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21 世紀はアジアが
世界ビジネスの主役になる時 代。
秀林では、語 学を中心に
洗 練された職業 教育を実施しています。

Education Concept

教育方針

秀林外 語専門学 校で、 アジア諸国の言 葉を学ぶこと。 それは、 世界を舞台に活躍し
たいと夢を描く学生一人ひとりの将 来に大きな意義をもたらします。 アジア諸言 語を自
在に “ 話す・読む・書く ” ことのできる確かな語学力を養 成すること。 それぞれの国の
文化を知り、 理 解すること。 そして、 各自の希望 職 種に必 要な専門技 能と資格 を取 得
すること。 ──この３つの 教 育を柱としな がら、 やが て国 際 社 会に貢 献 する存 在 感 の
あるスペシャリストたちの育成を目標に、きめ細やかな指導を展開して行きます。
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秀林外語専門学校
８つの特徴・特色

1

初心者から既習者まで学べる
カリキュラムと少人数制教育

教育経験豊かな講師陣が
徹底指導

実践的なカリキュラムだから

ネイティブと日本人混合の指導

初心者から既習者までそれぞれの能力に合わせた
スタイルで学べます。
しかも語学教育に最適な人数でのクラス編成を
行っています。

通訳・翻訳者として活躍した経験のある外国人講
師と日本人講師が中心となり、徹底的に指導しま
す。
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2

2

語学習得だけじゃない！
就職を意識した資格の受験指導

4

担任制とカウンセリングで、
学生生活をサポート

将来を見据えた資格獲得のために

複数人のサポートで充実

通訳・翻訳者として必要なカリキュラムを組み、各
種資格を取得するための細やかな受験指導を行
います。また、社会人として必要なビジネス知識を
習得するため、
ビジネス検定試験等の授業を実施
しています。

学生と講師のコミュニケーションを円滑にするため
に、担任制を導入し、
さらにカウンセラーが、学業・
生活・就職などの相談に随時対応しています。

OPEN CAMPUS（学校説明会）に参加して、体験して
いろいろと質問してください。
お申し込みは、お電話か https://shurin.ac.jpから！
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7

充実した奨学金制度

6

専任カウンセラーによる
就職サポート

秀林独自の創立者奨学金あり

留学生でも全国平均の2.5倍

日本学生支援機構奨学金制度をはじめとする各
種奨学金制度の他、当校独自の金熙秀創立者
奨学金制度があります。
また、優秀な成績を収めた
学生には、理事長賞・学校長賞等の学生表彰制
度もあります。

経験豊富な専任カウンセラーが早期から就職活動
をしっかりサポート。毎年計画的にスケジュールを
組み、就職セミナー開催は勿論、個別相談・指導・
模擬面接などで就活の不安を払拭しています。

韓国人・中国人・ベトナム人
留学生との交流

8

快適な学生寮を完備

異文化を肌で感じられる学園生活

スーツケース1つで生活可能

本校の日韓/日中通訳・翻訳学科や情報ビジネス
コミュニケーション学科、
日本語学科には、韓国・
中国・ベトナムからの留学生が多数在籍していま
す。授業やスポーツ大会等の学校生活を通じて彼
らとの交流を図れば、自然に語学力が身につき、
異文化をより近くに感じることができます。

本校では学生の皆様が充実した学校生活を送れ
るよう、快適な寮を用意しています。学生寮は本学
園所有のもので、安心してご入寮頂けます。
●説明会や入試のため遠方から上京される方は、
有料にて1泊入寮体験ができます。
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日韓通訳・
翻訳学科

の特

徴

●通訳・翻訳のエキスパートになろう！

1.

他

日本人、韓国人、中国人など
の留学生が、韓国と日本の
ビジネスシーンを担う‼

学習環境として

16

韓国

全員、日本語と韓国語の会話能力を持っています

2.

韓国語ビジネスコースでは、韓国語を学びたい日本人
と JLPT が N2 以上の留学生が在籍します
韓国語能力試験４～６級の取得を目指し、卒業後に韓
国の協定大学への編入学も可能です

4.

多種多様な職業への
就職実績

3.
5.
日本

ビジネス系の資格（貿易検定、IT、ビジネス検定）取
得も強力にバックアップします

協

日韓の交流活動

通訳翻訳コース入学者
即戦力を身に着ける授業

仕事の現場で使える通訳・翻訳はもちろんのこと、医
療・観光・司法など専門分野で使える実務通訳・翻訳
を勉強し、専門通訳のための資格を取得します。

（通訳、翻訳、貿易、販売、一般事務など）

1 年目は「日韓文化比較」の授業が設けられており、韓国・
日本の学生が討論しながら互いの文化に触れ合い、理解を
深めることができます。
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（％）

高いレベルでの語学能力があってこそ広がる可能性

6.

50

34

最適です !!

韓国語ビジネスコース
入学者 NEW

日本

短期語学研修
（夏季・冬季）毎年実施！
学習成果を実生活で
活用しよう !!（韓国語ビジネスコース）
韓国 秀
 林の在校生が協定校へ、協定校の
在校生が秀林へ

定

7.

校

東義大学校、新羅大学校、ソウル市
立大学、国民大学校など拡大中

国境を越えて活躍！

多くの外国人学生が一緒に勉強するので、多様な視点や
文化を学ぶことができます。学んだ知識を活かして、国
境を越えてグローバルな仕事ができます。

韓国語ビジネスコース

昼間部
２年制

●はじめて韓国語を学ぶ方を対象に、徹底したカリキュラムと責任ある指導で韓国語を完全マスター
できます。最終的に韓国語能力試験４～６級合格のレベルを目指します。
●留学生で韓国語を学びたい方は、JLPT N2 以上のレベルであれば学べます。
●韓国ドラマ・映画・音楽を教材として使用、生きた韓国語を学べます。
●毎年夏休みに韓国の協定校で短期研修を行います（参加希望者のみ）。更に韓国から日本語研修に
来る学生との交流を深めることができます。
●各種検定試験の対策科目を設けており、資格取得をバックアップします。そして、韓国の大学へ３
年次編入を目指す人には積極的にサポートします。（編入提携校あり）

1 年次
前期

カリキュラム

文字と発音～徹底的な基礎固め
［目標レベル］ 韓国語能力試験 1 級
ハングル能力検定試験 4 級
韓国語短期研修（夏休み）
伝統文化体験等
盛りだくさんのメニューです。

後期

読解・聴解・会話・作文等の技能養成
［目標レベル］ 韓国語能力試験 2 級
ハングル能力検定試験 3 級

2 年次
前期

「使いこなせる韓国語」

の習得を目指して
レベルアップ

1 年次
基礎教養
科
目

基礎～初級（読解・聴解・会話・文法、作文）

専門科目

韓国事情（校外授業を含む）、韓国語能力
検定試験対策

選択科目

パソコン（ワード、エクセル等）ビジネス
検定、ビジネスマナー、貿易実務 他

2 年次
基礎教養
科
目

中級読解・中級聴解・中級会話・中級文法、
中級作文、韓日翻訳基礎、韓国語文型演習 他

専門科目

韓国事情、韓国語能力検定試験対策

他

選択科目

情報処理、ビジネス検定、貿易実務

他

［目標レベル］ 韓国語能力試験 3 級
ハングル能力検定試験 2 級

後期

 訳・翻訳基礎技能を学び実践力を育成
通
し、仕事で使える韓国語を
［目標レベル］ 韓国語能力試験 4 〜 5 級
ハングル能力検定試験準 2 級

卒 業

後の進路

■就職…通訳・翻訳会社、出版社、旅行会社、ホ
テル、航空会社、貿易会社、商社 他
■留学…東義大学校、新羅大学校、ソウル市立大
学、韓国外国語大学校等（編入含む）

Teacher's Message
日韓通訳・翻訳学科
韓国語ビジネスコース主任

金 秀惠 先生
お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科
比較社会文化学専攻
修士課程・博士課程 修了

