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ホスピタリティ
。すで」とこるす動行、え考てっ立に場立の手相「、はとィテリタピスホ

国際性を身につけ、自分の「あたりまえ」が世界の「あたりまえ」ではないことを知ることで、
様々な価値観を持つ方々のことを思いやり、行動することができます。
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リエゾン人財

「リエゾン」には「仲介、橋渡し」という意味があります。企業や人の間、また日本と世界の間に立ち、
お互いにとってメリットになるように連携することができる人材を「リエゾン人財」と呼びます。
ホスピタリティと異文化コミュニケーション、そしてビジネスや語学の専門知識を学ぶことで、

世界で活躍できる「リエゾン人財」となることを目指します。

異文化コミュニケーション
。すまいてきてし増が性要重の」解理化文異「、ていおに会社代現む進が化ルバーログ

様々な文化を持つ方 と々コミュニケーションする能力は、これからどのような仕事に就くときにも重要です。

提携校一覧

【ニュージーランド】
国際大学 IPU New Zealand

創志学園グループ教育機関

日本語学科 コース案内

東京国際ビジネスカレッジ

学びの特色

時には厳しく、時にはやさしく
すべての教職員がみなさんの目標達成に向けて、
講義、資格取得、進路指導、生活指導に本気で向き合います

グローバルキャンパス

ホスピタリティ教育

時間95.5 ％ 日数96.9％
2020年度 留学生平均出席率

ビジネスマナー
スキルの修得 

日本語力向上

全コース英語必修
+

【アメリカ・ハワイ州】 【フランス】 【イタリア】 【スペイン】 【デンマーク】 【スイス】 【マルタ共和国】

学校長　小池 勝也

　私たち TIBCでは、学生の皆さんに「リエゾン＝ホスピタリティ精神を持ったグ
ローバル人財」になってほしいと願っています。

　ホスピタリティ精神とは、「相手の立場に立って考え行動する」ことであり、グ
ローバル人財とは、多文化・異文化が共生する国際社会において、自分を見失わず
相手を尊重して合意形成を行い、「国籍・文化を越えて他者と協働して、より良い
成果を生み出せる人財」のことです。

　私たち TIBCでは、大変動の時代の真っただ中にいる学生の皆さんが、安心して
勉学に励むことができる「心の拠り所」となる環境を用意します。教職員と学生の
皆さんとが一つのチームとなって、変化に対応するのではなく、私たち自らが変化
を起こす側になることを目指していきましょう！

進学コース （難関大学進学）

一般コース （就職）

東京・浅草橋で学ぶー世界20か国出身の学生と
学ぶ世界7か国11校の教育提携

全学科・全コース共通教育ー相手の立場に立って考え行動する



ローザンヌホテルスクール（EHL）とは？

資格対策ゼミ

専門学校進学・大学進学・大学院進学サポート

目指せる資格

これまでの実績

●日商簿記検定
●ビジネス会計検定
● TOEIC®
● 色彩検定

● 全経簿記能力検定
●ホテルビジネス実務検定
● 観光英語検定
● 色彩活用ライフケアカラー検定

● 旅程管理主任者（総合・国内）
● 秘書技能検定
●日本留学試験（EJU）
● Microsoft Office Specialist(Word/Excel)

オンライン面接対策

2020年実施　ハレクラニ沖縄ビジネス特別講義

ビジネス特別講義

● ハレクラニ沖縄
● 株式会社スターフライヤー
● 株式会社日経BP 読者サービスセンター 等 ※順不同 

これまでの実績

海外提携大学とオンライン講義

その他のキャリアサポート

学内企業説明会 インターンシップ 履歴書対策セミナー

キャリアサポートセンター

東京国際ビジネスカレッジ

独自の学び
東京国際ビジネスカレッジ

キャリア支援プログラム

　東京国際ビジネスカレッジでは、通常講義内の資格取得に加え、昼間
部 2部制をフル活用した「資格対策ゼミ」を多数開講しています。
　土曜日や夏休み、冬休みなどを利用して複数の資格へ挑戦することも可能
です。興味のある資格には、積極的にチャレンジして欲しいため、
ゼミは基本的に無料です。（テキスト及び検定試験受験料は自己負担）

　東京国際ビジネスカレッジでは、毎年日本を代表する企業のトップの方々
をお招きして様々な業界やビジネスの最前線について学ぶ機会があります。
　様々な業界のトップから直接レクチャーを受け、それぞれの企業の課題や
ビジョンを理解することは、大きな学びをもたらします。

　現在のコロナ禍においても国際交流を止めない方法としてオンラインよ
る特別講義を実施しています。東京国際ビジネスカレッジは、スイス東部の
ローザンヌにある Ecole Hoteliere de Lausann（ローザンヌホテルスクー
ル）と、学校として日本で初めて教育連携協定を結び、様々な交流・研修プロ
グラムを実施する予定です。
　これから、海外研修が自由にできるようになった際に備え、現地の授業を
体験し、理解を深めることが重要です。

2020年度実施の『ホスピタリティの理解』の講義では、私たちが考えていた
「ホスピタリティの概念」が一新され、『Covid-19 のホスピタリティ業界へ
の影響』の講義では、コロナ禍の苦しい状況の中で企業がどう行動し、どう活
路を見出していけば良いのかが、学生自身の将来のビジョンと重なり、深い
学びを得るよい機会となりました。

　現在のコロナ禍においても国際交流を止めない方法とし
てオンラインよる特別講義を実施しています。
　東京国際ビジネスカレッジは、スイス東部のローザンヌ
にある École hôtelière de Lausanne（ローザンヌホテル
スクール）と、教育連携協定を結び、様々な交流・研修プロ
グラムを実施する予定です。
　これから、海外研修が自由にできるようになった際に備
え、現地の講義を体験し、理解を深めることが重要です。

