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Create Your Global Dreams with ISI

京 都

長 野

池袋校

高田馬場校

原宿校

京都校

長野校

専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
Tokyo Business and Language College

北京語言大学 東京校
Beijing Language and Culture University,Tokyo College

専門学校 長野ビジネス外語カレッジ
Nagano Business and Language College
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京都校 長野校
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世界をつなぐ、夢と人づくり。

ISIグループは、日本語学校5校、専門学校2校、大学1校の運営
および留学サービスの提供を行う総合教育グループです。

ISIグループは2022年、創立45周年を迎え
東京（原宿・高田馬場・池袋の3校）・京都・長野で

3,000人以上の留学生が日本語と日本文化を学んでいます。

I S Iが選ばれる理由

110以上の
国と地域から入学。
グローバルな学習環境

3都市5校から
選べます

日本最大規模の
日本語学校――合計収容
定員数 4,000名以上

I S I国籍比率

東 京

中国：37%

ベトナム：4%
アメリカ：3%
フランス：3%
中国（香港）：3%
イタリア：3%
ロシア：2%
スペイン：2%
タイ：1%
ドイツ：1%

スウェーデン：1%

その他：
16%

韓国：
14%

台湾：
10%

これまで

世界110以上の
国と地域から

30,000名を
超える学生が
学んでいます

円グラフの出典： 
学生国籍比率

（過去3年間の累計実績）
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ISIで日本語を学ぶISIで日本語を学ぶISIで日本語を学ぶ

※1 JLPT：日本語能力試験（日本で7月と12月に実施）　※2 EJU：日本留学試験（日本で6月と11月に実施）※3 CEFR：欧州を中心に広く活用されている語学力のレベルを示す国際標準規格。
• 入学前のプレイスメントテストの結果により、自分のレベルと目的に合ったクラスに入ることができます。• 到達レベルを確認するため、3カ月ごとにテストが行われます。• 上記の内容は変更となる可能性があります。

レベル JLPT※1 EJU※2 CEFR※3 漢字数 選択授業 期間 主な教科書 学習目標

初 級 Ⅰ N5 ̶ A1 150̶200 ̶
6カ月

みんなの日本語初級 Ⅰ、漢字マスター N5 ひらがなとカタカナで読み書きができ、簡単な文章を読める。

Ⅱ N4 ̶ A2 300 ̶ みんなの日本語初級 Ⅱ、漢字マスター N4 知っているトピックに関する文章を読み書きできる。日本語の発音に慣れる。

中 級
Ⅰ N3 220

B1
500 ̶

9カ月

みんなの日本語初級 Ⅱ、中級へ行こう、漢字マスター N4/N3
新聞記事や日本の社会・文化についてのニュースを理解できる。
日本語のアニメやドラマを理解でき、文章を書いたり口頭で意見や感情を表現できる。

Ⅱ N2 250 800 ○ テーマ別中級から学ぶ日本語、 
新完全マスター N3/N2、 
漢字マスター N2Ⅲ N2 280

B2

1,100 ○

上 級
Ⅰ N2/N1 300 1,400 ○

9カ月
テーマ別上級で学ぶ日本語、 
新完全マスター N2/N1、 
漢字マスター N1

文章構造の修正ができ、場合に応じた会話の中でさまざまな 表現を使うことができる。

Ⅱ N1 320 1,700 ○ パラグラフの主題を把握することができ、意見や感情を 効果的に表現できる。

Ⅲ N1 340 C1 2,000+ ○ あいまいな表現を理解でき、婉曲に意見を表現できる。

レベル JLPT※1　CEFR※3 期間 主な教科書 学習目標

初 級 N5 A1
6カ月

できる日本語  初級 ひらがなとカタカナで読み書きができ、簡単な文章を読める。
ゆっくりはっきりと話せば短い話が理解でき、易しい語で書かれた文章を理解できる。

初中級 N4 A2 できる日本語  初中級 知っているトピックに関する文章を読み書きできる。日本語の発音に慣れる。
日本特有のノンバーバルコミュニケーションを理解する。

中 級
Ⅰ N3

B1
9カ月

できる日本語  中級

身近な社会や文化についての文章や短い物語を読んで理解できる。日本のビジネスシーンで典型的な
バーバルコミュニケーションと、ノンバーバルコミュニケーションの両方を使い、自然な対話ができるようになる。

Ⅱ N2 新聞記事や日本の社会・文化についてのニュースを理解できる。日本特有のビジネス文化や慣習の
「現状」について知り理解する。就職活動に向けて全体的な方策を立てることができる。

Ⅲ N2

B2
新・中級から上級への日本語

日本語のアニメやドラマを理解でき、文章を書いたり口頭で意見や感情を表現できる。
上司・同僚という組織の「タテ・ヨコ」の関係における適切なビジネス日本語を習得できる。

上 級
Ⅰ N2/N1

9カ月

文章構造の修正ができ、場合に応じた会話の中でさまざまな 表現を使うことができる。
顧客や取引先という組織の「ウチ・ソト」の関係における適切なビジネス日本語を習得できる。

