
プロスペラ学院が選ばれる理由…
それは、

時代に合わせた教育と
夢の実現にあります。

就職希望者内定率

90.4％
（出典）「2018（平成30）年度外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」（令和2年9月（独）日本学生支援機構（JASSO））

全国平均   専門学校 37.6％  大学 41.7％

　技術革新やデジタル化が進む今日、2030年には45万人ものIT人材が不足する

と予測されています。こうした現状を踏まえ、本学では企業で即戦力となる人材を育

成すべく、2020年にはITビジネスコース、そして2021年にはDXビジネス科を開講

いたしました。

　本学では、そのような人材を「IT技術者」と「IT知識を基礎にITとビジネス現場

をつなぐ人材」にわけて考えています。ITビジネスコースでは「IT技術者」を輩出

し、DXビジネス科では技術者と経営者の橋渡し役となる「IT知識を基礎にITとビ

ジネス現場をつなぐ人材」を輩出します。変革の時代に先駆けて、「DX（デジタルト

ランスフォーメーション）」を専門的に学び、不確実な経済・社会情勢の中でも勝ち

残ることができ、これからの未来を担う人材へと成長していただきたいと思います。

　人口減少・少子高齢化による労働力不足が叫ばれる今日、優秀な人材を企業に

送る専門学校にこそ、日本を支える力・未来を支える力があると考えています。本学

がある静岡県でも、即戦力となり長期的に企業様に貢献できる人材が、これまで以

上に必要とされています。

　本学の教育を通して、みなさまが日本社会で末永く活躍できる人材となることを

願っています。

学校法人福寿
プロスぺラ学院ビジネス専門学校

  校長　　勝又  誉樹

Message from the Principal

2019年卒　85.2%
2020年卒　90.4%

　プロスペラ学院ビジネス専門学校では、「あなたがいてわたしがいる」という教育方針のもと、みなさまの夢を
実現するための教育を提供しています。現在日本は、多くの外国人が活躍する多文化社会へと急速に歩みを進
めています。人口減少・少子高齢化を背景として、外国の方の力が、これまで以上に求められています。
　プロスペラ学院は、毎年10を超える国から多くの学生が入学している、いわば世界の縮図です。多様な外国人
留学生が、一つ屋根の下に集まってふれあい、思いやり、理解しあい、ひとつの道徳的指標を共有し、規律を守っ
てこそ、優れた人材は育ちます。みなさまには、本学の多様性の中で学ぶことで「まずは人を認める」という心と、
心を通い合わせ、相手を思いやり理解する気持ちを醸成してもらいたいと思います。
　みなさまには、これからの日本社会の中で、日本の地方創生に貢献する人材・今後も増加が見込まれる外国人
労働者の方たちをリードできる人材・今まで日本の企業が持ち合わせていなかったような概念や価値創造を提
供できる人材・そして、本学の異文化間コミュニケーションの中で培った、多様性への理解力と対応力をもとに、
日本企業文化にいち早く調和できる人材に成長していただきたいと願っています。
　みなさまの夢である就職を実現するための環境がプロスペラ学院には整っています。みなさまがこの学校で自
らの夢を叶えてください。

学校法人福寿
プロスぺラ学院ビジネス専門学校

  理事長　　蔣  恵萍

Message from the Chairperson

過去5年の内定率

2016年卒　87.5%
2017年卒　83.3%
2018年卒　83.8%
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B a c k c a s t i n g / 逆 算 す る 未 来

プロスペラ学院は、日本で就職を夢見る熱い思いを持った学生の皆様の夢を応援します。
なりたい将来を思い描き、逆算して希望のコースにご入学ください。

日本で就職したい

一流企業に勤めたい

外国人材のリーダーになりたい

IT 業界で活躍したい

DX ビジネス科に入学する

国際ビジネスコースに入学する

IT ビジネスコースに入学する

▼会社のサービスやシステムを提案する人材▼ ▼会社のサービスやシステムをつかう・つくる人材▼

入学後から始まる就職活動

あなたが専門学校や大学で勉強したことに DX の知識をプラスすることで、就職の幅が広がります。
デジタル化・DX 化は日々目まぐるしい勢いで進化しています。数年後の未来には、現在の常識は通用していな
いかもしれません。今まで学んだことを無駄にせず、就職活動という市場で特別な価値を得るためにも、DX の
勉強は必要不可欠です。

国際ビジネス科

国際ビジネス科

専門学校・大学を卒業の方（1年制)

