语教学组 / 日本語教師陣

名校教育日本语学校为同学们准备了中日合璧的讲师顾问阵容。

特色鲜明、纯正地道的日本讲师亲自教授学术性日语和词汇，课上充分互动，带领大家理解日本式的交流方式，快速提升

同学们的口语流利程度和学术研读能力。

N1、EJU教学经验丰富的中国讲师，带领同学们熟记高频词汇、精读长难文章、精听留考听力，做好应试对策，高效突

破考试关卡。

另外，我们还特邀中日知名高校教授为本校讲师进行专业性指导，结合中日教学体系的特点，完善动词变形等语法教学方

式，努力为大家提供更有成效的教学。

建校以来，我校的教学水平和教学成果有目共睹。为此，我们内部组建了专业的教材研发团队，迄今为止，已自主研发了

数十本业界权威教材，总结出适用于中国留学生的考试技巧，帮助数以万计的留日学子提升日语水平和应试能力。其中，

《中日双语辅导教程》系列教材，已成为家喻户晓的经典之作。目前还有大量原创日语教材正在研发，今后会在语言学校

的基础教学中投入使用。

名校教育日本語学校は生徒のために経験豊富の中国人講師や日本人講師を用意している。

純日本人の個々に特色がある講師から直々にアカデミックな日本語や単語を教えていただける。授業中は交流が多く、皆さんに日本式

の交流方法を身に付けていただくことを目標とし、皆さんのコミュニケーション能力と学習能力のレベルアップを図る。

N1、EJU の教育経験が豊富な中国人講師が、出現頻度の高い単語や、文章の読み方、リスニング、などと言った試験を突破する上で

の難関の対策をしてくれる。

建校以来、我が校の教育レベルと教育成果は明白である。これらを達成するために、我々は内部に専門的な教材を研究するチームを設

置し、今までに独自に数十冊もの業界を驚かす教材を研究開発してきた。また、中国留学生に適した試験対策方法や、日本語のレベル

アップに貢献してきた。その中でも、《中日双語輔導教程》シリーズの教材は、名の知れた教材だ。現在も多くのオリジナル日本語教

材を研究開発中であり、今後の語言学校での基礎教育への導入を考えている。
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佐藤 翼

资深日本语讲师

早稻田大学大学院硕士

主编：《日本留学試験（EJU）日本語単語
・語彙 10000 語》

主要担任课程：
1.	EJU 日语词汇特训课程

2.	EJU日语对策课程

横谷 千佳

资深日本语讲师

立教大学毕业

曾任日本中学及高中国语教师、主要负责

现代文阅读理解

校对担任：《日本留学試験（EJU）日本語
単語・語彙 10000 語》、《日本で進学す
るための総合日本語 文法と表現》

郑 爽

资深日本语讲师

北京外国语大学日本学研究中心硕士

共著：《日本で進学するための総合日本語 
文法と表現》

主要担任课程：
1.	日语高级课程

2.	日语中级、高级语法课程

3.	EJU日语对策课程

铃木 英子

资深日本语讲师

一桥大学大学院博士

曾任日本中学及高中国语教师

共著：《新完全マスター漢字 日本語能力
試験》系列

主要担任课程：
1.	日语初级、中级、高级课程

2.	JLPT日语对策课程

资 深 讲 师 介 绍
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“学部升学课程”是名校教育一线教研团队——名校志向塾的经典教研成果，主要面向以考取日本文理科大学为目标的同学。