Ⅱ N1 日本語超級話者へのかけはし 
きちんと伝える技術と表現、
生教材

文章の主題を把握することができ、意見や感情を効果的に表現できる。日本のビジネスシーンにおける
基本的な文書・メール等の定型を理解し書け、グラフ・図・表などから大意を読み解く日本語力を修得できる。

Ⅲ N1 C1 あいまいな表現を理解でき、婉曲に意見を表現できる。日本の企業文化における最大の特長の一つである
「報連相」の概念を理解し、組織人として活躍できる日本語ビジネスコミュニケーションスキルを修得できる。

レベルと学習目標

ISIが誇る6つの特長

学習者が授業を受けるだけではなく、日本語を学ぶ
プロセス全体を捉えられるよう、学習者の日本語能
力を最大限に伸ばす教育体制をとっています。初級
授業では、ISIオリジナルの教材と、「言いたいこと
が言える」ことを目指したコミュニケーション重視
の授業で、達成感を得ながら楽しく学びます。

各校で定期的に「交流」や「体験」を目的とした、
多種多様なアクティビティを用意しています。さま
ざまなアクティビティを通じて日本語の総合力を高
め、日本語でのコミュニケーション力や豊かな表現
力を身につけていきます。

入学準備段階から卒業まで、豊富な専門知識を持つ
スタッフが皆さんをサポートします。留学前の手続
きでも専門のカウンセラーが多言語で無料サポー
ト。入学後は高いスキルを持った日本語教師が、皆
さん一人ひとりの学習状況、学習進捗に合わせて進
路指導を行います。

これまで数ある国際機関から高い評価ををいただい
ています。「留学業界のアカデミー賞」と言われる
「Study Star Awards」では、教育の質・サービス
共に最も優れた語学教育機関として大賞（Winner
の称号）を受賞し、また、国際規格「ISO29991: 
2014」の認証も取得しています。

校舎は、デザインコンセプトにこだわり、「学習の 
質」を高める学習空間を備えています。校内は教室
を含めて全館フリー Wi-Fiを完備。その他、自習室・
図書コーナー・学生ラウンジ・カフェ・和室・祈祷
室なども備わり、学習に適した環境を提供してい 
ます。

これまで世界110以上の国と地域から30,000名を
超える学生を受け入れてきました。ISIに在籍する
学生の出身国は実にさまざま。国際色豊かな学習環
境の中で、日本語の習得はもちろん、自国とも日本
とも違う多国籍な文化、価値観に触れるチャンスが
たくさんあります。

日本語力が
アップする
ISI独自の
教育体制

学んだ日本語
を実践できる
充実の
課外活動

入学前から
卒業まで
安心の
フルサポート

外部機関
からの
高い評価と
実績

学習効果を
高める
最新の
施設・設備

多様性豊かで
グローバルな
学習環境

POINT POINT POINT

POINT POINT POINT

1 2 3

4 5 6

高田馬場校／池袋校／長野校／京都校

原宿校
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ISIの特徴あるコースと選択クラスISIの特徴あるコースと選択クラスISIの特徴あるコースと選択クラス

特別プログラム

▶ 日本の難関大学・大学院に進学したい方向けのクラスです。
▶ クラス選抜試験に合格した学生が入ることができます。
▶ JLPT・EJU対策（科目：日本語）や、大学・大学院受験対
策（小論文、志望理由書、研究計画書、大学別独自試験、面
接等）を行っています。

▶ 日本国内での就職や起業を志し、日本語とビジネススキルを同時に高め
キャリアアップを目指す方向けのコースです。

▶ 初級から実践的な「ビジネスのための日本語」を学習段階に応じて学べ
ます。

▶ ビジネスの場面で必要な日本語コミュニケーションを学び、社内外での
ビジネスマナー、適切な敬語表現、書き言葉と話し言葉を習得します。

進学日本語（特進クラス） [高田馬場校 ]キャリア日本語 [原宿校 ]

特別コース・クラス

大学院進学 EJU試験対策（EJU日本語）

就 職

JLPT試験対策

会 話

キャンパス 大学院進学 EJU試験対策
（EJU日本語） JLPT試験対策 就 職 会 話

高田馬場 ● ● ● ●

池 袋 ● ● ●

京 都 ● ● ● ● ●

長 野 ● ● ●

▶ 日本の大学院進学に必要な「研究計画書作成」
や、「小論文の書き方」などの受験対策を行い
ます。

▶ 日本での進学に必要なアカデミックな日本語を
学び、EJU（日本留学試験）の試験対策を行い
ます。※科目：日本語

▶ 「履歴書の書き方」「面接練習」「プレゼンス
キル向上」など、実践的な学習を通じて、就職
活動の準備を行います。

▶ N1・N2への合格を目指す方を対象に検定試験に
出題されやすい問題や過去問などを集中的に学
習します。試験前には直前模試も行います。

▶ ロールプレイやディベート、フィールドワーク
などを通して会話力の向上を目指します。

選択授業

長期コース 短期コース

※ 希望者の人数によっては開講されない選択授業がある場
合もありますので、ご了承ください。

中級Ⅱ以上の学生は進路や目的に合わせて、1週間に2回の選択授業があります。
どの選択授業を選ぶかは各期のはじめに希望アンケートを取ります。

留学ビザを取得して、1年3カ月から最長2年間まで（原宿校は1年～2
年、長野校は1年6カ月～2年）の日本語学習を希望する方のための
コースです。

最短2週間から留学ビザ以外の在留資格で来日し、日本語を勉強す
るコースです。ワーキングホリデービザや日本人配偶者ビザなどで 
1年以上在籍希望の方も短期コースを受講いただきます。