日本語教育機関を卒業の方（2年制）

Be DX

ITビジネスコース

国際ビジネスコース

国際ビジネス科（2年制)

国際ビジネス科（2年制)

With DX

目指す職業

目指す職業

目指す職業

あなたの学科＋DX＝DX 時代における就職力を身に着ける

データアナリスト　プロジェクトマネージャー　 経営企画　  　UX デザイナー　 プログラマー　     SE　

プログラマー　 WEBプログラマー　 WEBデザイナー    システムエンジニア   セールスエンジニア 　ITサポート事務　

 営業　　　　  店舗管理  　　  生産管理　　　        経理  　　　          人事            マーケティング  　　   

ホテルの
専門学校を卒業

DXの知識を活かして
ホテル業界に就職DX＋ ＝

チームワークと豊かな人間性を養う。

1年次前期

グループワークなどの授業内でのコミュニケーションを
通じて、会社組織で働くためのマインド形成をします。チ
ームワークを身に着け、人を思いやる豊かな人間性を養
います。日本社会における一般常識やルール・マナー
などについても学習します。

就職活動への万全の準備を行う。

1年次後期

面接対策や履歴書作成など、就職活動の準備を行いま
す。自己分析を通じて自分自身のやりたいことを見つめ
なおし、自分のビジョンとマッチングする会社を授業内
で探していきます。また、就職に有利になる資格取得の
サポートをします。

校内・校外の就職イベント参加。

2年次前期

学内での企業説明会やグループ主催の合同企業説明会
を随時開催します。1 年次に学んだ就活ノウハウを活か
し、企業へのエントリーを開始していきます。定期的に行
う個人面談では、学生の就職活動の状況を細かくヒアリ
ングし、職員よりアドバイスをします。

入社直前。入社前準備までサポート。

2年次後期

企業の選考が決まった学生へは、内定を勝ち取るため
に面接練習などの個別対応を行います。内定後の手続
き・就労ビザ取得のサポートはキャリアサポートのスタ
ッフが行います。入社するまで、学生・企業と綿密に連
携をとり、理想の就職を実現します。

主 な 内 定 先 企 業

山万株式会社

株式会社 G-7・オート・サービス

株式会社あきんどスシロー

株式会社ヨシックス

カッパ・クリエイト株式会社

株式会社ローソンストア１００

チムニー株式会社

株式会社ユニデリ

株式会社ユニフーズ

田形青果株式会社

株式会社 ジー・ディー・エス

株式会社シー・アール・シー

ブリーズベイホテルグループ

ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

株式会社新丸正

株式会社大輝

株式会社髙田企画

株式会社東洋機械製作所

くれたけインプレミアム静岡駅前

志光産業株式会社

浜松鉄工株式会社

町田食品株式会社

一般社団法人休暇村協会休暇村富士

一般社団法人休暇村協会休暇村大久野島

株式会社 JST

株式会社ダイヤモンドダイニング

株式会社西鉄シティホテル

株式会社フォレストゆがわら水の香里　

株式会社物流革命　　　　　　      　 等
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最先端のDXを習得し、経営者のビジョンを実現
DXビジネス科は、プログラミング等のITに関する専門知識を基礎として、企業のIT化やデジタル化を行うアドバ
イスやプロジェクト管理ができる人材を輩出します。経営者が目指すビジョンを技術者との間に立って実現する、
経営者の参謀を育てます。

DX ビジネス科で身に付く力

・ビジネスモデルを実現するための逆算思考

・IT 技術者と経営者の架け橋となる、最新のテクノロジー・IT のスキル

・確かな知識と自由なアイデアを組み合わせる発想力

POLICY

取得できる資格

カリキュラム

●Java プログラミング能力認定試験
●Oracle Certified Java Programmer
●情報セキュリティ管理士試験
●情報セキュリティマネジメント（IPA）

●情報セキュリティ初級認定試験
●IT パスポート
●BJT ビジネス日本語能力テスト
●サービス接遇検定日本語能力試験

●デジタルトランスフォーメーション
●サイバーセキュリティ
●経営学・プロジェクトマネジメント
●統計学
●アルゴリズム・データ構造

変化を生み出していこうとするとき、現状からどんな改善ができるかを考え、改善策を積み上げていく発想
をフォアキャスティング（forecasting）といいます。それに対し、未来の姿から逆算して現在の施策を考える
発想をバックキャスティング（backcasting）といいます。
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、未来のビジョンを描き、IT 技術を使って未来のビジョンを実
現する逆算＝バックキャスティング（backcasting）そのものです。DXを学ぶことで、経営者の理想とするビ
ジョンを実現する手助けをし、組織改革を進めることができる人材となることができます。DX は単なるデジ
タル化ではなく、企業や社会をデジタル技術で変革する取り組みです。