本课程旨在帮助同学们顺利通过EJU和校内考，考入理想的大学。

学部留考的内容涵盖文科综合和理科综合，形式上堪比国内高考的多科目大型考试，内容上又与国内高中知识有许多不同

之处。在熟知EJU出题范围的基础上，我校课程对留考与高考的考点区别加以分析，着重对同学们在国内高中从未接触

过的考试内容进行教学，让同学们有重点地学习，学起来更轻松高效。

另外，对于有能力突破顶尖一流大学的同学，我们有指导大量学生考取早稻田大学、庆应义塾大学以及东大京大等学校的

心得与经验，并专门开设有考前集训课程，可以帮助同学们针对相应大学的校内考小论文和面试环节进行准备。

「大学進学コース」は名校教育最前線の教育開発チーム——は名校志向塾の教育開発において最も成果を持つチームだ。本コースの主

旨は生徒たちを希望の大学・大学院に合格させることである。

学部留学試験は総合科目と理科総合、形式上は国内の大学受験とあまり変わりはないように見えるが、内容は大きく異なる。EJU の出

題範囲を熟知した上で、我が校の過程は留学試験と国内の大学受験とでの試験内容の違いを分析し、生徒たちが触れたことのない内容

について教育を行っていく。学生たちに重点的に学習させることで、効率の良さを図る。

また、トップレベルの大学を突破する能力を持つ学生には、早稲田大学、慶応義塾大学、東大京大などの受験の際の心得を教え、指導

を行う。また、学生たちがその大学の校内試験、小論文や面接への準備を行えるよう試験前特訓コースを設けている。

学部升学课程 / 大学進学コース



文理科(公立)11月留考对策课程

TOEFL对策课程.※基础・预备・词汇・中级・高级

上午/下午
日本语课

上午/下午
文理科课

上午/下午
日本语&
英语课

入学时间 学习时间 1年～2年 入学前水平

周一 周二 周三 周四 周五

语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇

日本语 日本语 日本语 日本语 日本语

1月～3月 4月～6月 7月～8月 9月～11月 12月～3月

文理科专业
前期课程 特训课程 文理科专业

后期课程

文理科(私立)11月留考对策课程

东京大学
对策课程

基础&EJU预备日本语课程 EJU词汇课程

JLPT-N1 JLPT-N1

EJU日本语对策课程

学部升学课程
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1月、4月、
7月、10月

（含私塾）

1月生.N3以上
4、7、10月生.N5以上
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学部讲师团队作为专为日本留学生升学打造的专业团队，精准掌握日本考学的一手资讯。我们为学生们提供最大限度的保

驾护航，不错过任何一所大学的申请条件和报名信息，学生只需安心备考即可。我校还精心收录了历年学生的面试考题、

考试科目、小论文题目，还有海量EJU、JLPT过去问、名师独创讲义等各项资料供大家参考，做同学们最坚实的辅助后盾。

学部教学团队 / 大学進学教師陣

我校拥有最强大的学部课程辅导团队。从日本名牌大学高升学率培训基地——名校志向塾筛选出的高精尖优良教师，每一

位都是日本顶级名校毕业、真真正正参与过EJU、JLPT考试、校内考小论文面试的精英名师，实力真实可溯。另外，

讲师们还有着高水准的升学辅导班教学经验，为帮助学生快速记忆冗杂难背的重点难点，他们运用多年积累下来的经验，

独创各种记忆口诀和经典教案，课堂别具一格。主要讲师所带班级学生常常斩获顶尖大学 offer，深受历届学生好评。

我が校には最強の大学進学コースの指導チームがある。日本トップクラスの大学への進学率が高い名校志向塾は優秀で経験豊富な講師

を選別している。ひとりひとりが日本の名門大学を卒業しており、実際に EJU、JLPT 試験、校内試験、小論文、面接に参加したこ

とがあり、実力満点な経験豊富な講師ばかりである。また、講師たちは高水準な進学指導の教育経験を活かし、生徒たちの悩みを解決

に導くサポートをする。長年の経験を活かし、独自で色々な教育方案を生み出し、生徒ひとりひとりが日本の名門大学から合格を貰え

るよう指導するので、学生からの評判がいい。

学部講師チームは日本留学生進学のためだけに作られた特別なチームである。正確に大学受験に関する情報を把握している。学生のた

めに提供できるものを最大限に活用し、一つの大学の募集要項や申請条件をも見逃さない。学生は、安心して試験に臨むことができる。

また、我が校は過去問の公開に力を入れている。講師が独自に準備したレジュメや各資料を参考にしてもらう他、面接の過去問、校内

試験の小論文のテーマ、EJU、JLPT の過去問も全て揃え、学生たちの後押しをする。

考学资讯即时把握，
历年真题完全公开　

学部升学全方位
指导，教学效果
有保障
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资 深 讲 师 介 绍

陶 扬

资深文科综合讲师

早稻田大学毕业

主编 :
《日本留学試験（EJU）実戦問題集 総合
科目 Vol.1》
《日本留学試験（EJU）内部問題集 総合
科目》

魏 嘉昊

资深理科物理讲师

东京工业大学大学院硕士

主编 :
《日本留学試験（EJU）実戦問題集 理科
・物理 Vol.1》
《日本留学試験（EJU）内部問題集 理科
・物理》

李 克

资深理科化学讲师

东京大学大学院博士

曾任东京大学大学院讲师

主编 :
《日本留学試験（EJU）実戦問題集 理科
・化学 Vol.1》
《日本留学試験（EJU）内部問題集 理科
・化学》

吕 义文

资深文理数学讲师

曾任十多年国内重点高中数学教师

主编 :
《日本留学試験（EJU）実戦問題集 数学
コース 2 Vol.2》
《日本留学試験（EJU）内部問題集 数学》
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“大学院升学课程”面向以考取日本研究生院为目标的同学。在日语课程方面我们将重点培养学生对于学术研究的理解能

