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本校は 1941 年に創立された株式会社千代田エネルギーを母

体として、2018 年 4 月より「人を育てる」ことの重要性を強

く感じとり、設立された日本語学校です。（略称：TCK）

国際化が進む中、本校は「グローバル社会で、自分らしさ

をもって、より強く生きることができる人を育てる」という

理念の基で、一人一人の個性を把握、尊重した上、日本語指

導のプロセスを通して、それを伸ばしていくよう心がけてい

ます。また、相互理解を深めながら、草の根の国際交流を図り、

これからの国際社会の親善と発展に少しでも貢献できるよう

に努力しています。

日本語能力を伸ばすためには、楽しさややりがいを感じる

ことが必要です。そこで、みんなと学ぶ楽しさ、日本語を使

える楽しさが感じられるような授業づくり、また、楽しさだ

けでなく、上手になったという実感や成長、達成感が得られ

るような授業設計を行っています。型にはまった指導ではな

く、より使えるものを、よりよい方法で教えられるよう、教

師側も日々学び、新しい教え方、教授内容にチャレンジして

います。本校の日本語教育は基礎から応用まで実用的な語学

力の習得を目指すと同時に、日本の文化や日本社会への理解

を深める一方、日本の大学や大学院、専門学校に進学する方々、

産業界の各分野で日本語を使って仕事をする方々のための日

本語教育機関であります。

特に、近年の進学、就職、特定技能、会社の起業、語学研

修など留学の目的の多様性に応じて、東京千代田日本語学校

は進学指導クラスや就職支援など弾力的なカリキュラムの構

成で自立に向けた段階的なサポートを全面的に行っています。

そのほかにも年間行事は豊富で、小旅行、防災体験、文化

体験、国会見学、スピーチ大会など課外授業を多く取り入れ

ています。

学校紹介



代表取締役からの
メッセージ

株式会社千代田エネルギー
代表取締役社長　

田山 透

校長からの
メッセージ

東京千代田日本語学校
校長　

藤倉 秀測

株式会社千代田エネルギーは 1941 年に設立され当初より

ガソリンの販売を中心に運営してまいりました。その間世界

的モータリゼーションの大波に乗り当社も大きく成長を遂げ

不動産賃貸業等他分野にも進出を果たしてきました。

今、世界はこれまでにない激動の中に立たされています。

エネルギーや通信産業をはじめ、あらゆる業界で変革が求め

られており、今後かつてないスピードで変化と成長が要求さ

れる時代に突入して行くことでしょう。そしてその時代の旗

手となるべき人材の育成こそが今後私共が新たに挑戦すべき

道と確信しました。

私共はここに東京千代田日本語学校を設立し、日本語の教

育をベースに多彩な能力と強い精神力そしてマナーを身に付

け、国境を越えた優しさと強さを兼ね備えた世界に通用する

人材の育成に全力を注いで行きたいと考えております。この

思いに賛同される若き挑戦者、君達が入学される事を心より

そして誰よりも熱く待っています。

留学を希望される皆さん、当校は東京の中心地、千代田区

に所在し既に多くの留学生が大学や大学院、専門学校への進

学、また就職や最近では特定技能へ向けての勉強に毎日忙し

く頑張っています。私たちは留学生の一人一人が希望に沿っ

た進路に進めるよう毎日応援し適切な指導を心掛けています。

また、私達教職員は単なる日本語の修得だけでなく多くの

日本人との交流や校外学習、文化交流等を通してより深く日

本に興味を持って頂き第二の故郷と感じて頂ける様な教育が

出来ればという思いで頑張っております。

皆さんに一つお願いがあります。当校に在学中は先ず目標

を持ち過去に経験したことがない程の集中力とあらゆるもの

を吸収するぞという貪欲さを持って過ごして欲しいのです。

最長で僅か２年間の短い期間です。ここはただ楽しいだけの

場所ではありません。多分に皆さんにとってのターニングポ

イントなる場所です。ここでどれだけ頑張れるかでより高い

