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◉ワークサポートワイは日本で活躍する外国人を応援しています

School Vision

スクールビジョン

本校で皆さんの夢をぜひ実現させてください‼

建学の精神

照一隅

教育理念

国と国とが平和で友好的な関係を築くためには
人と人とが笑顔で仲良くなければなりません。
わたし達の学校は、実践的な日本語を教授することにより
将来、国と国とを結ぶ架け橋となる人材を育成することをもって
日本と海外の国々に貢献します。

教育方針

ごあいさつ
世界ではグローバル化が進み、みなさんの活躍の場は自
国のみならず全世界へと広がりました。
日本は戦後の荒廃した状況から短期間で復活し、世界で
第３位の経済大国になりました。狭い国土の中で、そこま
で伸びた理由は様々あり、それはこれからの皆さんに大き
なヒントとなります。
自らの成長のために、日本の国で日本語を学び、この国
が成長したあなたなりの答えを見つけてください。そして
その答えを胸に、あなた自身の夢を実現させてください。
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設置•運営：株式会社 ワークサポートワイ
神奈川県横浜市青葉区みたけ台 5 番地 10

URL http://www.wsy.co.jp

◉ワークサポートワイは日本で活躍する
外国人を応援しています

《卒業（修了）認定に関する方針＝ディプロマ・ポリシー》
下記の能力を身につけ、本校の卒業（修了）認定基準に達した者に、卒業証書
（修了証）を授与する。
1、日本社会で活躍できる日本語能力
2、異文化間の相互理解を推進できる人間力
3 、多文化共生社会で生きていく順応力
《教育課程に関する方針＝カリキュラム・ポリシー》
【教育内容】
1、習熟度を定期テストや課題等で的確に把握し、学生のレベルにあったクラス
編成による授業
2、日本語能力試験や日本留学試験等、学生のニーズにあわせた試験対策授業
3、高等教育機関を卒業した後の社会人として必要となるビジネスマナー等の基
礎教育
【教育方法】
１、日本語や日本文化・日本社会の理解について、校内の机上の授業だけではなく、
校外学習として文化施設等を訪問し実際に見学をした上で、学生自身の持つ
知識・経験と比較させながら、学生自ら考えさせる授業を実践する
２、グループワークやアクティブラーニングを通して、自分の意見・考えをしっ
かり相手に伝え、相手の意見・考えを認め、個人を尊重しあいながら、主体
性やコミュニケーション能力を高めていく授業を実践する
３、教員は学生一人ひとりとのコミュニケーションを大切にし、長所を褒め、意
欲を引き出す授業を実践する
《入学許可に関する方針＝アドミッション・ポリシー》
本校では、日本の法律・規則、地域社会や学校のルールを守り、自律心をもっ
て生活できる人、入国に必要な日本語基礎学力と経済力がある人、また、本
校の教育理念を理解し、将来、グローバル人材として活躍したいという、下
記のような意欲にあふれた人を求める。
１、日本語、日本文化、日本社会に興味があり、向上心をもって学習に臨める人
２、知的好奇心にあふれ、異文化を積極的に理解しようという探求心のある人
３、国際的な時事問題に関心があり、様々な視点から物事を捉えるようとする人
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Campus Life

キャンパスライフ

質の高い授業と楽しい行事で充実した学校生活を実現します

年間スケジュール
4月

4 月生プレースメントテスト
オリエンテーション
入学式〜歓迎会

5月
6月

学期末テスト

7月

J L P T 日本語能力試験

9月

学期末テスト

8月

10 月

午前クラス

レクリエーションデイ
夏休み（約 2 週間）

午後クラス

校外学習
10 月生プレースメントテスト
オリエンテーション

12 月

定

J L P T 日本語能力試験
学期末テスト
冬休み（約10 日間）
新年レクリエーションデイ

3月

学期末テスト

2月

選考方法

卒業式
春休み（約 2 週間）
※行事内容や日程は変更することがあります

員

応募資格

レクリエーションデイ
1月

1限

9：30 〜 10：15

2限

10：25 〜 11：10

3限

11：20 〜 12：05

4限

12：15 〜 13：00

1限

14：00 〜 14：45

2限

14：55 〜 15：40

3限

15：50 〜 16：35

4限

16：45 〜 17：30

定員など

入学式〜歓迎会
11 月

授業

時間割

使用教材

100 人
海外において高等学校以上を卒業した者

日本語能力 N5 程度以上の能力を有する者
書類審査、面接、日本語筆記試験

出願期間

9/20 〜 11/5

4/1 〜 5/10

入学時期

4月

10 月

学習期間

1 年または 2 年

在留資格

本校では、経験のある先生が、初級から中級、上級まで、みなさんの習熟度に応じた授業を行っています。
また、クラス担任制ですので、困ったことや、わからないことは、すぐに相談することができますので、
安心して授業が受けられます

