留学関係お問い合わせ先
Contact for studying abroad related matters
Thông tin liên hệ
日本語対応 / In Japanese / Tiếng Nhật
Phone

+81-3-3237-7120

E-mail

info.ojls@mail.o-hara.ac.jp

-DSDQHVH/DQJXDJH&RXUVH

英語対応 / In English / Tiếng Anh
Phone

+81-3-3237-7120

E-mail

info.ojls@mail.o-hara.ac.jp

ベトナム語対応 / In Vietnamese / Tiếng Việt
Phone

+81-3-3237-7120

E-mail

info.ojls@mail.o-hara.ac.jp

船堀街道

東京校
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都営新宿線
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江戸川船堀郵便局●
新川
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学校法人 大原学園

大原日本語学院
Japanese Language Course
Khóa Học Tiếng Nhật

〒134-0091 東京都江戸川区船堀 1-4-14
No.4-14, 1-Chome, Funabori, Edogawa-district, Tokyo JAPAN Zip:134-0091

3KRQH

大原日本語学院

+81-3-3237-7120

KWWSVZZZRKDUDDFMSDEURDGMDSDQHVHWRN\R

東京

TOKYO

.KyD+ϦF7LϘQJ1KφW
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教育方針
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本学園は、実践的な日本語力の修得はもちろん、
日本の文化やマナーまで修得することを教育指針としています。
正規の授業に加え、日本人学生との交流ならびに日本の文化を学ぶ時間を
大切にすることで、将来、母国や日本で活躍出来る人材を育成します。

学校のある街の紹介
Introduction of
the Area Around the School
Giới thiệu về thành phố
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Educational Policy

コース紹介
Course Introduction
Giới thiệu về khóa học

In addition to acquiring the practical Japanese language skill, learning of the Japanese
cultures and manners are also part of the educational policy of OHARA Japanese
Language School.By valuing the time to interact with the Japanese students and to
learn the Japanese culture in addition to the normal class time, people that will be
able flourish in their country or in Japan in the future are nurtured.

皇居 / Imperial Palace
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合格実績
Acceptance Record
Thành tích học lên cao

3KѭѫQJFKkPJLiRGөF
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3KѭѫQJFKkPJLiRGөFFӫDWәFKӭFJLiRGөF2+$5$*$.8(1FK~QJW{LOj
NK{QJFKӍGӯQJOҥLӣYLӋFÿjRWҥRQăQJOӵFWLӃQJ1KұWWKӵFWLӉQPjJL~SKӑF
YLrQWLӃSWKXFiFNLӃQWKӭFYӅYăQKRiYjFiFKӭQJ[ӱFӫDQJѭӡL1KұW
1JRjLQKӳQJEXәLKӑFFKtQKTXLQKjWUѭӡQJFzQFK~WUӑQJWәFKӭF
QKӳQJJLӡKӑFJLDROѭXYӟLVLQKYLrQQJѭӡL1KұWFǊQJQKѭQKӳQJ
JLӡKӑFYӅYăQKRi1KұW%ҧQÿӇWӯÿyQX{LGѭӥQJQKӳQJOӟS
QKkQWjLFyWKӇÿyQJYDLWUzWtFKFӵFӣTXrKѭѫQJPuQK
FǊQJQKѭ1KұW%ҧQWURQJWѭѫQJODL

就職実績
Employment Record
Thành tích xin việc
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施設・設備
Facility・Service
Cơ sở vật chất・Trang thiết bị

秋葉原 / Akihabara

レインボーブリッジ / Rainbow Bridge
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在校生 / 卒業生
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キャンパスライフ

Current Students/
Graduated Students
Học sinh đang học tại trường/
Học sinh đã tốt nghiệp

Campus Life
Cuộc sống sinh viên

13

留学生マンション・学生寮

14

アルバイト

Foreign Student Apartment・
Student Dormitory
Căn hộ dành cho du học sinh・
Ký túc xá sinh viên

Part-time Job
Việc làm thêm
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千鳥ヶ淵 / Chidorigafuchi

02

東京タワー / Tokyo Tower

浅草 / Asakusa

大原ネットワーク
Ohara Network
Mạng lưới Ohara
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Introduction of
the Area Around the School

学校のある街の紹介

*LӟLWKLӋXYӅWKjQKSKӕ
関東広域 MAP / Kanto Wide Area Map

日本の首都である東京は、政治と文化の中心地であり、最先端の科学
技術と伝統的な文化が両立する魅力的な都市です。

草津温泉
Kusatsu Onsen

日光
NIKKO

Tokyo, which is the capital city of Japan, is a center of politics and
cultures, and it is an attractive metropolis where cutting-edge scientific
technology and traditional culture co-exist.