▶ 冬季五輪開催地スノーリ 
ゾート長野で、スキーや温
泉、文化体験、国際交流
と、日本語学習を同時に体
験できるプログラムです。

ウィンター
プログラム
[長野校 ]

▶ 体験を通して楽しく実践的に
日本語を学ぶ夏季限定のプロ
グラム。伝統文化からサブカ
ルまで人気のアクティビティ
も充実しています。

サマープログラム
[高田馬場校・
原宿校・京都校 ]

▶ 日本での就職や転職を希望
する方に向けたプログラム
です。日常会話からビジネ
スシーンまで使える幅広い
日本語を学べます。

ビジネス日本語
（イブニング） 
[原宿校 ]

▶ 日本での就労を目指す方向
けに、特定技能1号ビザの
取得から就職まで、集中講
座等できめ細かくサポート
する特別プログラムです。

特定技能・就職
支援プログラム 
[長野校 ]

▶ 学習目標、日本語レベル、受
講スケジュールなど受講者
の希望に合わせた、最適な
日本語レッスンを提供して
います。

プライベート
日本語レッスン
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就職実績

大学院・大学・専門学校進学実績

ISI日本語学校では、就職活動支援を皆さんの最も近い存在であ
るクラス担任が担当しますので、相談がしやすく安心です。就職
に必要な情報は ISI本部に設置したキャリアセンターが収集し、
担任の先生を通して皆さんの元にお届けします。ISIグループ内
の専門学校や大学に届く求人情報を共有できるので、仕事探しに
有利です。このように、支援・情報収集の両面で他の日本語学校
より圧倒的に優れたシステムを持っていることから、グループ全
体で毎年300名を超える留学生が日本で仕事に就いています。
就職活動の悩みや仕事選びの相談はいつも近くにいる先生に、就
職情報はキャリアセンターから。ISIではグループを挙げて皆さ
んの就職活動を支援します。

鈴木 達郎
キャリアセンター
センター長

ISIグループの専門学校と大学

ISI日本語学校

就職情報 就職情報

企業

専門学校 東京ビジネス外語カレッジ
専門学校 長野ビジネス外語カレッジ

北京語言大学 東京校

学生 担任

ISI本部▶キャリアセンター

進路
面談

就職情報

楽天株式会社
株式会社TBS企画
株式会社紀伊乃国屋
株式会社NOVA
株式会社プリンスホテル
Shangri-La Hotels Japan 株式会社（シャングリ・ラ 東京）
株式会社ドン・キホーテ
株式会社ベネッセビースタジオ
LanCul株式会社
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

東京大学 大学院
京都大学 大学院
一橋大学 大学院
お茶の水女子大学 大学院
九州大学 大学院
北海道大学 大学院
早稲田大学 大学院
慶應義塾大学 大学院
上智大学 大学院
立命館大学 大学院

キヤノン電子テクノロジー株式会社
シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
ピエールエルメパリ
EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・オーロラ
シェラトンホテル
スズキ自販長野株式会社
ヒルトンホテル
ベルリッツ・ジャパン
ヨドバシカメラ

東京大学
筑波大学
横浜国立大学
早稲田大学
慶應義塾大学
上智大学
立命館大学
同志社大学
東京理科大学
青山学院大学

ヨネックス株式会社
ライフ21株式会社
株式会社星野リゾート
株式会社東急イン
株式会社東急百貨店
三井記念病院
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社
株式会社共立メンテナンス
株式会社うかい

その他多数

立教大学
日本電子専門学校
文化服装学院
日本アニメ・マンガ専門学校
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
辻製菓専門学校
東放学園音響専門学校
東京ビジネス外語カレッジ
長野ビジネス外語カレッジ

その他多数

ISIの進路サポートISIの進路サポートISIの進路サポート

ISIでは在籍する学生の進路支援にも力を入れています

※  2020年度までの実績。

※  2020年度までの実績。

入学から卒業までの間、高いスキル
を持った日本語教師がクラス担任
となり、皆さん一人ひとりの学習状
況、学習進捗に合わせて進路指導を
行います。また、ISI本部にはキャ
リアセンターを設置し、志望校合格
や就職内定に向けた特別講座を実施
しています。担任教師とキャリアセ
ンターが一丸となり、皆さんの進路
をしっかりと応援していきます。

ISIの進路支援内容とスケジュール（一部抜粋）

外部進路
イベント

進路ガイダンス （進学/就職）
キャリアセンター
では学内イベント
や進学相談会を開
催しています。

開催日時や情報は
随時、キャリアセ
ンターより学校を
通じてお知らせし
ます。

各学校のオープンキャンパスなど

校内進路
イベント

2年次進路準備ガイダンス（進学/就職）
有名大学・専門学校進学説明会

分野別ガイダンス

体験授業

大学院講座など

就職希望者向け特別講座   [6回程度／年 ]
企業説明会   [5～ 6回／年 ]

