
学生の皆さんが日本で安心して勉強に励めるよう経験豊富な教員、事務スタッ
フによる万全のサポート体制を整えています。また、LALLグループのバックアッ
プにより住まいや医療など生活面でのサポートも充実しています。

進学サポート

進学率100％を目指し、一人ひとりに合
わせたアドバイスを行います。

就職サポート

履歴書の書き方、面接指導など、日本
での就職希望者をサポートします。

言葉のサポート

英語、ベトナム語、中国語でサポートし
ます。留学経験者のベトナム人、中国人
スタッフがいます。

健康サポート

グループ内の病院で診察が受けられ
ます。保険に加入しますので治療費
の心配はいりません。

住まいのサポート

学校提携の学生寮や民間の宿舎を紹
介します。グループ内の不動産会社が
お部屋探しをお手伝いします。

生活サポート

役所や銀行の手続き、アルバイトの面
接対策など日本での生活のサポートを
します。

学習サポート

定期的な個別面談で学習状況を把握
し、個々の進度に合わせてフォローアッ
プします。

7つのサポート
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谷
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高速
4号新

宿線
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HOTEL ●渋谷区

　スポーツセンターローソン
●

●JICA東京

渋谷区立
西原図書館

4分 15分

or

新宿へ 渋谷へ

●

徒歩5分

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-29-9

T  E  L ：03-5465-1116／＋81-3-5465-1116

F  A  X ：03-5465-1133／＋81-3-5465-1133

E-mail ：shibuya-lall@lallgroup.com

U  R  L ：http://www.lallgroup.com/shibuya-lall

LALLグループ説明図
（16社1医療法人）

世代間・異文化
交流サポート

お部屋のサポート 健康サポート

医療福祉
事業

不動産
金融事業

アメニティ
事業

池袋 JR山手線

JR総武線
JR中央線

京王新線

京急空港線 東京モノレール

成田エクスプレス

京成スカイライナー

初台
新宿

幡ヶ谷 代々木

渋谷

四ッ谷

日暮里

秋葉原

東京

浜松町

羽田空港

成田空港

品川

ACCESS

※幡ヶ谷駅は【京王新線】の駅です。京王線と間違えないようお気を付けください。
　京王線は幡ヶ谷駅に停まりません。
※希望者は空港から学校、または寮まで送迎いたします。

● 成田国際空港
　　　東京空港交通リムジンバス
● 新宿駅西口
　　　京王新線で2駅※
● 幡ヶ谷駅

● 成田国際空港
　　　JR特急成田エクスプレス
● 新宿駅
　　　京王新線で2駅※
● 幡ヶ谷駅

所要時間　約100分 所要時間　約100分

成田国際空港からのアクセス

バス＆電車を利用 成田エクスプレス＆電車を利用

● 羽田空港
　　　東京空港交通リムジンバス
● 新宿駅西口
　　　京王新線で2駅※
● 幡ヶ谷駅

● 羽田空港
　　　京急空港線
● 品川駅
　　　JR山手線
● 新宿駅
　　　京王新線で2駅※
● 幡ヶ谷駅所要時間　約60分

所要時間　約50分

羽田空港からのアクセス

バス＆電車を利用 電車を利用

京王新線で
新宿駅から2駅

■運営会社
株式会社LALLヒューマンホールディングス
東京都渋谷区渋谷1-9-8朝日生命宮益坂ビル6階

法務省告示日本語教育機関／東京入国管理局申請取次校
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表 1表 4

渋谷ラル日本語学院は、
東京都渋谷区幡ヶ谷にて2017年10月開校の新しい日本語学校です。
本校は、16社1医療法人からなる企業グループである
LALLグループが運営母体であり、
留学生の学業・生活・進学・就職を全面的にサポートします。