希望の学校であったり就職であったりが決まるのです。油断

して取りこぼす事の無いよう精一杯頑張って下さい。

新たな仲間との出会いを楽しみに待っています。大きな夢

の実現のため一緒に新たな一歩を踏み出しましょう。



理事・育人舎代表からの
メッセージ

東京千代田日本語学校（TCK）を選んでいただいた皆

さん～ようこそ！本校への入学をきっかけに、人生の

新たな舞台で、皆さんの夢を叶え、自分らしく頑張っ

ていただけることを心からお祈りしております。

皆さんがより安心して楽しく日本で留学生活を送れ

るために、東京千代田日本語学校（TCK）及び育人舎の

教職員全員は全力でサポート致します。
東京千代田日本語学校 理事

育人舎  代表　　
王 紅

 紅子先生の略歴：

2000 年に来日し、国立山梨大学、千葉大学、東京

大学を経て、音楽教育学の研究分野で教育学学士・

教育学修士を取得。（2008-2010）公益財団法人（国

際ロータリー）米山記念奨学会奨学生を受賞する。

現在は、主に東京千代田日本語学校 (TCK) 理事・

育人舎代表・NPO 中国留学生交流支援立志会理事長・

日中関係学会会員 - 宮本賞推薦委員などの役職につ

いている。

これまで、日本で有名な大手留学教育機構に勤め、

日本留学教育専門家として、日本語学校・大学・大

学院留学及び進学指導・教育企画・大学開発営業な

どの事業を行ってきた。また、VIP 個別指導の特別授

業・中国大専学生の大学院進学・名門大学院修士進

学などの教育プロジェクト開発研究に努めてきた。

日中友好や世界平和事業や国際文化教育交流事業な

どの社会活動に熱心で、日中教育のプロデューサー

「紅子先生」として知られている。

 得意分野：

教育学の専門者として、長年に渡り大学教育企

画営業・コディネート・留学コンサルティング・学

生指導などの事業を行ってきた。自らの留学経験と

学生指導の経験を活かして、学生の希望に合わせ、

効率に優れた留学計画をアレンジしてきた。また、

日中両国の大学の学生募集や協定に力を尽くしてき

た。特に、大学院進学希望の学生を対象に、各専攻

及び学生の特徴に応じて、学生の夢を叶えられるよ

うな裁量のある進学計画を実現してきた。

さらに、教育・文化・芸術・社会・経営・経済な

どの文系専攻への指導が得意で、これまで日中教育

事業の研究及び展開に携わってきた。



教育方針
❶ 自分らしさを育む

❷ 高い日本語能力の習得

❸ 自立へのサポート

❹ 多文化社会に対応できる、柔軟な心を育てる

❺ 適切な進路指導を行う

東京千代田日本語学校のカリキュラムは学生一人

一人の夢の実現に向けて、日本語習得と進学のた

めの最も適切なプロブラムで構成されている。入

学から卒業まで、教師とスタッフが全面的にサポ

ートしていく。

入学資格
❶ 自国または外国で 12 年以上の義務教育を受けた者、またそれと同

等の学力がある者。

❷ 入学時に年齢は 18 歳以上であり、勉学の目標が明確で且つ進学の

意欲がある者。

❸ 日本留学期間中の費用を支払う能力がある者。

❹ 学校を卒業してから五年以内である者（特別な事情がある場合は

説明が必要）。

❺  信頼できる経費支弁者と保証人がいる者。

❻ 日本語の学習時間は 150 時間以上または日本語能力試験 N5 に合格

した者（日本語能力試験 N5に相当するその他の試験も認められる）。

出願期間
入学時間 出願期間 発表時間

4 月 前年度の 6月～ 10月末 2月末

7月 前年度の 10月～ 2月末 5月末

10月 前年度の 12月～ 4月末 8月末

1月 前年度の 5月～ 8月末 11月末

教育理念

＊短期コースはいつでも出願できます。

グローバル社会で、自分らしさをもって、より強く生きることが
できる人を育てる。



入学までの流れ

留学ビザ
・留学ビザは日本語学校・日本の大学・専門学校に留学する学生にとって 

 必要なビザです。

・留学ビザの在留期限は更新すれば最長で 2年間になることがあります。