キャリアセンター センター長メッセージ

料理専門学校
説明会

スーツセミナー

早稲田大学、大学院説明会
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学校名
ISIキャリア外語アカデミー
原宿校

住所
東京都渋谷区神宮前6-25-14
神宮前メディアスクエアビル6F

アクセス 
•地下鉄 明治神宮前駅 徒歩5分
•JR 原宿駅 徒歩9分
•各線 渋谷駅 徒歩11分

コース ・プログラム
◊ 長期コース
   •キャリア日本語
◊ 短期コース
   •短期キャリア日本語
◊ ビジネス日本語（イブニング）
◊ サマープログラム
◊ プライベートレッスン

時間割
午前クラス： 8:50 -12:00
午後クラス： 13:00 -16:10

入学時期
1月、4月、7月、10月

収容定員
308名

設備
図書エリア、保健室、
学生ラウンジ、自習コーナー、
カウンセリングルーム、
進路指導コーナー、
自動販売機（飲料）、Wi-Fi
※館内は全て禁煙です

開校
2021年4月
（吉祥寺外国語学校より
校名変更申請中）

原宿校の魅力
日本語×ビジネス 企業連携『原宿・渋谷』エリアの好立地

原宿校は、日本でも数少ない
就職型日本語学校です。
キャリア支援に特化した

新しいカリキュラムが特長です。

就職特化型日本語学校
「日本語＋ビジネス＋ソーシャル」
企業で求められる3つのスキルを磨く 

就労ビザ（技術・人文知識・国際業務）、もしくは経営・管理
ビザを取得し、日本国内での就職・起業を目指す方のための「日
本語キャリアコース」を開設。初級から「ビジネスのための日
本語」を学習段階に応じて学び、ビジネスシーンで必要とさ
れるプレゼンテーションスキルや、日本の企業文化の中で求め
られるソーシャルスキルなど、就職後に役立つ能力を磨くカ
リキュラムを用意しています。また、提携企業でのインターン 
シップ・企業内研修や企業講師による国家資格の講座開催等、
実習・資格取得のキャリアサポートも提供します。 

外部企業との提携を積極的に
進めており、さまざまな業界での
豊富なインターンシップの機会や
就職説明会を提供しています。

ファッション・グルメ・観光
だけでなく、ITベンチャーなどの

ビジネスの中心地でもあり、日本の
最先端を感じられるエリアです。

ビジネス日本語（イブニング）

原宿校はキャリア支援型の学校で、発話の機会が多いことやク
ラスでの活発な雰囲気・多国籍な環境は私のニーズにピッタリ
でした。先生方の丁寧な指導と授業のペースも丁度良く、日本
語力の上達を早く実感することが出来ます。授業のペースやリ
ズムのおかげで、日本語力の上達がとても速いです。近い将来、
学校に勧められたキャリアフェアに参加して、日本での採用プ
ロセスに慣れ、日本の職場文化を学ぶつもりです。

2021年度に開校した原宿校は、留学生の日本でのキャリア
支援に特化した学校です。就職活動の指導はもちろん、日
本の企業で求められれるソーシャルスキルやコミュニケー
ション力など入社後のビジネスシーンでも活きる日本語学
習のプログラムを提供していることが、他にはない
大きな特長です。日本で働きたいという皆さんの夢
の実現に向け、スタッフ一同全力でサポートします。

赵  思翰  < 中国 > 大橋  智和  副校長

原宿校 在学生メッセージ 原宿校 副校長メッセージ

東京東京・原宿校・原宿校東京・原宿校

日中予定のある方や、昼間だけでなく夜間も学んで
キャリアアップしたい方など、日本での就労を目指
す方や、ビジネス日本語・会話力を磨きたい方に最
適なプログラムです。ビジネスで活きる日本語力・
会話力を身につけ就労につなげることを目的として
います。

高田馬場

池袋

品川

秋葉原

東京

新宿

山手線

中央線・総武線

高田馬場

原 宿

池袋

品川

明治神宮前

秋葉原

東京
渋谷

新宿

山手線

千代田線

中央線・
 総武線

副都心線
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学校名
ISIランゲージスクール

住所
［本館］
東京都新宿区高田馬場2-14-19
［新館］
東京都新宿区高田馬場4-23-32
［四季館］
東京都豊島区高田3-10-21

アクセス 
高田馬場駅徒歩3分

コース ・プログラム
◊ 長期コース
   •進学日本語（特進クラス）
   •進学日本語  
◊ 短期コース
   •短期総合日本語
◊ サマープログラム
◊ プライベートレッスン
〔選択授業〕
◦大学院進学
◦EJU試験対策 （EJU日本語）
◦JLPT試験対策
◦会話

時間割
午前クラス： 8:50 -12:00
午後クラス： 13:00 -16:10

入学時期
1月、4月、7月、10月

収容定員
2,626名

設備
PCエリア、図書室、保健室、
ロビー、学生ラウンジ、自習室、
祈祷室、和室、カウンセリング
ルーム、自動販売機（スナック・
飲料）、ウォーターサーバー、
Wi-Fi、カフェ
※館内は全て禁煙です

