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就職実績 学費

奨学金

授業料

500,000 円

海外運営
管理手数料海外選考料クラス

200,000 円

30,000 円

50,000 円

初年度納付金合計

780,000 円

780,000 円

800,000 円

800,000 円

800,000 円

800,000 円

進学クラス

文部科学省外国人留学生学習奨励費 月額：30,000円

400,000円

900,000円（貸付期間4年、無利子）

1,200,000円

月額：50,000円（貸付期間4年、無利子）
支給額上限：1,200,000円

学費全部免除もしくは学費半分免除

特別進学クラス

外国人看護師育成クラス

外国人介護士育成クラス

理工系大学生就職クラス

特定技能就職クラス

株式会社ヒューテックノオリン　株式会社 NISSYO　三鎮工業株式会社　ナリキ工業
株式会社ウメダ　株式会社久松機工　株式会社プレック　東洋特殊研磨株式会社　
有限会社タマセイコー　株式会社Stage21　サクラソニック株式会社　株式会社ウッ
ドベル工業　岡部工業株式会社　株式会社ホンダカーズ西東京

理工系大学生就職クラス・特定技能就職クラス

社会医療法人東明会原田病院　医療法人社団秀仁会櫻井病院　学校法人埼玉医科大学
医療法人社団徳風会高根病院　医療法人財団興和会右田病院　公益社団法人東松山医
師会東松山医師会病院医療法人瑞穂会　社会医療法人正志会　医療法人社団健育会　
医療法人社団愛語会要町病院　医療法人美篤会中原病院　医療法人社団永生会　医療
法人積仁会旭ヶ丘病院　社会医療法人社団光仁会　医療法人社団寿光会　医療法人社
団桐和会　社会医療法人若竹会社会　医療法人社団愛有会久米川病院　医療法人社団
静岡メディカルアライアンス　医療法人杏林会　医療法人ひかり会　医療法人
SHIODA塩田病院　日本赤十字社　山梨赤十字病院　地方独立行政法人大月市立中央
病院　株式会社シーエイチシー　医療法人社団慈誠会

外国人看護師育成クラス

医療法人ひかり会　ソワンルミエ槻の森　医療法人杏林会　リハビリーパーク黒川　
医療法人杏林会　リハビリーパークあきる野　社会福祉法人福寿会 　福生ことぶき苑
社会福祉法人福寿会　久喜ことぶき苑　社会福祉法人秀仁会　介護老人保健施設さくら
社会福祉法人鶴寿会　介護老人保健施設クレイン　医療法人美篶会中原病院　社会福
祉法人一石会大洋園　医療法人財団興和会右田病院　社会福祉法人東京武尊会羽村園社
会医療法人海老名メディカルアライアンス海老名総合病院　社会福祉法人梅の樹会フ
ラワープラム　恭篤会むさし村山苑

外国人介護士育成クラス

※順不同　※クラス設立から現在までに就職をした主な法人先　※2022年2月現在

進学実績

城西国際大学大学院　中央学院大学大学院　東京福祉大学大学院　東洋大学大学院　
武蔵野大学大学院　慶応大学大学院　日本大学大学院

経済的な面で心配することなく勉学に励み、安定した学生生活を送るための援助として、また高度
な専門性を身につけ社会に貢献することを期待される学生が、その能力をさらに伸ばすことができ
るようサポートします。

大学院

西武文理大学　青山学院大学　洗足学園音楽大学　東京理科大学　亜細亜大学　山梨
学院大学　駿河台大学　神奈川大学　第一工業大学　拓殖大学　帝京大学　事業創造
大学院大学　東京福祉大学　東洋大学　日本大学　福井工業大学　明治大学　明星大
学　立命館大学　流通経済大学　愛国学園大学　関西学院大学　京都情報大学院大学
京都精華大学　札幌学院大学　滋慶医療科学大学院大学　尚美学園大学　城西大学　
聖学院大学　東京家政学院大学　日本社会事業大学　文化学園大学　法政大学　北陸
先端科学技術大学院大学　京都西山短期大学　山野美容芸術短期大学

