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外国人留学生別科案内

Bunkyo University Foreign Student Department School Guidance

- 別科長あいさつ 川口 良
専門領域：日本語学
日本語教育
専門分野：談話分析、日本語バリエーション

日本への留学を考えているあなたへ
今まで、母国で日本語を勉強してきた皆さん。今度はその実力に文教大学外国人留学生別科でさらに磨きをかけ文教大学の学部や大
学院へ進学して下さい。文教大学は昭和 2（1927 ）年に創設され、現在では 8000 人を超える学生を擁する、日本では中堅の総合大
学です。そして、2014 年には、湘南校舎に経営学部を開設し総合大学として益々発展しています。
本別科は、1987年秋に日本語研修課程として始まり 1993年に別科へと発展し今日に至っています。別科の校舎は越谷にあり、
文学部、
人間科学部、教育学部といった学部へ通う学生が大勢学んでいる中にあります。日本の学生との交流により、授業で学んだことを実践
できる環境も本学の魅力の一つです。さらに授業だけでなくキャンパスライフを楽しめるプログラムも用意されています。
進学先は本学以外には、国立大学や有名私立大学などへも先輩方は進学しています。みなさんも先輩につづきましょう。そして夢を
叶えてください。私たち教職員が一丸となって皆さんの夢が現実となるように応援します。

For people who are thinking of studying in Japan
People, who have studied Japanese in your home country, let s build up your skill at the Foreign Student Department (Bekka) and
aim for undergraduate or graduate school of Bunkyo University. Bunkyo University was established in 1927 and is a
middle-ranking university which has the enrollment of more than 8,000 students. In 2014, the faculty of Business Administration
was established in the Shonan campus and Bunkyo University has more and more developed as a comprehensive university.
The Foreign Student University has grown until today since its establishment in 1993 as a spin-oﬀ of a Japanese language course
established in fall 1987. The campus is located in Koshigaya city where many of the students are studying in the faculty of
Language and Linguistics, the faculty of Human Sciences and the faculty of Education. The environment of Bunkyo University is
one of the appeals to practice the lessons learned by interacting with Japanese students. There are not only regular classes but
also more enjoyable programs on campus.
Some students enter Bunkyo University and others get into national university or famous private university after completion of
Bekka course. You can make your dream come true like many graduates. We, all of our staﬀ, support you to make your dream
come true.

일본으로 유학을 생각하고 있는 여러분께.
모국에서 일본어를 배워왔던 여러분. 이번에 그 일본어 능력을 분쿄대학 외국인유학생 별과에서 한 단계 더 발전시켜서 분쿄대학의 학부나
대학원으로 진학하지 않으시겠습니까? 분쿄대학은 1927년에 개교하여, 현재는 8,000 넘는 학생이 재학하고 있는 종합대학입니다. 그리고
2014년에는 쇼난캠퍼스에 경영학부를 개설하여 눈부신 발전을 하고있습니다.
본 별과는, 1987년 가을에 일본어연수과정을 시작으로1993년에 별과로 발전하였습니다. 별과는 코시가야에 있으며 문학부, 인간과학부,
교육학부에서 많은 학생들이 공부하고 있습니다. 일본의 학생들과 교류하여, 수업에 배운 것을 활용할 수 있는 환경도 본학교의 매력 중
하나입니다. 더불어 수업만이 아니라 학교생활을 즐길 수 있는 프로그램도 준비하고 있습니다.
졸업생들이 진학하였던 학교는 본학교 이외에도 각 종 국립대학이나 유명대학 등이 있습니다. 여러분도 선배들의 뒤를 이어서 꿈을 이루어
주세요. 저희 교직원 모두가 하나가 되어 여러분의 꿈을 실현시킬수 있도록 응원하겠습니다.

致考虑 来日本留学的你
至今为止在本国学习日语的各位，希望你们能在文教大学外国人留学生别科精进实力，升学成为文教大学或大学院中的一员。
文教大学创建于昭和 2 年（1927）
，现在学生人数超过八千人，是日本综合型大学的中坚力量。2014 年，
伴随着湘南校区经营学部的建立，
文教大学作为综合性大学有了日新月异的发展。
本校留学生别科，于 1987 年开展日语研修课程，1993 年发展成为别科一直至今。别科校舍位于越谷校区，与文学部，人间科学部，
教育学部等共处同一校区。留学生通过与日本学生的交流，可以将课堂上学到的东西立刻应用于实践交流中，这无疑是本别科不同于其他
语言性学校的魅力之一。而且除此之外，学校还定期举行各种活动，来丰富学生们的校园生活。
关于升学学校选择上，除了文教大学外，许多前辈将自己的目标定为国立大学或者有名的私立大学并成功进学。各位也可以以名校为目
标追随前辈们的步伐，勇敢的去实现自己的梦想。我们全体教职员工将竭尽全力帮助各位实现自己的梦想。
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- 開講科目について -