TOCHIGI

7RN\ROjWUXQJWkPYăQKyDFKtQKWUӏFӫD1KұW1pWTX\ӃQUǊFӫDWKjQK
SKӕÿѭӧFWKӇKLӋQTXDVӵJLDRWKRDKjLKzDJLӳDQӅQYăQKyDWUX\ӅQ
WKӕQJYjVӵSKiWWULӇQNKRDKӑFNӻWKXұWKLӋQÿҥLYѭӧWEұF

GUNMA
© Xiquinho Silva

kko Tosho-gu
日光東照宮 / Nikko

NAGANO

学校周辺 MAP / School Area Map

明治神宮 / Meiji Shrine

成田空港
Narita Airport

（
浅草

大
大大原 学 園

池袋

上野

新宿

UENO

SHINJUKU

原宿

水道橋
SUIDOBASHI

SAITAMA
船堀 / FUNABORI
東京駅まで25分、新宿駅まで29分
と交通の便がよく、公園や道路
が整備された下町情緒あふれる
エリアです。

船堀
FUNABORI

秋葉原
AKIHABARA

渋谷

）

School
7UѭӡQJKӑF

両国
RYOGOKU
HARAJUKU

IBARAKI

学校

ASAKUSA
IKEBUKURO

電車で約1時間半
About 1 hour
and a half by train

This is an area full of traditional
downtown atmosphere with
prepared environment with
parks and road, with
convenient access, taking
only 25 minutes to the Tokyo
Station and 29 minutes to
Shinjuku Station.

富士山 / Mt. Fuji

TOK
OKYO

東京

ROPPONGI

TOKYO

羽田空港
Haneda Airport
横浜
YOKOHAMA

KANAGAWA

CHIBA

鎌倉
KAMAKURA

銀座

品川

成田国際空港
Narita Airport

YAMANASHI

SHIBUYA

六本木

船堀
FUNABORI

箱根
HAKONE

舞浜
MAIHAMA

GINZA

SHINAGAWA

SHIZUOKA
東京ディズニーリゾート
Tokyo Disney Resor t ®

お台場
ODAIBA

横浜
YOKOHAMA
鎌倉
KAMAKURA

羽田空港
Haneda Airport

（

電車で約1時間
About 1 hour
by train

）
鎌倉大仏 / Great Buddha of Kamakura
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東京駅 / Tokyo Station
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Course Introduction
*LӟLWKLӋXYӅNKyDKӑF

コース紹介
日本語クラス

-DSDQHVH/DQJXDJH&ODVV/ớp học tiếQJ1Kật

クラス

学習レベル

学習目標

&ODVV
Lớp học

/HDUQLQJ/HYHO
Trình 㶟ộ khóa học

/HDUQLQJ*RDO
MụFWLrXNKyDKọc

初級クラス
(OHPHQWDU\&ODVV
Lớp sơ cấp

中級クラス（前期）
,QWHUPHGLDWH&ODVV(First Term)
Lớp trung cấp (học kì 㶟ầu)

中級クラス（後期）
,QWHUPHGLDWH&ODVV (Last Term)
Lớp trung cấp (học kì sau)

上級クラス

自分の周りの身近な話題について簡単な日本語で理解し、相手に聞いたり、話したりすることができるようになります。
<RXZLOOEHDEOHWRXQGHUVWDQGWKHIDPLOLDUWRSLFVDURXQG\RXDQGDVNRUWDONDERXWWKHP

1〜1

+ӑFYLrQVӁFyWKӇQJKHKӝLWKRҥLYӟLQJѭӡLNKiFYjKLӇXYӅFiFFKӫÿӅTXHQWKXӝF[XQJTXDQKEҧQWKkQTXDWLӃQJ1KұWÿѫQJLҧQ

+ӑFYLrQFyWKӇEj\WӓTXDQÿLӇPFӫDEҧQWKkQYӅFiFFKӫÿӅOLrQTXDQÿӃQFXӝFVӕQJVLQKKRҥWKjQJQJj\WK{QJTXDYLӋFNӃWKӧSFiFFkXQJҳQÿӇQrXOêGRYjÿѭDUDOӡLJLҧLWKtFKU}UjQJ
幅広い場面で使う日本語がある程度理解でき、広い視点から根拠を示しつつ、論理的に意見が言えるようになります。
<RXZLOOEHDEOHWRXQGHUVWDQGWKH-DSDQHVHODQJXDJHXVHGLQYDULRXVVFHQHVWRVRPHH[WHQWDQGJLYHDORJLFDORSLQLRQLQGLFDWLQJWKHUHDVRQLQJIURPDQH[SDQGHGSHUVSHFWLYH

1〜1

+ӑFYLrQFyWKӇQrXUDVX\QJKƭFӫDEҧQWKkQPӝWFiFKORJLFEҵQJYLӋFQrXGүQFKӭQJGѭӟLFiFJyFQKuQÿDGҥQJOêJLҧLWLӃQJ1KұWÿѭӧFVӱGөQJWURQJFiFWuQKKXӕQJNKiFQKDXӣPӭFÿӝQKҩWÿӏQK
さまざまな話題について意見交換したり、幅広い場面での日本語を理解し、表現することができるようになります。
<RXZLOOEHDEOHWRH[FKDQJHRSLQLRQVUHJDUGLQJYDULRXVWRSLFVXQGHUVWDQGDQGH[SUHVVEURDGVLWXDWLRQVLQ-DSDQHVHODQJXDJH

1

応用クラス

1以上

ビジネスなどのあらゆる場面において、その状況や相手に相応しい表現を用いてコミュニケーションをとることができるようになります。

$SSOLFDWLRQ&ODVV
Lớp ứng dụng

1RUKLJKHU
Từ1WUởOrQ

<RXZLOOEHDEOHWRFRPPXQLFDWHXVLQJDQH[SUHVVLRQDSSURSULDWHWRWKHVLWXDWLRQDQGWKHRSSRQHQWLQWKHYDULRXVVFHQHVVXFKDVLQEXVLQHVVVFHQH

