
東洋大学
ビジネス日本語入門

(オンデマンド講座)

この講座では、これからビジネス日本語を学び始め

る人を対象として、基本的な言語知識の獲得やビジ

ネス文化やマナーの理解を目的とした入門的な内容

を扱います。留学生が日本企業に就職する際に求め

られるものとしてビジネス日本語力があります。し

かしながら、大学生活や日常の中でビジネス日本語

に接する機会は、ほとんどないというのが現状です。

この講座は、ビジネス日本語の基本的な知識を身に

つけ、将来、日本語を使って働くための準備を整える

ことを目的とします。

講座目的と内容

N2（JLPT）相当以上の日本語力を持つ方
※海外の国・地域からの受講も大歓迎です。

対 象 者

一般受講者（東洋大学生以外の方）：2,200円

東洋大学生：無料

受 講 料

下記の JV-Campusサイトよりお申込いただけます。

URL:https://www.jv-campus.org/course/?provi
der=toyo&course_id=342586

お 申 込

2022年 5月 25日（水）～2022年 7月 31日（日）（JST）

受講期間

目標：

１） ビジネス日本語の基本的な言語知識を習得し、日

本のビジネス文化やビジネスマナーについて理解する。

２） 動画視聴やレポート課題を通して、学習を続ける

ために必要な分析力・思考力を身に付ける。

TOYO Japanese Language Program

toyo-jlp@tugs.co.jp

※ご都合に合わせて、受講プランを立てて、自由にご受講いただけます。



TOYO UNIVERSITY

BUSINESS JAPANESE 

(ON-DEMAND) COURSE

This course is aimed at those who are just starting to learn 
business Japanese, and deals with introductory content 
aimed at acquiring basic l inguistic knowledge and 
understanding business culture and manners. Business 
Japanese skill is required for international students to get 
a job at a Japanese company. However, the current 
situation is that there are few opportunities to come into 
contact with business Japanese in university life or daily 
life. The purpose of this course is to acquire basic 
knowledge of business Japanese and to prepare for 
working in Japanese in the future. 

COURSE PURPOSE AND DESCRIPTION

Those who have Japanese ability equivalent to N2 
(JLPT) or higher.
※Participation from abroad is highly welcomed.

TARGET

Non-Toyo University Students：2,200 Yen
Toyo University Students：Free

FEE

Please apply from the JV-Campus site below.
URL:https://www.jv-campus.org/course/?provider=t
oyo&course_id=342586

COURSE APPLICATION 

LEARNING GOALS：
１）Acquire basic linguistic knowledge of business 
Japanese and understand Japanese business culture 
and business manners.
２）Acquire the analytical and thinking skills necessary 
to continue learning through watching videos and 
reporting tasks.

TOYO Japanese Language Program

toyo-jlp@tugs.co.jp

May 25, 2022 ~ July 31, 2022 (JST)

PERIOD

※You are free to make your own course plan and take 
courses any time within the period.



东洋大学
商 务 日 语 入 门
( 在线公开课程 )

本课程面向所有商务日语初学者，以掌握基本

的语言知识，了解商务文化和礼仪为目的。

在日本公司就职时，需要具备相应的商务日语

能力。然而，留学生在大学或日常生活中接触到

商务日语的机会却很少。本课程旨在为学生提

供商务日语的基础知识，以便他们为将来从事

日语相关工作做好准备。

课程目的和内容

具有 N2（JLPT）以上日语能力者

※欢迎居住在日本海外的国家或地区的各界人士参加。

対 象

非东洋大学学生： 2，200 日元

东洋大学学生 ： 免费

费 用

请进入下方 JV-Campus 网站报名。

URL:https://www.jv-campus.org/course/?provid
er=toyo&course_id=342586

报名方式

2022 年 5 月 25 日（星期三）～ 2022 年 7 月 31 日 ( 星期日 )(JST)

公开时间

目标：

１） 掌握商务日语的基本语言知识，并了解日本

商务文化与商务礼仪。

２） 通过观看视频和提交作业，获得自主学习所

需的分析和思考能力。

TOYO Japanese Language Program

toyo-jlp@tugs.co.jp

※在此期间你可以自由制定学习计划并在任何时间参加课程。