韓国語の勉強を始めたきっかけはみんなそれぞれ違
うと思いますが、
「韓国語完全マスター」という目標
は同じです。一つ一つ身につけていく楽しさを感じ
てください。秀林はいつも全力でサポートします！
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主な授業内容
科目

授業内容

韓国語文法基礎Ⅰ・Ⅱ

韓国語の基礎文法、語彙、文型、基礎翻訳などを徹底的に学習してマスターする。担当の先生方が同
じ教材を、それぞれの分野を中心にアプローチして「読む」「書く」「聞く」「話す」の４つの言語能
力が総合的に上達するように指導しています。
初級は韓国語能力試験 2 級、ハングル能力検定試験 3 級の合格を、中級は韓国語能力試験 4 ～ 6 級、
ハングル能力検定試験 2 級の合格をひとつの授業目標にしている。

会話演習Ⅰ・Ⅱ

韓国語の基礎会話のための、語彙・文法・文型・慣用表現などを基礎から徹底的に学習していく。少
ない語彙で豊かに応用し表現する能力を身につけていくことに重点を置く。韓国での日常生活には問
題がないようなレベルまで会話の実践・応用能力を最大限引き上げることを授業目的にしている。

表現演習Ⅰ・Ⅱ

最新の韓国のニュースや文学作品など幅広い話題を用いて、韓国語のさまざまな表現、背景にある文
化を理解する。韓国語独特の表現を身につけて使えると同時に、言語以外の韓国に関する知識を深め
ることを目標とします。

メディア韓国語

K-POP をはじめドラマや映画などを用いて現在韓国で使われている表現及び韓国文化に触れながら
楽しく勉強できます。

（初級）

大学や会社等、実際に韓国を用いて社会生活を営む上で必要な語彙力やコミュニケーションスキルを
身に付けるための実践的な授業であります。習ったこと・覚えたことをスムーズに使いこなせるよう
なアウトプットの練習が中心となります。

ビジネス韓国語
（中級）

時間割（例）※午後は選択授業となります。

１

（9:00 ～ 10:30）

2

（10:40 ～ 12:10）

クラス

月

火

水

木

金

初級

韓国語１

表現演習１

韓国語１

会話演習１

韓国語１

中級

韓国語２

韓国語２

表現演習２

ビジネス韓国語

会話演習２

初級

韓国語１

韓国語１

TOPIK 対策１

韓国語１

メディア韓国語 1

中級

TOPIK 対策２

韓国語２

韓国語２

韓国語２

韓国語２

ベトナム語

中国語

ビジネスマナー１

ビジネス知識１

日韓文化比較

ビジネスマナー２

ビジネス知識２

英語

昼休み

3

（13:00 ～ 14:30）

4

（14:40 ～ 16:10）

初級
中級
初級
中級

情報処理

貿易実務

※初級と中級に分けたクラス編成は、少人数の秀林メソッドでレベルアップが容易にできます。

・
K-POP・ドラマ
い、
映画だけじゃな
本当の韓国を
知り、学ぶ！
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字幕翻訳

通訳・翻訳コース

昼間部
２年制

●日本語・韓国語の上級者が対象。通訳・翻訳の専門知識と歴史・文化・習慣への理解を土台に、
優れた通訳・翻訳者を育成します。
●通訳・翻訳の実習を通して現場に即した実践力を身につけます。

1 年次
語学力に磨きをかけ、通訳・翻訳の基礎技術を習得
●語学力のレベルアップ
●通訳・翻訳者としての技法とマナーを習得
●日韓の社会・文化・歴史についての知識を深める
●音楽・映画・アニメ等を取り入れ、生きた言語を習得
●通訳現場の見学等、実践的な教育

2 年次
専門知識と、徹底した現場トレーニング
●徹底した現場トレーニングと実習
（在学中からプロの通訳・翻訳者として活躍するケー
スもあり）
●通訳案内士試験（9 月）
●通訳・翻訳に必要な専門知識を体系的に習得

卒 業

後の進路

■就職…通訳・翻訳会社、出版社、旅行会社、
ホテル、映画会社、航空会社、貿易会社、
商社 他
■フリーの通訳・翻訳者として活躍
■進学

カリキュラム
通訳翻訳概論

文芸翻訳

実務通訳

時事翻訳

逐次通訳

映画字幕翻訳

放送通訳

通訳案内士試験対策
（韓国語・日本地理・日本

ビジネス通訳

歴史・日本事情）

時事通訳
映像翻訳

パソコン

他

Teacher's Message
日韓通訳翻訳学科
通訳・翻訳コース主任

趙
多彩な専門科目
文芸翻訳
音楽歌詞翻訳

映像
（アニメ、映画、ドラマ）
翻訳

ビジネス翻訳

エスコート（ガイド）演習

同時通訳

ビジネス通訳

放送通訳

時事通訳

他

基銀 先生

東京外国語大学日本語科卒業
東京外国語大学大学院
地域文化研究科博士後期課程修了

好きなことわざは
「人事を尽くして天命を待つ」
です。
2 年間、
自分の目標のために、
人事を尽くしましょう。
応援し、サポートします。
楽しく過ごしましょう！
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主な授業内容
科目

授業内容

時事通訳

時事問題・暮らし・経済など、設定されたテーマの言語・文章全般の表現が理解でき、正確かつ論理
的に通訳できるスキルの達成を目的にし、学習する。

メディア通訳

前期は通訳案内士試験の対策のための授業を行う。過去 10 年間の問題と予想問題をメインに徹底
的に対策を練る。後期は現代の日常生活を空気のように取巻くさまざまなメディアを題材に授業を進
める。最新のニュース、新聞記事、ドラマなどを材料として実践的に扱っていく。

コミュニカ通訳

小説・論評・随筆など、設定されたテーマの言語・文章全般の表現の理解能力を高めつつ、将来翻訳・
通訳家として活躍する際に必要な、作者が伝えようとする論旨の内容、意図、状況を正確かつ論理的
に把握できるように学習する。

翻訳演習

いろいろなテーマの文章を使い、母語に影響されない日本語らしい表現、慣用句、常用漢字、カタカ
ナ語に注意しつつ、テーマにふさわしい表現が出来ることを目指す。

韓国文学翻訳

韓国の中学から高校の教科書にでてくる文学または一般の小説、エッセイを教材として使用し、さま
ざまな文体や語彙、韓国語独特の言い回しにふれ、ふさわしい日本語を探し翻訳していく。また対照
言語学や翻訳をテーマにした論文や文献を読み、
言語に関する知識を深め翻訳に生かせるようにする。

通訳実習

徹底した実践を通じて「理解語彙（文字を見て、あるいは聞いて理解できることば）」と「表現語彙
（書いたり、話したりすることば）
」のギャップを埋め、話し言葉としての語彙を増やし、豊かな表現
力を身につけたい。

実務通訳

遂次通訳のためのノートのとり方、遂次通訳実践、サイトラ訓練、同時通訳訓練、ニュース、時事問
題、あいさつ文、司会者シナリオ、経済、環境、政治、社会、情報通信などの専門用語を学ぶ。

通訳（韓日）

通訳の形はいろいろある。
主に講演等の発話者の韓国語を聞き取って日本語に写す演習を行っていく。
使われた用語、置き換えた日本語の精度を確認する。

時間割（例）※午後は基本的に選択授業となります。
クラス

月

火

水

木

金

1 年次

韓日語彙・翻訳

日韓基礎翻訳

通訳実習１

韓日翻訳演習１

実践翻訳 1

2 年次

実務通訳・翻訳Ⅰ

実務通訳・翻訳Ⅱ

実務通訳・翻訳Ⅲ

通訳 2

情報処理【選択】

1 年次

通訳・翻訳概論

実務通訳・翻訳基礎Ⅰ

時事翻訳

通訳１

情報処理１

（10:40 ～ 12:10） 2 年次

コミュニカ翻訳

翻訳演習

通訳実習 2

韓日翻訳演習 2

実践翻訳 2

英語

中国語入門

１

（9:00 ～ 10:30）

2

昼休み

3

1 年次

4

1 年次

（13:00 ～ 14:30） 2 年次
（14:40 ～ 16:10） 2 年次

で
様々な専門分野
として
翻訳者・通訳者
活躍できる！
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ビジネスマナー１
字幕翻訳
字幕翻訳

韓日文化比較
簿記
ベトナム語入門

在校生
インタビュー
入学してとても幸せな
学校生活を送っています!

