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Kansai International Educational Institute(KIEI) is supported by Kakehashi
International Education Group (Japan) , has gentle and excellent teachers with 
high educational backgrounds and has a dream to support the learners sincerely.



日本関西国際教育学院は 株式会社かけはし国際教育により運営される語学学校で、「勤勉・温雅・聡

明」を校訓にして、優れた語学能力で社会に貢献できる人材の育成をめざし、豊かな心、健やかな体、他者

への思いやりを育む教育に取り組んでおります。

学校では、日本語、中国語、英語、インドネシア語などの学科を設置し、中国、タイ、インドネシアなど

からの留学生を数多く受け入れており、各種奨学金や助成の制度、通学に便利な学生寮や、日本での生活習

慣の指導などを通じて、手厚いサポートを行っております。現在では、中国、タイ、インドネシア、フラン

ス、オーストラリアなどの教育機関と友好関係を結んでおります。

学科 日本語、英語、中国語、インドネシア語

設立 平成25年4月1日

所在地
〒664－0858
日本国兵庫県伊丹市西台2丁目1番10号

TEL +81-72-777-4448

FAX +81-72-777-4449

Homepage http://www.kkhs.jp/

Email kkhs@circus.ocn.ne.jp

交通案内
阪急伊丹駅より徒歩2分
JR伊丹駅より徒歩12分

教 室

保健室

図書室

事務室



目 標：日本の専門学校、大学、大学院などに進学するための日本語を学習する

コース：進学2年コース （初級から上級まで）
進学1年6ヵ月コース（中級から上級まで）
短期コース （カスタマイズ）

Japanese Department is set for foreign students to learn Japanese language courses in Japan. High 

school graduates who complete language courses in IIFLS, can attend Examination for Japanese 

University Admission for International Students (EJU). College under-graduate who complete language 

courses in IIFLS, can attend graduate school entrance examination.

4月入学/April Period
（応募締切：11月20日）

1年目/1st Year 2年目/2nd Year

前半期 後半期 前半期 後半期

入学金
Admission Fee

50,000

授業料
Tuition

300,000 300,000 300,000 300,000

その他
Others

100,000

合計
Total

450,000 300,000 300,000 300,000

10月入学/October Period
（応募締切：5月20日）

第1学年/1st Year 第2学年/2nd Year

前半期 後半期 前半期 後半期

入学金
Admission Fee

50,000

授業料
Tuition

300,000 300,000 300,000

その他
Others

100,000

合計
Total

450,000 300,000 300,000

授業内容 目標

初級

6ヵ月
380時間

・ひらがな、カタカナ、基本漢字（500字程度）を習得する
・正確な発音を身に着ける
・基本語彙（2000字程度）
・基本文型を習得する
・日常会話、身近な話題についての会話・聴解・読解力を養う
・基本的な日本事情を理解する

・日本語能力試験N4～N3に合
格できる程度の日本語運用能
力を目指す

中級

6ヵ月
380時間

・やや高度の文法、語彙（6000字程度）、漢字（1000字程度）を習得する
・日常的な話題の文章を読む力、会話内容を把握する力を養う
・話の流れや内容を意識し、まとまった文章で意見を述べる力、書く力を養う
・新聞やニュースから大まかな内容を理解する力を養う
・日本事情への理解を深める

・日本語能力試験N2に合格で
きる程度の日本語運用能力を
目指す

中上級

6ヵ月
380時間

・高度の文法、語彙（8000字程度）、漢字（1500字程度）を習得する
・社会生活で必要とされる総合的な日本語運用力を養う
・新聞やニュースをほぼ理解し、自分の意見を文章で表現できる力を養う
・幅広い話題について書かれた記事・解説・評論などを読み、表現意図や話の
流れを理解する力を養う
・自然に近いスピードの会話を理解し、発話する力を養う
・進学のためのアカデミック・ジャパニーズを習得する

・日本語能力試験N1を受験で
きる程度の日本語運用能力を
目指す
・日本留学試験、日本語で
240点以上を目指す

上級

6ヵ月
380時間

・高度の文法の運用力を高め、語彙（10000語以上）、漢字（2000字以上）を
習得する

・進学後に活用できるアカデミック・ジャパニーズを習得する
・幅広い話題について書かれた論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章
などを読み、構成や内容を理解する力を養う