なぜDXを学ぶべきなのかWhat is DX？

これからの時代に必要なDX 日本人を超える人材に 就職率100％01 02 03

フォアキャスティング

バックキャスティング

現在

現在の延長線上に
想定される未来

望ましい
未来の姿

会社を
ビジネスを

製品・サービスを
業務プロセスを
組織・制度を
文化・風土を

対象

競争上の
優位性を

確立・維持する

目的手段

Digital
デジタルで

D
Transformation
変革する

実施事項

X

DIGITAL TRANSFORMATION DEPARTMENT

DXビジネス科

●デジタルトランスフォーメーション II
●経営学・プロジェクトマネジメント
●統計学 II
●サイバーセキュリティ II
●アルゴリズム・データ構造 II
●プログラミング (Java) II
●ビジネス文書 II
●ビジネス表計算 II
●キャリアデザイン II
●ビジネスマナー II
●英語 II
●ビジネスコミュニケーション II
●ビジネスリーディング II
●ビジネスライティング II

2 年次

●デジタルトランスフォーメーション I
●日本経済・企業論
●統計学 I
●サイバーセキュリティ I
●アルゴリズム・データ構造 I
●プログラミング (Java) I
●ビジネス文書 I
●ビジネス表計算 I
●キャリアデザイン I
●ビジネスマナー I
●英語 I
●ビジネスコミュニケーション I
●ビジネスリーディング I
●ビジネスライティング I

1 年次

With DX  1年制
Be DX  2年制

※カリキュラムは変更になる可能性がございます。

●プログラミング (Java)
●キャリアデザイン
●ビジネスマネジメント
●ビジネスコミュニケーション
●ビジネスライティング

3
3

2

2

1

1

1年制

2年制

世界最先端のDXカリキュラム

DX はこれからの時代に必須の技能です。トヨタ自動車や
電通グループなど、有名企業も率先してDX に取り組んで
います。菅内閣も 2021 年にデジタル庁を設置することを
公約している通り、日本社会の DX 化はこれから加速して
いきます。DX に取り組み DX を成功させる企業が
『winner takes all』となるのです。

逆算思考は、これからの時代のビジネスに不可欠なもの
ですが、逆算思考ができる人材は日本人の中でも決して
多くはありません。ビジョンを描くのは一種の特殊技能と
いえます。不確実な経済・社会情勢の中でも、企業に選ば
れ活躍する人材となるために、DX＝逆算思考を身に付け
ることはとても重要です。

DX ビジネス科は就職率 100％を目指します。DX ビジネ
ス科専用の企業説明会を開催し、レベルの高い就職実現
をサポートします。加えて、DX ビジネス科に在籍する学生
は、国際ビジネスコース・IT ビジネスコースの企業説明
会にも参加可能です。

10　PROSPERA BUSINESS INSTITUTE PROSPERA BUSINESS INSTITUTE　11



IT BUSINESS COURSE

ITビジネスコース

国際ビジネス科
2年制

日本の社会を支えるITスペシャリストを育成
社会で必要なビジネス知識とプログラミング・WEB デザインなどの IT 知識を両方学びます。パソコンの経験
があまりない人でも、確かな技術を身につけることができます。1 年次は基礎知識を徹底的に学び、2 年次はよ
り専門的で実践的な技術を学びます。インターネットの普及とともに、IT 人材は IT 企業だけでなく様々な企業
で必要不可欠な存在となっています。

POLICY

目指す職業 取得できる資格

カリキュラム

●プログラマー 
●WEB プログラマー
●WEB エンジニア
●システムエンジニア
●ネットワークエンジニア
●セールスエンジニア
●IT サポート事務

●日本ワープロ検定試験
●情報処理技能検定試験表計算
●パソコンスピード認定試験（英文）
●マイクロソフト認定資格（ＭＯＳ、ＭＣＳＡ等）
●ＩＴパスポート
●基本情報技術者
●応用情報技術者
●情報セキュリティマネジメント（ＩＰＡ）