本学では学期初め(4月・9月)にプレイスメントテストを実施し、
それぞれのレベルに応じたクラスに分かれ、授業を受けます。
以下に記載されているのが、
開講科目と概要です。

Curriculum

以下の科目は、必修科目となっています。
修了するには、すべての科目を修得しなければいけません。

Required Course

A-上級レベルの文字・語彙で書かれている文章や生教材の文章を読みます。

精読A〜D

書道や茶道などの日本の伝統文化や、食生活や年中行事など身近な文化習慣を体験しながら学びます。

アカデミック
ジャパニーズ演習

学部の授業見学をしたり、
論文を読んだりします。

D-初中級レベルの聴解、
聴読解、文字、語彙などを学習します。精読Dと内容が連携している科目です。
B-中上級レベルの語彙や文法を使って、
話す学習をします。話す相手や場面を考慮し、
自分の考えを分かりやすく話せるようにします。
C-中級レベルの語彙・文法を使って、話す学習をします。話す相手や場面を考慮した会話ができるようにします。

B-文章の構成を考えながら、その場面に合った文章を書けるようにします。

地理・歴史

読む・書く・話す・聞くの4技能を使って、場面にあった表現方法を学びます。パソコンなどのIT機器も使用しながら効果的な発表・

現代社会

日本留学試験の
「総合科目」
の内容に対応しています。
地理は、日本の地理的特徴や資源、産業、環境などを学習します。
また歴史は、近世以降の世界と日本の主要な歴史事象を学習します。

日本留学試験の
「総合科目」
の内容に対応しています。
現代の国際社会、
日本社会及び政治、
経済について学習します。

伝達能力を身につけます。A-上級レベルの日本語 B-中上級レベルの日本語 C-中級レベルの日本語 D-初中級レベルの日本語
日本社会について、
教科書や、その他の資料を見ながら考え、話し合ったり発表したりします。
Ⅰは春学期開講、Ⅱは秋学期開講です。
さらにどちらの学期もA(中上級)、
B(初中級)の2クラスに分かれて授業をします。

英語Ⅰ・Ⅱ

この授業では、
既習の英文法や語彙を使ってコミュニケーション力を身につけるようにします。

Ⅰ-日本の食文化や伝統文化などのトピック Ⅱ-日本の教育や生き方などのトピック
Ⅰ-日本語留学試験のための学習をします。
聴解、
聴読解、
読解、
記述、
それぞれの練習問題を解きます。

Ⅰは春学期開講、Ⅱは秋学期開講の科目です。以下の内容を学習していきます。

留学生活Ⅰ・Ⅱ

日本の大学の様子を知り、
同時に自らの研究分野に関連する知識を学びます。
大学院進学希望者対象の授業です。

C-短い文章だけでなく、ある程度の長さの文章を書き、文章の構成にも注意することができるようにします。
D-日常生活など身近な場面で必要な短い文章が書けるようにします。

日本事情Ⅰ・Ⅱ

N3-N2レベルの漢字の勉強をします。

日本文化演習

C-中級レベルの聴解、聴読解、文字、
語彙などを学習します。
精読Cと内容が連携している科目です。

A-論理的な文章を書けるようにします。

総合日本語A〜D

N4-N5レベルの漢字の勉強をします。

漢字Ⅱでは日本語能力試験

A/B-上級レベルの聴解、聴読解、文字、
語彙などを学習します。
精読A/Bと内容が連携している科目です。

D-初中級レベルの語彙・文法を使って、話す学習をします。
日常生活など身近な場面で必要な表現を学習します。

文章表現A〜D

漢字Ⅰでは日本語能力試験

漢字Ⅰ・Ⅱ

A-学部生と一緒に様々なテーマについて話し合う実践を通して、話す力を伸ばします。

口頭表現A〜D

Elective Course

B-中上級レベルで書かれている文章を読みます。
中上級の表現・文法・語彙を学習します。

C-中級レベルの文法・語彙で書かれている文章を読みます。初級の文法も復習しながら中級前期の文法・語彙も学習していきます。
D-初中級レベルの文法・語彙を学習し、初級レベルで書かれている短くまとまった文章を読みます。

応用日本語A〜D

以下の科目は選択科目となっています。
自分のレベルや進学先など必要に応じて受講したい授業を受けます。
ただし、
修了するには8単位以上
（5科目〜7科目）
修得しなければいけません。

・留学生として、日本で生活するとき、
または大学で生活するときに必要な知識や情報を学びます。
・日本の大学や大学院について学び、進路指導を受けます。

日本語演習Ⅰ〜Ⅳ

Ⅱ-日本語能力試験N3〜N1のための練習問題を解きます。
N2とN1の対策が中心です。
Ⅲ-論文を読んで、論文やレポートの書き方を学びます。
大学院進学希望者対象の授業です。
IV-実際に研究計画書を作成し、口頭でも説明できる力を身につけます。
大学院進学希望者対象の授業です。