・留学ビザを取得するには、入国管理局に「在留資格認定証明書」を提出 

 しなければなりません。

・「在留資格認定証明書」を申請するために、申請者は本校を通して必要 

 な書類を入国管理局に提出します。

・具体的な申請方法は、本校或いは仲介業者にお問い合わせください。

日本にお住まいの方

入学希望者 入学希望者 東京千代田日本語学校

入学のお問い合わせ 入学のお問い合わせ 入学についての説明

お申し込み 入学審査・面接

合格通知 入国管理局

大使館・総
領事館

入国審査

在留カードの
交付

在留資格認定
の審査

留学ビザの発給

入学審査
願書・各種書類

提出

留学ビザの申請
と取得

在留資格認定証明書の
結果通知

日本へ入国

入学 入学

学費納入

お試しで授業を聴講
し、自分のレベルに
合ったクラスを選定

留学を希望する方

  5-6 か月



東京千代田日本語学校（TCK）は学生の日本語レベルと学習目標、及び今後日本での進路希望に合わせて、「横＋縦」

という学生一人ひとりの個性に合うカリキュラムを設定してあります。その中で、「横」は必修の日本語コースであり、

「縦」の進学課程は選択項目として、学生は自分の希望に応じて受講できるようになっています。

横：日本語コース

注 1: 初級ベレルの学生又は非漢字圏の学生の場合、進学 2 年コース・一年 9 か月コース・一年 6 か月コースを勧めます。
注 2: 日本語課程の他に、育人舎による進学指導の受講もお勧めします。

カリキュラムの工夫

進学 2 年コース

進学 1 年 9 か月コース

進学 1 年 6 か月コース

進学 1 年 3 か月コース

大
学
進
学
課
程

大
学
院
進
学
課
程

進学 1 年コース

４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 1月

初級Ⅰ～上級
2 年コース

N5 相当～ N4 N4 ～ N3 N3 ～ N2 N2 ～ N1

初級Ⅰ・Ⅱ 初中級 中上級 上級

初級Ⅰ～上級
１年９か月

コース
　

N5 ～ N4 N4 ～ N3 N3 ～ N2 N2 ～ N1

初級Ⅰ・Ⅱ 初中級 中上級 上級

初級Ⅰ～中上級
１年６か月

コース

N5 ～ N4　 N4 N3 ～ N2

初級Ⅰ・Ⅱ 初中級 中上級

初中級～上級
１年３か月

コース

N4 ～ N3 N3 ～ N2 N2 ～ N1

初中級 中上級 上級

中上級～上級
１年コース

N3 ～ N2 N2 ～ N1

中上級 上級

（注：「縦」の大学や大学院進学
指導授業は東京千代田日本語学校
と同じグループの育人舎によって
行われます。）



縦：大学・大学院進学課程

大学進学課程

課程内容
語学勉強の他に、日本留学試験の授業もコースの一部になっており、また、学生の個性やニーズに応
じて個別相談を提供します。

クラス分け

Aクラス

（難関校対策クラス）
日本留学試験 330 点以上獲得を目標に留学試験対策や小論文、大学
の過去問題演習などを行います。

Bクラス

（一般大学対策クラス）
日本留学試験 260 点以上獲得を目標に、留学試験対策や小論文、大
学の過去問題演習などを行います。

大学院進学課程

課程内容

学生の希望に応じて、文系において、教育学・メディア学・文学・経営学・経済学などの授業が設け
られており、理系において、造園学・工業設計・建築学・材料学・電気学・農学・生物学・情報学な
どの授業が設けられております。また、美術・音楽に関しての授業と指導も行われております。　　
専門授業のほかに、希望理由書・文献検索・研究計画書・論文作成・面接練習・発表練習・個別相談
なども授業の一部になっています。各大学の過去問をよく練習し解説した上に、入試対策を詳しく說
明しております。

クラス分け

Aクラス

（難関校対策クラス）

東京大学・東京工業大学・一橋大学・横浜国立大学・筑波大学など
の国立大学、及び慶應義塾大学・早稲田大学・上智大学・立教大学
・法政大学・中央大学を目指しています。