◎ITビジネスコースの学びのポイント

ゼロからでも始められる
初心者でも基礎から学べる、プロスペラ流 IT 徹底攻略カリ

キュラムをご用意していますので、パソコンを触ったことが

ない方でも安心してご入学いただけます。1 年次は基礎カリ

キュラム、2 年次は応用カリキュラムで学ぶため、段階的に

ITスキルを身に付けることができます。

働く場所が広がるIT業界 IT×ビジネスの習得
IT は日進月歩で進んでいます。新しい技術を取り入れたい企

業の需要が増える一方、その需要に対応できる IT 人材が十

分おらず、2030 年には 45 万人の IT 人材が不足すると予想

されています。

日本企業で就職することができるように、ビジネ

スに関する知識も勉強します。ビジネスマナー

や、対人コミュニケーションなど、現場で働く際

に役立つ能力を身に付けます。

01 02 03

IT ビジネスコースで身に付く力

　・幅広い言語に対応する「プログラミングスキル」

　・会社という組織の中で活躍するために必要な「ビジネススキル」

　・ビジネスの場面で使える実践的な「ビジネス日本語」

●アルゴリズムⅡ
●WebデザインⅡ（HTML）
●ソフトウエアⅡ（C言語、C++）
●プログラミングⅠ（Java）
●プログラミングⅡ（Java）
●情報セキュリティ
●情報ネットワークⅡ
●ビジネス表計算Ⅱ
●キャリアデザインⅡ
●ビジネスマナーⅡ
●英語Ⅱ
●資格対策講座Ⅱ
●ビジネスコミュニケーションⅡ
●ビジネスリーディングⅡ

2 年次

●アルゴリズム I
●Webデザイン I（HTML）
●ソフトウエアⅡ（C言語、C++）
●情報ネットワークI
●ビジネス表計算 I
●ITビジネス概論
●情報技術概論
●キャリアデザイン I
●ビジネスマナー I
●英語Ⅰ
●資格対策講座Ⅰ
●ビジネスコミュニケーションⅠ
●ビジネスリーディングⅠ

1 年次

Apple、Microsoft、Softbank など、国内外のトップ企業
が IT 企業です。また、IT 以外の様々な業界でも、優秀な
IT 人材が必要とされています。

※IT 人材の最新動向と将来に関する調査結果（2019 年経済産業省発表）

comment

student’s vo
ice

母国のベトナムではレストランやホテルでも IT 化が進んでいます。日本で身に着けた IT スキルを活かし母
国の発展にも貢献したいと思っています。自分は何が好きかをよく分析し、それを将来にどのようにつなげ
たいかを考えることが、学校選びではとても大切です。母国でもコンピューターは学んでいましたが、知って
いる専門用語でも日本語で覚え直すことが必要です。クラスには私の他にもベトナム人がいるので、分から
ない箇所は友達と教え合って、協力しています。

コンピューターに興味があり、ITビジネスコースを選びました。

チャン  ドック  ラム さん（日東国際学院出身）

※カリキュラムは変更になる可能性がございます。
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◎国際ビジネスコースの学びのポイント student’s vo
ice

やりたいことがハッキリできる
国際ビジネスコースではキャリアデザインに力をいれて

います。キャリアプランやビジョンをまだ描けていない人

の夢や目標を助けることができます。

ビジネス日本語の習得 就職の幅が広い
日本語学校での学びをもとに、卒業時までに日本語

能力試験 N2 以上の取得を目指します。また、現場で

活きるビジネス日本語を学び、日本企業で即戦力とし

て働けるスキルを身に付けます。

本コースで学べる経営学や簿記などの専門知識は、

どの企業においても活用できます。ホテル・外食・

製造・小売・人材派遣など、様々な分野で卒業生が

活躍しています。

01 02 03

INTERNATIONAL BUSINESS COURSE

国際ビジネスコース

国際ビジネス科
2年制

ビジネスで日本の課題を解決できる人材を育成
日本のビジネスマナーをはじめ、経営学・マーケティング・簿記・人事労務・英語などのビジネススキルを学び、
就職活動に有利な資格取得ができます。国際ビジネスコースで学習する内容は、日本企業へ就職してから役に
立つものばかりです。年々増加する外国人労働人材をまとめ、日本社会で活躍できるリーダーを目指します。