教育経験豊かな講師陣が
徹底指導

三橋 隆太 さん（日本／東京都出身）

藤多 美来 さん（日本／群馬県出身）

秀林に入学してから、僕はとても幸せです。
なぜなら、
信愛なる先生方にいつもサポートして頂いているか
らです。僕は、
日韓通訳翻訳学科で韓国語を学んで
いますが、韓国からの留学生と交流しつつ、互いの
文化を勉強しながら、
プライベートでも友情を深め、
韓国語のスキルも高めてい ます。
また、ベトナムや中国などか
らの留学生と、友達になれ
たことも、嬉しく思っていま
す。自分の生まれ育った国
の言葉や文化を学びに来日
した外国人達と接しながら、
日本人として嬉しく思います
し、毎日が幸せです。

2年間本当にあっという間でした。毎日韓国語を専
門的に学んだことで、
１年目に韓国語能力試験５級
にも合格し、卒業時には６級も取得できました。それ
は先生方のサポートがあったからです。授業もわかり
やすく楽しい雰囲気でした。韓国人の先生から発音
をしっかり教えてもらっ
たおかげで、韓国人の
友達との意思疎通も苦
なくできています。書くこ
と、聞くこと、読むことへ
の苦手意識をなくしてく
れました。もっと勉強し
たいと思わせてくれる学
校です。

日本語力がグングン伸びる、
理由は通訳・翻訳の学校だから！

対 策 講 座 と 仲 良し の 友 達 と 切
磋琢磨で、TOPIK６級合格!!

尹 洗慧 さん（韓国／ソウル市出身）

下平

初めて日本に来た時、
私の日本語力は何も出来ない
くらい低かったです。
しかし、
この学校に入学してから
日本語力がどんどん上手になりました。
基本的には通訳・翻訳について学びますが、
それに
加え、
日常会話やビジネス会話などについても学ぶ
ことができます。
通訳・翻訳に興味がない
人でも、
ちゃんとした日本語
を学べるいい機会になる
と思います。
秀林外語専門学校への
進 学を選んで、とてもよ
かったと思います。

私は秀林に入学して、
TOPIK6級を取ることができま
した。秀林ではTOPIKを受ける前に、
過去問を中心
とした対策授業があるんですが、
そこでポイントを的
確に教えてくれます。
ただ私はその授業も重要だと思
いますが、
何よりクラスの子と切磋琢磨しながら勉強
できたことが良かったと思いました。友達ですが、
その
時ばかりはライバルになり
ます。
クラスが少人数で普
段から仲良しなので、
その
分頑張る力にもなります。
大変なことも多いけど、
目
標に向かって頑張りたい
方は秀林に来てみてはどう
ですか？

早耶香 さん（日本／長野県出身）
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日中通訳・
翻訳学科

の特

徴

●「日本での就職」を目標としたバランスの良い教育内容！

1.

日本語力を更に高めます
通訳・翻訳のスキルを身につけます
文化・ビジネスについても学びます

2018 年度就職率８６％を達成
2017 年度日本全国留学生就職率「大学卒 ４８％」
「専門学校卒 ２４％」を大幅に上回っています

高い
日本語力

翻訳・通訳
のスキル

文化・
ビジネス
の知識

「通訳・翻訳 以外にビジネス系科目も充実」

ビジネスマナー

2.
4.
6.
10

更に上級の

日本語の授業でレベルアップ
日本語能力試験の対策も行います
就職活動もしっかりサポート
面接対策・履歴書の書き方
なども徹底指導します
多彩な課外活動

就職対策

3.
5.
7.

平易な内容から段階的に学習
日本人講師・中国人講師が、
中日・日中 / 通訳・翻訳をそれぞれ指導します

実務経験のある講師が丁寧に指導
各分野に精通した専門講師が担当します
独自の奨学金制度

日中通訳・翻訳コース

昼間部
２年制

ー通訳・翻訳のスキルを活かし、日本での就職を目指すー

●通訳・翻訳の基礎となる高い日本語力を身につけます。また、日本語能力試験に向けた対策を行
います。
●通訳・翻訳に必要なスキルを基礎から段階的に学習します。
●社会人として求められるビジネス・日本文化に関する知識を学びます。
●日本での就職で必要となるビジネスマナーを身につけます。また、就職活動についても指導します。

1 年次
●日中・中日それぞれについて、通訳・翻訳の理論
を学び、平易な内容から練習をします。
●就職に求められるビジネスの知識を身につけます。
●日本での就職や一般常識について学び、就職活動
に向けて準備をします。

2 年次
●ビジネス文書など、より高度な内容を題材として、
通訳・翻訳の練習をします。
●通訳・翻訳の背景知識となる日本文化を学びます。
●面接・履歴書の書き方などを具体的に指導します。

卒 業

後の進路

■就職…旅行会社、ホテル、貿易会社、商社、メー
カー、販売、日本語学校、不動産会社、
物流 他
■帰国…日本語学校、翻訳学校
■進学

カリキュラム
1 年次
日本語能力試験対策１

日中翻訳１

上級日本語１

中日翻訳１・２

キャリアデザイン

日中通訳１・２

ビジネスマナー

中日通訳１

貿易実務

観光案内 通訳・翻訳

ビジネス知識

情報処理

Teacher's Message
日中通訳翻訳学科
主任

山崎

陽子 先生

東京外国語大学
外国語学部 中国語学科

2 年次
日本語能力試験対策 2

日中翻訳 2.・3

上級日本語 2

中日翻訳 3

日本事情

日中通訳 3

就職対策

中日通訳 2・3

簿記・財務

英語・TOEIC 対策

卒業

昔の人は「地球が宇宙の中心だ」という天動説を信
じていました。でも地動説を知り、宇宙の真の姿を
知ることができたのです。母語と異なる言葉や文化
を学ぶことは、
「自分中心の世界」から自己を解き放
ち、新たな世界を見せてくれることでしょう。
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主な授業内容＊事情により、変更になる場合があります。
日本語
日本語能力試験対策
上級日本語

日本語能力試験のための学習。学習者のレベルに応じ、N1・N2 対策を実施
通訳・翻訳の基礎となる語彙・読解力等のアップを中心に、日本語力を更に高める

通訳・翻訳

中日翻訳
日中翻訳
中日通訳
日中通訳
観光案内 通訳・翻訳

エッセイ、小説、ビジネス文書などをピックアップして、中国語から日本語に訳す練習をする。翻
訳の練習をしながら、きまり文句や翻訳のテクニックを学ぶ
基礎から上級レベルまで段階的に授業を勧め、中日両言語の文章内容を正しく理解し、理解した内
容を正しく翻訳することを学ぶ
社会・文化・教育など他分野にわたる音声教材をテキストとして使用。中国語を聞いて日本語に通
訳するプロセスを切り口に、素早い理解力・転換力・表現力を養う
音声教材を用いて、日本語の原文を正確に聞き取り、意味を瞬時に理解し、適切なスピードで的確
な中国語に訳す訓練を行う
通訳案内士試験の過去問題を解き、
筆記試験対策を行う。また、
中国語 / 日本語で、
日本 / 中国の名所・
文化を紹介する練習をする

