
■手続き・安全な生活
・入管申請代行（ビザ更新・再入国）
・来日時の空港への出迎え
・学割（交通費・各種入場料）
・宿舎紹介
・病気・事故対応

・アルバイト相談
・文化行事（京都・奈良遠足、生け花体験等）
・宗教行事（般若心経読誦、愛染祭等）
・交流行事（日本語発表会、春節祭等）
・外国人スタッフによる相談受付

■安心・規律・多彩な生活

●阪堺電車上町線「松虫駅」下車すぐ
●地下鉄谷町線「阿倍野駅」⑥番出口より南へ徒歩6分
●地下鉄御堂筋線「昭和町駅」より西へ徒歩10分
●JR「天王寺駅」・近鉄「あべの橋駅」より南へ徒歩15分
●地下鉄堺筋線・南海線「天下茶屋駅」より東へ徒歩20分

文部科学省外国人留学生学習奨励費

留学生募集     | 学校案内 |  2024

平岡憲人校長／工学博士

清風情報工科学院

は、あなたが日本

と母国の両方で活

躍できるように教

育します。

仏教に基づいた厳

しい学校で、学生

コンピュータ・日本語教育の専門学校　清風情報工科学院　

キャリア専攻科

安心できる留学生活
安  心 楽しい

伸びる

  

・担任制で、学生一人ひとりの進学先が決まるまで懇切丁寧に指導
・大学受験の最新情報 ／資料を多数完備し、常時閲覧可能
・高い出席率により意欲を最大限に引き出す圧倒的な学習の雰囲気

出席率奨学金（卒業時出席率基準達成者） (注1) \20,000

★ 学院の周辺は閑静な住宅街で、学習に最適な環境
★ すぐ近くに巨大な SHOPPING MALLがあり、生活に便利 
★ 京都・神戸・奈良・和歌山にもアクセスしやすい立地

\25,000～\50,000

大学院・大学進学
              専門学校進学

１年制

     
                    
      　
      　　               

     
                    
      　
      　　               

充実した清風での生活

■学習／進路指導

清風情報工科学院 校内奨学金最優秀賞

清風情報工科学院 校内奨学金優秀賞

1回限り

1回限り

\160,000

\288,000
\576,000

審   査
成績・出席率・学校行事への貢献状況等により本校が審査します。 本校に半年以上在籍し、かつ合計1年以上在籍する見込みである学生

(注1)   在籍期間中、無遅刻・無欠席、無早退の者

対象者

合格実績

東京大学大学院
京都大学大学院
大阪大学大学院
神戸大学大学院
和歌山大学大学院
大阪市立大学大学院
大阪府立大学大学院
大阪教育大学大学院
奈良女子大学大学院
千葉大学大学院
九州大学大学院
滋賀大学大学院
滋賀県立大学大学院
金沢大学大学院
三重大学大学院
香川大学大学院
埼玉大学大学院
静岡県立大学大学院
名古屋市立大学大学院
広島市立大学大学院
北陸先端科学技術大学大学院
東京外国語大学大学院　他

早稲田大学大学院
中央大学大学院
同志社大学大学院
立命館大学大学院
関西学院大学大学院
関西大学大学院
近畿大学大学院
龍谷大学大学院
阪南大学大学院
桃山学院大学大学院
大阪経済大学大学院
大阪電気通信大学大学院
プール学院大学大学院
京都情報大学院大学
関西大学
関西学院大学
同志社大学
立命館大学
立教大学
法政大学
明治学院大学

日本大学
近畿大学
龍谷大学
京都産業大学
摂南大学
桃山学院大学
大阪工業大学
阪南大学
姫路独協大学
大阪経済大学
大阪産業大学
大阪商業大学
天理大学
帝塚山大学
相愛大学
太成学院大学
京都ノートルダム大学
福井工業大学
大阪成蹊大学
羽衣国際大学
大阪学院大学
大阪女学院大学　他

大阪大学
大阪市立大学
大阪府立大学
大阪教育大学
奈良教育大学
奈良女子大学
和歌山大学
三重大学
岐阜大学
静岡大学
金沢大学
滋賀大学
滋賀県立大学
鳥取大学
愛媛大学
香川大学
宮崎大学
島根大学
大分大学
山口大学
静岡大学
県立広島大学　他

国公立 私 立

熱気あふれる授業風景 奈良遠足の楽しいひととき

国公立大・有名私大（文系・理系）合格者多数国公立大・有名私大（文系・理系）合格者多数

紹介してもらった
    アルバイトで
頑張っています!