LALLグループの理念は、「共生（Live And Let Live）」であり、これは若者から

シニアまでが世代を超えて共に暮らせる社会の実現を意味しております。これま

では、国内における活動を中心としていましたが、新たなビジョンとして人種や国

籍を超えた「国際社会との共生」を掲げており、そのビジョンを具現化させるもの

が「渋谷ラル日本語学院」の設立であります。諸外国の若者たちに日本語や日

本文化を学ぶ場を提供することで相互理解を深め、ビジネスや文化における国

際交流の架け橋となる人材を育成していきたいと考えています。

日本語講師として二十年余り、日本語学校をはじめ、大学、研修セン

ター等において日本語教育に携わって参りました。

本校の学生には、できうる限り日本の様々な文化に直接触れる機会を提

供したいと考えております。

また、学生が不安なく充実した学生生活を送り、それぞれの目的が達成

することができるよう、常に試みを続ける学校を目指したいと思います。

教室A 教室B

図書室 保健室

フリースペース 事務局

理事長（LALLグループ代表）

京王新線「幡ヶ谷」駅から徒歩5分。都会なのに閑静な住宅街の一角とい
う、留学生の皆さまにとっては勉強に集中できる最高の学習環境を用意して
います。本校がある幡ヶ谷駅から新宿駅へは電車で4分、また渋谷駅へは電
車またはバスで15分ほどで行くことができるので、通学や買い物、アルバイ
トなどに大変便利な立地となっています。

原川 久司
校長

加藤　薫

使用する教科書

病気や事故にあったらどうすればいいですか？

入学後、生徒はみな国民健康保険に加入します。この保険は病
気や怪我をした時の治療費の70％をカバーしてくれます。保険料
は1年間で約20,000円です。また、その他に留学生保険にも加
入します。この保険は国民健康保険でカバーされない30％の治
療費を補償してくれます。保険料は1年間で10,000円です。

学生寮はありますか？

希望者には学校提携の学生寮や民間宿舎を紹
介します。自分でお部屋を探したい場合は、
LALLグループの不動産会社が割安の手数料で
お手伝いします。日本での生活に慣れるまでは学
生寮に住み、その後自分の希望する場所に引越
をする学生が多いようです。

アルバイトはできますか？

アルバイトをするためには、「資格外活
動許可書」を取得する必要があり、取得
後は1週間に28時間（長期休暇中は1日
8時間以内）まで働けます。東京の時給
は900円前後です。希望者には学校提
携のアルバイト紹介業者を紹介します。

1ヶ月の生活費はどのくらいですか？

個人により違いがありますが、家賃や光熱
費を除いて5～8万円くらいです。（例：食
費2～3万円、携帯電話5千円、交通費1万
円、その他お小遣い2～3万円）

就職のサポートはしてくれますか？

進学せず就職したいという学生には、仕事
の探し方から履歴書の書き方、面接指導ま
できめ細かくサポートします。また、成績や
学習態度が良好な学生はLALLグループへ
就職するチャンスもあります。

日本人との交流はありますか？

LALLグループに勤めている日本人社
員との交流イベントを開催する予定
です。幅広い世代と交流しながら日
本語を実践することができます。

年間スケジュール

カリキュラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●入学式（4月生）

●オリエンテーション

●校外学習

●健康診断

●ゴールデンウィーク

●中間試験

●学習カウンセリング

●日本留学試験
　（EJU）

●進路相談会

●日本語能力試験
　（JLPT）

●夏休み ●期末試験

●学習カウンセリング

●入学式（10月生）

●オリエンテーション

●進路説明会

●健康診断

●日本留学試験
　（EJU）

●交流イベント

●中間試験

●学習カウンセリング

●日本語能力試験
　（JLPT）

●校外学習 ●スピーチコンテスト

●日帰りツアー

●卒業式

●期末試験

●学習・進路
　カウンセリング

幅広い話題について書かれた新聞記事や評論を読むこと、自然なス
ピードのまとまりのある会話やニュースを聞いて、十分に理解でき、自分
の考えを述べることができる。ネイティブに近い会話ができ、論理的な文
章が書ける。