Contents and
*RDORIWKH6WXG\
1ội dung và mục
WLrXNKyDKọc

+ӑFYLrQVӁFyWKӇOêJLҧLWLӃQJ1KұWÿѭӧFGQJWURQJFiFWuQKKXӕQJNKiFQKDXYjKӝLWKRҥLEҵQJWLӃQJ1KұWÿӇWUDRÿәLêNLӃQYӅFiFFKӫÿӅNKiFQKDX

+ӑFYLrQFyWKӇJLDRWLӃSEҵQJFiFKVӱGөQJQKӳQJELӇXQJӳSKKӧSYӟLÿӕLWѭӧQJJLDRWLӃSYjKRjQFҧQKJLDRWLӃSWURQJPӑLWuQKKXӕQJFKҷQJKҥQQKѭNLQKGRDQK

.uWKLQăQJOӵF1KұWQJӳ

EJU

Examination for
Japanese University
Admission for
,QWHUQDWLRQDO6WXGHQWV
.uWKLGXKӑF1KұW%ҧQ

日本語能力試験には、5 段階 (N1、N2、N3、N4、N5) のレベルが
あります。希望の進路（大学院、大学、専門学校、就職など）に
必要な日本語を学習して N2 や N1 の合格を目指します。

大学院、大学などで必要となる日本語力および基礎学力を身に
つけるための授業を行います。この試験の成績は大学受験の
際に必須となります。

There are ﬁve levels (N1, N2, N3, N4, and N5) in the Japanese
Language Proﬁciency Test. Aim to pass the N2 or N1 by studying the
Japanese language required to advance into the desired courses
(graduate school, university, vocational school, employment, etc.).

Performs the course to acquire the Japanese language and basic
academic abilities required at the graduate schools and
universities. Score of this test is required when applying for
admission at the universities.

Kì thi n㶙ng lӵc tiӃng Nhұt gӗm 5 cҩp 㶟ӝ N1, N2, N3, N4, N5. Hӑc
viên cҫn trang bӏ trình 㶟ӝ tiӃng Nhұt cҫn thiӃt 㶟Ӈ 㶟ұu N2, N1 và
sau 㶟ó hӑc lên các trѭӡng cao hӑc, 㶟ҥi hӑc, chuyên môn hoһc xin
viӋc theo nhѭ nguyӋn vӑng cӫa bҧn thân.

Tә chӭc các giӡ hӑc giúp hӑc viên trang bӏ khҧ n㶙ng tiӃng Nhұt
cҫn thiӃt cũng nhѭ nhӳng kiӃn thӭc cѫ bҧn 㶟Ӈ thi vào các
trѭӡng 㶟ҥi hӑc, cao hӑc v.v. KӃt quҧ kǤ thi này là bҳt buӝc cho kǤ
thi tuyӇn sinh vào các trѭӡng 㶟ҥi hӑc tҥi Nhұt Bҧn.

筆記試験対策

面接試験対策

Written Test
Preparation
/X\ӋQWKLYLӃW

Interview
Preparation
/X\ӋQWKL
SKӓQJYҩQ

日本語のレベルアップだけでなく、さまざまな学校の入学試験、
入社試験に必要な筆記試験、論文試験、研究計画書の作成の対策
および指導を行います。

日本で希望する進学先（大学院、大学、専門学校）、就職先に合
格するためには必ず面接試験があります。本学園では経験豊富な
講師がマンツーマンで面接指導を行います。

Not just enhancing the Japanese language, this will provide
measures and instructions for written tests, dissertation tests, and
creation of research plans that are required in admission tests for
various schools and corporations.

There is always an interview to advance into a school (graduate
school, university, or vocational school) or corporation in Japan.
OHARA Japanese Language School provides one-on-one
interview instructions by an experienced instructor.

Ngoài viӋc nâng cao trình 㶟ӝ tiӃng Nhұt, nhà trѭӡng còn hѭӟng
dүn cho hӑc viên vӅ kǤ thi tuyӇn sinh vào các trѭӡng, bài kiӇm tra
viӃt cҫn thiӃt cho kǤ thi tuyӇn sinh, kǤ thi tuyӇn nhân viên, thi
luұn v㶙n, chuҭn bӏ kӃ hoҥch nghiên cӭu.

Ӣ Nhұt luôn có kì thi phӓng vҩn khi thi vào các trѭӡng cao hӑc,
㶟ҥi hӑc, chuyên môn cũng nhѭ khi 㶟i xin viӋc. Hӑc viӋn Ohara vӟi
㶟ӝi ngũ giáo viên 㶟ҫy kinh nghiӋm sẽ hѭӟng dүn, luyӋn phӓng
vҩn cө thӇ, trӵc tiӃp 㶟Ӄn tӯng hӑc viên.