開校
2006年4月

東京東京・高田馬場校・高田馬場校東京・高田馬場校

高田馬場校の魅力
ハイレベルな進学指導 日本最大＋多国籍＋

さまざまなレベル
多様な選択授業

多くの卒業生を難関大学・
大学院へ輩出した実績と

ノウハウを持ち、専門性の高い
指導力で合格へと導きます。

常時50以上の国と地域からの
2,000名以上の学生が在籍する

日本最大規模の日本語学校です。

日本トップレベルの学校への
進学を目指している方、高田馬場校で

一緒に学びませんか？

高田馬場校は、進学を目的とした学生にとって
最適な学校です。初心者はバランスの取れた日
本語スキルを学ぶことができますし、中級Ⅱレ
ベル以上の学生は大学院進学やEJU対策、ま
たはJLPT対策、会話などの選択授業を選び、
受講することができます。学生にとって、自分
の将来のため、本当に学びたいことに集中する
ことができる環境です。

進学はもちろん、日本語を
学ぶ目的やニーズに合わせて、

会話など多様な選択授業が
展開されています。

高田馬場校 在学生メッセージ

高田馬場校限定 特進クラス

先生方はとても親切で学生一人ひとりを丁寧に指導してくれます。出
願の書類から面接の模擬試験まで、担任の先生が何回も指摘・修正し
てくれました。日本語の勉強の楽しさを体験してみてください。

先生と何度も模擬面接をしました。将来は、超音速の民間用飛行機の
開発に携わる研究員になりたいと思っています。ISIの授業は面白い
し、先生方も優しいので皆さんがんばってください。

ISIランゲージスクールは学生の街「高田馬場」にあり、
日本語の基礎から上級レベルまで細かいレベル別のク
ラス編成が特長で、会話を楽しむ授業から難関大学受
験対策まで、多種多様なコース展開に合わせたカリキュ
ラムを提供しています。人間力・国際力を高めて社会
で通用する「グローバル人材」になりたいと考え
ている留学生の皆さんを私たちは歓迎します！

写真左▶  王  惠民  北海道大学大学院合格 < 中国 >

写真右▶  潘  瑋健  東京大学大学院合格 < 中国 >

阿保  京子  校長

高田馬場校 校長メッセージ

高田馬場校にのみ設置されている特進クラスは、難関大
学・大学院進学を目指す学生を対象に特別に編成された
クラスです。希望者は、定期的に実施される特進クラス
に入るための選抜試験を受け、試験に合格した学生は特
進クラスに所属することができます。通常のカリキュラ
ムよりも進度が速く、JLPT・EJU対策（科目：日本語）や、
大学・大学院受験対策
（小論文、志望理由書、
研究計画書、大学別独
自試験、面接等）を行っ
ており、多くの学生が
難関大学・大学院へ進
学しています。

高田馬場

池袋

品川

秋葉原

東京

新宿

山手線

中央線・総武線
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グローバルビジネス学科
　Lデジタル・ビジネスコース
　Lグローバルビジネスコース
国際コミュニケーション学科
　L英語ホスピタリティコース
　L日中医療通訳コース

TBL東京・池袋

専門学校 
東京ビジネス外語カレッジ

学校名
ISI外語カレッジ

住所
東京都豊島区南池袋1-13-13

アクセス 
JR池袋駅徒歩6分

コース ・プログラム
◊ 長期コース
   •進学日本語
◊ 短期コース
   •短期総合日本語
◊ プライベートレッスン
〔選択授業〕
◦EJU試験対策（EJU日本語）
◦JLPT試験対策
◦会話

時間割
午前クラス： 8:50 -12:00
午後クラス： 13:00 -16:10

入学時期
1月、4月、7月、10月

収容定員
400名

設備
PCルーム、図書室、保健室、
ロビー、学生ラウンジ、自習室、
カウンセリングルーム、
進路指導室、ITクラス、講堂、
自動販売機、
ウォーターサーバー、Wi-Fi、
カフェ
※館内は全て禁煙です

開校
2002年10月

東京東京・池袋校・池袋校東京・池袋校

池袋校の魅力
東京都認可の
各種学校

日本人学生も在籍する
専門学校（グループ校）が併設

SDGs未来都市×
サブカルの聖地

東京都の認可を受けた各種学校で、
進学を目指す学生のための

カリキュラムを用意しています。

グループ校の専門学校が
併設されており、グループ校へ

進学する学生も多くいます。

日本を代表するSDGs都市であり、
サブカルの聖地として賑わう

魅力あふれる環境で学べます。

京都校 在学生メッセージ

日本の専門学校に進学を希望する方、
SDGsやサブカルに興味のある方、

池袋校で学びませんか？

学校は ISIグループ校であるTBL（専門学校 東
京ビジネス外語カレッジ）と同じ建物にあるた
め、学生はTBLに通う日本人学生と交流しな
がら、実践的な日本語を学ぶ機会が持てます。
また各種専門学校の体験授業を行うなど、あら
ゆる分野の専門学校への進学や、グループ内進
学にも力をいれています。学校のある池袋は
SDGs未来都市、サブカルの聖地として賑わっ
ており、学校外の時間も刺激を受ける環境です。