文化・ビジネス

日本事情
ビジネスマナー
ビジネス知識
貿易実務
簿記・財務
情報処理
英語・TOEIC 対策
キャリアデザイン
就職対策

社会人としての基礎知識、通訳・翻訳の背景知識の獲得を目的に、日本の文化・社会・歴史・地理
等を学ぶ。
日本での就職を目標に、ビジネスシーンにおけるマナーとコミュニケーションの基本を学ぶ。
ビジネス能力検定合格を目標に、日本企業で働く際に求められる知識や技能、仕事の基本、ビジネ
ス文書の書き方等を学ぶ。
貿易実務の概要を理解し、信用状・貿易輸送等の基礎知識を学ぶ。
ビジネスマンの基礎知識として、貸借の仕訳・勘定科目等、簿記・財務の初歩を学ぶ。
Windows の基礎知識、Word・Excel の基礎を学ぶ。
TOEIC テストの練習問題を行い、日常生活・ビジネスで使われる英語表現を学ぶ。
就職に向けてキャリア意識を形成するとともに、日本の就職活動の仕組みを理解し、履歴書・自己
PR の書き方などを学ぶ。
志望動機の書き方を学び、面接対策を中心に、就職活動に必要な日本語力を高める。

時間割（例・1 年次）

1 （9:00 ～ 10:30）
2 （10:40 ～ 12:10）

月

火

水

木

金

上級日本語１

中日通訳１

日中翻訳１

中日翻訳２

日中通訳２

情報処理

日中通訳１

能力試験対策１

中日翻訳１

観光案内 通訳・翻訳

昼休み

3 （13:00 ～ 14:30）
4 （14:40 ～ 16:10）

キャリアデザイン

前期：ビジネスマナー
後期：貿易実務

ビジネス知識

21 世紀の
を
日中のステージ
支える力になる
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在校生
インタビュー
日本での就職関連授業は、
N1以上のレベルの秀林‼

日本の文化・ビジネス・観光を
楽しく学べる！

師 海航 さん（中国/陝西省出身）

王

私は「通訳のスペシャリストになりたい」
という思い
で、
進学先に秀林を選択しました。
すでに日本語能力試験N1に合格していますが、仕
事を任せられるほどの日本語力·会話力が身につい
ているとは限りません。
日本での就職を検討している
留学生は、
日本独特の慣習
や、学生側からは見えない
日本企業の仕組みについ
て学ぶ必要があります。こう
した留学生にとって、語学
を中心に職業関連の授業
が整っている秀林は、N1以
上のレベルを目指すのに良
い学校だと思います。

私は秀林に入学してから、
とても楽しい学校生活を
過ごしています！
秀林は学校の授業が非常に楽しいです。先生方は
学生みんなに優しく、
いつも問題を分かりやすく教え
てくださいます。
また、秀林では通訳・翻訳だけでなく、
日本の文化・ビジネス、
観光などについても勉
強することができます。
こ
うした先生方の指導の
もと、私の日本語能力
は大きく伸びています。
秀 林を進 学 先に選ん
で、本当によかったと思
います。

宇晨 さん（中国／黒龍江省出身）

内定者インタビュー
周 丹 さん（中国／上海市出身）
株式会社ロフト（LOFT） 総合職（中国事業開発業務）
就職活動は、
いつ頃から始めましたか？
秀林では、
どんな就職支援を
――2年生の6月頃、校内の掲示版に貼ってある求人
受けましたか。
票を見て、
インターネットでの応募から始めました。
― ― 面 接 練 習と履 歴 書 の
全体のスケジュールを教えてください。
チェック、仕事の紹介などで
――2年生の6月にネット応募を開始。7月にハローワー す。
ク登録し、面接会に参加。9月から12月にネット応募と 特に「役に立った」
と思う就職支援は何ですか？
説明会参加。1月から2月に、学校の先生やハローワーク ――面接練習です。先生が模擬面接をしてくださり、話
から仕事の紹介を受けました。
の組み立て方、姿勢、面接でのマナーなどについて教え
卒業間際まで就職活動を続けて、
「ロフト」に内定したの てくださいました。
ですね。決め手は何ですか？
後輩へのメッセージをお願いします。
――文房具や雑貨などに、
とても興味があるので。
「ロフ ――就職活動は、
「 諦めずに続ける」
ことが一番重要で
ト」は商品の種類が豊富なので、店舗にもよく行きます。 す！
就職活動では、
どんな点が大変でしたか？
「ロフト」は日本と中国で事業展開する大企業ですね。
――緊張しやすいタイプなので、面接での自己PRの時
今後の抱負について聞かせてください。
はとても大変でした。
――中国での事業を順調に進め、拡大させられるように
あと、服装。スーツとパンプスが苦手なので…。
頑張りたいと思います。
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情報ビジネスコミュニ
の特
徴
ケーション学科
●日本とベトナム、両国で活躍できる人材になろう！

1.

中・上級日本語から
通訳・翻訳レベルまで
体系的な授業

通訳・翻訳

通訳・翻訳のプロを目指します

ビジネス

ビジネスの即戦力を目指します

進学

希望する大学・大学院の進学を目指します

2.

日本語力と通訳翻訳の
基礎を強化する

日本語力を更に高めるとともに、通訳翻訳
の基礎を学びます。
「読む・書く・聞く・話す」
をバランスよく学習します。

4.

現代日本社会の
一般常識を学ぶ

「日本事情」
「情報リテラシー」
「英語」
「中国
語」など、
時代の変化に応じた一般教養もしっ
かり身につけ、長期的な視野に立った高度人
材の育成を目指します。

6.

大学・大学院への
進学対策も充実

大学進学希望者には、日留試で高得点が取れ
るような日本語の指導を行います。さらに、
日留試対策に加えて、各大学の入試対策も行
います。
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3.

ビジネスの場面で通用する
通訳翻訳の力を身につける

「ビジネス会話」「ビジネスマナー」「情報処理」
「日越ビジ
ネス事情」など、将来ビジネス分野で日越通訳・翻訳の能
力をフルに活用するためのカリキュラムが組まれています。

5.

学習者のレベルに合わせた
効果的な言語教育

「日越翻訳基礎」「日越翻訳実習」「日越通訳実習」
「上級
日本語」「日本語能力試験対策」など、学習者のレベルに
合わせた科目を設置し、ビジネスのあらゆる場面で通用
する適切かつ効果的な表現力を養います。

7.

汎用性の高い
資格取得をサポートする

「日本語能力試験」「ビジネス能力検定試験」「介護職員初任
者研修」「日商 PC 検定試験」などの資格取得が可能です。

日越通訳・翻訳コース

昼間部
２年制

●上級日本語から通訳・翻訳レベルまで、体系的な授業を行います。
●ビジネス会話、ビジネスマナー、情報処理、日越ビジネス事情など、将来ビジネス分野で日越通訳・
翻訳の能力をフルに活用するためのカリキュラムが組まれています。
●日本事情、情報リテラシー、英語、中国語など、時代の変化に応じた一般教養もしっかり身につけ、
長期的な視野に立った高度人材の育成を目指します。
●大学・大学院への進学を希望する学生への指導も充実しています。

1 年次
●日本語力を更に高めるとともに、通訳翻訳の基礎
を学ぶ。
●大学進学希望者には、日留試で高得点が取れるよ
うな日本語の指導を行う。

2 年次
●さまざまな場面で通用する通訳翻訳の力を身につ
ける。
●大学進学希望者には、日留試対策に加えて各大学
の入試対策も行う。

卒 業

後の進路

■就職…製造業・飲食業の人事部門、学校事務、
派遣通訳、不動産、観光・ホテル、空港、
ベトナムの日系企業、その他
■進学…日本の大学・大学院・専門学校など

カリキュラム
1 年次
日越翻訳基礎１・２

情報処理

上級日本語

日本事情

ビジネス会話

日本語能力試験対策

ビジネスマナー

ビジネス能力検定試験対策

日越ビジネス事情

韓国語入門

Teacher's Message
情報ビジネス
コミュニケーション学科
日越通訳・翻訳コース主任

昼間

賢 先生

早稲田大学・政治経済学部卒業
早稲田大学大学院文学研究科
・修士課程修了

2 年次
日越翻訳演習１・２

情報処理

日越通訳演習

情報リテラシー

ビジネスコミュニケーション

日本語能力試験対策

医療コミュニケーション

ビジネス能力検定試

日越ビジネス事情

験対策

英語

中国語入門

皆さん、こんにちは！
私は、15 年前から、日本とベトナムの間を行き来
しています。その間、日越関係は大きく変化し、発
展してきました。ベトナム人留学生の学力と資質も、
年々向上しています。本学科では、皆さん各人のさ
らなる成長のため、経験豊富な講師陣がみなさんの
夢の実現をお手伝いします。就職支援はもちろん、
皆さんが各分野で将来のリーダーとなるよう、長期
的な展望とともに指導します。
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主な授業内容
科目