　就職活動についての悩みや不安についての相談はもちろん、エント
リーシートの添削、面接練習、業界研究など、個別に対応します。
　授業以外の時間に就職指導の実績のある先生が相談に応じます。「ま
だなりたい将来像が決まっていない」「目指す会社が自分にあっている
か不安」など、どんな悩みもサポートする体制が整っています。

就職活動の強い味方！● 

　様々な企業の担当者
をお招きし、学内にお
いて説明会・一次面接
などを行っていただき
ます。東京国際ビジネ
スカレッジの学生だけ
に説明していただける
貴重な機会です。

スーツセミナー
　就職活動は第一印象
がとても重要です。印
象 UP させるスーツの
着こなし方や身だしな
み、就職活動中のスー
ツのメンテナンスなど
外部から講師をお招き
し、勉強します。

　就職活動や仕事を始め
る前までに、仕事の現場を
体験してみることは説明
会で聞くよりも、さらに現
場の空気を肌で感じるこ
とができる場所です。業
界・職種理解や自己分析
を深めることができます。

　はじめて履歴書を書く時
に、履歴書を提出する意味や
自分のアピール方法を事前
に学びます。また、企業に提
出する履歴書の書き方の指
導、グループ面接や役員面接
で問われる質問を想定した
トレーニングを行います。

PICK UP
企業の説明会・面接はオンラインでの実施が増えています。背景や服装、顔
がきれいに見える PC の配置など、オンラインならではの面接マナーや質疑
応答に対応していけるように模擬面接を実施しています。

各進路の希望に合わせ
て、研究計画書の作成や
就職面接の個別指導をお
こないます。

1年次 ２年次

志望大学・大学院の決
定や学校選びのサポー
トを実施します。多国
籍の環境で日本語能力
アップを目指します。
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専門学校東京国際ビジネスカレッジの難関大学進学コースのノウハウを生かし、
日本語学科2年間で難関大学進学を目指すコースです。

● 学びの特徴：
❶ 卒業時の進路を明確にしたプログラム 1 年次に就職や進学に対応可
能な日本語力を修得、2年次に研究計画書や面接の対応を学びます。

❷ 大学での学習にも通用する日本語スキルの獲得 JLPT や EJU など各
日本語試験の対策をカリキュラムに組み込み、日本語を学びながらテス
ト対策が可能となります。

❸ やる気次第でさらなるレベルアップ。塾とのコラボレーションによっ
て、学生の母語による講義を実施、EJUのレベルアップを目指します。

進学コース （難関大学進学）
日本語学科　

※N3レベルの日本語力が必要

2年次
履修科目

日本語レベル

追加
プログラム

カリキュラム

専門学校東京国際ビジネスカレッジのノウハウを生かし、ホスピタリティ業界への進学を目指すコースです。

●学びの特徴：
❶ 日本語学科から直接就職を目指す 1 年次に、就職に必要な十分な日本
語力を修得し、2年次には、自己分析から自身の適性を把握し、履歴書や面
接などの指導までおこないます。

❷ 接客業で通用する日本語の修得、ホスピタリティ分野で必要となる語
彙や敬語を重点的に学び、ホスピタリティの考え方やその精神を学ぶこと
で就職後すぐに仕事へ適応できる人材への成長を目指します。

❸ 専門学校内の日本語学科という特色を生かし、資格対策ゼミへの参加
が可能。簿記やMOSなどの資格取得に挑戦できます。

❹ インターンシップ制度について、TIBCと関係のあるホテルにて、社会
人経験を積むためのインターンシップが可能です。

一般コース （就職）
日本語学科　

※N3レベルの日本語力が必要

4月
入学

10月
入学

カリキュラム

新入生を受け入れ、１８ヶ月及び２年間でコースを4月と 10月の年 2回終了します。
クラスはAM・PM二部制で、在籍中は日本語力のアップや各学生の希望進路に沿った指導を
全教職員でサポートしています。

日本語学科 コース紹介

初級レベル
N5
A1 A2 B1 B2

A1 A2 B1 B2

C1
N4

中級レベル 高級レベル

初級レベル 中級レベル 高級レベル

１
年
次

N3 N2

N5 N4 N3 N2

N1

日常会話
基礎文法

ひらがな・カタカナ
漢字300字

場面会話
中級文法
語彙の増加
漢字1200字

上級会話
スピーチ・作文
進路指導
漢字2000字

日本語（JLPT N2・N1)
研究計画指導

EJU対策、面接対策など

MOSゼミ
TOEIC・TOEFLゼミ

EJU塾

N2(N3)~

2年次
履修科目

日本語レベル

追加
プログラム

日本語（JLPT N3・N2)
ビジネスマナー
日本文化
面接対策など

全ての
追加プログラムへ
参加可能

＊N２レベルを到達

N5(N4)~

日本語を勉強するために東京に来てよかったです。 日本
に来る前は、普通の会話も全然できませんでしたが、留学
生の時にアルバイトをして日本語のスキルアップができ
ました。
就職活動は簡単ではありませんでしたが、何回も面接の
練習をして、正社員として就職することができました。

日本での大学進学を目指し来日し、日本語学科に入
学後すぐに受験対策を開始しました。
常に集中して授業を受けており、毎日努力を惜しま
ない姿勢はクラスメートの模範となるものでした。
その結果、上智大学の経済学部に見事合格すること
ができました。

就職コース
株式会社インディバ・ジャパン

Moreno Arrones 
Loriente Lucia

進学コース
上智大学
経済学部経済学科

呂　星均
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学校生活