【漢字】2,000字程度
【語彙】専門分野の語彙や表現を理解
日本語能力検定N1級相当

上級Ⅱ 3ヶ月

幅広い話題について書かれた新聞記事や評論を読むこと、自然なス
ピードのまとまりのある会話やニュースを聞いて要旨を把握し、自分の
考えを述べることができる。

【漢字】1,500字程度
【語彙】10,000語程度
【作文】1,000字程度（論理的な文章）
日本語能力検定N1級相当

上級Ⅰ 3ヶ月

新聞の記事や簡単な評論を読むこと、ニュースを聞いて要旨を理解す
ることができる。

【漢字】1,000字程度
【語彙】8,000語程度
【作文】600字程度（小論文）
日本語能力検定N1級相当

中上級 3ヶ月

一般的な話題や抽象的な事柄について、文章を読むこと、聞いて理
解することができる。

【漢字】850字程度
【語彙】6,000語程度
【作文】400字程度（小論文）
日本語能力検定N2級相当

中級Ⅱ 3ヶ月

一般的な話題や抽象的な事柄について、簡単な文章を読むこと、聞
いて理解することができる。
文章の構成を意識し、自分の考えを述べたり、物事を説明したりできる。

【漢字】700字程度
【語彙】3,500語程度
【作文】800字程度
日本語能力検定N2級相当

中級Ⅰ 3ヶ月

日常的な場面でのやや自然な速度に近い会話能力や中級に近い読
解能力を養う。

【漢字】450字程度
【語彙】2,500語程度
【作文】600字程度
日本語能力検定N3級相当

初中級 3ヶ月

日常的な場面での簡単な会話ができる。
【漢字】300字程度
【語彙】2,000語程度
【作文】400字程度
【読解】300字程度
日本語能力検定N4級相当

初級Ⅱ 3ヶ月

日常的な場面での挨拶や簡単な会話ができる。ひらがな、カタカナの
読み書きができる。

【漢字】150字程度
【語彙】1,000語程度
【作文】200字程度
【読解】200字程度
日本語能力検定N5級相当

初級Ⅰ 3ヶ月

日本の大学・大学院・専門学校等への進学を目的とし、初級から上級までの日本語を学ぶコースです。
また、進学のための各種検定試験の対策や面接指導等の入学試験対策も行います。

コース、カリキュラム、年間スケジュール

進学コース 学習目標
・４技能（読む、書く、話す、聞く）をバランスよく学び、実践的な日本語力を身に付ける。

・自律的な日本語学習能力を身に付ける。

・自己のアイデンティティを大切にしながら異文化を受け入れられる価値観や包容力を養う。

1年目

2年目

FAQ

進学・就職の流れ

母国で高校を卒業した方

渋谷ラル日本語学院

専門学校、短大、大学

就職

母国で大学を卒業した方

渋谷ラル日本語学院

専門学校、大学院

就職

留学ビザ
ビザ 学習期間（入学期）

2年（4月入学）or 1年6か月（10月入学） 週5日（月～金） 午前クラス／8：45～12：00　午後クラス／13：15～16：30
授業時間

●みんなの日本語初級Ⅰ
●ストーリーで覚える漢字300
●みんなの日本語初級Ⅰ漢字練習帳

使用主教材
●みんなの日本語初級Ⅱ
●ストーリーで覚える漢字300
●みんなの日本語初級Ⅱ漢字練習帳

使用主教材
●中級へ行こう
●ストーリーで覚える漢字Ⅱ
　301～500

使用主教材
●中級を学ぼう
●留学生のための漢字の教科書中級700
●新完全マスター文法N2

使用主教材

●中級を学ぼう
●留学生のための漢字の教科書上級1000
●新完全マスター文法N2

使用主教材
●学ぼう！ 日本語中上級
●留学生のための漢字の教科書上級1000
●新完全マスター文法N1

使用主教材 ●留学生のための時代を読み解く
　上級日本語
●新完全マスター漢字N1
●新完全マスター文法N1

使用主教材
●留学生のための時代を読み解く
　上級日本語
●新完全マスター漢字N1
●日本文化を読む

使用主教材

中面
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また、学生が不安なく充実した学生生活を送り、それぞれの目的が達成