POLICY

目指す職業 取得できる資格

カリキュラム

●店舗管理
●生産管理
●経理
●マーケティング
●人事
●海外事業企画
●営業 など

●日本語能力試験
●日本語ワープロ検定試験
●情報処理技能検定試験表計算
●パソコンスピード認定試験
●日商簿記
●ＴＯＥＩＣ

国際ビジネスコースで身に付く力

・日本で働く外国人労働人材をまとめるリーダーシップ

・日本社会で必要な協調性

・ビジネスの場面で使える実践的なビジネス日本語

●キャリアデザインⅡ
●経営管理論
●ビジネスマナーⅡ
●ビジネス表計算Ⅱ
●ビジネス文書Ⅱ
●簿記Ⅱ
●ファイナンシャルプランニングⅡ
●営業販売企画論
●人事労務管理
●マーケティング
●物流管理・生産管理
●英語Ⅱ 
●資格対策講座 B
●ビジネスコミュニケーションⅡ
●ビジネスリーディングⅡ

2 年次

●キャリアデザインⅠ
●日本経済・企業論
●ビジネスマナーⅠ
●ビジネス表計算Ⅰ
●ビジネス文書Ⅰ
●簿記Ⅰ
●ファイナンシャルプランニングⅠ
●英語Ⅰ
●資格対策講座 A
●ビジネスコミュニケーションⅠ
●ビジネスリーディングⅠ

1 年次

comment

プロスぺラ学院で勉強していた友人から「就職に強く、先生も優しい方ばかりだよ」と勧められて、この学校
を選びました。マーケティングやビジネスマナーなど、日本語学校で学んだことよりもレベルの高い勉強をし
ているので、授業内容は簡単なものばかりではありません。ですが、毎日新しいことを学べるという喜びの方
が大きく、充実した学校生活を送っています。

積極的に自ら努力する人・誠実さや謙虚さを持ち
合わせた人が日本社会で活躍できます。プロスペラ
学院では、これからの新しい日本を作っていける人
を育成していきます。

就職に役立つ様々なスキルも身に付く上、手厚いキャリアサポートもあります。

ルォン  ティ  ヴァン さん ( 富士山日本語学校出身 )

※カリキュラムは変更になる可能性がございます。
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外語キャリア科
FOREIGN LANGUAGE CAREER COURSE
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〒421-0103　静岡県静岡市駿河区丸子 5522-1

TEL：054-259-7655　FAX：054-259-7775

E-mail：info@prospera.ac.jp

URL：http://www.prospera.ac.jp/

カリキュラム

日常会話、ビジネスシーンレベルの習得を身につけます。

また、近代文化・習慣等を学び、異文化への理解を深めます。

PICK UP

CURRICULUM

◇中国語学

◇中国語学

留学する際の対策を授業にて行います。海外での一般的な社交マナー、

環境等を学び、留学後も安心して生活ができるよう知識を身につけます。

◇留学特別対策

◎中国語会話Ⅰ・Ⅱ ◎中国語会話・ドラマⅠ・Ⅱ

◎中国語学Ⅰ・Ⅱ ◎中国語作文Ⅰ・Ⅱ ◎中国語読解Ⅰ・Ⅱ 

◎中国語文法Ⅰ・Ⅱ ◎中国語聴解Ⅰ・Ⅱ ◎国際文化Ⅰ・Ⅱ

◎翻訳通訳Ⅰ・Ⅱ※1 （日中）

語学における「聞く､話す､読む､書く」のレベル

の向上。日常会話、ビジネスシーンレベルの習得。

◇IT 情報学

◎パソコン演習（基礎）

◎パソコン演習（応用）

事務職に必須の PC 操作の習得。

Word、Excel 操作のビジネスレベルの習得。

◇ビジネス学

◎ビジネスコミュニケーションⅠ・Ⅱ ◎簿記 (2 年次 ) 

◎マーケティング論Ⅰ・Ⅱ ◎プレゼンテーションⅠ・Ⅱ

◎貿易実務 (2 年次 ) ◎経営学 (2 年次 )

◎ビジネス文書Ⅰ・Ⅱ(1 年次 )※2

ビジネスシーンで必要なスキルの習得。

ビジネス検定、マナー検定、簿記等の合格が可

能なレベルの習得。貿易や秘書等の実務レベル

の知識の習得。

◇就職・資格対策

◎資格取得対策講座 (1 年次 )

