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留学生対象の日本語講座をオンライン公開 

日本語能力試験前日に、N2直前対策講座を国内外で提供へ 

- 外国人材の日本語教育・就職活動支援サービスを展開する 「MEIKO GLOBAL ACADEMY」- 

 

「MEIKO GLOBAL」を提供する株式会社明光ネットワークジャパン（東京都新宿区、代表取締役

社長：山下 一仁、以下、明光ネットワークジャパン）は、日本語能力試験*1の前日、12月4日（土）

にJLPT N2の直前対策講座を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本社会において、外国人留学生が高等教育機関へ進学、または企業へ就職を希望する場合、日本

語能力試験（JLPT）においてN2に合格することが一般的とされています。日本語能力試験に合格し

ていないことで、どんなに優れたスキルを習得していたとしても、就職活動時に面接選考に進めない

という実情があります。 

コロナ禍で国境を越えた移動が制限される今日、留学生にとっては帰国という選択も容易ではな

く、留学生と接する機会の多い皆様にとっても、就職支援という大きな課題を少なからず抱えている

のではと思います。当社が「今できることは何か」を模索した結果、本講座を開催する運びとなりま

した。 

所属する教育機関や今いる場所にとらわれず、一人でも多くの留学生の役に立ちたいという思いで

実現した企画となります。12月の日本語能力試験は、合否によって今後の人生が左右され得る重大な

イベントです。1点でも多く得点を勝ち取り、1人でも多くの方が合格へ近づけるよう、直前支援を実

施いたします。 

 

*1 日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う検定試験 
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▶ 講座の概要 

- 講座名：JLPT N2 直前対策講座（主催 明光ネットワークジャパン） 

- 日時：2021年12月4日（土） 

- 会場：オンライン（ZOOM） 

- 参加費用：5,000円（一般料金）* 

- 受講申し込みはこちら：https://meikoglobalacademy1.peatix.com/ 

 

* 教育機関・企業様向け割引料金（3,500円）もご用意がございます。 

    割引適用ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。 

    株式会社明光ネットワークジャパン MEIKO GLOBAL ACADEMY 担当：池田 

E-MAIL：ikeda.h@meikonetwork.jp 

TEL：03-5332-7591（受付時間 平日10：00～18：00） 

 

▶ 講座の特長 

1. 日本語能力試験の前日（土曜日）に実施 

試験前日の土曜日に、日本語講座を提供する教育機関様は多くありません。明光グループが土曜日に

講座を開催することにより、自力での試験対策に苦手意識のある留学生の学習を支援いたします。ま

た、学習意欲の高い留学生にも、独学での準備に代わる選択肢としてご活用いただけます。 

 

2. 正答率を高めるためのテクニックの紹介 

試験前日だからこそ、限られた時間の中で「正答に近づくための考え方」を中心にお伝えします。こ

れにより、試験当日に正答へたどり着く可能性を少しでも引き上げることを目的としております。講

座終了前には、試験開始直前まで活用いただける外部の学習コンテンツ紹介も行います。 

 

3. 日本国外からの参加も可能 

オンライン講座のため、インターネット環境さえ整う環境であれば、場所を選ばずにご参加いただけ

ます。本講座は、中国、台湾、香港、韓国、インドネシア、タイ、モンゴルなど、日本国外の日本語

教育機関様へのご案内も予定しております。 

 

The Meiko Group, which operates Meiko Gijuku cram schools, 

offers JLPT N2 Preparation Course. 

Please note that this seminar is offered only in Japanese Language. 

 

▼ Are you ready for the JLPT?  

Whether you are well prepared or not, why don't you join us for the last minute preparation? 

This course is held online (ZOOM), so you are welcome to participate from any locations. 
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▼ This course is recommended for those... 

Who need to pass the JLPT N2 exam at all costs. 

Who feel nervous on the day before the exam and find it difficult to concentrate on self-study. 

Who have not been able to take the time to prepare, but do not want to give up until the last mom

ent. 

⇒ We will help you score as many points as possible on the exam! 

 

▼ Seminar Contents 

Introduction to the characteristics of each major question in the JLPT. 

We will explain the techniques to get the correct answers in a short time. 

This 210-minute course is offered at a reasonable price. 

 

▶ MEIKO GLOBALについて 

明光ネットワークジャパンが提供する、海外人材に特化した究極のワンストップサービスです。これ

までに学習塾事業や日本語学校事業、外国人人材紹介・研修事業で培ってきたノウハウや経験を生か

し、海外人材の安心・安全な雇用を実現します。教育機関向けには留学生対象の日本語研修や就職活

動支援サービスを、企業様向けには海外人材紹介や日本語・ビジネス研修サービスを幅広い業界や職

種で展開しております。 

 

MEIKO GLOBALでは、明光グループの「自ら学ぶ力を育てる」という理念のもと、教育機関・企業

担当者様のお悩みをヒアリングさせていただいたうえで、研修内容のテーマや構成などを個別にご提

案させていただいております。留学生の日本語能力強化や就職活動支援で課題を抱えていらっしゃる

教育機関の皆様、ぜひ一度ご相談ください。 

 

＜MEIKO GLOBAL URL＞ https://meikoglobal.jp/ 

 

▶ 明光ネットワークジャパンについて 

会社名：株式会社 明光ネットワークジャパン（東証1 部上場） 

代表者：代表取締役社長 山下 一仁 

所在地：東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 

 

事業内容：「教育・文化事業への貢献を通じて人づくりを目指す」、「フランチャイズノウハウの開

発普及を通じて自己実現を支援する」という２つの経営理念を掲げ、「自立学習」「個別指導」方式

による個別指導塾「明光義塾」を全国展開。人材・研修事業として、教育で培ったノウハウを生かし

た人材紹介サービス「明光キャリアエージェント」と外国人雇用に関するトータルサービス「MEIK

O GLOBAL」を新規展開。一般開放型のキャリアアップ支援プログラム、「明光キャリアアカデミ
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ー」も大好評開講中。 

 

＜明光キャリアエージェント URL＞ https://meikoglobal.jp/lp/daini/ 

＜明光キャリアアカデミー URL＞  http://meikoglobal-19700250.hs-sites.com/meiko_career_

academy-0 

＜コーポレートサイトURL＞ http://www.meikonet.co.jp 
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