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本学校の講師は、永年に渡って培われた日本語教育経験を基に、「より高度な学位を修めたい」

「日本の留学を意義のあるものにしたい」と志すあなたを応援するのがプロロ日本語学校でございます。

大学、大学院への進学を目標とした専門的なカリキュラムから、 難関大学への入学や、より専門的な分野への

進学に向けた学習環境も提供致します。あなたの留学への思いをカタチにするために、 私たちで全力バックアップさせて下さい。

来春、あなたの夢が花咲くことを願っております。

　“I want to have a time worthwhile in Japan. To do so, I want to achieve higher degrees.

”We, Prorow Japanese Language School fully support such an enthusiasm.

Based on the knowledge of Japanese language teaching, which we have been searching for a long time,

we established special curriculum for preparation of university and graduate university.

To meet your demands, we can offer a high quality environment.For your future, 

the will for self-actualization and the determination to study in Japan, 

We are here to make your dreams come true.　　 

浦箩箩日语学校的教师在日语教育方面有丰富的经验，全力支援怀抱着以【进入理想学府】，【使赴日留学更加有意义】

为志向的学生 们︒从大学，大学院为升学目标的专门课程到名校的入学我们将提供一个专业的学习环境，

帮助大家顺利合格心仪院校︒我们会竭尽全 力帮助那些满怀希望和理想的留学生，希望大家的梦想都能实现在明年春天花开时︒
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Select curr iculum 
選べるカリキュラム 根据自己的水平和目标，选择合适的课程 �������������������������

Higher Education
2 Years Course

進学2年コース 升学2年课程
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4月に入学。
大学または大学院進学を目指している

方へ向けたコースです。
Enrollment in April .

This course is designed for students who
intend to enter university or graduate school.

4月入学︒
面向以升入大学和大学院为目标的课程
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April
Admission

period

入学時期 入学时期 4月 �������
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午前クラス

Morning class
上午班级

Course
コース 课程
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40 students
定員 人数

Class size
40名 �����
��
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October
Admission

period

入学時期 入学时期 1 0月 ��������
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午後クラス

Afternoon class
下午班级

Course
コース 课程
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40 students
定員 人数

Class size
40名 �����
��

	����� ���

１０ 月に入学。
専門学校または大学進学を目指している

方へ向けたコースです。
Enrollment in October.

This course is designed for students who intend
to enter a vocational school or university.

10月入学  面向以升入专门学校和大学为目标的课程
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Higher Education
2 Years Course

進学１年６か月コース 升学 1年6个月课程
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Class t imes 授業時間帯 课程表 �	�����

午前クラス
Morning class

上午班级
��������

Afternoon class
午後クラス

下午班级
���������

Curriculum カリキュラム 课程 ��������������	�����
�

Grammar,reading comprehension, l istening comprehension, conversational speech, Japanese characters, 
vocabulary,exam prep,Japanese social studies. The 18-month course is 1200 classroom hours,
the 2-year course is 1600 classroom hours.
语法/阅读/听力/对话/词汇/考试对策/了解日本/1年6个月教程总共1200小时，2年教程每年1600小时︒

文法・読解・聴解・会話・試験対策・日本事情/1年6ヶ月コース全1,200時間、2年コースは年間1600時間。
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