Bクラス

（一般大学対策クラス）
日本大学・東洋大学・拓殖大学・麗澤大学・武蔵野大学・専修大学
・国士舘大学・立正大学などの学校を目指しております。

※進学申請に関する書類の確認及び訂正は、あらかじめ担当先生と予約する必要があります。

※専攻により、一対一の VIP 授業も可能ですが、詳しくはお問い合わせください。
※研究生の申請、又は中国の大専学生からの大学院進学に関しては、あらかじめお問い合わせください。



学費
長期コース    （消費税 10% 含む）

短期コース  （消費税 10% 含む）

コース 入学時期 入学金 授業料 教材・諸経費 合計

1 年 4月

¥55,000

¥645,480 ¥66,000 ¥766,480

1 年 3か月 1月 ¥806,850 ¥82,500 ¥944,350

1 年 6か月 10月 ¥968,220 ¥99,000 ¥1,122,220

1 年 9か月 7月 ¥1,129,590 ¥115,500 ¥1,300,090

2 年 4月 ¥1,290,960 ¥132,000 ¥1,477,960

·出願の際に選考料 22,000 円が別途必要です。（返金しません）
·諸経費（施設費、課外活動費、健康診断、留学生保険など）
·在留資格認定証明書の受け渡し時に、初年度学費（766,480 円）をお支払いください。

コース 入学時期 授業料 教材・諸経費 合計

1 か月

適時

¥60,000 ¥6,000 ¥66,000

2 か月 ¥120,000 ¥12,000 ¥132,000

3 か月 ¥180,000 ¥18,000 ¥198,000

·留学ビザ以外の有効ビザをお持ちの方が学習できます。

【育人舎】について

※進学希望の学生の具体的な相談や学費に関する質問などは、紅子先生宛にお問い合わせください。

「育人舎」は主に留学生向けの進学指導教育学舎として、日本に留学してくる学生の皆さんに自分の希望に合う進学

指導を体系的に行っています。受験に必要な勉学だけではなく、人を育てるという根本的な教育視点から、自ら物事に

取り組む仕方、ロジカルな考え方の養成にも力を尽くしています。

「日本で一人でも生きる力のある留学生を育てて行きたい」という教育理念は、紅子先生の自らの留学経験を活かし

た切実な願いでもあります。

今後、より多くの優秀な留学生が日本での進学或は夢を実現できるために、スタッフ一同、全力で応援して参ります。



学生寮の紹介および費用

授業時間割
午前クラス
（2年生）

午後クラス
（1年生）

1 コマ目 9:30 ～ 10:15 13:20 ～ 14:05
2 コマ目 10:20 ～ 11:05 14:10 ～ 14:55
3 コマ目 11:15 ～ 12:00 15:05 ～ 15:50
4 コマ目 12:05 ～ 12:50 15:05 ～ 16:40