就職内定率

91.5%

草津ナウ
リゾートホテル
Chaulagain 
Sujan
<ネパール>

立正佼成会附属
佼成病院
陳  怡芳

<台湾>

Tran 
Thi Hue

<ベトナム>
株式会社

日本テクノス

劉  璐
<中国>
株式会社
スギ薬局

TBL卒業生
の内定先を
チェック！

※2020年度卒業生就職希望者に対して。

※

先生たちがフレンドリーなところが池袋校の好きなとこ
ろです。進学準備では担任の先生が最後まで面接の練習
に付き合ってくれました。また、些細な質問にも真剣に
答えてくれましたし、苦手な漢字や難しい文法は授業時
間外でも分かるまで教えてくれました。おかげで希望の
進学先であったTBLへ合格することができました！

ISI外語カレッジは世界35以上の国・地域の学生が異なる文
化背景をもって集まり、学校内では活気と笑顔にあふれる
異文化交流が常に行われています。多様性が当校の大きな
魅力です。教職員と学生、学生と学生の距離が近く、いつ
でも気軽に相談したり話し合ったりできる雰囲気があります
ので、どうぞ安心してご入学ください。グローバルな世界
に踏み出せるよう、スタッフ一同全力でサポートします。

Martens Kimberly Melissa  < ベルギー > 岡部  かおり  校長

池袋校 在学生メッセージ 池袋校 校長メッセージ

高田馬場

池 袋

品川

秋葉原

東京

新宿

山手線

中央線・総武線

円 町

嵯峨野線

京都線

京都

大阪

二条
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京都ってこんなところ！

学校名
ISIランゲージスクール京都校

住所
京都府京都市中京区
西ノ京両町6-6

アクセス 
JR嵯峨野山陰線円町駅徒歩7分

コース ・プログラム
◊ 長期コース
   •総合日本語
◊ 短期コース
   •短期総合日本語
◊ サマープログラム
◊ プライベートレッスン
〔選択授業〕
◦大学院進学
◦EJU試験対策（EJU日本語）
◦JLPT試験対策
◦就職
◦会話

時間割
午前クラス： 8:50 -12:00
午後クラス： 13:00 -16:10

入学時期
1月、4月、7月、10月

収容定員
1,100名

設備
PCエリア、文化学習室、図書室、
オープンテラス、自習室、祈祷室、
和室、カウンセリングルーム、
進路指導室、自動販売機（飲料）、
ウォーターサーバー、Wi-Fi、
カフェ
※館内は全て禁煙です

開校
2003年4月
（2017年7月に校名変更）

京都校京都校京都校

京都校の魅力
関西圏への進学に強い 伝統と文化家族のような温かい

環境と手厚いサポートISI独自の進学指導と
学生のニーズに合わせた

選択授業で関西圏での進学を
力強くサポートしています。

日本の季節を感じられる
イベントや、伝統と文化という

京都の土地柄を活かした
日本文化体験を用意しています。

リピーターも多い京都校。何度でも留学
したい思ってもらえる家族のような温かい
雰囲気とサポート環境が整っています。

9,000人以上の留学生が学ぶ、
「学生と歴史のまち」京都で、伝統文化に

触れながら、日本語と日本文化を
学びませんか？

世界を魅了する国際都市・京都の土地柄を活か
し、日本の伝統文化も体感しながら日本語を学
ぶ、京都校でしか学べないプログラムを提供し
ています。文化体験から会話、有名大学への進
学から就職まで、多種多様なニーズに合わせた
カリキュラムは、世界中から訪れる学生の期待
に応える日本語教育となっています。

京都校 在学生メッセージ

私が ISIを選んだのは、日本の大学院に進学する学生へ
のサポートが充実しているからです。京都は学生が多い
街なので、ここで勉強して友達を作り、京都大学で哲学
を学びたいと思っています。多くの視点から考えること
が大切だと思いますし、日本で日本の哲学を学ぶことは、
これまでとは違った世界観を体験することができると思
います。

日本を象徴する観光名所がたくさんある京都で、日本文
化と日本語を同時に勉強しませんか？学校は、京都の中
心でもとても閑静な住宅街にあります。先生はとても相
談しやすく日本語のことだけでなく、いろいろな情報を
くれます。どの先生も一生懸命な学生をバックアップす
るために頑張っています。是非、いろいろなチャレン
ジをしている京都校へ勉強しに来てください！

Hannah Pettorini  < アメリカ > 井尾  美穂  副校長

京都校 副校長メッセージ

京都は日本の古都として最も有名な都市であり、世界で訪れ
たい都市ベスト3にも選ばれています。

1 二条城
2 嵐山・竹林
3 伏見稲荷
4 京都大学
5 鴨川

1 2 3 

4 5 

円 町

嵯峨野線

京都線

京都

大阪

二条
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国際コミュニケーション学科
　L英語キャリアコース
　L日越通訳コース
グローバルビジネス学科
　Lグローバルビジネスコース
　L観光ホスピタリティコース