することができるよう、常に試みを続ける学校を目指したいと思います。

教室A 教室B

図書室 保健室

フリースペース 事務局

理事長（LALLグループ代表）

京王新線「幡ヶ谷」駅から徒歩5分。都会なのに閑静な住宅街の一角とい
う、留学生の皆さまにとっては勉強に集中できる最高の学習環境を用意して
います。本校がある幡ヶ谷駅から新宿駅へは電車で4分、また渋谷駅へは電
車またはバスで15分ほどで行くことができるので、通学や買い物、アルバイ
トなどに大変便利な立地となっています。

原川 久司
校長

加藤　薫

使用する教科書

病気や事故にあったらどうすればいいですか？

入学後、生徒はみな国民健康保険に加入します。この保険は病
気や怪我をした時の治療費の70％をカバーしてくれます。保険料
は1年間で約20,000円です。また、その他に留学生保険にも加
入します。この保険は国民健康保険でカバーされない30％の治
療費を補償してくれます。保険料は1年間で10,000円です。

学生寮はありますか？

希望者には学校提携の学生寮や民間宿舎を紹
介します。自分でお部屋を探したい場合は、
LALLグループの不動産会社が割安の手数料で
お手伝いします。日本での生活に慣れるまでは学
生寮に住み、その後自分の希望する場所に引越
をする学生が多いようです。

アルバイトはできますか？

アルバイトをするためには、「資格外活
動許可書」を取得する必要があり、取得
後は1週間に28時間（長期休暇中は1日
8時間以内）まで働けます。東京の時給
は900円前後です。希望者には学校提
携のアルバイト紹介業者を紹介します。

1ヶ月の生活費はどのくらいですか？

個人により違いがありますが、家賃や光熱
費を除いて5～8万円くらいです。（例：食
費2～3万円、携帯電話5千円、交通費1万
円、その他お小遣い2～3万円）

就職のサポートはしてくれますか？

進学せず就職したいという学生には、仕事
の探し方から履歴書の書き方、面接指導ま
できめ細かくサポートします。また、成績や
学習態度が良好な学生はLALLグループへ
就職するチャンスもあります。

日本人との交流はありますか？

LALLグループに勤めている日本人社
員との交流イベントを開催する予定
です。幅広い世代と交流しながら日
本語を実践することができます。

年間スケジュール

カリキュラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●入学式（4月生）

●オリエンテーション

●校外学習

●健康診断

●ゴールデンウィーク

●中間試験

●学習カウンセリング

●日本留学試験
　（EJU）

●進路相談会

●日本語能力試験
　（JLPT）

●夏休み ●期末試験

●学習カウンセリング

●入学式（10月生）

●オリエンテーション

●進路説明会

●健康診断

●日本留学試験
　（EJU）

●交流イベント

●中間試験

●学習カウンセリング

●日本語能力試験
　（JLPT）

●校外学習 ●スピーチコンテスト

●日帰りツアー

●卒業式

●期末試験

●学習・進路
　カウンセリング

幅広い話題について書かれた新聞記事や評論を読むこと、自然なス
ピードのまとまりのある会話やニュースを聞いて、十分に理解でき、自分
の考えを述べることができる。ネイティブに近い会話ができ、論理的な文
章が書ける。

