
       

                 

         

【開講日期】7 月暑假短期日語課程 (7/2 ~7/30) *詳見日程表*      

8 月暑假短期日語課程 (7/30~9/1)  *詳見日程表* 

 **8 月 14 日～18 日全校放暑假未上課,上課日數提前延後調整補                    

足。 

【課程内容】日本語授業＋課外活動・日本文化体験等。                

      日本人家庭訪問 

【報名期限】入学 1個月前  

【授業時間】星期一～星期五                                                                                        

       上午 9：00~12：30 或 下午 1：15~ 4：45 分班後決定。 

■学費 

課程 対象程度 学費 

１個月課程 (４週） ７月： 入門・初級・中級・上級 

８月：      初級・中級・上級 

 ￥78,750 円 （含消費税） 

２個月課程  （８週） ￥126,000 円 （含消費税） 

＊上記費用包含：学費、課外活動費 、教材費。＊不包含建議課外活動費。 

■宿舎費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 〈 成田機場 ⇒ 葛西 〉                    〈 羽田機場 ⇒ 葛西 〉 

  A: 京成高速巴士:車程約５５分鐘、票価 1,550 円。   車程約４５分鐘、票価 1,030 円。 

 B: 委託業者接機:要預約、費用 4,000 円。請搭 12:00 ~17:00 之間抵逹機場的航班。 

 

東 方 國 際 學 院       
             〒134-0084 日本国東京都江戸川区東葛西５－１５－２ 

        地下鉄 東西線       TEL: ＋８１－３－３８７８－９６３０    

葛西車站徒歩 2 分      FAX: ＋８１－３－３８７８－６９１３ 

                    URL:  http://www.toho-ac.jp/ 

                                E-mail: info@toho-ac.jp 

                                Facebook: https://www.facebook.com/toho.tokyo 

東方国際学院学校管理寮  

最寄駅：東京メトロ東西線 「葛西駅」  宿舎到学校所要時間: 徒歩 ２～15 分。 

 A 式  ( 1 人部屋） B 式 （２人部屋）/1 人 

1個月 ２個月 1個月 ２個月 

￥107,000 円 ￥176,000 円 ￥67,000 円 ￥109,000 円 

＊保証金     5,000 円     5,000 円    5,000 円     5,000 円 

合計額 ￥112,000 円 ￥181,000 円 ￥72,000 円 ￥114,000 円 

＊已包含上網使用料。 ＊包括水道光熱費、但超過￥5,000 日圓/月部分由學生負擔。  

＊保証金 5,000 日圓: 退寮時光熱費精算後餘額退還。 

本校位於東京都区内、周辺名勝景点豊富、 

課餘時間可利用便捷的交通系統盡興暢遊首都圏、 

也可利用連休假日遊覧日本全国。 

http://www.toho-ac.jp/
mailto:info@toho-ac.jp
https://www.facebook.com/toho.tokyo


       

 

                    

7 月暑假短期日程表 (7/2 ~ 7/30) 

 

※日本語 4 節課的上課時間為 上午 9：00~12：30 或 下午 1：15~4：45 (分班後決定) 

※七月有開設入門班。   ※課外活動的日程、內容有時會有變更。 

※建議課外活動是指學校提供訊息、學生自由參加、交通及門票費用自行負擔。 

　月　日 　曜日 　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

        建  議  課  外  活  動
7月2日 日（日） 入国
7月3日 月（一） 報到・分班測験・学校介紹
7月4日 火（二） 日本語4節課（半天） 都内散策　　葛西臨海公園
7月5日 水（三） 日本語4節課（半天） 浅草仲見世、雷門
7月6日 木（四） 日本語4節課（半天）
7月7日 金（五） 日本語4節課（半天） 上野公園
7月8日 土（六） 自由行動 新宿、原宿
7月9日 日（日） 自由行動 明治神宮、表参道