力和获取专业知识所需的日语能力；升学指导课程方面，同学们可以根据自身情况和老师的建议选择适合自己的志愿校，

我们会细心指导同学们准备研究计划书、专业领域的校内考及面试，帮助大家合格心仪的院校。

我校有着良好的口碑和大学院录取率，师资水平完全可以满足同学们报考名牌大学的需求。对于目标早稻田、庆应及更高

难度的研究生院的同学，我们开设有相应大学的升学说明会和考前集训课程，为了应对校内考的专业考试，我们除了夯实

巩固基础知识，还会对历年考题进行解析，为同学们备考做好充足的对策。

「大学院進学コース」は日本の研究院生も目標とする学生に向けてのコースである。日本語課程においては、重点的に学術研究的理解

能力と専門知識を得る際に必要不可欠である日本語能力を育てる。進学指導課程方面では自身の状況と教師のアドバイスから自分に合

った志望校を選ぶ。我々は学生たちの研究企画書、専門分野における校内試験、面接を細かく指導する。

我が校は、評判が良く大学院の合格率も高く、学生たちがトップラスの大学に申請するにあたっての条件を満たすことができる。早稲

田大学、慶応義塾大学などまたそれ以上の難関を目指す学生には、進学説明会や試験前の特訓課程を設けている。校内試験の専門試験

に向けて、基礎知識を固めるだけではなく、過去問を全面的に過去問への解析を行い、対策に備える。

大学院升学课程 / 大学院進学コース



TOEFL对策课程.※基础・预备・词汇・中级・高级

上午/下午
日本语课

上午/下午
文理科课

上午/下午
日本语&
英语课

入学时间 学习时间 1年～2年 入学前水平

周一 周二 周三 周四 周五

语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇

日本语 日本语 日本语 日本语 日本语

1月～3月 4月～6月 7月～8月 9月～11月 12月～3月

文理科专业
前期课程 特训课程 文理科专业

后期课程

JLPT-N1 JLPT-N1

大学院升学课程

研究计划书
课程 文理科大学院对策课程
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1月、4月、
7月、10月

（含私塾）

1月生.N3以上
4、7、10月生.N5以上
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大学院教学团队 / 大学院進学教師陣