大学・短期大学

東京モード学園　東京外語専門学校　東京観光専門学校　東京国際ビジネスカレッジ
東京国際学園外語専門学校　東京心理音楽療法福祉専門学校　東京総合写真専門学校
東京福祉保育専門学校　日本外国語専門学校　日本産業専門学校　日本福祉教育専門
学校　米山ファッション・ビジネス専門学校　日本工学院　医療ビジネス観光情報専
門学校　岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校　国際デュアルビジネス専門学校
駿台電子情報&ビジネス専門学校　新東京歯科技工士学校　専門学校デジタルアーツ東京
創形美術学校　早稲田国際ビジネスカレッジ専門学校　大阪観光専門学校　中央法律
専門学校　中野スクールオブビジネス　辻製菓専門学校　東京・ i スマートビジネス
専門学校　東京 YMCA医療福祉専門学校　東京ビジネス外語カレッジ　東京フード
製菓中医薬専門学校　東京工学院専門学校　東京国際ビジネスカレッジ専門学校　
東和 IT専門学校　日本医科学大学校　日本電子専門学校

専門学校・他

※順不同　※クラス設立から現在までに就職をした主な進学先　※2022年2月現在

（2022年 4月現在　単位：円）

※各奨学金制度には条件・選考があります　※詳しくはお問い合わせください

入学金

50,000 円

学力特待奨学金

高度人材就職支援貸付金

看護師就職支援貸付金第Ⅰ種

看護師・介護士就職支援貸付金第Ⅱ種

ディライト日本留学支援奨学金

給付型 返済不要

給付型 返済不要

貸付型 要返済

給付型 返済不要

貸付型 要返済

貸付型 要返済

900,000 円介護福祉士育成貸付金第Ⅰ種 給付型 返済不要

（2022年 4月現在）

オンイラン日本語教育プラン 短期留学プラン の学費などにつきましてはお問い合わせください

※次年度学費は入学時期によって異なります　※奨学金制度を利用する場合、別途明進会会費がかかります　
※特別進学クラスは上記学費に加え、別途オーダーメイドの学習プラン費用がかかる場合があります。※詳しくはお問い合わせください

進学クラス

母国で12年の学校教育を修めている、あるいは同等の資格を有する
日本での進学を希望し、まじめに学業に取り組むことができる

●日本の有名大学への合格者多数
●一人一人丁寧な進路指導と生活のサポート
●大学、専門学校と連携した進学説明会の実施
●日本文化体験、日本人との交流等、日本を体験できる行事や活動が多数

一人一人の目的に合わせた、一人一人へのきめ細かいサポート
日本の大学、大学院、専門学校へ進学を希望する学生を一人一人丁寧にサポートします。進学に必要な日本留学試験、
日本語能力試験対策はもちろん、場面に即した会話の授業や日本人との交流の機会を多く設けることによりコミュ
ニケーション能力も養います。また、日本文化体験授業もあり本校在学中に充実した学校生活を送ることができます。
面接練習、小論文対策等、試験前は教師と学生、一対一でサポートを行います。

留学ビザ

●少人数制で丁寧な授業が可能
●学生一人一人の希望大学、レベルに合わせた授業
●難関大学合格者多数　　　

●日本語能力試験N1合格率 90%以上
●正看護師、准看護師合格率80%以上
●仮に准看護師として就職後も引き続き、正看護師国家試験の試験対策を提供
●無利子のローンで、生活費も借りられる
●初年度の学費等に相当する120 万円の奨学金付与。病院勤務3年で返済免除

●日本語を勉強しながら介護の仕事を経験できる
●介護の言葉や働くときのマナー、日本人の考え方を学ぶことができる
●介護福祉士養成校、介護施設との連携により、卒業後もしっかりとサポート
●奨学金制度による学費負担を軽減

●日本特有の履歴書の書き方、面接練習等、就職に必要なスキルを一人一人
　丁寧に指導
●日本企業の慣習、ビジネスマナーについても学ぶことができる
●在学中に職場の雰囲気や仕事内容を体験できる
●奨学金制度により、初年度の学費負担なし