春節をみんなでお祝い

毎年２月には日本語
発表会を開催します。

  ハロウィンも
みんなで楽しむ

信頼のサポート体制

・中国・ミャンマー、ベトナムのスタッフにより母国語で進路相談、
　生活相談ができます。（英語による相談も可能です。）
・就職・アルバイト紹介は専門のスタッフが担当して行います。

■進路／生活相談

大学院進学希望にも独自の教育システムで対応！大学院進学希望にも独自の教育システムで対応！

〒545-0042　大阪市阿倍野区丸山通1-6-3
1-6-3 Maruyama-dori  Abeno-ku,  Osaka  545-0042  Japan
Tel :  +81-(6)-6657-2369                Fax :  +81-(6)-6657-2386
HP :  https://i-seifu.com/j-career
E-mail :  info2@i-seifu.com     WeChat :  Shokyo727
Facebook :  https://www.facebook.com/iseifu.jls/

の出席・あいさつ・マナーを大切にして

います。キャリア専攻科は日本語力を伸

ばせるだけではありません。数学や総合

科目が勉強できます。毎年多くの学生が

国公立大学や有名私立大学へ進学してい

ます。また、色々な行事があり、充実し

た楽しい学生生活を送ることができます。
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ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ上級 総合科目(地理歴史） 化学 TOEIC英語上級

■デザイン・イラスト専攻
■ゲーム専攻
■情報処理・ネットワーク専攻

文法/聴解

15:10～16:40

             李 佳惠
      中国（貴州省）

芦　嘉慧
中国（遼寧省）  

大学院・大学進学
   
  
  
  

キャリア専攻科の特色と強み1週間の時間割例

■ 重層的なスパイラル教育
100を超える副教材で、くりかえしながらステップアップ

  学   費 （２回分割納入、但し延納は認めません）

  33,000
 650,000

  37,000

720,000

入学金：
授業料：
その他諸費用：

　   合格発表１０日以内：
納入時期

　　   395,000
    7月20日頃： 325,000

有名私立大学進学大学院・国公立・難関私立大学進学
目標及び学習のレベル

■ 進学してからも役立つ日本語
日本語でノートがとれる、講義がわかる、レポートがかける

■ 英語・数学・物理・化学・総合科目などが追加授業料不要
経験豊富なベテランの教師により進学に必要な基礎科目を徹底指導

日本留学試験で280点以上取得、日本語能力試験のN2合格を目指します。

具体的には、日本の新聞が辞書を使用しながら読め、  テレビアニメの約8割が理解

できるレベルです。  また、アルバイト先でリーダーとして働けるレベルです。

基礎科目全国平均点以上を目指します。

日本留学試験で330点以上取得、日本語能力試験のN1合格を目指します。

具体的には、日本の新聞が読め、大学院や大学で、授業のノートが取れるレベルです。

また、将来正社員として就職先で仕事ができるレベルです。

文部科学省 私費外国人学習奨励費(予約)の獲得学生を輩出中です。

　    NGUYEN THI LAN ANH
ベトナム（HUE）　
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い
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出席率により奨学金を支給

キャリア専攻科に在籍し、年間無遅刻
無欠席・無早退の場合、奨学金2万円
を、本学卒業時に支給します。

安心して併願受験ができる!!
４年制大学・大学院と併願する場合、
学費の納入は合否結果発表後。
まず清風に合格し、安心して大学や
大学院受験に挑戦できます！！

進学先：

大阪公立大学大学院
経済学研究科

2

キャリア専攻科に入学し、有意義な一年間を送ること
ができて良かったと思う。清風では、日本語のレベル
アップだけではなく日本文化や社会の色んな体験を得
ることができた。
資料準備、出願書類の作成から面接練習まで、苦労し
たけど、先生方はいつも応援してくれ、おかげで目標
の大学に合格できた。その上、キャリア専攻科では、
同じ進学目的を持つ仲間に会え、回りの皆が頑張って
いる姿を見て気合が入った私は「自分も諦めない」と
いつも自分に言い聞かせた。これからも新しい目標
を持ってこの人生を楽しみ、充実させたい。

清風の先生方は私をとても助けてくれました。
出願時期や書類を一緒に調べたり、漏れがないかど
うかを調べてくれました。出願が終わってからも面
接の指導を何度もしてくれ、原稿のチェックや、話
すスピードや言葉の使い方を調整してくれたりなど、
色々アドバイスをしてくれたことはとても勉強にな
りました。おかげで大阪公立大学大学院経済研究科
に合格することができました。
中国人スタッフの先生方にも受験の間、絶えず励ま
しをいただきました。もし私の友達が学校を選ぶな
ら、私は清風情報工科学院を第一に挙げます。

清風情報工科学院だからできる留学生の基礎力・人間力アップ

進学先：

滋賀大学
経済学部

3進学先：

同志社大学
グローバルコミュニケーション学部

4

私は希望の大学に合格できず、日本語力のレベルを
アップさせる必要があると感じ、キャリア専攻科で
1年間勉強する事を決めました。
キャリア専攻科では日本語の授業だけではなく、自
分が目指す大学で勉強したい分野に関係のある数学
や化学なども無料で受講することができるので、日
本語学校の先生に勧められました。
担任の先生には面接指導をしっかりしていただき、
生活指導の先生にも生活面で困った事を相談できる
ので安心で充実した学生生活を送ることができまし
た。おかげで大学に合格できたと思います。