就職センターを設置して､

きめ細やかな就職指導の実施。

資格取得専門の講座も多数実施。

◇留学特別対策

◎オリエンテーション・インターンシップ研修

留学する際の対策を授業にて実施。

海外での一般的な社交マナー、環境等を学ぶ。

留学後も安心して生活ができるよう知識を身

につける。

※1：Ⅱは国内コースのみ

※2：1 年次は留学コースのみ

※このカリキュラムは一例となります。

年度によって内容を変更する場合があります。

この科で学べる授業の特徴

留学もできる

実践的な中国語学習。 PROSPERA

PROSPERA

外語キャリア科
FOREIGN LANGUAGE CAREER COURSE

世界への一歩は、ここからはじまる。

2 年制 日本人学生 海外留学支援制度

外語キャリア科は台湾への留学を2年次に選択で

き、中国語の習得を重点的に学ぶ日本人生徒に

特化したコースです。留学に必要な語学力習得

の他、ビジネスシーンで役立つスキルも習得す

ることで、留学後に国際社会の戦力として役立

つ人材を育てます。

※文科省に認定され奨学金制度適用となれば、留学する学生の学費に対して、

　優遇できる制度です。海外留学支援制度奨学金には審査や基準があります。

※



Taipei

台湾で最も歴史ある
銘伝大学で学ぶ。

プロスペラ学院は、銘伝大学
との協定を結んでいます。

銘伝大学との協定を結ぶことで、奨学金制度が適用
され、留学費用をぐっと抑えることができます。

MING CHAUNUNI
VERSITY

銘伝大学の前身は1957年に設立された｢銘傳女子商業専科学校｣で、

台湾で最も歴史ある女子商業専門学校です。一貫した厳格な管理

と質の高い教育により、豊かな人間性と専門知識を兼ね備えた優

秀な人材を多く輩出してきました。現在までに7万人を超える卒業

生が国家の発展に多大な貢献をしており、最近の統計では、本学

の就職率は75％に達しています。

銘伝大学には10学部が設立されており、現在約1万 7000 の在校

生が学んでいて、コミュニケーション学部からは多数の女子アナ

ウンサーを輩出していることで有名です。2004年に設置された学

部「国際学院」は、世界各国の留学生の為にグローバル化の新し

い傾向に焦点をあてた専門教育プログラムを行っています。

プロスペラ学院は国際人を育てたいという理念で創立され、今年で32周年を迎えます。さらなる進化を求め、台湾と日本とのつながり

を活かした新規学科を開設致しました。グローバルな人材を育てる機関として、お互いが貢献できるような関係を築いていきます。

Le
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N

はじめての留学は
身近な台湾で

プロスペラ学院独自のネットワークを活かし、台湾で最も

歴史のある銘伝大学でグローバルに活躍する為の中国語を

学ぶことができます。

親日家が多く治安も良く、快適で生活しやすい台湾は東京から飛行機

で約 3〜4 時間、時差も1時間とはじめての留学に適した場所です。気

候が温暖で伝統文化やグルメも充実しており、観光も楽しむことがで

きるので、勉学・遊びの両面で充実した留学生活を送れます。

※文科省に認定され奨学金制度適用となれば、留学する学生の学費に対して、

　優遇できる制度です。海外留学支援制度奨学金には審査や基準があります。

2年次留学を選択

奨学金給付

学
　
生

プ
ロ
ス
ペ
ラ
学
院

日
本
留
学
支
援
機
構

︵
J
A
S
S
O
︶

1

4

海外留学支援制度
（協定派遣）奨学金申請　

審査通過後、
奨学金給付

2

3
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N

外語キャリア科FOREIGN LANGUAGE CAREER COURSE

SCHEDULE 2 年間のスケジュール

1 年次

前 期 後 期

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月

留学第1期

台湾留学

日本で就職 台湾で就職 大学に編入

中国語　基礎

語学力アップ期間
夏休み

中国語　基礎Ⅱ

語学力アップ期間＆留学準備期間

留学
START

国内
プログラム

2年次

前 期 後 期

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月

卒業

台湾留学　第1期

国内プログラム第1期／中国語 応用

台湾留学　第2期

国内プログラム第2期／ビジネス学 応用

最初の 6 ヶ月間、台湾の大学にて現地の講師による、より高度で実践的なカリキュラムで学習します。

留学第2期

後半の 6 ヶ月間、専門課程に移行し、専門学科にて国際ビジネスを学ぶ他、サービス・ホスピタリティ・

管理手法等の習得を目指します。

留学経験と中国語のスキルがあれば

日本の優良企業への就職の幅が広が

り活躍の場が拓けます。

台湾では現地採用をしている企業が多

く、留学中に効率的に就職活動をする

ことができます。留学経験があれば就

職のチャンスも広がります。

専門士の称号を得られる為、卒業す

れば大学への編入が可能です。さら

なるスキルアップを目指すことがで

き自信につながります。

POINT
ポイント

世界への一歩は、ここからはじまる。COURSE
留学後の進路

work inTAIW
A

N

study in  CO
LLEG

E

2年次