長期休暇 : 春休み、夏休み、秋休み、冬休み、ゴールデンウィーク

充実した奨学金制度

日中友好奨学金・芸術賞・校長賞・皆勤

賞・資格試験賞（難関校合格者・N1 合格

者・EJU 成績 300 点以上の学生）・育人

舎進学賞・日本公共機構奨学金など、充

実した奨学金が備わっています。

（注：在留資格認定証明書が下りて、具体的な入学手続き
を行う時に、担当教員と寮の選択について相談できます。）

授業時間：月曜日～金曜日　1 日 4 コマ （土曜日・日曜日・祝日は休み）

シェアハウス
日本の不動産会社によって学生向けに設計されたシェアハウ

スです。学生のニーズに応じて自分に適した住みよい部屋を

選ぶことができます。

ワンルーム
学校の近くの秋葉原・池袋などにあり、予算に応じて満足の

いく部屋を選ぶことができます。

男子寮

公益財団法人によって提供された国際的な学生寮です。

（寮費は毎月 35,000 円で、男子だけに提供するワンルーム）

女子寮

内装が工夫された女子寮で、設備が完備で、安全性も問題あ

りません。寮費は毎月 55,000 円です）



⃝ 手続き支援（住民登録、国民健康保険、銀行口座・携帯電話の手続き）

⃝ 空港迎え（成田空港・羽田空港）

⃝ アルバイト支援（アルバイトの紹介・面接の指導・学生の権利の

確保）

⃝ 心のケア（心理カウンセリング・定期の学生生活状況調査・学生

の両親との定期連絡）

支
援
体
制

年間スケジュール
4月 4 月生入学式  神田明神・湯島聖堂巡り（新入生）

5月 GW（約 1 週間） 健康診断  防災体験

6月 進学フェア参加  日本留学試験（EJU）

7月 7 月生入学式  日本語能力試験（JLPT）  七夕パーティー

8月 夏休み（約 2 週間）  文化体験（着付け等）

9月 スピーチ大会  秋休み（約 1 週間）

10 月 10 月生入学式  進学説明会参加（1・2 年生） 文化体験（着付け等）

11 月 日本留学試験（EJU）  健康診断

12 月 日本語能力試験（JLPT） 遠足（富士急ハイランド・ディズニーランドなど）

クリスマスパーティー  冬休み（約 2 週間）

1 月 1 月生入学式  初詣

2月 国会見学  節分

3月 スピーチ大会  卒業旅行（有志による）  卒業式   春休み（約 2 週間）

その他に、「校長先生に書道を習おう」という体験活動や、医学博物館・皇居・日
本銀行などへの見学なども予定されています。進学説明会以外には、学内で専門学
校・大学の体験授業や説明会などを行います。二年生は午前中授業を受け、午後は
一対一の指導を受けることができます。

⃝ 医療支援（病院の紹介・病院の付き添い・

保健室・常備薬）

⃝ 留学生保険（本校の学費には留学生保険が

含まれており、学生は何かあった時に、それに

相応する補償を受けることができるので、具体

的には学校にお問い合わせください。）



TCK（東京千代田日本語学校）に来られる皆さん。ようこそ我

が TCK へ！私たち教員は、皆さんが日本の首都東京の中心地、

わが校（TCK）で学ばれることを大歓迎します。私たちは皆さん

の日本語レベルに応じたきめ細やかな指導をします。また、皆

さんが、わが校卒業後、日本の専門学校、大学等へ行くための

進学指導を行います。本校１～２年間の留学生活で最初はアル

バイトも大変ですが、生活面のサポートも行います。どうか安

心してください。そして私たちと、共に一生懸命に勉強して苦

しいながらも楽しい留学生活を見つけ出し、私たちと共に歩い

ていきましょう！

本校の教職員は経験豊富で、学生を大切にしている人ばかり

です。日本語だけでなく人間的にも成長もできる、そんな充実

した留学生活を送れるよう一生懸命サポートします！

石倉先生

越智先生

卒
業
生
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

教
師
の
紹
介

この学校の先生は困った時、

すぐ助けてくれますよ。

コロナの時、すぐオン
ライン授業をしてくれ
たので、続けて勉強で
きました。

病院に行く時、先生が一緒に付き添
ってくれたので、安心でした。

在
学
生
の
声

2018 年 4
月 9 日 に
TCK に 入
学 し ま し
た。その頃
は何も分か
らなくて生

活に困っていましたが、学校で
日本語だけでなく日本の文化、
ルールやマナーなどいろいろな
事も教えてくれました。学校は
ビルの 8 階と 9 階にあり、通り
の景色を眺めながら空気が新鮮
で清々しい気がして良い環境で
した。先生方の教えのおかげで、
能力試験 N1 に合格しました。
ホテルの特定技能にも合格しま
した。卒業後は良い仕事に就職
できてうれしいです。ありがと
うございました。