私が志望の同志社大学に合格することができたのは先
生方のご指導のおかげだと思っています。
進学や生活に不安がある時、先生方に学習のことだけ
ではなく生活に関することでもいろいろ相談し、やさ
しく指導していただいたたおかげで、学習面でも生活
面でも様々な経験を積むことができました、心から感
謝しています。
清風では日本語のレベルを上げることだけではなく日
本文化の理解を深め、コミュニケーション能力も磨く
ことができました。清風での生活は私にとって最も大
事な経験です。

進学先：

福井工業大学
工学部

THURA HTET ZAW
ミャンマー（PYAY）　 

目標及び学習のレベル

1

総合日本語

要約/文字語彙 能力試験 留学試験 小論文

総合科目(政治経済） 発音特講 数学Ⅱ

必須科目 選択科目

物理

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ中級
数学Ⅰ 漢字特講

TOEIC英語中級

13:30～15:00

12:05～12:50

11:10～11:55

10:15～11:00

  9:20～10:051

2

3

4

5～6

7～8

昼   休   み

1 年間  約800時間（選択科目を除く）

専門学校進学

BUI TRUNG NGUYEN
ベトナム（BAC GIANG）

人気の専門学校に進学

me
ssage

5進学先：

トヨタ神戸自動車大学校
AIシステム科

日本語学校卒業後１年間清風で勉強したことは、
私にとってとても貴重な時間でした。
先生方のおかげで日本語能力が徐々に向上し、つ
いにN1を取得することができました。
日本語だけでなく、授業で日本の文化、社会人の
マナー、ニュースなども学べますので、とても面
白いと思います。学校では行事も多く、他の国の
クラスメイトと交流することができます。

■ 専門的な知識や技術を学ぶ日本語力をつける
■ 日本文化を理解し、敬語などの日本語力をつける
■ 就職に役立つマナーのレベルアップ
■ きめ細かな面接練習
■ 数多くの専門学校の進学情報

目標及び学習のレベル

卒業生からのメッセージ

日本語能力試験のN2合格を目指します。

具体的には、漢字・発音の特訓、専門的な技術や知識を理解できる日本語力、

専門学校の授業が理解できるレベルです。 

多彩なイベントと日本文化の理解

■ 日本文化が学べるイベント！
古都「京都・奈良」への遠足、地元天王寺界隈の文化が学べるオリエンテーリング、橿原
神宮や住吉大社への修養行事等、日本文化を学ぶイベントや課外授業がたくさんあります。

■ 学んだ日本語を使える、楽しいイベント！
クラス対抗で競う「日本語発表会」、「春節パーティ」での歌や踊りなど、日ごろ鍛え上
げた日本語力を楽しいイベントで発揮できます。

■ 日本語を使える機会が多いから、上達も早い！
デザイン・コンピュータ学科の日本人学生との交流が盛んです。イベント時だけではなく、
常日頃の交流を通し、日本の若者文化や進学・就職事情を知ることもできます。

学費の返還について
出入国在留管理局でビザ更新できなかった場合、授業開始前に

は後始開業授、 ）く除を金学入・料考選（ 額全の額付納はていつ
金学入・料考選（ 額付納、し出算を費学の分講受りよに定規校本

を除く） から差し引いた金額を返還します。

■  進学実績が違います
国公立大学進学・大学院進学も徹底サポート

■  講師が違います
経験豊富なベテラン講師陣による的確な指導

■  指導哲学が違います
仏教に基づく生活指導     二文化・二常識を持つ人材を育てます

■  文系・理系にこだわらず、追加受講科目を自由に選択
英語・数学・物理・化学・総合科目など希望に沿って選択できる

仏教の精神に基づいた厳しい指導で定評のある学校で、学生の出席・

挨拶・マナーをとても重視した指導体制を整えています。

安心・信頼・尊敬される人材育成を目指します。母国の言語や習慣を大切に

するのと同様に、日本の和の精神を大切にする心「留学生基礎力」を育てます。

キャリア専攻科は毎年、学習意欲の高い真面目な学生が入学します。互いに

良い刺激を受けながら学力アップを目指す学習環境が整っています。

YE MIN  THU
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6進学先：

ECCコンピュータ
専門学校

自分の夢をかなえる為に日本語を勉強したいと
思い、清風情報工科学院で学んでいる先輩から
アドバイスをもらってキャリア専攻科に入学し
ました。
このコースは大学・大学院進学の指導だけでは
なく、専門学校進学を希望する学生にも先生方
が優しくしっかりサポートしてくれました。
そのおかげで希望するコンピュータ専門学校に
進学することができました。

厳

信

学

合  計：

進学デザイン・コンピュータ学科
グローバルIT学科

日  本  語  科 （ 2年制 / 1.5年制 ）

キャリア専攻科 （ 1年制 ）

グローバルIT学科 （ 2年制 ）

デザイン・コンピュータ学科（ 2～4年制 ）
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