授業内容

上級日本語

文法の復習をしっかり行い、現代社会に対応する語彙を身につけ、より正確な日本語の運用力を高め
ます。

翻訳基礎・演習
通訳演習

翻訳に必要な基礎知識を学び、実際に翻訳してその知識を使えるように練習します。
専用の機材を使い、少人数で効果的な通訳の訓練を行います。

ビジネス会話

ビジネスの様々な局面を想定した会話を学び、
実際に話せるようにします。
特に発音とイントネーショ
ンの向上に力を入れます。

ビジネスマナー

日本の企業社会に適応すべく、必要なマナーや、特に敬語の使い方を学びます。面接指導も行います。

日越ビジネス事情

グローバル化とともに発展してきた両国の経済関係の歴史を学び、今日盛んな交流の実態を概観しま
す。

日本事情

日本社会をより深く理解するため、日本人の習慣や特徴的な考え方を様々な角度から考察します。

ビジネス検定対策
情報処理

日本で働く上で有用な知識を身につけ、ビジネス能力検定３級合格を目指します。
ワードとエクセルは必ず使えるように、
またパワーポイントの文書作成も含めて繰り返し実習します。

情報リテラシー

現代のビジネス、ひいては社会全体に大きな影響を及ぼす情報通信技術について、基本的な事柄を学
びます。

時間割（例）※午後は選択授業となります。
クラス

月

火

水

木

金

1 年次

上級日本語１

ビジネス日本語１

ビジネスマナー

通訳基礎１

通訳基礎２

2 年次

上級日本語 3

通訳実習１

翻訳実習１

一般常識

ビジネス日本語４

1 年次

上級日本語 2

情報処理

翻訳基礎１

（10:40 ～ 12:10） 2 年次

上級日本語 4

ビジネス日本語３

ビジネス検定対策

通訳実習２

翻訳実習２

日本語能力試験
対策１

初級中国語
初級韓国語

日本語能力試験
対策２

TOEIC 対策

日本語能力試験
対策３

貿易実務

日本歴史

日本地理

１

（9:00 ～ 10:30）

2

日本地理

日本歴史 ビジネス日本語２

昼休み

3

1 年次

4

1 年次

（13:00 ～ 14:30） 2 年次
（14:40 ～ 16:10） 2 年次

で、
通訳翻訳を学ん
の
ベトナムと日本
懸け橋になろう
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在校生
インタビュー
授業は、面白いですが、
就職には努力が必要です‼

日本語学校から秀林で学んで、
熱心さは全てに通じます！

NGUYEN THI LAN ANHさん（ベトナム/ハノイ市出身）

LE QUANG TRUONG さん（ベトナム/ホアビン出身）

秀林外語専門学校には、立派で優しい先生がい
て、
いつもサポートしてくださっています。
毎日の授業はバラエティーがあって面白くて、
どれ
も役に立ちます。
しかし、進学や就職では、
自分で努力をしないと先
生にサポートしてもらえませ
ん。それは、自分の意 思と
決意が大切だからです。自
分で決めないと、将来困る
と思ってください。
では、秀 林 外 語 専 門 学 校
情報ビジネスコミュニケー
ション学科で一緒に学びま
しょう。

私は日本に来てから通訳・翻訳者になりたいので、
通訳・翻訳コースがある学校に入ろうと思いました
が、
どんな学校がいいか迷っていました。私が通っ
ていた秀林日本語学校では、先生方が優しくて、
熱心に教えてくれたので、続いて秀林外語専門学
校に入りました。
入ったら、先 生 方 の 熱
心さが、
もっと感じること
ができました。専門的な
科目だけでなく、就職活
動も必死にサポートして
くれています。私も先生
方の期待に応えられるよ
うに頑張っています。

日本語の向上だけではなく、
社会人になるための準備

さまざまな国籍の先生方と
学生と一緒に勉強できる‼

DAO THI HIENさん（ベトナム／ハイズン省出身）

NGUYEN XUAN ANさん（ベトナム／プレイク市出身）

私は現在、秀林外語専門学校の情報ビジネスコ
ミュニケーション学科の２年生です。
将来、私は通訳者になりたいです。
夢を叶えるために、毎日頑張っています。
学校では、先生たちは熱心に教えてもらっていま
す。また、進 学や就 職の
ための授業もたくさんあっ
て、必要なスキルも習って
いて、
とても役に立つと思
います。
受験生の皆さん、一緒に
頑張りましょう。

秀林の先生は、教えるだけじゃなく、新しい学生に
新環境に慣れるように話しかけて、色々な事を説明
してくれましたので、早く慣れました。
そして授業では、勉強しやすいように様々な教え方
で教えてくれます。特に授業では、
日本人の先生や
中国人の先生、ベトナム人の先生なども教えるの
で、色々な言語が勉強で
きます。また、
日本人や外
国人と一緒に勉強して、
交 流もできます。秀 林で
勉強できて本当に良かっ
たと思います。
通訳、翻訳のプロを目指
す方は秀林に来て！
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学生サポート
入学から卒業まで、学生生活をしっかりサポート
学生生活をより一層楽しめるように、教職員がさまざまなサポートをします。

主なサポート内容

・各種資格試験

・生活や就職、進学の相談

・学生寮の案内

・個別カウンセリング

・地域案内

・アルバイト情報

その他、気になることはいつでも気軽に相談できます。

資格サポート

授業での徹底指導、授業時間外でも質問しやすい環境と先生方の指導
で、本校独自の奨学金も給付

奨学金対象資格試験と関連授業科目  ＜ 1 年生４月～＞
◯日本語能力試験（JLPT）

◯通訳案内士 2 科目合格者

日本語能力試験対策１・２・３など

外国語、日本地理、日本歴史、通訳など
◯ビジネス能力試験

秀林では、各分野で実績のある先生
方による国家資格を含む色々な試験
対策の授業で、多くの資格合格者を
輩出しています。また、成績に応じて
奨学金も支給しています。

ビジネス試験対策、ビジネスマナー
◯貿易検定
貿易実務
◯韓国語能力試験（TOPIK）
韓国語能力試験対策１ほか

就職サポート

校内セミナーの他、就職活動のプロを招いて
早期から就職をしっかりサポート

校内セミナー  ＜ 1 年生４月～＞
◯面 接指導・非対面コミュニケーショ
ン「コミュニケーション力」

◯オリエンテーション「就職について」
◯オリエンテーション「企業分析の視点」

◯内 定後の指導・案内

◯業界研究・企業研究「業種・職種」
◯企業の見つけ方「企業紹介場所」

1 年生から就職サポートは始まりま
す。企業分析と自己分析から、企業
との面接を想定した模擬面接など、
細かな指導で内定を獲得します。

◯自己分析「話し方、書き方、売り込み方」
◯履歴書作成「売り込み方、敬語学習」
◯ビジネス敬語・面接指導「敬語学習・コ
ミュニケーション力」

進路サポート

担任制による個別カウンセリングや相談で、卒業後の進学相談も！
韓国には 3 年次編入が可能な協定校もあります

個別カウンセリング  ＜ 1 年生５月～＞
個別カウンセリングは、入学して間もなく
一人ひとりに時間をかけて、将来のことは
もちらん、一人暮らしでの不安や、アルバ
イトの事など・・・、様々な事について、
年に数回必ず実施して、相談やアドバイス
をします。
定期カウンセリングとは別に、進路相談
などができるのは、学生との距離を近い
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秀林ならではです。
卒業後、さらに学びたい学生には、
国内の進学だけでなく、韓国語を学
んだ学生には韓国の協定校大学への
編入学ができるので、将来の進路の
幅を広げることもできます。

