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CROSS CULTURAL COMMUNICATIONS

WEEKLY COURSE

INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN
インターカルト日本語学校

ウィークリーコース

Japanese for everyone who needs it
日本語を学びたいすべての人に

Lerning Period
学習期間

Registration fee
入学金

Tuition fee
授業料

Total fee
合計

1 week
1 週間

20,000

25,000

45,000

4 weeks
４週間

20,000

100,000

120,000

8 weeks
８週間

20,000

200,000

220,000

12 weeks
１２週間

20,000

300,000

320,000

Register from outside of Japan / 日本国外からのお申込み
Please make a bank transfer to our bank account by the due day.
期日までに銀行振り込みでお支払いください。

Register from Japan / 日本国内からのお申込み
Please make a bank transfer to our bank account or pay in cash at the 
window of the school by the first day of the class.
授業開始日までに銀行振り込みまたは学校にてお支払いください。

Hotel Type Weekly Apartment 　～ウィークリーマンション～
- Recommended for those who stay short term.
- Within 30 minutes to commute school.
- 短期滞在の方におすすめ

- 通学時間３０分

Homestay　～ホームステイ～
- Recommended for those who want to experience actual Japanese
   life style.
- Dinner and breakfast are included.
- 日本のライフスタイルを経験したい方におすすめ

- 夕食と朝食付き

Global Life Higashi-jujo　～グローバルライフ東十条～
- Recommended for those who want to stay reasonable.
- Within 30 minutes to commute school.
- 宿泊費を節約したい方におすすめ

- 通学時間３０分 

※ Material fee is not included.
     教材費は別途お支払いください。

Your class is deteminded by your level of Japanese. 

日本語のレベルによってクラスが決まります。

Course Price List (JPY)　 /   コース料金表 

Class Hours　 /   時間割 

Accommodation　 /   宿泊 

1

10:00-10:40AM Class
午前クラス

2

10:50-11:30

4

12:30-13:10

3

11:40-12:20



ウィークリーコースには 1 日１つずつ 「日本語で～ができる」 というテーマが

設定されています。 そのテーマについて実際にコミュニケーションができるよう

になることを目標に授業を進めます。 正確な発話を目的としたトレーニングの

時間もあり、この時間は活用の練習などを正しく言えるまで徹底して行います。

漢字の授業では日常生活でよく目にするものを中心に語彙を増やしていきま

す。 また、 自然なイントネーションや発音の向上を目的としたシャドーイング

練習も毎日行います。

After a day of lesson, you will be able to do one new thing using 
Japanese. The class is focused on conversation, trying to let the students 
communicate by expressions of the day. The other thing we put emphasis 
on is the accuracy. In order to be able to speak Japanese aaccurately, we 
have a period called ‘training’ . In this lesson the students for instance 
practice a conjugated forms over and over. We also have a lesson called 
‘shadowing’ everyday, which to follow immediately after what the 
teachers are saying. This is to learn how the native Japanese pronounces 
and make intonations. In studying Kanji, we try to build up your 
vocabularies as well as teach Kanji which is used widely in daily life.

インターカルト日本語学校の短期コースは 1週間単位での受講が可能に

なりました。 最短 1 週間から、 学校や仕事の都合に合わせて日本語を

学ぶことができます。 入学は毎週可能です。 （ただし日本語の学習歴が

ない方は毎月第 1週の入学になります。）

We make it possible to join the short-term course by weekly basis.
Entry is possible on every Monday. (For the people with zero 
Japanese, the course starts every first week of the month.)

学習期間が短い短期コースでは、 長期コース以上に授業の質と効率が

求められます。 コミュニケーション上、 重要な敬語や親しい関係の表現

を早い段階で学習したり、 反対に使用頻度の低い表現を後半に学習

したりと、 従来の初級中級の枠に囚われない、 コミュニケーションを重視

した効率の良いカリキュラムを提供します。

In the short-term course, it is important to focus on the target. We
focus on the expressions which are necessary to communicate in 
Japanese. For example, we teach honorable expressions that are 
fluently used in the earlier phase of the lesson although it is 
grammatically difficult. 

Monday
月曜日

Tuesday
火曜日

Wednesday
水曜日

Thursday
木曜日

Friday
金曜日

Kanji
漢字

Training
トレーニング

Kanji
漢字

Training
トレーニング

Kanji
漢字

Talking about your family / Shadowing
家族について話す　/　シャドーイング

Talking about your country / Shadowing
自分の国について話す　/　シャドーイング

Talking about how other looks / Shadowing
人の外見について話す　/　シャドーイング

Explaining the place you live / Shadowing 
住んでいる所を説明する　/　シャドーイング

Inviting friends / Shadowing
友達を誘う　/　シャドーイング

2 3 41

1 week curriculum

About Weekly Course

１つのレベルが複数のセクションから成り立っています （1 セクションは 1週間）。 各セクションを同レベルに設定しているため、 該当レベルの

どのセクションからでも勉強が始められます。

There are several sections in 1 level. As each section is in the same level, the lesson can be started from either of the sections. 
After completing all of the sections, you go to the next level.

Levels & Curriculum　 /   レベルとカリキュラム

To be able to use appropriate expressions depend on time, place, occasion and who the person is talking to. To be able to express 
ones opinion on social issues.
対人関係を考慮し、 TPO に応じた話し方ができる。 状況をより細かく伝えることができる。

To be able to tell ones experiences and what is happening right now.
自分の経験を伝えたり、 目の前の状況や現在の状況を説明したりすることができる。

To be able to tell what the person will do in near future or ones habit. Also, be able to do short conversation such as asking the way.
自分の予定や習慣について話せる。 道を尋ねるなどの短いやりとりができる。

To be able to tell easy things such as about ones family, country, job, and oneself by using basic vocabulary.
自分や家族、 仕事や国についてなど、 簡単な語句や表現を使って表現できる。

To be able to right hiragana, katakana. Can speak basic expressions used when shopping or greetings.
ひらがなの読み書きができる。 挨拶や買い物などに使う基本的な表現が言える。

To be able to wrap up ones thought and opinions and make a speech.
自分の意見をまとめて話すことができる。 社会的な問題について自分の考えが言える。

0
A1
A2

B2
C

B1

（２名より開講）

(2 people or more)