●日本特有の履歴書の書き方、面接練習等、就職に必要なスキルを一人一人
　丁寧に指導
●分野別の特定技能試験に合格できるように、勉強のサポートや対策授業を実施
●まずは在学中にアルバイトをして、職場の雰囲気や仕事内容を体験できる
●奨学金制度により、初年度の学費負担を軽減
●自動車整備士は、60万円の奨学金。整備士2級を取得し、3年間勤務で返済免除

母国で12年の学校教育を修めている、あるいは同等の資格を有する
日本での進学を希望し、まじめに学業に取り組むことができる

日本の大学、大学院へ進学するためのクラスです。少人数制のため、発話の機会が増え作文や小論文など各学生に
合わせた指導が可能です。英語、数学、理科、総合科目の授業は、進学先に合わせて自由に選択することができます。
生活面でも一人一人のサポートが充実しています。学習マネージメント、生活管理にも力を入れ、全面教師任せで
はなく、自立して勉強できる環境づくりも行います。目標達成のため、一緒にレベルアップをしていきましょう。

募集
対象

募集
対象

母国で15年以上の学歴を有し、かつ3年以上看護師看護学校で学び、自国
で看護師免許を取得している
日本語能力試験N2合格、また本校のテストでN2相当と認められている

日本で看護師になるためには、日本語能力試験N1合格と看護師国家試験合格が必須です。そのための試験対策の授
業はもちろん、実践的な授業を通して、高いコミュニケーション能力、社会人としてのマナーや対人スキルも養い
ます。これまで多くの外国人看護師を送り出してきた本校の経験により、就職する前に少しでも皆さんの不安をな
くすため、先輩の外国人看護師の話や現役の看護師の先生の話を聞くことができます。

募集
対象

母国で12年の学校教育を修めている、あるいは同等の資格を有する
日本での進学を希望し、まじめに学業に取り組むことができる

日本語力試験 N2 レベル取得が目標です。日本語を学びながら介護施設でのアルバイトを経験することにより、介
護が初心者の人でも介護の現場を知ることができます。お年寄りのサポートは大変ですが、やりがいのある仕事です。
卒業後は介護福祉士養成校へ進学、もしくは介護実務経験を積むことによって、介護福祉士国家試験の合格を目指
します。

募集
対象

母国で16年以上の学歴を有し、日本企業への就職を目指している
母国で4年生理工系大学を卒業している

日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力を取得し、日本で就職するために必要なスキル、社会人マナー、コミュ
ニケーション能力を養います。本校が位置する地域では、製造業を中心とした企業が多数あります。地域の企業と
連携しているからこそ、外国人材を理解し、働きやすい職場を紹介します。高い技術を持ったエンジニアになりた
い人、日本の技術を学び、母国に帰ってそれを活かしたい人、日本に永住したい人、その夢を叶えます。

募集
対象

学歴は求めないが、母国で12年以上の学歴を有するなど、一定の学習能力
がある

希特定技能ビザを取得するためには、日本語能力試験N4レベル以上が必要です。その他、14分野ある業種別の試験に
も合格しなければなりません。本校では、それぞれの試験対策はもちろん、日本人と円滑に仕事ができるコミュニケー
ション能力、社会人としてのマナーも身に着けることができます。自動車整備、外食、食品製造等様々な仕事を紹介
します。また、卒業後も本校のスタッフがサポートをするので、安心して働くことができます。

募集
対象

特別進学クラス 少人数できめ細かい授業を！留学ビザ

外国人看護師育成クラス 夢を現実に！日本でも人の痛みや苦しみに寄り添える看護師になりませんか留学ビザ

外国人介護士育成クラス 日本語の勉強をしながら、介護の仕事も経験できる留学ビザ

理工系大学生就職クラス 日本語が話せるエンジニアになって、ものづくりのプロを目指そう！留学ビザ

特定技能就職クラス 勉強のサポートから、就職後のフォローまで全てお任せください！留学ビザ

オンイラン日本語教育プラン そのまま自宅にいて日本語学校の教師の授業が受けられる！

短期留学プラン 短い時間で中身の濃い日々を過ごしませんか短期滞在ビザ

N1 合格率

90%以上

60万円

奨学金
自動車整備士

日本に興味がある、日本留学を考えている

●無料の公開授業あり
●希望に合った授業内容や時間帯が選択可能
●日本語教師の資格を有した経験豊富な先生とマンツーマン、少人数での授業
●外国人看護師、介護士、エンジニア、特定技能に関する授業や情報もあり

