美しい日本の四季

日本で学ぶための基礎情報
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タイケン学園グループ紹介
日本ウェルネススポーツ大学
第２キャンパス 国際交流センター
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日本ウェルネス高校 松本キャンパス
日本ウェルネススポーツ大学
日本ウェルネス高校
信州筑北キャンパス

日本全国13都道府県に大学、専門学校、高校、幼児保育園を 24 施設運営中
日本ウェルネススポーツ大学
第１キャンパス

あなたの

日本ウェルネススポーツ専門学校
日本ウェルネス高校 東京キャンパス

日本ウェルネススポーツ専門学校
広島校

日本ペット＆アニマル専門学校
日本グローバル専門学校
篠原保育医療情報専門学校

日本ウェルネススポーツ専門学校
北九州校

日本ウェルネス歯科衛生専門学校
日本ウェルネス高校 中野キャンパス
公益財団法人 日本幼少年体育協会
日本ウェルネス高校 名古屋キャンパス
日本ウェルネス高校 本校

〒300-1622 茨城県利根町大字布川 1377

日本ウェルネス高校 沖縄うるまキャンパス

TEL:0297-68-6787 FAX:0297-68-6788

日本ウェルネス高校 信州筑北キャンパス

日本ウェルネススポーツ専門学校

日本ウェルネススポーツ専門学校 広島校

日本ウェルネススポーツ専門学校 北九州校

〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条 4228
TEL:0263-66-0012 FAX:0263-66-2518

〒179-0071 東京都練馬区旭町 3-23-22
TEL:03-3938-2372 FAX:03-3938-9435

〒739-0321 広島県広島市安芸区中野 2-21-26-8
TEL:082-892-3015 FAX:082-892-3018

〒803-0043 福岡県北九州市八幡東区勝山 2-7-5
TEL:093-54-3677 FAX:093-654-3678

日本ペット＆アニマル専門学校

日本ウェルネス歯科衛生専門学校

日本ウェルネス高校 東京キャンパス

日本ウェルネス高校 沖縄うるまキャンパス

〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町 3-17-17
TEL:03-3938-8688 FAX:03-5968-5800

〒175-0094 東京都板橋区成増 1-2-5
TEL:03-5968-3211 FAX:03-5968-3212

〒175-0094 東京都板橋区成増 1-12-19
TEL:03-3938-7500 FAX:03-3938-7520

〒904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎 2-20-1 1 号館 3 階
TEL:098-963-1570 FAX:098-963-0571

日本ウェルネス高校 松本キャンパス

日本ウェルネス高校 名古屋キャンパス

日本グローバル専門学校

篠原保育医療情報専門学校

〒399-0014 長野県松本市平田東 2-18-1
TEL:0263-85-1788 FAX:0263-85-1789

〒450-0003 愛知県名古屋市中区栄 1-22-31
TEL:052-218-8313 FAX:052-218-8314

〒350-0226 埼玉県坂戸市本町 2-9
TEL:049-280-5035 FAX:049-280-5036

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-52-4
TEL:03-3219-3271 FAX:03-3293-3782

学校法人タイケン学園
〒175-0094 東京都板橋区成増 1-12-19
TEL:03-3938-8689 FAX:03-3938-8313
taiken@group.email.ne.jp
http://www.taiken.ac.jp/

Taiwan

https://www.facebook.com/TAIKENJP/

Thailand

https://m.facebook.com/taikenratchanee

学校法人

留学をお考えの皆さまへ

タイケン学園グループ

JAPAN

WELCOME to JAPAN!

学校法人タイケン学園は、大学・スポーツ系専門学校（東京／広島／北九州）・ペット系

学校法人タイケン学園への留学をご希望される皆さんに、日本で生活するための基本情報

専門学校（東京）・高校・保育園を全国に運営している総合学園です。本学での日本語学

をご紹介します。現実に関わることだから、少しでも分かっていれば安心ですね。

習修了後は、大学・本学・本学姉妹校の専門学校（２年制）への有利な進学が可能です。

● アルバイト

時間を有効
に活用！

日本に留学している多くの学生がアルバイトをしています。当学園の在学生ならば学校と
入国管理局の許可のもとで、アルバイトをすることが可能になります。

安心の
学生生活！

● 日本での生活
当学園と提携した寮をご紹介しています。

学生生活サポート機関

詳しくは事務局までお問い合わせください。

Y WC A

● 電 話 に よ る お 問 合 せ ：国際交流センター （81）339385578

●学校周辺のアルバイト参考例
日本語能力

職

種

時

● メールによるお問合せ：taikenkokusai01@gmail.com

給

初級（日本語能力試験 N3、または日本語 G-TEST3 級程度）

レストラン厨房・工場等

900 円〜1,100 円

中級・上級（日本語能力試験 N２、または日本語 G-TEST2 級以上）

コンビニ店員・レストランホール等

900 円〜1,200 円

※ 留学ビザの学生は、週 28 時間以内のアルバイトが可能です。
※ 留学生が就労できるアルバイトの種類は、法律で厳密に定められています。
※ 日本に入国した際に日本語の能力が低い場合は、採用されない場合があります。