DAO TUAN VU
（ダオ トゥアン ヴー）
ベトナム



私も前は何もわからない留学生で

した。留学生の大変なことや寂しい

気持ちなど分かりますので、みなさ

んの気持ちに寄り添ったサポートを

いたします。困ったことがあれば何

でも相談してください（寮、手続き、

携帯などもサポートします）。成功

のためのエレベーターはありません

ので、階段を登らなければなりませ

ん。TCK はあなたが目標を達成する

ためのお手伝いをします。TCK で素

敵な時間を過ごしましょう。

モハンさん
（事務員）

私自身、海外でも国内でも働きながら勉強を続けてきたので、両立の難しさはわかります。その

経験を生かした、学生の目線に立った指導を心掛けています。また、学生に一方的に勉強するよう

に言うのではなく、まず教師が主体的に学ぶ姿を見せることが大切だと考えています。そのため、

学校内で教師勉強会を実施したり、外部の研究会や関連学会へ参加したりし、それを授業に反映さ

せるべく頑張っています。学ぶのはあなただけではありません。一緒に頑張ってみませんか？

数野先生
初めての日本留学で新しい環

境、異なる文化や習慣に適応する

のは大変だと思いますが、自分の

将来のために一生懸命日本語を勉

強してください。またアルバイト

やお金・スケジュールの自己管理

も自立のためには大切です。東京

千代田日本語学校はみなさんが安

心して留学生活が送れるように学

習面、生活面ともに教職員一同サ

ポートいたします。

萩原さん
（事務局長）

日本に来た時は日本語が話せなくて、生活は大変でした。早く上
手になりたいと思っていました。先生たちはとても優しくて、分
からないことがあれば、すぐにわかりやすく説明してくれます。
授業もおもしろかったし、楽しかったです。もちろん日本語の授
業は徹底的にやってくれます。大学進学のための授業も多く、留

学試験、日本語能力試験合格のコツを教えてくれます。ここで、日本で生活したり、
仕事をしたりするのに必要な「実践力」が身に付いたと思います。
ハキモフ　シャフゾドジョン（ウズベキスタン）

TCK に入学して、先生方が親切なだけでなく、言語や日本文化を学ぶのにとても
助けになることがわかりました。先生方は、どんな問題でも解決するために毎回
サポートしてくれました。日本で働くための、特定技能（介護）試験の合格は、 
先生方の継続的なサポートで可能になりました。2 年間の学習はあっという間でし
た。非常に協力的な先生方との出会いは大きかったです。 日本語を学ぶために TCK
を選んだのは正解でした。 私はいつも感謝していて、先生と TCK が恋しいです。
マハトシタ（ネパール）TCK の先生の優しさ、今もちゃんと覚えていま

す。夜遅くまで丁寧に研究計画書を修正してく
れたこと、悩みに耳を貸してくれたこと、進学
の相談に乗ってくれたこと、泣いている時に慰
めて励ましてくれたりしたこと、振り返ってみ
ればいいことばかりですね。そのおかげで無事
に第一志望校に合格でき、先生の後輩になりま
した。先生たちに出会え、学生になれることは、
本当にラッキーで幸せです。
お茶の水女子大学大学院進学　林さん（中国）

留学は常に孤独が伴うとよく言われています。一人で暮らし、一人で学び、一人
で迷います。私の留学生活もそんな迷いながら、自己否定の時期がありました。
そんな時に助けてくれたのはTCKの先生でした。何回も研究計画書を見てくれて、
落ち込んでいた時に暖かい言葉で励ましてくれました。そのおかげで志望大学に
合格できました。卒業した今も先生の教えを思い出します。                                               
東京大学大学院進学　張さん（中国）

TCK の先生たちは、みんなとて
もやさしかったです。何か問題
があったら、すぐに伝えるよう
にしていたので、今までにいろ
いろなサポートをもらいました。
そのおかげで、困ったときもす

ぐ解決し、いい気持ちで学生生活が送れました。
また、先生たちはみんな友達のような関係です。
一緒に旅行したり、食事をしたりして楽しみま
した。今まで、とてもいいサポートをしていた
だけて、とてもありがたく思っています。
シュレスタ　ビリンダ（ネパール）



学校の所在地
および
周辺環境

本校は東京都千代田区の神田駅徒歩４分にあり、周辺には皇居や

国会などの中央省庁などがあります。東京で一番大きい駅である東

京駅、または最大規模のゲーム・家電商品街の秋葉原まで歩いて 10

分です。また、神田神保町は世界一の古本屋街であり、学生たちは

自分の趣味や興味に合う本を楽しく探したりすることができます。

さらに、神田は東京の人気商店街、ファッション街である新宿や渋

谷・六本木・銀座・池袋などに近く、周りに名門校も数多くあります。

最高の所在地と言えるでしょう。