パソコンやタブレットを使って、どこからでも日本語の授業が受けられます。授業内容は、多種多様。授業形態も
マンツーマンレッスン、少人数でのグループレッスンがあり、時間もお選びいただけます。教師は、経験豊富な本
校の日本語教師で、日本語が上達する方法もアドバイスしてくれます。将来日本へ行きたい、仕事をしながら日本
語を勉強したい、日本が好き、日本人と話したい、様々な希望を叶えます。

募集
対象

●プログラムはアレンジ可能。できるだけ希望に沿った日程を提案
●留学生との交流を通し、異国で生活している人の体験を聞くことができる
●様々なプランがあるので自身に合ったクラスや授業に参加可能
　中学校や高校の行事の一つとしても利用ができる
　　90日以内の短期留学を希望している

90日以内で日本へ留学ができるプランです。長期留学のクラスの授業に参加して、本格的な留学生活が体験できます。
また、授業だけでなく文化体験や観光等の希望があれば、プログラムはアレンジ可能です。お仕事や学校の長期休
みを利用して、日本へ行ってみたい方、本格的な留学の前に下見をして、準備をしておきたい方はこのプランをご
利用ください。

募集
対象

創立40年の歴史
新日本学院は 1982 年創立。進学、就職、外国人看護師育成に多数の
実績があります新日本学院

10の特色

Features
日本語教育から就職指導、奨学金制度の運用など、全てのサービスは
明晴グループによってのみ提供されます。事業は外部委託されておら
ず、迅速できめ細かいサポートを提供します

学校環境
新日本学院がある東京多摩地域はは教育・娯楽・文化・産業を揃えた
都市的環境、さらに東京都心部からのアクセスが良好です

安心の返金保証
入学を取りやめる場合、理由を問わず、入国後15日以内に、申請料、
入国料、宿泊費（実際の居住日数を差し引いたもの）を除く全ての費
用を返金します

奨学金制度
優秀な人材の育成と就職を目的とし、ニーズに応えた奨学金と無利子
の融資システムを提供しています

学生寮完備
学校周辺に 2 つの直接運営の学生寮があり、管理スタッフによりサ
ポートされています。東京都心より家賃が格安で、商業店舗も近くに
あり、安心して日本での生活を送ることができます

多彩なカリキュラム
従来の教育クラスに加えて、看護師・介護士・理工系就職に特化した
クラスや、さまざまな保証が付いた就職クラスを提供しています

ビザ取得の実績
ビザ取得率は 90% 以上。創立 40 年以上の実績により、東京入国管
理局への信頼も高く、ビザ発給へのノウハウを修得しています

優秀な講師陣
豊富な教育経験をもつプロの講師と、進学・就職の情報に精通したサ
ポートチームがあなたの目的を叶える手助けををします。日本留学に
当校を選ぶ価値がそこにあります

グループ校に直接応募

明晴グループのグループ校に直接応募できるため、仲介手数料やその
他手数料はかかりません。中国の事務所はグループスクールと協力し
てあなたをサポートします

グループ法人が
あなたをサポート

日本
語学
習で

新日
本学
院が

選ば
れる

※明晴オンラインからの応募について



新日本学院は東京都の福生市にあります。福生市は東京の西、多摩地区と呼ばれる地域で、都心
から約40kmの場所にあります。 本島で最大規模の米軍基地、横田飛行場（通称横田基地）が市の
約3分の1を占めており、基地沿いに走る国道周辺には米軍関係者向けに発展したアメリカンテイ
ストの店舗が数多く並び、特徴ある町並みを有します。各社鉄道路線が充実しており、新宿や東
京までは直通の快速電車があるので、都心へのアクセスも容易です。 
また、都内に比べ生活物価が安く、市内には緑豊かな公園や周辺には高尾山や奥多摩の山などハ
イキングもできる自然が多くあります。福生市は東京でありながら自然あふれる雰囲気は日本人
からも人気急上昇の暮らしやすい街です。