受入企業様 ●センチュリオンホテル、系列企業
●ラーメンチェーン 風風ラーメン

等

その他、学生専用会館や一般の賃貸アパート、マンションがあります。

進学希望者には大学受験対策を行い、志望校合格を目指します。また、以下の本学園
系列の専門学校への内部推薦入学制度があります。文系、理系の大学院は、連携し

公益財団法人

■東京YWCA
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8-11
TEL03-3293-5421 FAX03-3293-5570

最近人気のシェアハウスをご紹介します。

プレシェア上板橋

プレシェア青井

（女性専用シェアハウス）

（男性専用シェアハウス）

■所在地：東京都板橋区若木 3-17-4
■交 通：東武東上線「上板橋駅」より徒歩 15 分
■構 造：木造地上 2 階建 ■築年月：2017 年 9 月
■間取り：ワンルーム + キッチン■専有面積：7.25m2
■設 備：共有部分／無料 wi-ﬁ、温水洗浄暖房便座、
洗髪洗面化粧台、掃除機、システムキッチン、
電子レンジ、炊飯器、食器類、洗濯機、
乾燥機、シャワールーム、ドライヤー
専有部分／エアコン、照明器具、冷蔵庫、
机、テレビ、モニター付きインターホン
室内物干し、各個室鍵付き
入居条件
■賃料：50,000 円／月
■共益費（水道光熱費・ネット料）15,000 円／月
■保証金・保証人不要■契約期間：3 ヶ月〜

● 進学先情報

※CC 可

■所在地：東京都足立区綾瀬 7-13-5
■交 通：つくばエクスプレス「青井駅」より徒歩 10 分
■構 造：木造地上 3 階建 ■築年月：2017 年 6 月
■間取り：ワンルーム + 共用部 ■専有面積：7.01m2〜
■設 備：共有部分／無料 wi-ﬁ、温水洗浄暖房便座、
洗髪洗面化粧台、掃除機、システムキッチン、
電子レンジ、炊飯器、食器類、洗濯機、
乾燥機シャワールーム、ドライヤー
専有部分／エアコン、照明器具、冷蔵庫、
机、テレビ、モニター付きインターホン
室内物干し、各個室鍵付き
入居条件
■賃料：55,000 円／月
■共益費（水道光熱費・ネット料）15,000 円／月
■保証金・保証人不要■契約期間：3 ヶ月〜

▲IMAGE PHOTO

その他、
〈女性専用シェアハウス〉
●プレシェア亀有
●プレシェア田無
〈男性専用シェアハウス〉
●プレシェア金町 等があります。

● 就職先情報

学校が
しっかり
サポート！

世界に羽ばたくグローバルな人材を！

ている私立大学の大学院を第１進学目標としています。

キャリア
サポート
体制が充実！

企業の最前線で活躍しているビジネスマン、実際に専門技術を活かし充実した活動をされている先輩方から直接指導を

日本ウェルネススポーツ大学

当グループ専門学校
3 年制（4 月入学）

■日本ペット＆アニマル専門学校

2 年制（4 月入学）

■日本ウェルネススポーツ専門学校 東京校

2 年制（4、
10月入学）

■日本ウェルネススポーツ専門学校 広島校

2 年制（4、
10月入学）

■学校法人ミネルヴァ学園

東京都新宿区

■日本ウェルネス歯科衛生専門学校

mdc

■日本ウェルネススポーツ専門学校 北九州校 2 年制（4 月入学）
■日本グローバル専門学校

2 年制（4 月入学）

■篠原保育医療情報専門学校

2 年制（4 月入学）

■大学進学（4 年制）

BLE

■BLEA学園

東京都渋谷区

1 年 6 ヶ月コース（10 月入学）

■大学院進学課程 1 年、1.5 年、2 年コース（4、10 月入学）

■学校法人東 京 町 田 学 園

東京都町田市

■日本語専修課程 ２年コース（4月入学）

受け、インターンシップ研修を多く導入した職業専門高等教育機関です。当大学及び専門学校卒業後は、在学中に学ん

協力校

・建築デザイン
・インテリアデザイン
・プロダクトデザイン
・グラフィックデザイン
・ファッションデザイン
・アニメーション 等
各学科があります。

だ専門知識を活かせる企業や団体等へ就職できる可能性が大きく広がります。
就職企業

11社

センチュリオンホテルグループ
（ホテル運営）

株式会社 VSN
（技術系人材派遣）

株式会社インバウンドジャパン
（不動産事業）

ウェルソル株式会社
（介護事業）

株式会社グッドシェアーズ
（不動産事業）

株式会社ジェット
（IT関連事業）

株式会社ウィンマックス

■大学院 （修士課程）
就職サポート企業

３社

他多数

AB アコモ株式会社
（ホテル運営）
株式会社キャリア・ブランディング
（合同説明会等企画・運営）
▲日本ウェルネススポーツ大学

▲日本ペット＆アニマル専門学校

▲日本グローバル専門学校

▲篠原保育医療情報専門学校

他多数

株式会社ジョスコム
（建設関連事業）

株式会社システム情報
（IT関連事業）
株式会社オークハウス
（不動産事業）
近畿日本ツーリスト株式会社
（観光事業）