資格

自らの目標に向かって一 歩ずつ資 格 取 得で 確 実に夢を実 現

●韓国語能力試験
1 級～ 6 級（韓国教育財団）

●ハングル能力検定試験

● HSK ＜漢語水平考試＞

●ビジネス能力検定

● 秘書検定

1 級～ 3 級（文部科学省後援）

上、ハングル検定準 2 級以上を取得してい

1 級～ 5 級（ハングル能力検定協会）

●国土交通省認定
通訳案内士＜ガイド＞試験
国際観光振興機構

在校生の 97％以上が韓国語検定 4 級以
ます。

● TQE（翻訳実務検定）

1 級～ 8 級（中国国家 HSK 委員会）

1 級～ 5 級（サン・フレア・アカデミー）

● 貿易実務検定

1 級～ 3 級（文部科学省後援）

A 級～ B 級（日本貿易実務検定協会）

各種検定合格者の声
授業と復習で
理解度も実力も
アップして、
TOPIK
6 級合格！

将来のビジネス
のために、
日本の検定に
チャレンジ !!

実践的な授業と
過去問と単語の
克服で合格 !!

韓国語能力試験 6 級

北川

叶

合格

さん（日本／山口県）

私は、韓国語能力試験で六級を取得しました。秀林に入学して、韓国
語の実力がのびました。試験の前の週には、韓国語能力試験対策の授
業があり、とても役立ちました。そのおかげで、聞き取り・読解・作
文をバランスよく勉強できたのが、すごく良かったです。学校で解い
た過去問を必ず家で復習して、分からない単語はその日のうちに調べ
るのが一番大切だと思います。普段から授業で習ったことも、その日
のうちに家で復習する！これがいい結果につながったと思います。

ビジネス能力検定２級

林

莉明

合格

さん（中国／浙江省）

「日本で仕事をするなら、ビジネスの知識が必要だ」と思い、ビジネ
ス能力検定の試験を受けました。勉強は、まずテキストを一通り読み、
それから問題集を解いて、重要な部分は何回も繰り返しました。
秀林では 1 年生の時に「ビジネス能力検定３級」の講座を受講。その
おかげで、2 級のテキストがよく理解できました。また、先生から 2
級の問題集をお借りして、とても助かりました。こうして勉強した結
果、ビジネス能力検定 2 級に合格できました。

韓国語能力試験 (TOPIK) 5 級

名波

詩織

合格

さん（日本／静岡県）

私は韓国語能力試験 (TOPIK) のために、過去問を解き分からない単
語を単語カードに書き出して勉強し、授業では毎回 TOPIK の試験前
になると、試験対策のための実践練習をしてくれます。
解いてくうちに、分かる単語が増えて行くので、点数も上がり勉強の
成果を感じました。
作文の場合は特に難しかったので、先生が採点や添削などで直してく
れたおかげで、すごく助けになりました。
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就職指導

志望にあわせたきめ細かな就職指導

就職についてのカウンセリングは、随時行なっています。
本人の希望や個性を重視し、進路目標を明確にしながら、
セミナーの開催をはじめ個別の親身な就職指導をしています。

主な就職先

韓国語、中国語、ベトナム語を必要とする、
さまざまな企業で秀林生が活躍しています

■海 外
韓国放送公社（KBS）、韓国文化放送（MBC）、ソウル新聞、新世界新聞、統一日報、東工物産（株）、中国石材（株）、北京西部（株）等

■国 内
韓国慶尚南道東京事務所、韓国文化コンテンツ振興院東京事務所、JDF 免税店（羽田空港）、東部観光（株）、羽田空港、韓国文化院、武蔵野市
役所、KNTV（株）、ミシャジャパン（株）、
（株）大韓航空、
（株）アシアナ航空東京支社、キャセイパシフィック（株）、韓国観光公社東京支社、
（株）
新世界百貨店東京事務所、東和免税店東京事務所、日中平和観光（株）、
（株）HANA TOUR JAPAN、郵船航空サービス（株）、韓国電力公社東
京事務所、日本サムスン（株）、LG JAPAN（株）、
（株）KDDI、ハンキョレ新聞教育社、双日（株）、
（株）永山、
（株）リングストン、青山商事（株）、
（株）インパルスジャパン（翻訳会社）、日東化学工業（株）、シンビジャパン（株）、CJ E ＆ M（株）、James trans 航空輸送、
（株）トーガシ、
（株）
バダン総合商事、
（株）BSJ、ジャコネット、宝安寺社会事業部、千弘商事、
（株）レオパレス 21、
（株）アサヒマテリアズ、ニュースサービス日経、
ジェームズトランス、韓国ショッピングモール（Ｚ -works）、
（株）創生ワールド、
（株）EMCOM ホールディングス、中国ヒューレット・パッカード、
（株）
アクロス、
（株）PGS ホーム、
（株）明天、
（株）日本低温企画、
（株）明成、韓国文化コンテンツ振興院東京事務所、
（株）日新通商、
（有）東部観光、
エスエヌビー（株）、
（有）ハラ・パテント・トランスレーション、
（株）鶴和、
（株）アイ・ビー・エス・ジャパン、
（株）プラス 1、
（株）ゲームポット、
（株）
共立メンテナンス、
（株）ダイコクドラック、
（株）ロフト中国、
（株）三陽商会、ダイワロワイヤル（株）、チムニー（株）、
（株）日本エコ電気 等
他 映像翻訳会社、通訳翻訳会社、韓国系 IT 会社、韓国系携帯電話情報会社、貿易会社、商社、日本語学校、出版社、物流会社、工業系会社、
医療系会社、病院、司法関連、起業・経営 等多数

進路指導

夢と適性を考えた進路指導

進学相談は、基本的に担任の先生が随時行なっています。
将来の夢から、将来の設計図を考慮すると同時に、現在の実力から確実な
目標を設定して、合格を目指します。

主な進路先

日本語と韓国、中国、ベトナムを繋ぐ次のステップへ
夢はさらに拡がる秀林生が羽ばたいて行きます

■海 外
韓国外国語大学校、ソウル市立大学校、東義大学校、新羅大学校

など多数

■国 内
東京大学、東京大学大学院、一橋大学、東京学芸大学、東京学芸大学大学院、東京外語大学、東京外語大学大学院、横浜国立大学、大阪大学大学院、
九州大学、千葉大学、千葉大学大学院、名古屋市立大学、埼玉大学、早稲田大学、早稲田大学大学院、東京理科大学、立教大学、明治大学、明
治大学大学院、学習院大学、芝浦工業大学、青山学院大学、中央大学、法政大学、日本大学、専修大学、駒沢大学、麗澤大学、多摩大学、大東
文化大学、東海大学、武蔵野大学、亜細亜大学、国士舘大学、東洋大学、拓殖大学、大正大学、明海大学、尚美大学、東京流通経済大学、秀明
大学、千葉商科大学、神奈川大学、東京福祉大学、中央工学校、日本電子専門学校、読売自動車専門学校、その他大学院、専門学校 など多数
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卒業生
インタビュー
日韓通訳翻訳学科 卒業
HOMMAGE合同会社 就職

