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親や家族、友人そして社会の方々に「ありがとう」
という感謝の心を持つ。 

何事も素直な心で、見聞きし、考察、行動しよう。 

常に「感謝の心」を持って、 

「高度な専門教育」、「職業意識の向上」、「生きる力」 

を育む教育活動を行い、地域に貢献できる学生を育成する。 

「感謝の心」 “Feelings of gratitude” 

教育方針  
Educational Policy 



学生数 
（2018.5.1現在）  

Myanmar 5 Mongol 1 

Nepal 41 Philippines 3 

Vietnam 14 Sri Lanka 1 

China 4 Total 69 
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コース紹介 

1年コース 
1 year course 

1.5年コース 
1.5 year course 

2年コース 
2 year course 

授業時間数 
Total class time 

 

800時間／40週 
800 hours/40 

weeks 
 

1200時間／60週 
1200hours/60 weeks 

 

1600時間／80週 
1600 hours/80 weeks 

 

入学時期 
Enrollment 

month 
 

4月 
April 

10月 
October 

4月 
April 

授業時間帯 
class time 

9：20～12：30 13：20～16：30 
9：20～12：30 

 

休日 
holiday 

土・日曜日・祝祭日・夏休み・冬休み・春休み 
Saturday・Sunday・National holiday・Summer Vacation・Winter vacation・
spring vacation 



●授業形態 

✔ 1クラス10人～20人程度の少人数体制で、細やかな指導 
 
✔ グループや個人で調査し、発表する活動型授業も実施 
 
✔ ロールプレイングやディベート活動も取り入れ、実践的な日本語力を養成 
 
✔ 校外でのアクティビティも充実 

●授業時間 

✔ 午前と午後の２部制 
 
✔ 午前は９時２０分～１２時３０分  ／   午後は１３時２０分～１６時３０分 
 

授業について About the class 



1年目 
初級～初中級 

2年目 
中級～上級 

Ｎ４～Ｎ３レベル 

✔日本語の基礎力の習得 

✔日常生活に役立つ会話 

   簡単な文章の読み書き 

Ｎ３～Ｎ２レベル 

✔一般的なことがらについて 

  会話ができ、読み書きできる 

  能力を養います。  

Ｎ２～Ｎ１レベル 

✔高度で総合的な日本語力 

✔日本語運用力の強化 

✔日本の大学、専門学校への 

  進学準備 

卒業＋進学など 

カリキュラムの例 



授業スケジュール 

✔日常生活に不自由ない程度に意思の伝達ができる能力を身につけます。 
✔様々なテーマについて自分の考えを正確に表現できる「話す・聞く・読む・書く」 
   の四技能を養います。 
✔コミュニケーションの基本となる礼儀やマナーについても学びます。 