7月10日 月（一） 日本語4節課（半天）
7月11日 火（二） 日本語4節課（半天） 東京天空樹、押上
7月12日 水（三） 日本語4節課（半天） 台場、富士電視台
7月13日 木（四） 日本語4節課（半天）
7月14日 金（五） 日本語4節課（半天）　　 宮崎駿美術博物館
7月15日 土（六） 自由行動 増上寺、東京鉄塔
7月16日 日（日） 自由行動 東京迪斯尼楽園
7月17日 月（一） 自由行動（海の日） 池袋周辺
7月18日 火（二） 日本語4節課（半天） 清澄庭園
7月19日 水（三） 日本語4節課（半天） 皇居　二重橋
7月20日 木（四） 日本語4節課（半天） 葛西地下鉄博物館
7月21日 金（五） 日本語4節課（半天）
7月22日 土（六） 自由行動 秋葉原電気街
7月23日 日（日） 自由行動
7月24日 月（一） 茶道体験、浴衣（行船公園源心庵）
7月25日 火（二） 日本語4節課（半天） 江戸東京博物館
7月26日 水（三） 日本語4節課（半天） 銀座、新橋
7月27日 木（四） 日本語4節課（半天）
7月28日 金（五） 日本語4節課（修了式）
7月29日 土（六） 帰国
7月30日 日（日） 帰国

 

 

 

 

 
 



       

                     

 

8 月暑假短期日程表 (7/30 ~ 9/1)      

 

※日本語 4節課的上課時間是上午 9：00～12：30 或 下午 1：15～4：45 (分班後決定) 

  ※八月未開入門班、初級班約従大家的日本語 10 課開始。 

  ※課外活動的日程・内容有時會有変更。 

  ※建議課外活動是指學校提供訊息,學生自由參加,交通及門票費用自行負擔。 

　月　日 　曜日 　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容
7月30日 日（日） 入国
7月31日 月（一） 報到・分班測験・学校紹介
8月1日 火（二） 日本語4節課（半天） 葛西散策
8月2日 水（三） 日本語4節課（半天） 御徒町、多慶屋
8月3日 木（四） 日本語4節課（半天） 東京車站地下街
8月4日 金（五） 快楽聴讀等（初級班）、録影帯鑑賞・討論会(高級班）
8月5日 土（六） 自由行動
8月6日 日（日） 自由行動 横浜中華街
8月7日 月（一） 日本人家庭訪問（一日）
8月8日 火（二） 日本料理寿司体験（一日）
8月9日 水（三） 暑中見舞書葉‧扇子

8月10日 木（四） 江戸東京博物館（一日）
8月11日 金（五） 自由行動  (山の日)
8月12日 土（六） 自由行動 六本木周辺
8月13日 日（日） 自由行動 京都
8月14日 月（一） 自由行動　(暑假 1) 大阪、神戸
8月15日 火（二） 自由行動　(暑假 2) 名古屋
8月16日 水（三） 自由行動　(暑假 3)
8月17日 木（四） 自由行動　(暑假 4) 富士山、箱根
8月18日 金（五） 自由行動　
8月19日 土（六） 自由行動 上野公園、博物館
8月20日 日（日） 自由行動 新宿、代々木
8月21日 月（一） 日本語4節課（半天）
8月22日 火（二） 日本語4節課（半天） 渋谷 109
8月23日 水（三） 日本語4節課（半天） 秋葉原電気街
8月24日 木（四） 日本語4節課（半天）
8月25日 金（五） 日本語5節課（半天） 池袋
8月26日 土（六）
8月27日 日（日）
8月28日 月（一） 日本語4節課（半天） 天空樹
8月29日 火（二） 日本語4節課（半天） 皇居、銀座
8月30日 水（三） 日本語4節課（半天） 東京鐵塔
8月31日 木（四） 日本語4節課（修了式）
9月1日 金（五） 帰国

 

 

 

 