・自然なスピードの会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、要旨を
把握する力を養う

・日本語能力試験N1合格程度
から、J-testのB級合格以上
の日本語運用能力を目指す
・日本留学試験、日本語で
300点以上を目指す



目 標：学習ニーズに合わせた初級から上級までの各レベルの中国語を学習する

授業内容 対象 料金

入門コース
発音記号、簡単なあいさつ
語彙200、基礎文法

初心者の方、
ゼロからスタートの方
発音の基礎からもう一度学びたい方

3,000円
1コマ（45分）

初級Iコース
正確な発音、ピンイン
学習語彙500～800程度、基本の文法を習得
日常生活の一般的な会話ができる

学習歴3ヵ月～半年程度 4,000円
1コマ（45分）

初級IIコー
ス

習語彙800～1200程度
実用会話を取り入れ、自然な中国語会話習
得を目指す

学習歴半年～1年程度

中級Iコース
語彙2000以上、基礎学習の総仕上げ、
聞く、読む、書く、話すの四技能を養う

学習歴1年～2年程度 5,000円
1コマ（45分）

中級IIコー
ス

語彙2500以上、中級文法、短文作成
ビジネス用語、日常会話の能力を養う

学習歴2年以上、または中国で生活
していた方

上級コース
語彙3000以上、上級文法、長文作成
新聞、ニュースなどの閲読、より高度な中
国語を学習する

学習歴3年以上 6,000円
1コマ（45分）

ビジネス
コース

職場のビジネス用語、契約書などの文書
仕事の交渉から日常会話まで必要となる能
力を全面的に養成する

ビジネスで中国語が必要な方
または学習歴が1年以上

5,000円
1コマ（45分）

集中コース
日常会話、ニュースなどの閲読
中国への旅行、出張・赴任のための中国語
能力のトレーニング

中国へ出張、または赴任することに
なった方、
中国旅行へ行かれる方

4,000円
1コマ（45分）

通訳コース
講演、出張などのための同時通訳能力を
養う

同時通訳、アナウンサー、ネイティ
ブな中国語能力を必要とする方

6,000円
1コマ（45分）

※ 授業体験1コマ無料（要予約）
全てのコースは月謝制、入学金10,000円（初回のみ）
別途：テキスト代（条件により学生テキスト無料）
時間割は調整可能です。曜日、時間帯等をご相談ください。
土日・祝日も勉強できます。365日年中無休。
上記のコース以外、カスタマイズの授業、1対1の個別授業を引き受けます。



目 標：HelloからNativeまでのコミュニケーション力を目指した英語能力を養成する

目 標：異文化交流のための知識、インドネシアの民俗を味わいながら学ぶ

授業内容 対象 料金

入門コース 発音基礎、挨拶、基礎文法など

発音から学び、基本的な文型習得・聴解力
を身につける

初心者・発音に自信がない方
インドネシア語の構成を理解し、簡
単な応用力を身につけたい方

10,000円
初回のみ

初級コース 語彙1000以内、初級文法、日常会話
ビジネス用の自己紹介や買い物、国際電話
をかける会話レベルの内容を学習する

発音修了者、インドネシアへ留学・
赴任を予定する方

3,000円
1コマ（45分）

中級コース 語彙2000以上、中級文法、短文作成
ビジネス用語、日常会話の能力を養う

インドネシアへ赴任を予定する方、
ビジネス応用力を必要とする方

3,500円
1コマ（45分）

上級コース 新聞、ニュースなどの閲読、長文作成
趣味、旅行、診察等のインドネシアでの日
常生活で大きな支障を感じないてい

文型・会話のレベルアップを目指す
方

4,000円
1コマ（45分）

授業内容 対象 料金

入門コース 発音基礎、挨拶、基礎文法など

発音から学び、基本的な文型習得・聴解力
を身につける

初心者・発音に自信がない方
インドネシア語の構成を理解し、簡
単な応用力を身につけたい方

10,000円
初回のみ

初級コース 語彙1000以内、初級文法、日常会話
ビジネス用の自己紹介や買い物、国際電話
をかける会話レベルの内容を学習する

発音修了者、インドネシアへ留学・
赴任を予定する方

3,000円
1コマ（45分）

中級コース 語彙2000以上、中級文法、短文作成
ビジネス用語、日常会話の能力を養う

インドネシアへ赴任を予定する方、
ビジネス応用力を必要とする方

3,500円
1コマ（45分）

上級コース 新聞、ニュースなどの閲読、長文作成
趣味、旅行、診察等のインドネシアでの日
常生活で大きな支障を感じないてい

文型・会話のレベルアップを目指す
方

4,000円
1コマ（45分）

全てのコースは月謝制です。
別途：テキスト代（条件により学生テキスト無料）

時間割は調整可能です。曜日、時間帯等をご相談ください。

全てのコースは月謝制です。
別途：テキスト代（条件により学生テキスト無料）

時間割は調整可能です。曜日、時間帯等をご相談ください。



长期留学奨学金

一等奨学金 600,000円

二等奨学金 300,000円

三等奨学金 150,000円

努力奨学金 50,000円

日本語スピーチコンテスト

一等賞 600,000円

二等賞 300,000円

三等賞 200,000円

四等賞 150,000円

五等賞 50,000円

10月
OCT

11月
NOV

12月
DEC

1月
JAN

2月
FEB

3月
MAR

四月期生入学式

日本留学試験
中間試験

日本語能力試験

夏休み

十月期生入学式

忘年会
冬休み

大学院入試試験

期末試験
卒業式
春休み

校外活動

夏の合宿
期末試験

日本留学試験

日本語能力試験
中間試験

長期留学奨学金 50000～600000円

短期留学奨学金 5000～400000円

全勤奨学金 10000～100000円

優秀学生奨学金 10000～100000円

コンテスト奨励 5000～600000円

文部科学省学外国人留学生学習奨励費 600000円

日本留学試験学習奨励費 600000円

兵庫県六甲奨学金 600000円

伊丹市奨学金 270000～360000円



現在では、中国、タイ、インドネシア、フランス、オーストラリアなどの学校や会社と友好

関係を結んでおり、国際化の教育を目指して教員交流、学術交流、国際コンテスト、短期交

換留学など、様々なプログラムを展開しています。
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エアコン、洗濯機、電子レンジ、布団など

完備、ワンムール、2DKなど、多様な間取り

で暮らしやすい宿泊環境を提供します。

礼金 家賃 合計

2人部屋 50,000/人 25,000×半年 200,000/人

1人部屋 50,000 45,000×半年 320,000
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