干货满满，
即刻答疑！

全程指导，认真
负责，绝不放过
想偷懒的你！

师资可谓是考研辅导的重中之重。名校志向塾作为办学规模最大的老牌升学辅导机构，对大学院团队的师资力量极为重视，

自成立初期就一直在讲师筛选上有着十分严格的要求。我校精选的讲师团队授课贴近考试内容，精准而有深度，带出了一

届又一届优秀的升学实绩。另外，讲师们自身也是隐藏的学霸，在专业领域有着扎实的学术功底。他们不仅可以为同学解

答任何专业上的问题，堪称“行走的工具书”，还能以身说法，鼓励同学们养成自律的学习意识和良好的学习习惯。　

许多刚来日本的同学对在日本考大学院完全没有头绪，不知道自己一个人如何复习和做计划，也担心自学效率不高。别担

心，我们的名师团队可以为您全面规划。

我校有着成熟完善的大学院辅导体系，在专业选择、研究计划书撰写、考研复习、报考规划、面试准备的整个过程中，大

学院名师团队全程参与。他们不仅了解报考趋势，熟悉考题类型，还关心同学们的学习进度，落实每一个细节和步骤，全

程认真指导，替同学们查漏补缺。

教師は大学院進学の指導において特に重要な役割を果たす。名校志向塾は規模が大きく最も名の知れた中国人留学生塾である。大学院

進学コースにおいて教師の質は最も重視している点だ。成立初期以来、講師の選別にはとても厳格な要求を課していた。そのため、我

が校が選別した講師チームは、専門領域においてしっかりとしたアカデミックスキルを盛り合わせており、試験内容に近い、正確でか

つ深みのある授業を行う。その他にも、講師は毎年生徒を優秀な進学実績に導いているが、自身もかつて優秀な進学実績を挙げたうち

の一人なので、生徒たちが分からない専門領域の問題は講師に聞くことができる。講師、またの名を“歩く辞書”という。また、生徒

たちが自律的な学習意識を培えるよう鼓舞する。

日本に来てまだ日が浅い多くの学生は、日本の大学院はどうやって受験したらいいかわからない、どうやって一人で復習、計画してい

いかわからない。独学だと効率が低くなってしまわないか心配であるようなことがあるかもしれない。名校チームは全面的に生徒に合

った計画を行うので、心配は無用。

我が校は成熟で完全な大学院指導システム、専攻の選択、研究計画書、申請企画、面接準備、などといった課程では、大学院進学コー

ス名校チームが全面的にサポート。彼らは、申請傾向、試験内容に詳しいだけではなく、生徒一人一人の学習状況などの関心に細心の

注意を払い、全面的にサポート・指導し、学生たちに代わってミスがないか随時確認する。



课
程
安
排
及
师
资
团
队
介
绍

2

25

李 世杰

资深经营学讲师

早稻田大学大学院博士

主编：
《经营学・组织论（上，下册）》,
《经营学・战略论（上，下册）》，
《经营学・国际经营论》

主要担任课程：
1.	大学院经营学基础课程

2.	大学院经营学进阶课程

3.	大学院经营学过去问课程

4.	研究计划书指导课程

5.	MBA升学指导课程

张 奕锋	

资深大学院社会学讲师	

8 年在日留学生升学辅导教学经验	

东京都立大学社会学博士	

	
主编：
《现代社会理论基础》、《社会学预习讲义》《社

会研究法》、《社会福祉概论》、《社会学基础知

识复习》、《社会学著作集》《国际社会近代发展》	

	
主要担当课程：	

1. 社会科学入门介绍课程	

2. 社会科学前期课程	

3. 社会学专业后期课程	

4. 过去问辅导课程	

5. 大学院社会科学研究计划

张 爱琦
		

资深理科数学讲师		

东京大学大学院博士		

主编微积分，复变函数，傅里叶变换和拉

普拉斯变换教材和练习册	参与相关选修课

程录制

时 艺
	

资深理科线性代数讲师	

东京大学大学院博士	

主编线性代数教材与练习册等	

参与概率论，离散数学等的课程准备

资 深 讲 师 介 绍
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“艺术专业升学课程”由名校教育集团旗下的重量级品牌——名美美术教育提供。名美美术教育自 2014 年创立至今，已

成为学生人数最多，设施规模最大的美术类升学机构。作为美术教育界的领头羊，名美拥有东京都内首屈一指的画室面积

与设施环境，合格实绩名列前茅。

除了小论文等考试所必备的日语能力，本课程还包含美术相关的专业知识和技术指导，包括作品集制作与修改、艺术通论

讲解、面试指导等内容。在把握中日艺考风格差异的基础上，我校自主研发了更加适合中国留学生的教学系统和相应教材，

为学生提供强力支持。另外，我们还定期邀请大学现任教授和老师亲临，结合我校学生具体情况提供特别课程、升学说明会等，

让同学们提前与大学教授交流、增进了解。

艺术专业课程 / 芸術進学コース

「芸術進学コース」は名美美術教育による提供の下で運営されている。名美美術教育は 2014 年創立されて以来、学生数が最も多く、

設備規模が最大の美術進学塾となった。我々は、美術教育界のリーダーと呼ぶにふさわしい、東京都内屈指の画室面積と設備環境、合

格実績の高さを誇っている。

小論文や試験で必要不可欠な日本語能力以外にも、本課程は美術関連の専門知識と技術指導、作品集制作や変更、芸術一般論、面接指

導等の内容が含まれる。中日芸術スタイルの差異を把握した上で、我が校は独自に中国留学生に応じた教育スタイルと教材を用いて、

学生をサポートする。また、定期的に現役の大学教授や講師をお呼びして、わが校の生徒の状況に合わせて特別授業や、進学説明会の

開催を通し、皆さんの大学への理解度を高める。



・针对不同院校考试时间、提前进行模拟

・明确专业・基础设计特训・立体构成（环境建筑）・
・强化视觉表现・日艺大策划・独立完成设计方案・

・重点大学多摩美/武藏野美考前特训・
・独立快速完成方案・

・专题特训・作品集准备・

上午/下午
日本语课

入学时间 学习时间 1年～2年 入学前水平

周一 周二 周三 周四 周五

语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇 阅读・听力 语法・词汇

日本语 日本语 日本语 日本语 日本语

1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

美术升学课程

上午/下午
基础课程

上午/下午
专门课程

I期.基础素描・基础色彩 II期.基础素描・基础色彩 III期.基础素描・基础色彩

・绘画・艺术通论・面试对策・ ・绘画・艺术通论・面试对策・ ・绘画・艺术通论・面试对策・

专业特训 考前特训

模拟考试

TOEFL对策课程.※基础・预备・词汇・中级・高级

上午/下午
日本语&
英语课

基础&EJU预备日本语课程 EJU词汇课程

JLPT-N1 JLPT-N1

EJU日本语对策课程
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1月、4月、
7月、10月

（含私塾）

1月生.N3以上
4、7、10月生.N5以上
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艺术教学组 / 美術指導チーム

名门院校的超高水
准讲师阵容！完全
洞悉艺术类考学

先进的教学系统，
丰富的网课平台资
源，便于循环学习

我们的教师团队来自东京艺术大学、多摩美术大学、武藏野美术大学、京都精华大学等日本知名艺术学府，教学科目广泛，

如美术基础、设计、服装、摄影、动画、漫画、游戏等，每个科目下都有更加细分的类别。主要的学科担当讲师具有多年

业界经验和教育经验，对日本的艺术类大学考学形式、学校课程和学校特点了如指掌，善于对学生进行针对性专业指

导。同时，每位讲师在自己的专业领域都富有激情，想法也十分鲜活有趣，相信对于开拓学生们的思维和视野会很有帮助。

我们的艺术课程研发团队有多名教学经验丰富的讲师，他们精心制作课件，并借助名校志向塾全球直播平台，发布了大量

的视频课程。我们还提供实况在线直播课，学生可以不受时间地点的限制，随时随地学习。在这里，讲师们为同学讲解日

本艺考专业词汇、解答日本艺术类大学的志愿选择和备考疑问、提供雕塑 /油画 /版画 /日本画专业备考的综合讲义、

深度剖析日本设计类专业领域的学习内容和考试方法……海量网课、各类资源应有尽有。

わが校の講師チームは東京芸術大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、京都精華大学などといった日本の名門芸術学府から輩出され