・別科行事などの体験学習の準備や振り返り(学びの確認)をします。

専任 教 員 紹介
（Faculty Proﬁles）

川口

良

三枝 優子

福田 倫子

荒井 智子

専門領域：日本語学
日本語教育

専門領域：日本語教育

専門領域：日本語教育

専門領域：日本語教育

専門分野:日本語教育

専門分野:談話分析、日本語バリエーション

教育プログラムに対する評価(プログラム評価)について興味を
持っています。また、日本語教員養成についても研究しています。

専門分野:第二言語習得、
言語心理学

専門分野:第二言語習得、
協働学習、作文

授業担当科目
【別科】日本語演習
【学部】言語と社会、日本語教育実習Ⅱ
【大学院】(修士)コミュニケーション特論、日本語教育特殊研究、
日本語教育特殊演習、研究指導
(博士)日本語教育学特殊研究、言語文化研究特別演習
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授業担当科目
【別科】精読、応用日本語、留学生活
【学部】日本語教育事情、日本語II、日本語教育実習I、
日本語教育実習IV-1

授業担当科目
【別科】総合日本語
【学部】言語と心理、日本語教育事情、日本語教育実践、日本語教育
実習I、日本語教育実習IV、言語系総合講座、卒業研究
【大学院】(修士)心理言語学特論、研究指導
（博士）日本語教育特殊研究、研究指導

授業担当科目
【別科】精読
【学部】日本語教育実践、日本語教育学Ⅲ・Ⅳ、日本語教育事情、
卒業研究
【大学院】
（修士）言語情報処理特論

他にも多くの先生方が皆さんをお待ちしています！
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- 越谷キャンパスマップ
Koshigaya Campus Map

体育館

図書館

11号館

図書館

BUNKO（ぶんこ）
(Bunkyo university mascot character)
※文教の「ぶん」と「人間愛」をイメージ
→はんぶんこ

文教 大 学 外 国 人 留 学 生 別 科 の特 徴

外国人留学生別科とは、学部・大学院などの進学を目的に、
日本語や受験に必要な科目を 1 年間勉強する日本語教育過程です。

（Features of Bunkyo University
Foreign Student Department）

奨学金

細やかな進路指導
（Career support）

（Interaction）

●文教大学進学者（大学院・学部）には、修了時に

●経験豊富な指導者が授業を行います。一人ひと

●本学には国際交流ボランティアサークルがあり

（Scholarship）
奨学金が支給されます。
本学進学後も、申請に通過すると授業料減免を

りに分かりやすく丁寧な指導をします。
●進路面談などを行い、文教大学や他大学などそ

受けることができます。

れぞれの進学先に合格できるようサポートして

もしくは選考による奨学金が給付されます。

いきます。なお、文教大学進学には、推薦制度を
利用できます。
●進学先への提出書類のチェックや、受験地まで

交

流

ます。スポーツ大会等の行事参加のサポートを
してくれたり、
パーティーを開催してくれるので、
日本人学生との交流が可能です。

キャンパス

北越谷

住

居

（Campus）

（Location）

（Housing information）

●東武スカイツリーライン「北越谷駅」徒歩10分。

●秋葉原や銀座などの都心まで電車で約40分〜

●本学と契約しているアパートをご紹介します。

緑豊かで閑静な住宅地に位置しています。
●学生食堂・図書館・PCルームなど、大学の施設
全てが利用可能です。
また、病気や怪我をした時

●学部・大学院の留学生主催の歓迎会や交流会が

には学内の保健センターが利用できます。ドク

あり、様々な国の留学生と交流することができ

ターが来校する日は受診することもできます。

50分の位置にあります。
●駅周辺にはスーパーやコンビニなどがあり、住
環境が整っています。

大学付近にあるので通学に便利です。
●入 居 時 か ら 退 去 時 ま で 細 か に サ ポ ー ト し て
いきます。

ます。

の交通手段など細かにサポートします。
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以下
メリハリ

Annual Schedule

●文教大学学部推薦入学試験

●文教大学外国人留学生入試 Ⅱ期

●文教大学外国人留学生入試 Ⅰ期

●文教大学大学院入試 Ⅲ期

●修了式（3 月修了者）

（12 月下旬）

●春休み

●越谷市内見学
●進学懇話会
●文教大学大学院入試Ⅰ期
※１年間のスケジュールは変更になる可能性があります。

以下
（Sample Class Schedule）

8
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- 別科生の声 別科の先生は優しく、
日本語の教え方も親切です。