新日本学院は1982年
創立

学校名 新日本学院（明晴グループ）
設置者 株式会社新日本学院　
収容定員 748 名（2022年現在）
所在地 〒197-0013　東京都福生市武蔵野台1-3-2
電話 042-553-6420
FAX 042-530-2455
E-mail nja_info@nja.co.jp
許認可 全国日本語学校連合会（JaLSA）会員校
 法務省東京入国管理局取次申請校（学校番号A278）

※部屋の一例です　※図面と現況が異なる場合があります ※物件・同居人数により金額が異なります　※敷金は退寮時、設備の破損の有無、十分な清掃がなされ
ているかを確認し、状況により返金できる場合があります　※詳しくはお問い合わせください

備付家電・家具

共有設備

Type1 Type2

校舎 教室 教室

学生食堂 学生寮 学生寮

50,000円 ～ 10,000円 30,000円 ～
礼金 敷金 家賃

部屋の一例ですジョイテル福生ジョイテル福生

※物件・部屋タイプにより備付の家電・家具が異なります

冷蔵庫 トイレ 風呂 給湯器 エアコン ベッド 机 椅子 照明器具 カーテン

ランドリー オートロック
（一部の物件のみ）共同キッチン

新日本学院では、日本に入国したその日からすぐに生活ができるよう、学生寮を準備しています。ご自身で部屋を借りるときのような煩わしい手続きは一切必要ありません。入国前の入学手続きと同時に
お申込みができるので、安心して留学生活をスタートすることができます。

AUTO

家賃には光熱費・水道料金・インターネット使用料が含まれます

1982年設立
日本語教育40年の
実績があります

実績 40年
10000人以上の留学生を受け
入れてきました
（受入定員グループ校合計1000人）

留学生10000+

東京都福生市

福生

東福生

横田基地

東京タワー
東京ディズニーリゾート

東京スカイツリー

皇居

JR
八
高
線

JR 山手線

富士山

高尾山

拝島

川越

八王子高尾大月

富士山河口湖

立川 新宿

渋谷

品川 浜松町

池袋 上野

日暮里

東京

舞浜

羽田空港

成田国際空港

JR中央線

至横浜

至青梅

至甲府

至高崎・大宮

JR青梅線

東福生駅　徒歩約 1分
福生駅　　徒歩約 10 分

新日本学院がある福生市は福生駅・東福生駅から
東京都内にも、自然豊かな郊外にも簡単にアクセス

福生駅
東福生駅

約 60 分

約 40 分

約 120 分

約 50 分

約 60 分

約 90 分

約 50 分

約 100 分

約 150 分

約 70 分

JR 青梅線

JR 八高線

新日本学院
日本語学校の運営

明晴インターナショナル
外国人採用に関するコンサルティング
日本語学校の運営
特定技能登録支援機関
学生寮、食堂の運営

学校法人明進学園
専門学校の運営

明晴人材センター
外国人人材紹介サービスおよび外国人人材派遣
サービス

医療人材国際交流協会
外国人看護師・介護士育成と外国人医療人材を
採用する病院・施設をサポート

DELIGHT WORKS VIET NAM
ベトナム政府認可の技能実習生・特定技能生
送り出し機関

新日本学院は明晴グループのグループ企業です

東京都区部
（東京 23 区）

東京都
多摩地域

埼玉県

神奈川県

株式会社新日本学院　　〒197-0013　東京都福生市武蔵野台1-3-2　TEL  042-553-6420　FAX 042-530-2455　Web  https://www.nja.co.jp/　
N001-P05-2204

概要

周辺案内

+81-42-553-6420 nja_info@nja.co.jpお問い合わせはこちら