日韓通訳翻訳学科 卒業
法政大学で経済を学ぶ 進学導

末永

金

千夏 さん（日本／神奈川県出身）

栄大 さん（韓国／京畿道華成市出身）

学んだ韓国語を生かせる会社が見つからずに諦めて就活

秀林に入学して2年間はあっという間で、本当に良い友達

をしていた時、先生から連絡をいただきました。

と良い先生たちに恵まれて、楽しい環境で勉強ができまし

韓国語を生かせるだけでなく、
自分の適性にも合うと感じ選

た。卒業後は法政大学への進学を考え、先生から適切なア

考に進むことに決めました。書類作成時のアドバイスだけ

ドバイスで無事合格できました。友達の話では、就職も手

でなく、書類の送付までして頂き、安

厚い支援をしてくれるようで、改めてこ

心且つスムーズに準備をすることが

の学校に入ってよかったと思いました。

できました。

秀林では、辛いことや困ったことを相談

就活生が使う一般的な就活サイトに

できる一生の友達にも出会えました。

は載っていない求人情報だったので

これからは、
ここで得た知識と経験を忘

先生には本当に感謝しています。

れないで前に進みたいと思います。

日中通訳翻訳学科
清水物産株式会社
鄭

卒業
就職

光奇 さん（中国／黒竜江省出身）

日中通訳翻訳学科 卒業
株式会社LGC 就職
祝

霊 さん（中国／江蘇省出身）

秀林で2年間勉強し、
先生方に熱心に教えていただいた知識

秀林では、履歴書の作成指導や就職活動のサポートをし

は今後、
会社で大いに活かすことになると思います。就職活動

ていただき、本当にありがたかったです。

中は、
いろいろ悩んで、
いつも先生に相談をしました。
そして、
時

先生方のおかげで、
日本にある中国の貿易会社に正社員

には優しく、
時には厳しく指導していた

として採用されました。

だきました。先生方の丁寧で親身な指

今、
２年間秀林外語専門学校で、

導のおかげで、
いろいろなチャンスを得

教えていただいた知識を大いに活

ることができ、
今の職場に就職すること

かしています。日本での就職活動

ができました。
ありがとうございました。

は本当に大変でしたが、一生懸命

学校には家族のような先生方がたくさ

に頑張れば「自分の道を切り開くこ

んいて、
本当に感謝しています。

とができる」
と思います。

情報ビジネスコミュニケーション学科 卒業
(株)物語コーポレーション 就職

情報ビジネスコミュニケーション学科 卒業
協同組合FUJI 就職

CAO XUAN PHUCさん（ベトナム／フンイエン省出身）

BUI THI THUさん（ベトナム／/ニンビン省出身）

私は将来日本語を使った仕事をしたいと思い、秀林を選び

私は、秀林の日越通訳・翻訳コースで二年間勉強しました。

ました。学校に入ってから、毎日色々な留学生の人たちと

日本で働くのが私の夢だったからです。秀林では、
そのため

交流できていて楽しかったです。様々な国から来た親切な

に必要な知識やスキルだけでなく、人間性を高めるための

先生たちが、
日本人のマナーや自分が経験したことがない

きっかけも学ぶことができました。先生方はいつも熱心で、

ことを教えてくださり、困った時も助け

就職活動においてもいろいろとサ

てくれて、本当に感謝しています。今

ポートしてくださり、就職が円滑に

では、就職する社会への準備がパッ

進みました。卒業後は、
日本の会

チリで、
どんなハードルでも乗り越えら

社で働きます。秀林で得た知識や

れると思います。 在校生の皆さんも

経験を活かして、立派な社会人に

諦めずに、頑張ってください。

なりたいと思います。
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年間
4

April

・入学式
・前期授業開始
・オリエンテーション

10

楽しく充実したキャンパスライフ

5

May

・前期校外授業
・春期レクリエーション
・健康診断

October

・10 月生入学式（日本語学科）
・後期授業開始
・スポーツ大会
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スケジュール

11

November

・開校記念日（11月2 日）
・日本留学試験
・ハングル能力検定試験
・中国語検定試験

6

June

・前期中間試験
・日本留学試験
・ハングル能力検定試験
・中国語検定試験

12

December

・後期中間試験
・日本語能力試験
・通訳案内士試験（２次）
・冬季休暇

7

July

1

January

・日本語能力試験
・校外授業

・スピーチ大会
・春節祝い
・後期校外授業

8

August

2

February

・夏季休暇
・海外語学研修

・後期末試験
・後期授業終了
・春季休暇

9

September

3

March

・通訳案内士試験（１次）
・韓国語能力試験
・前期末試験

・卒業式（金熙秀創立者奨学金授与）
・中国語検定試験
・スポーツ大会
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日本 語 学 科

4 月入学
1 年制

海外からの留学生は、年々増加していますが、中でも韓国・中国・ベトナムを中心とするアジアから
の留学生は圧倒的な数にのぼります。
また、東アジア諸国の関係は、経済的にも文化的にもより密接な関係が背景にあり、日本語のニーズ
は大学や大学院進学のための予備的なものから、ビジネスのために、あるいは覚えた日本語を使って日
本語講師を目指すなど、多様化しています。
本科では、日本語の 4 技能「読む・書く・聞く・話す」の基礎を習得したあと、多彩な文化体験を通じ、
言葉のバックグラウンドに対する理解も深めていきます。そして受身の学習ではなく、日本語で考え、
日本語で表現できる能力を身につけます。

教 育 方 針 概要
● 1 クラス 15 名程度のレベル別クラス編成、実践的なカリ

●クラス担任制をとっており、進学等のバックアップも行
います。

キュラムで指導します。

●学業成績優秀者には、奨学金を支給します。

●日本語能力試験 N1 に高い合格率を誇り、進学希望者の多

●プレゼンテーションの時間を設けて、
“日本語で発表す

くは日本の専門学校・大学・大学院等に進学しています。
●バラエティにとんだ文化体験で、日本への理解を深めます。

る力”も身につけます。

日 本 語 学 科年間学習計画
April

4月
May

5月
June

6月
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July
・4 月生入学式

・校外授業
（バーベキュー他）
・健康診断

・1 学期末試験
・日本留学試験

7月

・日本語能力試験
・プレゼンテーション
大会

August

8月

10 月

・10 月生入学式
・スポーツ大会

November
・夏休み開始

September

9月

October

11 月
December

・2 学期末試験

12 月

January

1月
February

・日本留学試験

・お楽しみ会
・日本語能力試験
・3 学期末試験
・冬休み開始

2月
March

3月

・スピーチ大会

・校外授業
（ディズニーランド他）
・4 学期末試験
・スポーツ大会
・卒業式
・秀林奨学金授与
・春休み開始

カリキュラム
初

級

ひらがな・かたかな、漢字 750 字、
初級文法、聴解、初級日常会話、
文型作文、初級読解、発音

中

級

上

文字語彙（日本語能力試験Ｎ２）
、中級
文法、中級読解、中級会話（ロールプ
レイ等）
、
作文Ⅰ・Ⅱ、
日本事情、
視聴覚
（映
画 ･ ニュース等）
、プレゼンテーション、
日本語能力試験Ｎ２対策、発音

級

文字語彙（日本語能力試験Ｎ２）
、中級
文法、中級読解、中級会話（ロールプ
レイ等）
、
作文Ⅰ・Ⅱ、
日本事情、
視聴覚
（映
画 ･ ニュース等）
、プレゼンテーション、
日本語能力試験Ｎ２対策、発音

＜二部制＞午前・午後のクラスがあり、自分の日本語能力に合ったクラスで“勉強”ができます
本校の日本語学科は、日本語能力によりクラス分けを行います。日本語初級学習者は日本語の基礎を固めると同
時に、日常生活にも困らないように日本語の 4 技能（読む・書く・聞く・話す）を学び、中級以上の日本語能力を有す
る学生はより自然な日本語を身につけるための勉強をします。

「日本語能力試験Ｎ１」に高い合格率を誇り、進学希望者は日本の有名大学・大学院に進学しています
本科では、多くの学生が日本語能力試験Ｎ１、Ｎ２に高得点で合格できるよう、丁寧に指導しています。進学希望
者には日本留学試験対策の授業も準備しており、その大半は日本の大学・大学院・専門学校に進学しています。