●大学 
 
 松山大学、愛媛大学 など 

●専門学校 
 
 河原電子ビジネス専門学校 国際観光ビジネス学科 
 
  他 ＩＴ、ビジネス、自動車整備、旅行観光 など 

●就職（帰国して就職も含む） 
  
 国内企業や母国の日系企業など 

卒業 

卒業後の進路 The course after graduation 



奨学金制度 Scholarship 

●文部科学省 外国人留学生学習奨励費 

条件 ： 成績・出席率がいい学生 
 
受給額 ： 48,000円／月（12か月で576,000円）  

来日後、がんばって勉強すれば、次の奨学金をもらうことがで

きます。 

※2016年度 留学生（ベトナム、ネパール）2名 受給しました。 
  2018年度 留学生（スリランカ）1名 受給しています。 



●日本語学科卒業から進学、そして就職まで● 

介護コース（予定） 

日本語学科（1年コース） 

河原医療福祉専門学校（2年）※ 

連携の介護施設へ就職 

日本語学科でN3取得を目指します 

学園内の介護専門学校で2年間学び、 
 
「介護福祉士」の国家資格取得を目指します 

※ 成績優秀者は「修学資金貸付制度」が使えます。 
 
   2年間で168万円借りることができ、卒業後愛媛県の介護施設で5年間働けば、 
      返済しなくてもよくなります。 
 

「介護福祉士」として就労ビザを取得し、働きます 
 
 →2021年までは、国家試験に合格しなくても、5年間介護施設で働けば 
  「介護福祉士」資格を取得できます。 



授業の様子 

クラス担任制で個別指導を重視 生活指導員が日本の生活をサポート 

書道体験 

学校生活  School Life  



河原学園合同入学式 交通安全講習会、日本の交通ルールを学ぶ 

河原学園大学園祭、アジアの食べ物を販売 日本語スピーチコンテストも開催 

４月 ５月 ６月 ７月 

年間 
イベント 
カレンダー 



８月 ９月 10月 11月 

24時間テレビのボランティアに参加 

松山祭りでは、日本人学生との交流も！ 

10月生の入学式  10月から後期授業開始 

坊っちゃん劇場で、ミュージカルを観劇 

試験のために広島へ。観光も満喫！ 



クリスマスパーティー 
ケーキを作ったりゲームをして楽しむ 

クラス行事 
様々なアクティビティでクラスメイトとの親睦を深める 椿神社参拝、日本の文化に触れる 

卒業式  
それぞれの道に向かいスタート 

12月 １月 ２月 ３月 

スポーツフェスティバル 
河原学園９校合同の体育祭！ 



学生インタビュー 

NGUYEN DINH LAUさん 
 
ベトナム出身 

DADAYAKKARAGE SONALI 
WASUNDARA JAYATHILAKA さん 
 
スリランカ出身 

Q 日本に留学しようと思ったのはなぜですか？ 

A インターネットで茶道、アニメなどを見て日本に興味を持ちま   

   した。日本の伝統的な文化を学ぶために留学を決意しました。 
 

Q KBCに入学してよかったと思うことは何ですか？ 

A いろいろなイベントに参加できるところです。特に学園祭は印 

   象に残っています。ベトナムのチェーを作って売りました。とて  
       もいい体験でした。 
 

Q 松山はどんなところですか？ 

A 気候は温暖で、雰囲気もいいです。降水量も少ないし、雪もあ  

  まり降りません。台風もあまり来ないし、いいところです。 
 

Q 将来の夢は何ですか？ 

A ベトナムと日本の架け橋となるような仕事をすることです。 

        今、就職活動をがんばっています。 

 

Q 日本に留学しようと思ったのはなぜですか？ 

A 高校の選択授業で日本語を選びました。そのあと日本語の  

    塾で習っているうちに日本と日本語が大好きになりました。そ    
        れで、日本に行こうと思いました。 
 

Q KBCに入学してよかったと思うことは何ですか？ 

A 先生たちがすごく熱心です。生活についてもアドバイスをもら 

    えます。自分のレベルに合う教え方で教えてくださるのが、河 
        原の一番いいところです。 
 

Q 松山はどんなところですか？ 

A すごく安全だし、生活に必要なものが近くに集まっていて、便利で 

    す。今までの1年半で大雨以外の自然災害もありませんでした。 
        ぜひ松山に来てね！ 
 

Q 奨学金をどのように使っていますか？ 

A 学費のために使っています。大学進学のために、安心して勉強で 

    きます。 



●寮の情報 

✔ 学校から徒歩５分～自転車で１５分程度に位置 
 
✔ ２人から４人でルームシェア（部屋の大きさによる） 
 
✔ 部屋ごとにトイレ、シャワー有り 
 
✔ 食事は基本的に自炊 

ときどき外食も！ 

寮の生活 Dorm Life 



アルバイト part time job 
・留学生は１週間に２８時間、 長期休暇中は１日８時間の 
 アルバイトが可能。 
 
・入学してから1か月後の学内テストに合格したら、アルバイトをすることが  
 できます。 

 

お弁当の工場 

ベッドメイキング 

Bed making 

 

ウエイター waiter 

店員 store clerk 



大街道 （Shopping Street） 

銀天街 （Shopping Street） 

スターバックスコーヒー 
（Starbucks Coffee） 

いよてつ高島屋（Department Store） 
ＧＥＴ（Shopping Center） 

学校周辺 Around the school 



しまなみ海道 

四国カルスト 

愛媛県 松山市  Matsuyama City,Ehime 

山と海に囲まれた自然豊かで住みやすい街 



●位置 

●気候 

●人口 

・愛媛県のほぼ中心に位置 
・陸部と瀬戸内海に浮かぶ有人島９島を含む30島以上で構成 

・温暖な気候で、一年の平均気温は１６．５度程度 

・全体的に雨が少なめで、積雪もごく少量 

・台風の通過も少なく、穏やかで恵まれた気候 

・人口 約５１万人 
・在留外国人数 約２８００人 

松山市について About Matsuyama City 



・正岡子規や高浜虚子を輩出した 「俳句」（“Haiku”) が盛んな街 

俳句体験（Experience of Haiku） 

・夏目漱石「坊っちゃん」 の舞台になった街 
 

日本文化に触れられる機会が豊富で 
 

日本語を学ぶのに最適な環境 

文学の街 松山  Matsuyama -City of Literature  



春は桜、秋は紅葉と 
季節ごとの風景が楽しめる 

道後温泉 Dogo Hot Spring 松山城 Matsuyama Castl  

3000年の歴史を持つ 
日本最古の温泉 

歴史情緒あふれる街   
Matsuyama has Traditional Atmosphere 



松山城 

Matsuyama Castl  

道後温泉 

Dogo Hot Spring 
 

松山市内見学 Matsuyama City Tour 



みかん
orange 

今治タオル 
Imabari Towel 

鯛めし 
Sea bream rice 

愛媛県の特産品 
Local specialties 



しまなみ海道 
Shimanami Kaido 
愛媛県～広島県    59.4 km 

サイクリングcycling  