/ 6XSSRUW7DUJHWHGWR,QWHQGHG$GYDQFHPHQW+ỗ trợWKHROộ trình nguyện vọng

大学院進学

大学進学

専門学校進学

就職

$GYDQFHPHQWWR*UDGXDWH6FKRRO
+ọFOrQFDRKọc

Advancement to University
+ọFOrQ㶟ại học

$GYDQFHPHQWWR9RFDWLRQDO6FKRRO
+ọFOrQWUườQJFKX\rQP{Q

(PSOR\PHQW
Xin việc

専門的な研究に必要となる高度な
日本語を習得し、大学院に合格す
るための研究計画書の作成、指導
を行います。

国立大学および有名私立大学の合
格を目指すために E J U（日本留学
試験）での高得点獲得を狙います。

日本語能力試験の対策を行い、一人
ひとりに合ったキャリアデザインを
考えて専門学校合格を目指します。

ビジネスシーンで必要となる日本
語やマナーを身につけて、日本の
会社への就職を目指します。

Aim to achieve a high score in the
EJU (Examination for Japanese
University Admission for
International Students), required to
advance into the national universities
and prominent private universities.

Plan for the Japanese Language
Proﬁciency Test, and aim to
advance into the vocational
schools considering the career
design matching that person.

Aim to acquire the Japanese
language and manners required in
the business scenes necessary to
be employed by the Japanese
corporations.

Tә chӭc các giӡ hӑc luyӋn thi kì thi
n㶙ng lӵc tiӃng Nhұt JLPT , 㶟ӏnh
hѭӟng nghӅ nghiӋp phù hӧp cho
tӯng hӑc viên và giúp hӑc viên
㶟ұu vào các trѭӡng chuyên môn
theo nhѭ nguyӋn vӑng.

Trang bӏ các kӻ n㶙ng ӭng xӱ cũng
nhѭ trình 㶟ӝ tiӃng Nhұt cҫn thiӃt
trong môi trѭӡng kinh doanh
nhҵm giúp hӑc viên xin viӋc tҥi
Nhұt.

A research plan is created to learn
advanced Japanese language
required for professional research,
and also required for advancement to
the graduate school, and instruction
will be provided based on the plan.
Hѭӟng dүn hӑc viên lұp 㶟Ӆ cѭѫng
nghiên cӭu nhҳm 㶟Ӄn mөc tiêu 㶟ӛ
vào hӋ cao hӑc và giúp hӑc viên nҳm
bҳt vӕn tiӃng Nhұt cao cҩp cҫn thiӃt
cho viӋc nghiên cӭu chuyên sâu.

Nhҳm 㶟Ӄn mөc tiêu giúp hӑc viên
㶟ҥt 㶟ѭӧc 㶟iӇm cao trong kì thi EJU
(kì thi du hӑc Nhұt Bҧn) 㶟Ӈ 㶟ұu
vào các trѭӡng 㶟ҥi hӑc quӕc lұp,
trѭӡng tѭ lұp nәi tiӃng ӣ Nhұt.

日本語レベル
-DSDQHVH/DQJXDJH/HYHO
Trình 㶟ộ tiếQJ1Kật

N2 以上
1RUKLJKHU
Từ1WUởOrQ

N3 以上
1RUKLJKHU
Từ1WUởOrQ

授業時間
&RXUVH+RXUV
Thời gian học

13：00 〜 16：10

またはRU+RặFOj

または RU+RặFOj

13：00 〜 16：10

13：00 〜 16：10

その他

Japanese Language
Proficiency Test

日本留学試験

<RXZLOOEHDEOHWRFRQQHFWWKHGDLO\WRSLFVZLWKVKRUWVHQWHQFHVJLYHFOHDUH[SODQDWLRQDQGHDVLO\UHSUHVHQW\RXUWKRXJKWZLWKUHDVRQV

1〜1

$GYDQFH&ODVV
Lớp thượng cấp

学習内容・目標

JLPT

日常の話題を短い文でつなぎ、的確な説明ができ、自分の考えを簡単に理由づけて表現できるようになります。

希望進路別サポート

N3 以上
1RUKLJKHU
Từ1WUởOrQ

N1 〜 N4
9：00 〜 12：10

9：00 〜 12：10

9：00 〜 12：10

/ Others / Các khóa học khác

学習内容・特長
Contents and
)HDWXUHVRIWKH6WXG\
1ội dung và ưu 㶟iểm
của khóa học
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日本語能力試験

準備教育課程

短期コース

特別短期プログラム

Preparatory Education Course
Khóa học dự bị 㶟ại học

6KRUWWHUP&RXUVH
Khóa học ngắn hạn

6SHFLDO6KRUWWHUP3URJUDP
Chương trình học ngắn hạn 㶟ặc biệt

母国の中等教育が12 年未満の方を対象として
います。この過程を修了すると日本の高等教
育機関に進学することができます。

日本語のスキルアップを目指します。目的と
レベルに合わせて学習期間やクラスを選ぶこ
とができます。

日本での語学体験、文化体験などを通じて日
本理解を深めます。要望に応じてさまざまな
プログラムを組むことが可能です。

Targets the people with less than 12 years of
secondary education in the home country. You will
be able to advance into the higher education
institutions in Japan once you complete this course.

Aim to enhance the Japanese language skills.
The learning period and class can be selected
in accordance with the goal and the level.

Deepens the understanding of Japan through
language study and cultural experiences in
Japan. It is possible to assemble programs in
accordance to your request.