文教大学

Ｑ：文教大学外国人留学生別科の
魅力はどんなところですか？！
春の文教大学はとてもきれいだよ！
学校前の川は絶景だよ！

学部・学科・課程紹介

越谷キャンパス

多言語交流室があるので、違う国の
人とも話ができて良いです。

湘南キャンパス

発達教育課程

特別支援教育専修

学生食堂の食事が充実しており、
特にから揚げが美味しいです！

先生方が優しいし、
高い知識を持っています。
このような環境下で学べるので、
日本語が進歩する実感があります。

先生たちがとても優しく、親切です。
生活上何かあった時、
きっと助けてくれるから、
何も心配することはないです。

文教大学の別科は
日本人と交流する機会が多く、
色々なイベントもあります。
ここで勉強すると日本語は
本当に上手になります。

初等連携教育専修

図書館やトレーニングルーム等、
学部生と同じくすべての設備が
使えます！

児童心理教育専修
幼児心理教育専修
外国語学科

中国・韓国・イランなど、
様々な国の人が
別科に集まっているので、
多文化に触れながら、
色々な体験ができます！

キャンパス情報

We study here！！

各国の人と友達になることができ、
一緒に旅行に行ったりもします。
学習環境も良く、
進学を重視してくれます。

先生も
他の国からの学生たちも優しく、
授業も楽しいです。

冬の季節には、文教大学から
富士山が見えます。また、
色々な場所に見学する機会もあり、
日本の文化が体験できます。

別科も学部生と
同じキャンパスで学ぶので、
日本人学生との交流が
多くあります！

越谷キャンパス (Koshigaya Campus)
Located in Saitama( 最寄駅：北越谷駅 )
埼玉県越谷市に位置するキャンパス。
外国人留学生別科のみなさんは、
このキャンパスで学んでいます。
四季の移り変わりを楽しみながら、
勉強に集中することができます。

Hachioji

JR Chuo Line / Soubu Line

NishiKokubunji

Odakyu Line

Chuorinkan
JR Sagami Line

大阪教育大学、岡山大学大学院、埼玉大学大学院、自治医科大学大学院、
首都大学東京、高崎経済大学、筑波大学大学院、東京外国語大学、山梨大学 他
文教大学、文教大学大学院、共栄大学、慶応義塾大学、上智大学、
専修大学、東洋大学、獨協大学、日本女子大学、法政大学大学院、
武蔵野大学、麗澤大学 他

Kita-Koshigaya

JR Keihin
Tohoku Line
JR Yamanote Line

JR Joban Line

Yokohama

Fujisawa

Odakyu
Enoshima Line

Yokohama Municipal
Subway Blue Line

Kamata

Oimachi

YCAT (Yokohama City Air Terminal)

Airport
Limousine bus

Keisei Main Line

Tokyo Metro

Tokyo

Ebaramachi
Ishikawadai

Shin-Matsudo

Keisei Sky Access Line

Oshiage

Ueno

Shibuya Hanzomon Line

Shin-Koshigaya
Minami-Koshigaya

Kita-Senju

Nippori

Shinjuku
Futako
Tamagawa

Tobu SkytreeLine
Tokyo Metro Hibiya Line /
Hanzomon Line

MInamiUrawa

Narita Airport

JR Rapid Airport Narita Line/
KinshichoNishiFunabashiJR Narita Express Line

Gotanda
Tokyu
Hamamatsucho
Oimachi Line
Tokyu
Shinagawa
Denentoshi Line
JR Tokyo
Hatanodai
Tokyu
Shonandai
Monorail
Ikegami Line
Keikyu Line
Soutetsu Line

JR Tokaido Line

Chigasaki

Kasukabe
Tobu Noda Line

Ikebukuro

JR Musashino Line

Hashimoto Sagamiono
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Hatanodai Campus
Omiya

JR Saikyo
Line

出津橋から
見える桜

Shonan Campus
Ishikawadai Campus

MusashiUrawa

別科生同士で学びながら、
日本語力を高めることができます。

Koshigaya Campus

TCAT (Tokyo City Air Terminal)

Haneda Airport
Airport
Limousine bus

2021年 4 月、

湘南キャンパス (Shonan Campus)
Located in Kanagawa( 最寄駅：茅ヶ崎駅 )

国際学部と経営学部が、2021 年 4 月に東京あだちキャンパスに移転します。
アクセス：東武スカイツリーライン：谷塚駅・竹ノ塚駅、つくばエクスプレス：六町駅

緑ゆたかな広大な敷地に、赤レンガの建物が美しく映える、
最新の施設設備が充実したキャンパスです。

「東京あだちキャンパス (Tokyo Adachi Campus)」開設！
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https://www.bunkyo.ac.jp/

bekka@stf.bunkyo.ac.jp
https://www.bunkyo.ac.jp/faculty/bekkahp/

