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本校の目的
　人類平和を希求する２１世紀を迎え、益々多様化する国際社会の中にあって、世界各国
から日本語学習の要求が日ごと高まって来ている。本校は外国人に対する日本語の教育
を通じて、国際交流と相互理解を深め、国際親善に寄与する青年の育成を目的とする。

沿　革

　埼玉国際学園は、1988年10月に開校、1989年
㈶日本語教育振興協会による適格校の認定を受
け、1990年4月より授業を開始。以来多数の修
了者がさまざまな分野で活躍をしています。

学園概要

学校名／埼玉国際学園
設　立／1988年10月1日
代表者／理事長／学園長  佐藤　收
資　格／日本語教育振興協会認定校
　　　　法務省承認 在留許可申請取次校
教員数／24名
総定員／230名
所在地／〒360−0036
　　　　埼玉県熊谷市桜木町2−101
　　　　TEL  ＋81−48−526−4155 
　　　　FAX  ＋81−48−526−4157
　　　　http://www.saisc.jp
　　　　e-mail gakuenn@saisc.jp

教育方針

本校の教育方針は
・日常生活に必要な日本語の知識・技能の育成。
・日本語の基礎知識の上に、論説文等の読解や自己の意見を日本語で
　表現する知識・技能の養成。
・大学院・大学・専門学校へ進学する為の日本語能力の養成。
・日本語学習を通じ、地域社会との交流を図りながら、日本の風俗・
　習慣等、日本文化の理解。

学生達

校舎全景



バーベキュー

埼玉工業大学 学園祭見学

ものつくり大学 学園祭見学

スポーツ大会
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世界21地域から集う留学生
地域別生徒数（2020年1月現在）

本校の特徴

①充実したカリキュラムによる、日本留学試験・日本語能力
試験の対策授業を行います。
②少人数制授業により１クラス15人〜20人のクラス編成に
よる教育を実施しています。
③担任制による木目細かな生活指導で日本での生活を全面的
にサポートします。
④経験と実績を持つ教育陣による、日本語の指導と共に目的
達成の為の豊富な情報提供と熱心な進路指導を行います。
⑤日本語学習を通じ、地域社会との国際交流を図りながら、
日本の習慣・風俗等日本文化の体験と理解を図ります。
⑥熊谷市は東京に近い静かな緑豊かな中核都市にあり、体育
館・図書館等も近くにあり、学習環境も非常に良く、治安
にも優れています。
⑦学生寮は、静かな住宅街に位置し、大きなデパート、スー
パー、コンビエンスストアーも近くにあり、安全で快適な
生活を送ることが出来ます。また、学校の周辺にあり、徒
歩又は自転車で5分から15分以内で通学ができ、通学費は
かかりません。
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スピーチコンテスト
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・特別授業
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・自習



スケジュール

内　容

日本語科2年コース 入門・初級 中　級 上　級 実　用
日本語

実　用
日本語

実　用
日本語

実　用
日本語

入門・初級 中　級 上　級

入門・初級 中　級 上　級

初級 中　級 上　級

日本語科1年9ヵ月コース

日本語科1年6ヵ月コース

日本語科1年3ヵ月コース

●日能試N2・N3 ●日能試N1・N2 ●日能試N1
●日留試 ●日留試

●日能試N2・N3 ●日能試N1・N2 ●日能試N1
●日留試 ●日留試

●日能試N1・N2 ●日能試N1
●日留試 ●日留試

●日能試N2 ●日能試N1
●日留試 ●日留試

●入学 ●卒業

●入学 ●卒業

●入学 ●卒業

●入学（★N3取得） ●卒業
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レベル 期間 能力検定 漢字・語彙数 授業内容 使用教科書