1 年 6 か月

留学

※詳しくは別紙募集要項をご覧ください

初級
・みんなの日本語 初級Ⅰ/Ⅱ第 2 版 本冊
・みんなの日本語 初級Ⅰ/Ⅱ 第 2 版
・初級で読めるトピック 25
・みんなの日本語 初級Ⅰ/Ⅱ第 2 版 やさしい作文
・みんなの日本語Ⅰ/Ⅱ 第 2 版 聴解タスク 25

入学式
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中級
・中級へ行こう 日本語の文型と表現 第 2 版
・テーマ別中級から学ぶ日本語三訂版
・TRY 日本語能力試験 N3/N2 文法から伸ばす日本語改訂版
N3/N2 対策 ( 漢字･語彙 )
・耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニング N3/N2
・耳から覚える日本語能力試験 聴解トレーニング N3/N2
・小論文への 12 ステップ
・改訂版 読むトレーニング基礎編 日本留学試験対応
・シャドーイング日本語を話そう 初中級編
・中級から始めるニュースの日本語聴解
・聴くトレーニング聴解・聴読解応用編日本留学試験対応
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Activity

アクティビティ

校内での授業の他に、校外学習、学校行事があります

Career Support

キャリアサポート

定期的に進路相談を行って、みなさんの目標達成に向けて全力でバックアップします

卒業生の主な進路実績
◎2020 年 3 月卒業生（27 名）

◎2021 年 3 月卒業生（36 名）

大学・短期大学進学

6名

専門学校進学

大学・短期大学進学

14 名

4名

専門学校進学

27 名

就職（特定技能、技人国）

3名

就職（特定技能）

1名

帰国（母国で就職等）

4名

帰国（母国で就職等）

4名

【主な進学先】
拓殖大学国際学部、拓殖大学北海道短期大学、神戸国際大学経済学部
早稲田文理専門学校、中央情報専門学校、東京国際ビジネスカレッジ、東京自動車大学校など

JLPT 日本語教育試験実績

日本の文化に触れたり､仲間との交流を深める多くの行事を用意しています

受験者数

N2 合格者

N3 合格者

N4 合格者

合格率

2019 年度

34 名

7名

21 名

0名

82.3%

2020 年度

31 名

6名

15 名

3名

77.4%

拓殖大学国際学部に
合格しました
グエン ミン ジャンさん

（2021 年３月卒業）

校外学習では「都庁」「大江戸博物館」などへの訪問・見学、
レクリエーションデイでは「七夕まつり」「餅つき・書き初め」などを予定しています

私は日本に夢と目標を持ってきました。それは日本

の大学生になることでした。

奨学金
●1奨学金
年次の 4 月から 3 月まで（10 月生は 10 月〜 9 月
まで）の出席率が 100％で、成績評価「B 以上」であり、
授業・生活態度が良好な者には､２年目の学費から
100,000 円（10 月生は 50,000 円）を減額
●入学時に基準を満たしている者に支給
「JLPT」N2 または「NAT」2 級取得者＝30,000 円
「JLPT」N3、「NAT」3 級取得者＝20,000 円
●卒業時に以下基準を満たしている者に支給
※ただし、入学時に支給している人は除く
「JLPT」N1 または EJU300 点以上＝30,000 円
「JLPT」N2 または EJU250 点以上＝20,000 円
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皆勤賞
＜選考基準＞
学期間中、無遅刻無欠席で、授業態度良好であること
支給額：3,000 円