たメンバーで構成されている。教育科目の範囲が広く、例えば、美術基礎から、デザイン、服装、撮影、アニメ、漫画ゲームなど、

各科目の中でも細かく分けられている。主な学科を担当している講師は長年の業界経験と教育経験があり、日本の芸術系の大学の試

験対策、学校課程や学校の特色を把握しているため、学生への専門的指導にたけている。また、同時に、講師ひとりひとりが自己の

専門領域に熱意を持ち、考えも面白く、学生たちの視野を広げられること間違いない。

我々の芸術進学コースの研究チームは多くの経験豊富な講師が授業の準備を行う。名校志向塾のオンライン授業プラットフォームを

利用し、すでに多くの授業をアップロードしている。また、リアルタイム配信も行っている。学生たちは時間や場所の制限を受けず

に好きな時間帯での視聴が可能だ。こちらでは、生徒たちが日本の芸術的専門用語の会得、志望校の選択、試験に向けて準備する際

のあらゆる質問に対応しており、彫刻 / 油絵 / 版画 / 日本画専攻の総合レジュメ、日本のデザイン専門領域の学習内容と試験方法な

ど幅広い資料、資源が揃っている。
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资 深 讲 师 介 绍

刘 畅

资深大学院造形讲师

东京艺术大学美术研究科绘画硕士

七年日本艺术留学教学经验

主要担任课程：
1. 大学院造形基础课程、进阶课程

2. 大学院美术院校分析课程

张 羽晨

资深大学院版画讲师

多摩美术大学版画硕士毕业

主要担任课程：
大学院美术版画基础课程、进阶课程

染谷 泰介	

资深纯艺术科日本画讲师	

东京艺术大学日本画修士	

曾任日本私塾日本画系主任讲师 20年	

曾获	

东京艺术大学大学院毕业制作-东京艺术大学收藏赏	

国宝【源氏物语绘卷】现存临摹-五岛美术馆收藏赏	

国宝【源氏物语绘卷】现存临摹-德川美术馆收藏赏	

多次获得“有芽之会”日本更生保护协会理事长赏	

主要担任课程：	

1. 基础素描对策课程	

2. 纯艺术考前对策课程

宋 阳	

资深动漫类专业主任讲师	

京都精华大学插画专业毕业	

原日本游戏公司 2D美术设计师	

参与KONAMI 的《实况棒球》，Bandai	Namco 的

《sd 高达手游》等游戏美术制作。	

大学期间以社团名义多次参加日本以及国内展会，

出版个人插画集。参与过漫友图书系列的插图制作，

《ICHU》《天谕》《影之刃 3》游戏官方同人宣传，

Overidea 旗下 vtuber 美术视觉等。	

主要担任课程：	

1. 动漫精英班考试对策课程	

2. 动漫精英班基础动漫课程	

3.	VIP一对一动漫课程
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教材研发中心
教育研究開発センター

3

我们在长期的教学研究中，探索出一条教学、师资培养、基础及应

试研究、教材开发、应用与评估相结合的道路。从 2014 年业界第一

本中日双语文科综合科目教材，到EJU日语词汇，综合日语语法与

句型，我们研发的所有教材都经过实体课堂的多年检验，确保其专

业性以及效果。同时我们的老师也积极导入最新的数据研究成果，

并运用漫画等亚文化元素让教材和教学更加丰富多彩。另外，我们

也不定期邀请国内外资深教授学者来校做教研指导，努力与最先进

的日语教学理论相接轨。　

陈 芨
教学与研究中心	负责人

名校教育日本语学校	理事

毕业于东京大学经济学部

我々は長年の教育研究を重ね、教育、教師養成、基礎、試験内容研究、教

材開発、などさまざまなものを結合した道を導き出した。2014 年の業界

以内第一冊である中日対照文科総合科目の教科書から、EJU 日本語単語、

総合日本語分法と文型、我々が開発した教材のすべては、長年の教育経験

の積み重ねを通したものであり、正確性と専門性と効果は保証できるもの

である。同時に、わが校の教師は積極的に最新の研究データや漫画等のア

ジア文化要素を教材と授業に取り入れている。また、私たちは不定期に国

内外問わずベテランの教授を招待し、教育指導を行っていただいたり、最

先端の日本語教育理論に後れをとらないよう努力をしている。
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名校有一批既精通教学，又紧跟潮流的老师们。在教材信息化环境下，名校利用先进大数据、在线教学工具、多媒体等技