入門
・
初級

中級

上級
・

実用日本語

6ヶ月

12ヶ月

6ヶ月

N4
レベル

N3
レベル

N2
レベル

N1
レベル

漢字　  100字
語彙　  800語

発音、表記、初歩的な文法を習得する。簡単な会話
や平易で短い文章の読み書きが出来る能力を養う。

かな入門（各国語版）
みんなの日本語Ⅰ

みんなの日本語Ⅱ
毎日の聞き取り50日

文化中級日本語Ⅰ、Ⅱ
日本語表現文型500
ニュースで学ぶ日本語Ⅰ

文化中級日本語Ⅱ
ニュースで学ぶ日本語Ⅱ
プロジェクトワーク

日常生活に役立つ会話を習得する。
簡単な文章の読み書きができる能力を養う。

一般的な事柄について、会話・読み書きができる能
力を養う。自分にとって関心のある話題について、
テレビ・ラジオを聞き、新聞を読む能力を養う。

大学、専門学校における学習に役立つ専門的・総
合的な日本語能力を養う。

漢字　  500字
語彙　2000語

漢字　1000字
語彙　6000語

漢字　2000字
語彙 10000語

日本留学試験対策授業・進学指導の実施

主な進学先実績
■大学院　　　　東京大学、東北大学、埼玉大学、千葉大学、信州大学、早稲田大学、神戸大学
■大学（国公立）　宇都宮大学、山形大学、札幌大学、大阪芸術大学、信州大学、高崎経済大学、東京外国語大学
■大学（私立）　　早稲田大学、慶応義塾大学、法政大学、東洋大学、立正大学、獨協大学、大東文化大学、城西大学、
　　　　　　　　亜細亜大学、拓殖大学、東京農業大学 、中央大学、埼玉工業大学、明治大学、帝京大学、その他
■専門学校　　　日本電子専門学校、ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ、服部栄養専門学校、ハリウッド美容専門学校、
　　　　　　　　読売自動車大学校、日本医療ビジネス大学校

Schedule

Contents

Schedule

Contents

日本留学試験対策授業

　大学進学を希望する学生は、毎年６月と11月に実施する『日本留学試験』を受験する必要があります。当校はこの日本留学
試験対策として、毎週木曜日「総合科目」・「数学Ⅱ」、金曜日「数学Ⅰ」を各２時限無料で授業を実施しています。
　また早い時期から学生と個別面談を行い、全員希望する大学院・大学・専門学校へ進学できるよう親切丁寧に指導します。



●スポーツ大会
●バーベキュー
●七夕祭り
●文化体験（祭り）
●文化体験（華道）
●校外学習
　（名所・史跡見学）
●卒業式

課外活動
ActivitiesActivities

教育施設
Education FacilitiesEducation Facilities

文化体験（華道） 校外学習

文化体験（熊谷うちわ祭り）

学生課受付 ロビー

食堂 教室図書室

バーベキュー

埼玉工業大学 学園祭見学

ものつくり大学 学園祭見学

テラス



　古い歴史のある地方都市、熊谷は、１年を通して四季折々
の風景を楽しむことが出来ます。春は、市内を流れる荒川沿
いに咲く桜から始まり、満開の桜並木の下での語らいは、来
日する学生の思い出の1つとなるでしょう。
　夏は、梅雨明けと共に始まる「うちわ祭り」は、12台の山
車・屋台が熊谷囃子とともに市街地を巡行する様子は、その
絢爛豪華さから関東一の祇園祭と称され、延べ70万人の人達
を熱く燃えさせます。毎年８月に行われる荒川河畔の「熊谷
花火大会」は暑い熊谷の夜空を飾り45万人以上の見物客を集
め日本の夏の風物詩の一つです。
　秋には、近くの四季温泉、少し足を延ばして草津温泉での
紅葉狩りと温泉に浸るのもまた心が和みます。
　冬は、絶好の白いゲレンデがスキーヤーやスノーボーダー
達を待っています。南国生まれで初めて雪をみる生徒も思い
っ切りスキーに挑戦して、楽しい時を過ごします。
　そして東京には、電車で１時間と比較的に近く、たまには
新宿・青山・原宿でのショッピングも気分転換にはとても良
いです。

校外学習

　当地熊谷は、東京・新宿・池袋まで電車で
１時間の通学・通勤圏内にある人口20万人、
近隣市町村を合わせると60万人の文教都市で
す。市内には、大学・図書館・体育館・プー
ル・スポーツ競技場・プラネタリウムなどの
教育施設があり、自由に使用が出来ます。ま
た、デパート・映画館・コンサートホールな
どの娯楽施設もあり日本での生活費は東京都
内と比較して格段に安く、生活にはとても便
利です。

学校生活

　寮は、学校に近く、立地条件・環境の良い
安全な場所にあり、徒歩又は自転車で10分か
ら15分で通学ができ、通学費はかかりません。
　また、生活する為のショッピングモール
（デパート・スーパー・コンビニエンスストア
ー）が近くにあり、快適な寮生活を送ること
が出来ます。

寮生活

▼ 熊谷中心街

熊谷駅

７月  熊谷うちわ祭り

８月  熊谷花火大会

▼ 学生寮

３月下旬  熊谷の桜

長瀞  ライン下り

ガーラ湯沢スキー場
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熊谷
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大宮
OMIYA

上野
UENO

成田
NARITA東京

TOKYO

羽田
HANEDA

表紙：武州正藍染　2020.01

The four seasons of KUMAGAYA