【漢字】2,000字程度
【語彙】専門分野の語彙や表現を理解
日本語能力検定N1級相当

上級Ⅱ 3ヶ月

幅広い話題について書かれた新聞記事や評論を読むこと、自然なス
ピードのまとまりのある会話やニュースを聞いて要旨を把握し、自分の
考えを述べることができる。

【漢字】1,500字程度
【語彙】10,000語程度
【作文】1,000字程度（論理的な文章）
日本語能力検定N1級相当

上級Ⅰ 3ヶ月

新聞の記事や簡単な評論を読むこと、ニュースを聞いて要旨を理解す
ることができる。

【漢字】1,000字程度
【語彙】8,000語程度
【作文】600字程度（小論文）
日本語能力検定N1級相当

中上級 3ヶ月

一般的な話題や抽象的な事柄について、文章を読むこと、聞いて理
解することができる。

【漢字】850字程度
【語彙】6,000語程度
【作文】400字程度（小論文）
日本語能力検定N2級相当

中級Ⅱ 3ヶ月

一般的な話題や抽象的な事柄について、簡単な文章を読むこと、聞
いて理解することができる。
文章の構成を意識し、自分の考えを述べたり、物事を説明したりできる。

【漢字】700字程度
【語彙】3,500語程度
【作文】800字程度
日本語能力検定N2級相当

中級Ⅰ 3ヶ月

日常的な場面でのやや自然な速度に近い会話能力や中級に近い読
解能力を養う。

【漢字】450字程度
【語彙】2,500語程度
【作文】600字程度
日本語能力検定N3級相当

初中級 3ヶ月

日常的な場面での簡単な会話ができる。
【漢字】300字程度
【語彙】2,000語程度
【作文】400字程度
【読解】300字程度
日本語能力検定N4級相当

初級Ⅱ 3ヶ月

日常的な場面での挨拶や簡単な会話ができる。ひらがな、カタカナの
読み書きができる。

【漢字】150字程度
【語彙】1,000語程度
【作文】200字程度
【読解】200字程度
日本語能力検定N5級相当

初級Ⅰ 3ヶ月

日本の大学・大学院・専門学校等への進学を目的とし、初級から上級までの日本語を学ぶコースです。
また、進学のための各種検定試験の対策や面接指導等の入学試験対策も行います。

コース、カリキュラム、年間スケジュール

進学コース 学習目標
・４技能（読む、書く、話す、聞く）をバランスよく学び、実践的な日本語力を身に付ける。

・自律的な日本語学習能力を身に付ける。

・自己のアイデンティティを大切にしながら異文化を受け入れられる価値観や包容力を養う。

1年目

2年目

FAQ

進学・就職の流れ

母国で高校を卒業した方

渋谷ラル日本語学院

専門学校、短大、大学

就職

母国で大学を卒業した方

渋谷ラル日本語学院

専門学校、大学院

就職

留学ビザ
ビザ 学習期間（入学期）

2年（4月入学）or 1年6か月（10月入学） 週5日（月～金） 午前クラス／8：45～12：00　午後クラス／13：15～16：30
授業時間

●みんなの日本語初級Ⅰ
●ストーリーで覚える漢字300
●みんなの日本語初級Ⅰ漢字練習帳

使用主教材
●みんなの日本語初級Ⅱ
●ストーリーで覚える漢字300
●みんなの日本語初級Ⅱ漢字練習帳

使用主教材
●中級へ行こう
●ストーリーで覚える漢字Ⅱ
　301～500

使用主教材
●中級を学ぼう
●留学生のための漢字の教科書中級700
●新完全マスター文法N2

使用主教材

●中級を学ぼう
●留学生のための漢字の教科書上級1000
●新完全マスター文法N2

使用主教材
●学ぼう！ 日本語中上級
●留学生のための漢字の教科書上級1000
●新完全マスター文法N1

使用主教材 ●留学生のための時代を読み解く
　上級日本語
●新完全マスター漢字N1
●新完全マスター文法N1

使用主教材
●留学生のための時代を読み解く
　上級日本語
●新完全マスター漢字N1
●日本文化を読む

使用主教材

中面