术研发出了《日本语单词词汇 10000 词》、《综合日语语法与句型》《EJU日本语记述读解	实战问题集》等近100本日语

教材和考学教辅书籍，并定期更新改版，融入CV、漫画等亚文化元素，深度发掘日语学科的教学特色，持续探索教材的

可能性。老师们不仅有着多年的教材研发经验，还具备大量授课经验和在日生活、学习、工作经历。所以，他们能够根据

这些经验提供非常地道的表达和知识点的运用，在将这些融入到教材当中的同时，结合 JLPT、EJU等各项专业考试的背

景知识和实战经验，投入大量人力和时间研究研发符合学生使用习惯的教辅书籍，为日本留学生教育行业做出了巨大的贡献。

多年以来，我一直作为漫画作家活动，并在专门学校担任系主任、从事

动漫专业教育十余年。随着国际化的发展，被漫画和动漫等亚文化吸引

来到日本的留学生人数每年都在增长。我非常希望能在名校集团的语言

学校通过漫画插图教给大家“愉快”、“有趣”、“易懂”的日语。

長年、漫画原作者として活動して、そして、専門学校で漫画学科長として漫画

専門教育にも十数年関わってきました。国際化が進み、漫画・アニメのような

サブカルチャーに惹かれ日本に来られた留学生達は毎年増えています。是非、

名校グループの日本語学校で漫画イラストを通して「楽しい」「面白い」「わ

かりやすい」日本語を伝えていきたい。

栗田 卓也	( 漫画家 )

名校教育日本语学校	创意研发负责人

专门学校动漫艺术学院	学科长

毕业于早稻田大学文学部

名校には、教育に精通していてかつ流行をも把握している講師たちがいる。教材情報化の環境下において、名校は多くの高度なデ

ータを利用して、『日本語単語語彙 10000 語』、『総合日本語』など約百冊近くの日本語教材を研究開発した。また、CV、漫画

等アジア文化要素を利用して、定期的に改訂版を更新している。日本語学科を学ぶ際の特色を大いに引き出した教材の開発を試み

ている。わが校の編纂教師は長年の教材開発の経験と、多数の授業、日本での生活、学習、仕事の経験が豊富である。そのため、

彼らはこれらの経験、本場での表現方法や知識を教材に活かしている。また、それと同時に、JLPT、EJU などといった各専門的

試験の背景知識や実践経験の結合も、生徒が使い慣れやすいような教材を作り上げられるよう力を入れてきた。日本留学生教育業

界に大きな貢献をした。
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出版教材 览一
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目前，我们名校团队自主研发的日语入门教材 /留考词汇 /	留考全真模拟试题 /留考文综理综等系列教材已经出版或正

在出版中。

名校チームは独自に教育開発をした日本語入門教材 /EJU 語彙 /EJU 模擬試験 /EJU 文系総合科目 / 理系総合科目シリーズの教材は

出版済み、または出版中である。

为保证录制的质量，我们的系列教材均使

用专业设备录制。

高音質録音を実現するために、参考書の音声
データはすべてプロが使う専門機材で録音し
ている。

実戦問題集叢書

参考書の音声
専門スタジオ
で録音

经教研团队精心改版后的在线题库焕

然一新，功能也更加丰富。

教育開発チームが工夫を凝らし、改善し
たオンラインテストセンターは新しくな
り、機能も豊富になった。

教材介绍

スマホでC
H
E
C
K



3

35

教
材
研
发
中
心

《综合日语・语法与句型》《日本语单词・词

汇 10000 词》等教材已在国内和海外出版，

不仅可以在我校内部使用，还可以直接在市面

上购买，其中最为人熟知的《中日双语系列教

材》常年位居 EJU 教辅书籍畅销榜第一位。

『総合日本語・文法と表現』『日本語単語・語彙
10000 詞』といった参考書はすでに中国国内と海
外で発売されている。わが校内で使用できるだけ
でなく、市場で直接購入することもできる。その
中でも、常に EJU 参考書ランキング 1 位を取り
続けている「中日双語輔導教程」が留学生の中で
はよく知られている。

我们优先采用日本特聘声优老师录制，发音注

解非常准确，声音很有亲和力。

プロフェッショナルの声優による最高品質の音声
を使用。明確な発音と親近感を感じられる声をお
楽しみに。

我校以品牌教材为切入点，为广大留学生提

供丰富多样的教学，全面助力日语教育质量

提升。

わが校はオリジナル参考書を出発点として、留
学生たちに幅広い教育を提供し、日本語教育の
質の向上を全面的に支援している。

プロの声優を起用

日本語叢書

NICDRN OTUOTI
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4

设施环境
環境施設

名校教育日本语学校分为新宿和上野两个校区，每个校区距离车站都仅需 5分钟。

名校教育日本語学校は新宿校と上野校の２つのキャンパスに分けられており、どのキャン

パスも駅から 5 分の好立地です。
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教学环境 / 教学設備
学校内各种配套设施齐全，为同学们提供了可以放松身心、集中精力学习的舒适环境。