Dành cho nhӳng bҥn chѭa hoàn tҩt chѭѫng trình
giáo dөc phә thông tӯ 12 n㶙m trӣ lên tҥi nѭӟc sӣ
tҥi. Sau khi kӃt thúc khóa hӑc này, hӑc viên sẽ 㶟ӫ
㶟iӅu kiӋn 㶟Ӈ nhұp hӑc vào các cѫ sӣ giáo dөc bұc
㶟ҥi hӑc, cao 㶟ҷng, chuyên môn cӫa Nhұt.

Mөc tiêu cӫa khoá hӑc là cҧi thiӋn kӻ n㶙ng
tiӃng Nhұt. Hӑc viên có thӇ chӑn lӵa thӡi
gian hӑc và lӟp hӑc theo mөc 㶟ích và trình 㶟ӝ
cӫa mình.

HiӇu sâu hѫn vӅ Nhұt Bҧn thông qua các trҧi
nghiӋm vӅ ngôn ngӳ và v㶙n hóa cӫa Nhұt
Bҧn. Các chѭѫng trình có thӇ 㶟ѭӧc thiӃt kӃ
㶟a dҥng theo nhu cҫu cӫa ngѭӡi hӑc.
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合格実績

Acceptance Record
7KjQKWtFKKӑFOrQFDR

就職実績

大学院、大学、専門学校へ多くの合格実績を誇ります。一人ひとりの
進路に合わせ、ワンランク上の合格に導く進路サポートを行います。

留学生の強みである語学力とグローバルな視点を生かして希望する
会社に入社できるよう、経験豊富な講師が面接指導やビジネスマナー
などの習得をサポートします。

We are proud of many acceptance to graduate schools, universities,
and vocational schools. Provides advancement support to each person
for advancement to a higher level schools.

Experienced instructors provide interview instructions and supports the
acquirements of the business manners so you can be employed by the
FRPSDQLHV\RXGHVLUHE\XWLOL]LQJWKHODQJXDJHVNLOOVDQGJOREDO
viewpoints, which are the strength of the students studying abroad.

Ĉk\OjQLӅPWӵKjRFӫDWUѭӡQJNKLUҩWQKLӅXKӑFYLrQÿӛYjRFDRKӑF
FiFWUѭӡQJÿҥLKӑFFǊQJQKѭFiFWUѭӡQJFKX\rQP{Q1KjWUѭӡQJKӛ
WUӧWӕLÿDKӑFYLrQGӵDWUrQOӝWUuQKKӑFFӫDWӯQJKӑFYLrQ

国公立大学院（研究生含む）

私立大学院（研究生含む）

東京大学大学院
大阪大学大学院
一橋大学大学院
埼玉大学大学院
首都大学東京大学院
横浜国立大学大学院
神戸大学大学院
千葉大学大学院
筑波大学大学院

慶応義塾大学大学院
早稲田大学大学院
上智大学大学院
大原大学院大学
学習院大学大学院
青山学院大学大学院
多摩美術大学大学院
大阪芸術大学大学院
中央大学大学院
法政大学大学院
明治大学大学院

電気通信大学大学院
東京外国語大学大学院
東京藝術大学大学院
東北大学大学院
名古屋大学大学院
和歌山大学大学院
愛知県立芸術大学大学院
岐阜大学大学院
佐賀大学大学院

国公立大学

私立大学

東京大学
京都大学
一橋大学
九州大学
筑波大学
東北大学
名古屋大学
富山大学
香川大学
三重大学
山形大学
静岡大学
豊橋技術科学大学
名古屋工業大学
下関市立大学
九州工業大学
大阪教育大学
福井県立大学
福島大学
北見工業大学
山口東京理科大学

慶應義塾大学
上智大学
国際基督教大学（ICU）
早稲田大学
東京理科大学
中央大学
学習院大学
関西学院大学
関西大学
青山学院大学
多摩美術大学
同志社大学
法政大学
明治大学
立教大学
立命館大学
立命館アジア太平洋大学
大阪産業大学
神戸山手大学
亜細亜大学

近畿大学
駒澤大学
国士舘大学
芝浦工業大学
神奈川大学
専修大学
大東文化大学
拓殖大学
帝京大学
東海大学
東京電機大学
東京農業大学
東洋大学
日本大学
武蔵野大学
明治学院大学
神戸福祉大学
関東学院大学
京都精華大学
駒沢女子大学

Employment Record
7KjQKWtFK[LQYLӋF

9ӟLFiFJLiRYLrQJLjXNLQKQJKLӋPKӑFYLrQVӁÿѭӧFKӛWUӧOX\ӋQWұS
SKӓQJYҩQYjWiFSKRQJWURQJNLQKGRDQKF{QJYLӋFÿӇWuPNLӃPF{QJ
YLӋFWҥLQKӳQJF{QJW\PjGXKӑFVLQKFyWKӇSKiWKX\QăQJOӵFYӅ
QJRҥLQJӳFǊQJQKѭTXDQÿLӇPTXӕFWӃFӫDEҧQWKkQ

就職先企業
立教大学大学院
立命館大学大学院
駒澤大学大学院
東洋大学大学院
明治学院大学大学院
尚美学園大学大学院
昭和女子大学大学院
東京造形大学大学院
文化学園大学大学院
目白大学大学院
東京海洋大学大学院

京都造形芸術大学大学院
芝浦工業大学大学院
日本大学大学院
武蔵野大学大学院
杏林大学大学院
城西大学大学院
拓殖大学大学院
東京国際大学大学院
明海大学大学院
麗澤大学大学院