NBL長野・上田

専門学校 
長野ビジネス外語カレッジ

高い就職率とキャリアサポート
学生の就職が決定するまで、キャリア
アドバイザーがきめ細やかにサポート

しています。また特定技能・就職支援
プログラムを提供しています。

魅力的な
レジャー都市

ISIグループ校である
専門学校（NBL）が併設

城下町にキャンパスをかまえ、
スキーリゾートや大自然への

アクセスも抜群です。

2年間の日本語学習修了後は、2年間の専門学校の
ディプロマコースに入学可能です。トータル4年間、

専門性を高める一貫教育を提供しています。

学校名
長野ビジネス外語カレッジ

住所
長野県上田市中央3-5-18

アクセス 
上田駅徒歩12分

コース ・プログラム
◊ 長期コース
   •総合日本語
◊ 短期コース
   •短期総合日本語
◊ 特定技能・就職支援プログラム
◊ ウィンタープログラム
◊ プライベートレッスン
〔選択授業〕
◦EJU試験対策（EJU日本語）
◦JLPT試験対策
◦会話

時間割
午前クラス： 8:50 -12:00
午後クラス： 13:00 -16:10

入学時期
4月、10月

収容定員
397名 （日本語学科）

設備
PCルーム、図書室、保健室、
ロビー、自習室、
カウンセリングルーム、
進路指導室、自動販売機（飲料）、
Wi-Fi 
※館内は全て禁煙です

開校
1992年10月

長野校の魅力

長野校長野校長野校

地域に密着している
長野校で

目標を実現させよう

長野校は、1998年冬季五輪が開催され、また、
お城が残る歴史ある場所でもある美しい町、上
田市（長野県）にあります。大都市ではありま
せんが、東京からも近く、生活面でも便利な地
方都市で勉強したいのなら、長野校は最高の選
択肢となるでしょう。これまで日本語を学んだ
ことのない方から、将来日本の大学や専門学校
に入学を希望する方、日本で就職をしたい方ま
で、力強くサポートします。

就職内定率

90.9%

紀州鉄道
井沢ホテル
Hannah 
Sarah
<フィリピン>

江戸旭株式会社
Pun Chandra

<ネパール>

潘  穎
<中国>

株式会社
ウィルオブ・ワーク

Stella 
Yumi
<ブラジル>
フレックスジャパン
株式会社

NBL卒業生
の内定先を
チェック！

※2020年度卒業生就職希望者に対して。

※

ISIが提供しているさまざまな進路予想図と柔軟なスケ
ジュールに惹かれ、長野校で勉強をすることにしました。
モチベーションを上げるためのテストはたびたびあった
ものの、時間に余裕があったので、アルバイトをしよう
と思っている人には良いバランスです。また、寮では同
じような気持ちを持った素敵な人たちと知り合い、実家
にいるような感覚になりました。

信州の山々に囲まれた緑豊かな城下町上田市にある長野
校には、広く世界の25の国と地域から若者が集まって
います。学生寮も完備しており、在学中のアルバイトか
ら就職まで、学校が丁寧にサポートしています。国際色
豊かなキャンパスで、仲間とのコミュニケーション
を通して、グローバルな視点を身に着けることが
できるのが最大の魅力となっています。

Max Klapa  < ポーランド／イギリス > 浅野  貴稔  校長

長野校 在学生メッセージ 長野校 校長メッセージ

上 田
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高田馬場
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東京
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北陸新幹線

中央線・総武線
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ISI運営の学生寮のご案内
※学生寮以外にもご希望に応じてホームステイ、ゲストハウス等の手配も可能です。

学生寮（高田馬場校・池袋校・原宿校） 長野校学生寮 京都校学生寮

学生寮 石神井公園インターナショナルハウス 戸田インターナショナルハウス 紺屋町インターナショナルハウス 円町インターナショナルハウス

アクセス 西武池袋線石神井公園駅徒歩10分 JR埼京線戸田駅徒歩5分 上田駅徒歩17分 JR山陰本線円町駅徒歩7分 

通学時間 30～ 40分 30～ 50分 学校より徒歩5分 徒歩13分

部屋タイプ 47室（1人部屋・2人部屋） 64室（1人部屋・2人部屋） 79室（1人部屋・2人部屋・3人部屋） 52室（1人部屋・2人部屋）

居室設備 ベッド、エアコン、クローゼット、机、
椅子、冷蔵庫、Wi-Fi

ベッド、エアコン、クローゼット、机、
椅子、本棚、冷蔵庫、インターネット

ベッド、エアコン、クローゼット、机、
椅子、本棚、冷蔵庫、Wi-Fi

ベッド、エアコン、クローゼット、机、
椅子、本棚、冷蔵庫、Wi-Fi

施設設備 ラウンジ、キッチン（IH）、シャワー、
トイレ、洗濯機、Wi-Fi

ラウンジ、キッチン（IH）、シャワー、
トイレ、洗濯機、Wi-Fi、自習室

リビングルーム、ダイニングルーム、
キッチン（IH）、自習室、シャワー、
トイレ、洗濯機

リビング、ダイニング、キッチン（IH）、
Wi-Fi、湯沸かし器付き簡易キッチン、
自習室、シャワー、トイレ、洗濯機

学生寮（高田馬場校・池袋校・原宿校）

石神井公園
インターナショナル

ハウス

管理人常駐

京都校学生寮

円 町
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長野校学生寮
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※減免後の価格です。※一部の国籍・エリアにおいては、ビザ申請前に1年分の授業料を一括で支払う必要があります。
※留学生ビザなしで3カ月以上の申請をすることも可能です。詳細についてはお問い合わせください。
※短期日本語キャリアは学期毎の受け入れとなり、お申込みは1学期（10週）単位となります。