学校では様々な設備が完備されており、気持ちよく集中して勉強できる学習環境を提供している。
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校
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学
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高
级
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舍
，
公
寓

一
楼
常
驻
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人
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全
。

わ
が
校
は
学
生
の
た
め
に
高
級
ア
パ
ー
ト
を
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舎
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し
て
い
る
。
ア
パ
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ト
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管
理
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が
常
駐
し
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り
、

学
生
た
ち
の
安
全
は
保
証
さ
れ
る
。

学生宿舍 / 学生寮



June6月

APril4月 May5月

July7月
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学校活动
学校イベント

.赏樱花./.お花見.....

.4 月生开学典礼./.4 月入学式 .春游./.春の日帰り旅行

.日本留学考试./ 第１回日本留学試験（EJU）....

.日语能力考试./.第1回日本語能力試験（JLPT）） .升学说明会./.進学説明会

.七夕祭./.七夕祭り

全年安排 / 年間スケジュール

除了正式课程外，本校还设有大量课外活动以丰富同学们的课余生活。

全校教师、职员及管理者们不断探索更多课堂外的学习机会，让同学们充分体验日本文化。

名校教育日本語学校は文化体験や季節のイベントをたくさん取り入れている。生徒たちが日本文化を存分に味

わえるよう、努力をいたす。



August8月

February2月

October10月

December12月

September9月

March3月

January1月

November11月

40

.暑假./.夏休み .期中考试./.中間テスト

.秋游./.秋の日帰り旅行.10月生开学典礼./.10月入学式

.日本留学考试./.第２回日本留学試験（EJU）

.日语能力考试./.第２回日本語能力試験（JLPT）

.忘年会./.忘年会

.寒假 /.冬休み

新年参拜./.初詣

.期末考试 /.期末テスト .毕业典礼./.卒業式
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合格学校　 东京大学文科二类、名古屋大学经济学部、东北大学经济学部、庆应义塾大学商学部 

考试成绩　 EJU总分737、日语 366、托福102..

合格学校　 东京大学理科一类、京都大学工学部、东北大学工学部、东京工业大学工学部 

考试成绩　 EJU总分750，日语359，托福103..

我一直都不是很擅长写作，思维比较跳跃，上了一段时间学校的学术日语课程后，我终于能够有理有据、流畅地符合逻
辑地表述出自己的想法了。我记得考东大的时候有一道题是有关政府责任的，如果是以前的我，大概会把所有的想法一
股脑堆上去，但考试的时候我学着像课堂练习那样，把每一个点都写得更完整，逻辑也不那么杂乱了。对了，语言学校
离塾也很近，每天上午上完语言学校的课，下午就能去上留考课，特别方便。另外从日本生活到报名大学、面试等等，
很多手续非常复杂，但学校都有经验丰富的日本老师来指导我们，这一点让人很安心。 

刚来的时候学的真的非常艰辛，一开始我心态没调整好，但名校的老师一直在鼓励我，在我最低沉的时候和我谈心，还
督促我准备出愿材料。我最想感谢的就是我的写作老师，他给我讲完小论文以后，我感觉我的思考方式都变了，对周围
的事物和信息也更加敏感了。夸张点说，可能随便在马路上遇到一件事，都能让我思考一番，看看这件事能不能经过提
炼反省之后用在小论文或者面试上，哈哈哈。另外印象比较深的是学校的文化交流体验活动，感觉自己更融入日本了。 

“真心推荐学校的高级日语课程”    

“名校志向塾的名气很大，教学质量有保障”    

夏梦琦（19届10月生）.

杜洋霆（19届10月生）.

卒業生からのメッセージ

毕业生之声
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我备考庆应的时候每天都坚持写一篇 800-1000 字的文章拿给语言学校的老师批改，他们真的不厌其烦地帮我
改，超级感动。然后我还想说，多亏了老师在帮我模拟面试时提了很多我没准备的问题，让我充分磨练了心态，
最后也在庆应大学一贯的压迫性面试下得到了教授很满意的评价 23333

蒋一鸿（19届4月生）.“喜欢这里的学习氛围和有激情的老师”    

合格学校　 早稻田大学基干理工学部 

考试成绩　 EJU总分 674，日语309.

其实吧，我的经历也没什么特别的，就是每天来语言学校上课，晚上回家刷题。只刷题当然也不行，没有老师领进门，
自己闭门造车也不是办法。这时候学校的 VIP 服务就帮大忙了，在我找不到思路的时候，全靠老师们指点迷津——
古话说得好，得到高人指点，可谓如虎添翼。我的班主任清水老师非常热心负责，考学出愿的信息都是从他那里
了解到的 , 所以我心里一直有明确的考学方向。没有清水老师的鼓励和督促，我可能也坚持不下去。

“我就是那个 0 基础来日，不到一年合格早大的精神小伙”    
许多韬（20届7月生）.