桜美林大学
山梨学院大学
駿河台大学
城西大学
杉野服飾大学
聖学院大学
仙台白百合女子大学
大阪観光大学
東京経済大学
東京工科大学
東京国際大学
東京情報大学
東京成徳大学
文化学園大学
文京学院大学
明海大学
流通経済大学
麗澤大学
和光大学
和洋女子大学

デジタルハリウッド大学
日本経済大学
羽衣国際大学
ものつくり大学
愛国学園大学
嘉悦大学
開智国際大学
岐阜経済大学
共栄大学
九州共立大学
九州国際大学
九州産業大学
至誠館大学
神戸医療福祉大学
西日本工業大学
東亜大学
日本ウエルネス・スポーツ大学
日本映画大学
日本経済大学
梅光学院大学

東京商科・法科学院専門学校
東京製菓専門学校
東京ホテル・トラベル学院専門学校
トヨタ東京自動車大学校
日本菓子専門学校
専門学校日本工学院テクノロジーカレッジ
日本写真芸術専門学校

日本デザイナー学院
日本電子専門学校
日本ホテルスクール
ハリウッド美容専門学校
文化服装学院
ホスピタリティツーリズム専門学校
他多数

株式会社アーネストワン

株式会社 KONI 商事

日本ピュアフード株式会社

株式会社 AOKI ホールディングス

学校法人コリア国際学園

株式会社ノーア観光

アクサス株式会社

サンエス株式会社

株式会社ピースタイヤ

ASAWIN INTERNATIONAL 合同会社

株式会社シー・スペース

FANSS MORE JAPAN 株式会社

株式会社アルプス技研

株式会社ジャッツ関西

株式会社 For You

株式会社インジェスター

SEIHA English Academy

株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社エイコウ

ゼンスタッフサービス株式会社

マーキュリー株式会社

MSTM 協同組合

株式会社センチュリオンインターナショナル

三友テクノロジー株式会社

株式会社 ORJ

ソナム

株式会社メディカルホールデイングス

株式会社韓流村

地球人 .Jp 株式会社

株式会社ラックワーク

株式会社キャステック

T-MBH

株式会社リーテック

国立倉庫株式会社

東京エレクトロン株式会社

株式会社 RIZ クリエイト

株式会社 Gratitude Factory

株式会社トッペミート

ルスツリゾート株式会社

株式会社 KDT

ニセコヴィレッジ株式会社

ワークナイン株式会社
他多数

専門学校
エール学園
専門学校大原自動車工科大学校
大原情報ビジネス専門学校
大原簿記学校
大原簿記公務員専門学校小倉校
大原簿記情報専門学校福岡校
神田外語学院

JTB トラベル＆ホテルカレッジ
中央工学校
辻製菓専門学校
辻調理師専門学校
東京アニメーター学院専門学校
東京外語専門学校
東京観光専門学校

※2014年度〜2018 年度 全国大原学園グループ
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大原日本語学院・日本語学科

実績
09

施設 設備

Facility・Service
&ѫVӣYұWFKҩW・7UDQJWKLӃWEӏ

在校生

Current Students
+ӑFVLQKÿDQJKӑFWҥLWUѭӡQJ

大学進学クラス
タウィーポーカー

普通教室 / Standard Classroom

専門学校進学クラス
パットパス

エレズベイタ

[ タイ / 7KDLODQG / 7KiL/DQ]

[ インドネシア / Indonesia / Indonesia]

アニメをきっかけに日本語の勉強をは

日本の文化に触れ、日本語を学び深め

じめました。入学当初は不安もありま

たいと思い入学を決めました。インド

したが、先生方の優しく丁寧なご指導

ネシアと日本に会社をつくるという夢

で、言葉の壁を越えて成長しています。

へ向け、毎日を大切に頑張っています。

I have started to study Japanese
language from my interest in Anime. I
was anxious at the beginning, but I am
growing regardless of the language
difficulties with kind and complaisant
instructions of the instructors.

I have decided to attend Ohara so I
can experience the Japanese culture,
and to learn and understand the
Japanese language. I am working
hard cherishing each day to realize my
dream of establishing my companies
in Indonesia and Japan.

卒業生

9uPXӕQÿѭӧFWLӃS[~FYӟLQӅQYăQ
KRi1KұW%ҧQFǊQJQKѭWăQJFѭӡQJ
YӕQWLӃQJ1KұWPuQKÿmTX\ӃWÿӏQK
QKұSKӑFYjRWUѭӡQJ9ӟLѭӟFPѫ
WKjQKOұSF{QJW\WҥL,QGRQHVLDYj
1KұW%ҧQKLӋQWҥLPuQKÿDQJFӕJҳQJ
KӑFWұSPӛLQJj\ÿӇWKӵFKLӋQÿѭӧF
ѭӟFPѫFӫDPuQK