卒業後には通訳・翻訳のプロを育成する「日韓通訳・翻訳学科」
「日中通訳・翻訳学科」に進学できます。
本校の日本語学科卒業後には、プロの通訳・翻訳者を要請する通訳・翻訳学科に進学する道が開かれています。通訳・
翻訳学科では、日本語と韓国語・中国語の発想の違いや表現方法を徹底的に学び、歴史 ･ 文化・慣習などを理解しな
がら、通訳・翻訳のテクニックを習得。次代の新たな日韓、日中関係を築ける優れた通訳者・翻訳者を養成します。

■留学ビザについて
在留期間：本科に留学する学生は 1 年～ 1 年 3 ヶ月間の留学ビザ（10 月生は 2 年間）を取得できます。

聴講生制度について

生きたことばを
学ぼう！

当校でビザの手続きの必要の
ない方（配偶者ビザ、永住者ビザ
などの取得者）で日本語の勉強
を希望される方は、聴講生という
形で 3 カ月間から正規生と同じ
クラス・同じ授業内容で学ぶこと
ができます。
旅行を楽しみながら日本語の
勉強もしたいワーキングホリデー
ビザ取得者の方、生活に必要な
日本語を学びたい配偶者ビザ取
得者の方など、年齢や目的もさま
ざまな方が秀林で学んでいます。
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秀林海外事務

所

ソウル事 務 所
韓国ソウル事務所は、学生さんが留学にたどり着くまで、書類の準備や
相談など、安心して日本に行けるように、積極的にサポートしています。
いつでも相談しに来てください。

アクセス情報
ソウル特別市鍾路区 清溪川路 55 DAESHIN B/D 501 号
Tel：02-732-5465 Fax：02-722- 6508
E-mail：seoulshurin@hanmail.net
http://www.shurin.co.kr （秀林日本語学校）
http://www.shurincollege.co.kr （秀林外語専門学校）

（財）
秀林文化財団

金熙秀記念秀林アートセンター

ソウル特別市東大門区洪陵路 118
秀林外語専門学校は、1988 年に創立者金熙秀により設立されました。
創立者の功績を記念して、2016 年 5月12 日にオープニングセレモニー
が盛大に行われました。

26

韓国ソウルに秀林の事務所があり、留学
ビザ取得のための申請や相談の受付をし
ています。

学生寮
ウィークション立花
東京都墨田区立花 2-25 -9

7 階建

１K

全 54 室（全室キッチン・バス・トイレ付）

冷暖房、ベッド、冷蔵庫等完備

自転車置き場、談話室、コインランドリー、WiFi
近隣に商店街やスーパーマーケット
管理人常駐

最寄り駅 東あずま駅（東武亀戸線）駅より1 分
秀林外語専門学校までの所要時間

Tachibana

⃝自転車利用

約13 分

⃝電車（東あずま～亀戸駅）と徒歩

約15 分

ウィークション両国
東京都墨田区両国 1-2-2

5 階建 １K 全 40 室（全室キッチン・バス・トイレ付）
冷暖房、ベッド、冷蔵庫等完備

自転車置き場、談話室、コインランドリー、WiFi
秀林日本語学校隣り（徒歩 0 分）
管理人常駐

最寄り駅 両国駅（JR総武線）駅より7 分
秀林外語専門学校までの所要時間
⃝自転車利用

約 20 分

⃝電車（両国～亀戸駅）と徒歩

約20 分

Ryougoku
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A s i a n
P a s s i o n
今、 アジ アが 熱 い。 秀 林 が 熱 い。
近年、比類のないペースとパワーをもって前進しているアジアは、
過去数十年間、世界の羨望の的になる経済成長率を記録してきま
した。世界の生産と貿易に占める東アジアの比率は増大の一途を
たどり、その結果、北アメリカやヨーロッパと肩を並べる世界経済
の中心地として繁栄し続けています。成熟し、さらに飛躍を続ける
韓国、大きく台頭し、アジアの主役になりつつある中国、そしてわ
が国日本を含む「アジア太平洋地域」は、今後も更なる成長が見
込める期待に満ちた市場であり、国際戦略の中で「重要な地域」
と位置づけられているのです。本校では、韓国語・中国語・ベトナ
ム語・日本語を学ぶ学科を設け、アジアはもちろん、世界を理 解
する“地球人”であるために、
「ことば」をベースに歴史・文化を学
び、国際感覚を養います。アジア諸国の言語を操る語学力、そし
て目標の職種に必要な専門技能・資格を手に入れ、世界で活躍で
きるスペシャリストを養成します。

アジ アに 対 する 情 熱 を期 待しま す
学校長

申

景浩

秀林外語専門学校は、グローバル時代に求められる人材の育成と、希望に
満ち活気あふれる若者が集う、コミュニティカレッジを目指して設立されま
した。グローバルな視野・国際感覚・優れた語学力、という三つの要素を身
につけながら、秀林で学ぶ若者がアジア発展の役割を担ってくれることと、
いまだにこれらの地域に存在しているさまざまな壁を越え、将来には国境な
き、ボーダレス化への役割を果たす人材になってくれることを強く期待して
います。
秀林では、若者の情熱を実らせるべく、優秀な講師陣、質の高い教育環境
を整え、世界に通じるスペシャリストの教育・育成に尽力してまいります。
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SCHOOL PROFILE

学校概要

「ことば」を通して、東 南アジア各国の
理 解と交流を深めること。 それが本 校の使命です。
学校法人金井学園秀林外語専門学校は、アジア
時代に先駆けて 1988 年４月に開校したカレッジ
です。本校の教育に対する使命と熱意は有名校や
伝統校をしのぎ、年々優秀な人材を世に送り出し
てきました。
本校はアジア諸言語教育に特化した専門学校と
してさまざまなノウハウを蓄積しており、特に「こ
とば」をベースとして必要な専門技能と資格を取
得する職業訓練に力を入れております。
経験豊富で魅力的な授業を展開する講師陣はも
とより、充実した教育施設・設備を備え、本校を
母校に選んだ学生たちがそれぞれの志を実現でき
るようにバックアップ体制も万全です。

ACCESS MAP
至 秋葉原

JR 総武線

至 千葉

JR 亀戸駅

池袋

上野

北口
ドン・キホーテ

ミスタードーナツ

明治通り

みずほ銀行

首都高速７号線
伊勢屋

秋葉原

新宿

両国

四谷

セブンイレブン

神保町

東京

西大島

渋谷

NTT 城東ビル

品川

東京電力

秀林外語専門学校

亀戸

飯田橋

京葉道路

JR 総武線

都営地下鉄新宿線

JR 山手線

つくばエクスプレス

ファミリーマート

至 新宿

A3
ローソン
出口
都営新宿線 西大島駅
吉野家

羅漢寺
至 本八幡
新大橋通り

江東区総合区民センター

JR 総武線・東武亀戸線「亀戸駅」下車北口 徒歩７分
都営新宿線「西大島駅」下車 A3 出口 徒歩５分

●
●

秀林外語専門学校
〒136-0072 東京都江東区大島 3-4-7
TEL 03-3638-7511 FAX 03-3638-7515
E-mail info@shurin.ac. jp
http://shurin.ac. jp

金井学園 姉妹校
JR

浅

JR

両国
国技館

総武

線

JR 両国

駅

ザ・ホテル
ベルグランデ

両国駅

両国リバーホテル

江戸東京
博物館

大江戸線

（都 草橋
駅
営
浅草 浅草
橋駅 線
）

ラーメン屋
京葉道路

隅田川

首都高速６号線

卍
回向院

秀林日本語学校
首都高速 7 号線

JR 総武線「両国駅」下車西口 徒歩７分
「浅草橋駅」下車東口 徒歩 10 分

●

都営地下鉄大江戸線「両国駅」下車 徒歩７分
都営地下鉄浅草線「浅草橋駅」下車 徒歩 10 分

●
●

秀林日本語学校

〒130-0026 墨田区両国 1-2-3
TEL 03-3632-1071 FAX 03-3632-5731
E-mail nihongo@shurin.ac. jp
http://shurin.ac. jp