合格学校　 庆应义塾大学院政策传媒研究科
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联系我们
お問い合わせ

7

联系方式 & 交通方式 / 連絡先 & 交通案内

新宿校 上野校

〒169-0075 
東京都新宿区高田馬場 3-22-1 ペガサスビル
TEL：03-6279-3542　
FAX：03-6279-3543
E-mail：zedu2@mekoacademy.com 

〒110-0015　
東京都台東区東上野 5-15-2 TSS ビル　
TEL：03-5830-6280
FAX：03-5830-6281　
E-mail：medu@mekoacademy.com

●「高田馬場」駅 
　步行 5 分
　( 山手線・東西線・
　西武新宿線 )

● JR「上野」駅  
　入谷口　步行５分
　( 山手線・京浜東北線・
　東北本線・高崎線・
　常磐線・上野東京ライン )
●東京メトロ「上野」駅  
　１号出口  步行７分
　( 日比谷線・銀座線 )
●東京メトロ「稲荷町」駅  
　３号出口　步行５分
　( 銀座線 )  
●京成電鉄「京成上野」駅
　６号出口　步行 10 分
　( 京成本線 )
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友好机构 / 姉妹校グループ 

我校作为拥有优秀升学指导经验的名校教育集团的重要一员，与同集团旗下的东京外国语学院、东京经理综合学院、东京

时尚商务教育、动漫艺术学院等多个教育机构资源共享，聚焦最新领域，将当下流行的文化元素融入到日常教学中，共同

打造日本留学教育新潮流。

本校は優秀な進学指導を誇る名校教育集団の一員として、東京外国語学院、専門学校東京経理綜合学院、ファッションビジネスカレ

ッジ東京、専門学校アニメ・アーティスト・アカデミーなどといった多くの組織と友好な関係を築いてきた。

また、本校の姉妹校として挙げられる、多くの名門大学の合格実績を誇る名校志向塾。本校は、名校志向塾から優秀な教育経験を引

き継ぎ、学生に全方位から進学指導を通してサポートする。

另外，我校的姊妹校是有着考取众多名门大学实绩的名校志向塾。我校从名校志向塾继承了优秀的教学经验，可以为学生

提供全方位的升学指导。
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第2学年第1学年

类别 报名费 入学金 学杂费学费学杂费学费 合计

4月入学

10月入学

（含税） （含税） （含税）

30,000

30,000

30,000

30,000

80,000

80,000

80,000

80,000

50,000

50,000

50,000

50,000

13,300

50,000

37,900

25,800

660,000

660,000

660,000

660,000

820,000

820,000

820,000

820,000

180,000

720,000

540,000

360,000

193,300

770,000

577,900

385,800

1,013,300

1,590,000

1,397,900

1,205,800

第2学年第1学年

类别 报名费 入学金 学杂费学费学杂费学费 合计

4月入学

10月入学

美术升学课程学费

50,000

50,000

1,150,0001,100,000

700,000

50,000

50,000

第2学年第1学年

类别 报名费 入学金 学杂费学费学杂费学费 合计

4月入学

10月入学

大学院升学课程学费

50,000

50,000

1,150,000

600,000

1,100,000

550,000

50,000

50,000

1,250,000

1,250,000

第2学年第1学年

类别 报名费 入学金 学杂费学费学杂费学费 合计

4月入学

10月入学

大学升学课程学费

50,000

50,000

1,150,000

600,000

1,100,000

550,000

50,000

50,000

1,250,000

1,250,000

（含税） （含税） （含税）

（含税） （含税）（含税）

（含税） （含税） （含税）

1,450,000

1,410,000

1,410,000

1,610,000

2,560,000

2,560,000

2,760,000

1,450,000

1,410,000

1,410,000

1,610,000

2,010,000

2,010,000

2,360,000750,000

㊟动漫、角色设计、游戏设计专业的第一年合计为1,860,000日元。

30,000

30,000

30,000

80,000

80,000

80,000

30,000

30,000

30,000

80,000

80,000

80,000

学费合计
两年

学费合计
两年

学费合计
两年

学费合计
两年

1月入学

小计 小计

小计

小计

小计

小计

小计

小计

7月入学

日语学校课程学费

（含私塾）

（含私塾）

（含私塾）

（ 1 月生和 7 月生学费详情请联系私塾老师。）

（ 1 月生和 7 月生学费详情请联系私塾老师。）

（ 1 月生和 7 月生学费详情请联系私塾老师。）



新宿校  TEL 03-6279-3542 　　上野校  TEL 03-5830-6280　　