Graduated Students
+ӑFVLQKÿmWӕWQJKLӋS

進学 Advancement
+ӑFOrQFDR
東洋大学経営学部経営学科 合格
グエン

学生ホール / Student Hall

進路指導室 / Guidance Room

10

祈祷室 / Prayer Room

ズイ

プリシリア

ELZBEYTHA DIANA PRICILLIA さん

/êGRPuQKEҳWÿҫXKӑFWLӃQJ1KұWÿyOj
YuPuQKWKtFK[HPDQLPH1KӳQJQJj\
ÿҫXQKұSKӑFWҥLWUѭӡQJPuQKÿmUҩWOR
OҳQJ7X\QKLrQGѭӟLVӵKѭӟQJGүQWұQ
WuQKFӫDFiFWKҫ\F{WҥLWUѭӡQJPuQKÿm
YѭӧWTXDÿѭӧFUjRFҧQQJ{QQJӳYjWLӃQ
EӝKѫQWUѭӟFUҩWQKLӅX

図書室 / Library

ディアナ

TAWEEPOKA PATSPASU さん

タン

就職

Employment
;LQYLӋF

ウィズシード・ホスピタリティ・
マネジメント株式会社 就職
ファム

ティ トゥイ

ザン

NGUYEN DUY THANH さん

PHAM THI THUY GIANG さん

[ ベトナム / Vietnam / 9LӋW1DP]

[ ベトナム / Vietnam / 9LӋW1DP]

自分の視野を広げようと日本へ留学しま

日本での就職を目指して大原への入

した。大原は進学のサポートが充実して

学を決めました。語学だけではなく、

いて、先生方のご指導も丁寧なので安心

ビジネスマナーや面接試験に向けての

して進路を決めることができました。

勉強が、私を成長させてくれました。

I decided to study in Japan to widen my
purview. OHARA Japanese Language
School has a full support, and the
instructors are complaisant, so I was
able to decide by advancement in good
conscience.

I have decided to enter OHARA
Japanese Language School to start a
career in a Japanese corporation. My
progress was not just from the
language studies, but studying the
business manners and interview skills.

0uQKÿmTX\ӃWÿӏQKÿLGXKӑF1KұW%ҧQ
ÿӇPӣPDQJWҫPQKuQYjNLӃQWKӭFFӫD
EҧQWKkQ0uQKOX{QQKұQÿѭӧFVӵKӛWUӧ
ÿҫ\ÿӫWӯWUѭӡQJYӅYLӋFKӑFOrQFDRFiF
WKҫ\F{OX{QQKLӋWWuQKKѭӟQJGүQQrQ
PuQKOX{Q\rQWkPYjÿmTX\ӃWÿӏQK
ÿѭӧFOӝWUuQKKӑFWLӃSWKHRFӫDPuQK

9ӟLPRQJPXӕQÿѭӧFÿLOjPWҥL1KұW
PuQKÿmTX\ӃWÿӏQKQKұSKӑFYjRWUѭӡQJ
2KDUD.K{QJFKӍKӑFWLӃQJ1KұWPuQK
FzQÿѭӧFKӑFUҩWQKLӅXYӅYăQKRiӭQJ
[ӱWURQJP{LWUѭӡQJNuQKGRDQKFǊQJ
QKѭFiFKWUҧOӡLSKӓQJYҩQNKLÿL[LQYLӋF
4XDÿyPuQKFҧPWKҩ\EҧQWKkQÿm
WUѭӣQJWKjQKYjWLӃQEӝKѫQUҩWQKLӅX

和室 / Japanese-style Room

11

Campus Life
&XӝFVӕQJVLQKYLrQ

キャンパスライフ

留学生マンション 学生寮
留学生マンション

4

)RUHLJQ6WXGHQW$SDUWPHQW&ăQKӝGjQKFKRGXKӑFVLQK

①学校までの距離 / Distance to the School / Khoảng cách 㶟ến trường ②間取り / Room Layout / Sơ 㶟ồQKj
③1 カ月の家賃 / Monthly Rent / TiềQQKjWKiQJ④その他備考 / Other Remarks / Các tham khảo khác

APR.

5

MAY.
七夕祭り / Tanabata Matsuri (Star Festival)

入学式 / Entrance Ceremony

Foreign Student Apartment・
Student Dormitory
&ăQKӝGjQKFKRGXKӑFVLQK・
.êW~F[iVLQKYLrQ

6

JUN.

①学校まで徒歩４分
4 Minutes Walk to School
Cách trường 4 phút 㶟i bộ

①学校まで徒歩10分
10 Minutes Walk to School
Cách trường 10 phút 㶟i bộ

②1K

②1K

③¥55,000-

③¥55,000-

④風呂・トイレ別
Separate Bath and Toilet
3KzQJWҳPQKjYӋVLQKULrQJELӋW

④風呂・トイレ別
Separate Bath and Toilet
3KzQJWҳPQKjYӋVLQKULrQJELӋW

7
8

PS

C
L
O
S
E
T

6.3 帖

バルコニー

校外学習 / Field Trip

玄関

JUL.

AUG.

9

SEP.

学生寮

10

6WXGHQW'RUPLWRU\.êW~F[iVLQKYLrQ

①学校までの距離 / Distance to the School / Khoảng cách 㶟ến trường ②間取り / Room Layout / Sơ 㶟ồQKj
③1 カ月の家賃 / Monthly Rent / TiềQQKjWKiQJ④その他備考 / Other Remarks / Các tham khảo khác

OCT.