キャンパス
長期コース 短期コース

6カ月 1年間 4週間 8週間 10週間（3カ月）
原宿校 長期／短期 キャリア日本語 447,000 872,000 ― ― 193,750
東京（高田馬場校／池袋校） 463,000 849,000 97,150 171,050 190,625
長野校 420,000 763,000 79,250 135,250 163,250
京都校 長期／短期コース 450,000 823,000 84,350 145,450 176,000

学 費   2週間から最大2年間の受講が可能です。Webサイトで詳細をご確認ください。  単位：円

種別 4週間
（短期滞在）

8週間
（短期滞在）

12週間
（長期滞在）

東京

滞在費

学生寮
1人部屋A （石神井公園／戸田） 136,400 242,800 323,000
1人部屋B ― ― 296,000
2人部屋 （石神井公園／戸田） 101,200 182,400 239,000

ゲストハウス
1人部屋 136,400 242,800 ―
2人部屋 101,200 182,400 ―

ウィークリー
マンション

1人部屋 205,600 389,200 ―
2人部屋 143,500 265,000 ―

ホームステイ ― 170,500 319,000 ―

空港送迎費（片道）
〔成田／羽田空港〕

送迎車 学生寮利用者 6,000～※到着日と空港によります
公共交通機関 ホームステイ利用者 18,000

タクシー ゲストハウス・ウィークリーマン
ション利用者 31,000

京都
滞在費

学生寮

1人部屋A（円町） 125,200 220,400 296,000
1人部屋B（円町） 119,600 209,200 260,000
2人部屋A（円町） 98,400 176,800 230,000
2人部屋B（嵯峨嵐山） 92,800 165,600 218,000

ホームステイ ― 170,500 319,000 ―

空港送迎費（片道）
〔関西国際空港〕

タクシーまたは
公共交通機関

学校／提携学生寮（入寮指定日） 6,000
入寮日以外の到着の場合（乗合タクシー） 15,000
ホームステイ 18,000

種別 4週間
（短期滞在）

8週間
（短期滞在）

24週間
（長期滞在）

長野
滞在費

学生寮

1人部屋 101,200 182,400 420,000
2人部屋A（本館）  76,000 132,000 288,000
2人部屋B（別館・男子寮） ― ― 264,000
3人部屋 ― ― 222,000
4人部屋 ― ― 222,000

ホームステイ ― 170,500 319,000 ―
空港送迎費（片道）
〔成田／羽田空港〕

乗り合い
タクシー ― 18,000

単位：円単位：円

種別 東京 京都 長野
家賃（水道光熱費、インターネット費用含む）  36,000 ～ 80,000  30,000 ～ 60,000  25,000 ～ 50,000 
食費  25,000 ～ 50,000  22,000 ～ 40,000  20,000 ～ 40,000 
携帯電話代  4,000 ～ 10,000  4,000 ～ 10,000  4,000 ～ 10,000 
その他費用  5,000 ～ 30,000  5,000 ～ 30,000  5,000 ～ 30,000 
1カ月あたりの生活費合計  70,000 ～ 170,000  61,000 ～ 140,000  54,000 ～ 130,000 

月額生活費   （参考例） 単位：円

※この宿泊料金は参考価格です。休暇スケジュール、チェックイン・チェックアウト日に応じて追加料金が必要になる場合があります。
※空港送迎サービスは上記滞在先以外の場所ではご利用できません。※光熱費（電気、水道、ガス）、インターネットの費用は料金に含まれております。
※入学月により一括納入で6カ月のお申込みも可能です。その場合は入寮費／施設費（30,000円）が免除となります。  ※この料金は2023年3月31日まで有効です。

※1レッスン=45分　※価格には教材費は含みません。
教材費は実費負担です。　※曜日・時間・場所に関して
のご希望がありましたら、各学校までご相談ください。

 レッスン回数 1名 2～ 5名 6～ 10名 11名～ 15名
1～ 20 6,800 6,400 4,200 3,100

21～ 50 6,400 5,700 3,500 2,400
51～ 5,700 5,300 3,100 2,000

プライベートレッスン
 単位：円

価格表

ISI日本語学校
www.isi-education.com   E-Mail: info@isi-global.com
Facebook: ISIJapan   Instagram: isijapan 
Tel: 03-5960-1335   Fax: 03-5960-1336

詳しい情報はこちら

滞在・送迎費（オプション）  宿泊施設の詳細についてはWebサイトをご確認ください。  単位：円
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