優秀賞

日本での勉強はたくさんの困難があり、夢を途中で

諦めたくなる時もありました。

しかし、グランビジョン国際学院の担任の先生の「あ

きらめなければチャンスは何度でもある」という言葉
に、自分も頑張ってみようという気持ちが改めて湧き
上がりました。

グランビジョン国際学院が連携している拓殖大学に

＜選考基準＞
1．出席率 100％であること
2．授業態度良好であること
3．最近の成績評価 A 以上であること

は指定校推薦があり、拓殖大学の AO 試験を受験しま

条件を満たす学生の中から卒業時に 1 〜 3 名を選び
卒業時に表彰する
10,000 円〜 30,000 円

自信を持つことはでき、とても感謝しています。

※この制度は、2022 年 4 月期生より適用されます

た。そんな時日本語力の大切さを実感しています。

した。

私は初めての大学受験で不安を抱えていましたが、

担任の先生が常に相談に乗ってくれたおかげで自分に
大学に入って、ベトナム人留学生だけでなく、日本

人の友達や色々な国の留学生と出会うことができまし

特定技能で
就職しました

グエン アイン テゥアンさん

（2020 年３月卒業）

私は 2020 年 4 月、特定技能「外食」ビザで就職

しました。

介護施設の中にある食堂で働いています。

この仕事に就いたきっかけは、日本語学校に通って

いた時に、この会社でアルバイトをしていたことです。
真面目に頑張っていたので、会社の人から「社員に

ならないか」と進めていただきました。

社員になって働いてみると、アルバイトの時とは全

然違い大変です。責任もあるので、遅刻など絶対にで
きません。

また、文化の違いを感じたこともありました。

ただ、それを乗り越えるのに一番大切だと感じたの

は日本語能力です。

グランビジョン国際学院では、基礎からしっかりと丁

寧に日本語を教えてくれたので、私も 2 年生の 12 月
に JLPT の N3 を取得することができました。

このことが今の仕事でとても役に立っています。
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Life Support

ライフサポート

日本での生活に欠かせないアパート探しやアルバイト探しをサポートします

学校生活だけでなく、日常生活も教職員•
グループ会社がサポートします
申請などの各種手続き
もしっかりサポート
住民登録などの役所へ同行、入居時の電気、
ガス、水道、インターネットの開通手続き、
生活用具（家具家電、生活必需品）の購入を
サポートをします。

住まい探しをお手伝い
させていただきます
グループ会社である株式会社ネクストア
メ ニ テ ィ は、不 動 産 業 を 行 っ て お り、住
まい探しのお手伝いを親身になってサ
ポートします。

Facilitie

学校の設備

充実した設備で学校生活をしっかりサポートします

学院 2F 入口

ビル外観

きれいな教室と洗練された設備が
あなたを待っています
総面積約 260 ㎡、3 つの教室と、
休憩時間も楽しめるおしゃれなカウンターキッチンがあります

働きながら通学できるよう、
アルバイト探しもお手伝いします
運営会社である株式会社ワークサポートワイは、アルバイト
先の紹介を行っております。

また親会社である株式会社日本アメニティライフ協会は、東
京、神奈川で２７０以上の介護事業所を運営しており、これ
らの介護事業所でのアルバイトの機会もご提供可能です。
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事務室

カウンターキッチン
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Location

学校の場所

最高のロケーションで、充実したキャンパスライフを
アルバイトも放課後の自由な時間も楽しめること間違いなしです

一般外国人向け日本語教室を展開

対面授業

対象：技能実習生、企業に勤める外国人社員
家族ビザで滞在の方など
渋谷スクランブル交差点

付帯事業

留学コース以外の方々にも日本語学習の機会を提供します（有料）
。コースの詳細はお問い合わせください

校舎は、渋谷から田園都市線で 1 つ目「池尻大橋」駅から徒歩 2 分！

渋谷

Short Term Course

渋谷 109

オンライン授業

◎基本的な日常会話力の習得
◎JLPT 日本語能力試験対策（初級〜上級）

渋谷ハチ公

JR 山手線

池袋
新宿
JR 中央線

東急田園都市線

池尻大橋

渋谷

←三軒茶屋

秋葉原

県道 246 号線

北口

東急田園都市線

東京

南口

徒歩 2 分

品川

池尻大橋駅周辺

松濤美術館

駒場東

大前

駒場野
公園

317

田
東急

市線

JALA グループ会社

317

西郷山公園
八幡
通り

317
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東急
東横線
山

官

黒

東山公園

412

3

コスモプラネタリウム
渋谷

目

目黒川の桜

渋谷 IC

線
手
山

大橋

池尻

宮益坂

渋谷
246

園都

大橋JC

◉JALA 株式会社日本アメニティライフ協会は東京、神奈川を中心に、
介護事業所 270 施設以上企業主導型保育園 5 施設を運営している会社です

神泉

京王井の頭線

東邦大学
医療センター
大橋病院

学校を運営するワークサポートワイは
日本アメニティライフ協会の 100％子会社です

スト

化村

文
松涛

東口

池尻大橋駅

SHIBUYA109

ト
リー

山手通り

桜の名所として人気のある目黒川
や世田谷公園があり、都会にあり
ながら自然を感じられる環境です。
飲食店や便利なコンビニも数多く
あります。

東京大学
駒場キャンパス

渋谷→

西口

代

川

東京音楽大学
416

株式会社ワークサポートワイ

主な事業：学校運営、外国人の来日サポート

株式会社サードステージ

主な事業：障がい者グループホーム、介護用品販売

株式会社ネクストアメニティ

主な事業：不動産業、施設・店舗開発事業
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