浴衣体験 / Experiencing Yukata

11
NOV.

12
DEC.

①学校まで徒歩４分
4 Minutes Walk to School
Cách trường 4 phút 㶟i bộ

①学校まで徒歩４分
4 Minutes Walk to School
Cách trường 4 phút 㶟i bộ

②2㎡

②2 ㎡

③¥32,000-

③¥41,000-

④ 4人部屋
Quad Occupancy Room
Phòng 4 người

④ 2人部屋
Double Occupancy Room
Phòng 2 người

日本文化体験 / Japanese Cultural Experiences
スピーチコンテスト / Speech Contest

1

JAN.

2

FEB.

共有スペース
Common Space / Không gian sinh hoạt chung

3

ひな祭り / Hina Matsuri (Doll Festival)

MAR.

卒業式 / Graduation Ceremony

共有スペース
Common Space / Không gian sinh hoạt chung

上記のマンション・寮は一例です。 / Above apartment・GRUPLWRU\LVDQH[DPSOH / 1ӝLGXQJWUrQOjYtGөPLQKKӑDYӅFăQKӝYjNêW~F[iVLQKYLrQ

※開催イベントはイメージです。時期・内容は変更となる場合があります。
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3DUWWLPH-RE
9LӋFOjPWKrP

ア ル バ イト

大 原 ネット ワ ー ク

留学生活のサポートとしてアルバイト情報を提供しています。日本でのアルバイトは経済面だけでなく、
日本語を実践的に使える機会が多いことも魅力です。
$SDUWWLPHMRELQIRUPDWLRQLVSURYLGHGDVWKHVXSSRUWIRUVWXGHQWVVWXG\LQJDEURDG3DUWWLPHMRELQ-DSDQGRHV
QRWRQO\KHOSHFRQRPLFDOO\EXWWRLQFUHDVHFKDQFHRIXVLQJHYHU\GD\OLIH-DSDQHVHLQSUDFWLFDOVLWXDWLRQV
ĈӇKӛWUӧÿӡLVӕQJFKRGXKӑFVLQKQKjWUѭӡQJVӁFXQJFҩSFiFWK{QJWLQYLӋFOjPWKrPFKRKӑFVLQK9LӋF
OjPWKrPNK{QJFKӍJL~SKӑFYLrQYӅPһWNLQKWӃPjÿyFzQOjFѫKӝLÿӇKӑFYLrQӭQJGөQJWLӃQJ1KұWYjR
WURQJÿӡLVӕQJWKӵFWLӉQ

日本最大級の専門学校グループである大原学園は、全国に101 校
を展開しています。全国のネットワークを最大限に生かして、
最善の学習環境を提供します。
As one of the largest vocational school groups in Japan, O-HARA
deploys 101 schools throughout the country. Optimal learning
environment is provided utilizing the network throughout the country.

ホテルスタッフ
+RWHOVWDII
1KkQYLrQNKiFKVạn

日本語学科設置校
Schools with
Japanese Language Program
Trường có khoa tiếng Nhật

スーパーマーケットスタッフ
6XSHUPDUNHWVWDII
1KkQYLrQVLrXWKị

YAHATA

寿司店スタッフ
6XVKLUHVWDXUDQWVWDII
1KkQYLrQFửDKjQJVXVKL

ファストフードスタッフ
)DVWIRRGUHVWDXUDQWVWDII
1KkQYLrQFửDKjQJEiQ㶟ồ㶙QQKDQK

HAKODATE

Tổ chức giáo dục OHARA GAKUEN là tập đoàn trường chuyên
môn lớn nhất tại Nhật Bản với hệ thống gồm 101 trường trên toàn
nước Nhật. OHARA GAKUEN cung cấp môi trường học tập tốt
nhất bằng cách tận dụng tối đa mạng lưới các trường trên toàn
quốc của mình.

FUKUI

コンビニスタッフ
&RQYHQLHQFHVWRUHVWDII
1KkQYLrQFửDKjQJWLệQOợi

2KDUD1HWZRUN
0ҥQJOѭӟL2KDUD

SAPPORO

HAKODATE

TOKYO

KANAZAWA

居酒屋スタッフ
,]DND\D -DSDQHVHVW\OHSXE VWDII
1KkQYLrQTXiQQKậu

KANAZAWA

1日のスケジュール

YAHATA

6FKHGXOHRIWKHGD\
7KӡLJLDQELӇXQJj\
チャン

ティ

FUKUOKA

ヒエン

OSAKA
NAMBA

YOKOHAMA
OMIYA

TRAN THI HIEN さん

YOKOHAMA

[ ベトナム / Vietnam / 9LӋW1DP]
OSAKA NAMBA

午前クラスの場合

7:30

9:00

昼食/XQFKĂQWUѭD





夕食'LQQHUĂQWӕL

  



UMEDA



CHIBA

登校

起床

:DNHXS
7KӭFGұ\

朝食

*RWRVFKRRO
ĈӃQWUѭӡQJ

%UHDNIDVW
ĂQViQJ
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授業

&ODVVHV
*LӡKӑF

アルバイト

3DUWWLPHZRUN
/jPWKrP

宿題・復習

+RPHZRUNUHYLHZ
/jPEjLWұS{QEjL

リラックスタイム

就寝

*RWREHG
ĈLQJӫ

KYOTO

OSAKA

FUKUOKA

WAKAYAMA
KOBE

5HOD[LQJWLPH
7KӡLJLDQWKѭJLmQ

15

