
 

SUMMER COURSES 2017

日本語コース 
会話・文法 

日本語能力試験

開講期間 
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2017.8.7 - 2017.8.25

連絡先 
ウェブサイト: www.kaij.jp 
電話: +81-3-3205-1356 

メール: admission@kaij.co.jp
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カイのサマーコースへようこそ！ 
カイ日本語スクールは、おもに非漢字圏の学生を対象にカリキュラムデザインされており、特にコミュニケーションにフォーカスした
授業が特長となっています。創立以来30年にわたって、世界各国の人々が日本語を学びに来てくれました。2017年の夏を東京で過ご
したいと考えている方、ぜひカイのサマーコースに申し込んで下さいね！ 
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カイ日本語スクールのサマーコースでは世界各国の学
生が日本語を学んでいます。2016年は世界32カ国か
ら150人ほどの学生がやって来ました。その内の約5割
がヨーロッパ、29％がアジア、9％が北米からの学生
でした。

32 countries

60%以下 : 5%

70%満足 : 7%

80%満足 : 26%

90%満足 : 39%

100％満足 : 22%

2016年にサマーコースで学んだ学生の満足度は88.3％
でした（有効回答数94）。教師の質、教材、クラスの
雰囲気などで高い評価をいただきました。

88.3%

日本を満喫するなら東京 
カイ日本語スクールは日本の首都、東京の新
宿にあります。新宿駅は世界一の利用者数を
誇り、どこへ行くにも便利。ポップカルチャー
の発信地である渋谷や原宿、昔の風情を残す
浅草など、数ヶ月いても飽きることはないで
しょう。

選べる宿泊施設 
カイ日本語スクールでは宿舎の手配もしてい
ます。ゲストハウスやホテル、ウィークリー
マンションなどご希望に合った宿舎をご提
案。日本人家庭に滞在するホームステイもオ
ススメです。

TOKYO



短期間でも効果を実感する日本語コース 
カイのサマーコースにはコミュニケーション能力を伸ばす会話・文法コースと日本語能力試験N1、N2レベルの合格を目指す日本語能
力試験コースの2つのコースがあります。会話・文法コースは7月と8月に開講。7月の4週間、8月の3週間、7月と8月両方受講する7
週間の日程があります。コース終了時には受講証明書に加えて、成果を示すフィードバックシートをお渡しします。 

楽しい授業で思わず日本語が口から出てきます 
会話・文法コースの目的は、楽しい学習環境で「会話スキル」を伸ばすこと。授業ではとにかくたくさん会
話の練習をし、最終日には日本人ゲストとフリートークをします。短期間で驚くほどたくさん日本語を話せ
るようになるでしょう。一日の授業のうち、最初の3コマは会話中心のレッスン、4コマ目は読み書きにフォー
カスを当てたレッスンです。 

非漢字圏の学習者向けのN1、N2の受験準備コース 
日本語能力試験（JLPT）コースは試験に出題される科目、「文字語彙」「文法」「読解」「聴解」をすべ
て扱います。非漢字圏学習者が最も苦手な「読解」対策として、読解力スキルを丁寧に指導します。またコー
スの中間と終わりにテストを行い、コース期間中の到達度を測ります。コース終了後も自律的に学習を進め
られるよう、テスト結果の分析を元に個別カウンセリングを行います。 

 

COURSE  INFORMATION 

*1：各コースの最少開講人数は3人です。 

*2：7月の定員は12人、8月の定員は15人です。 

会話・文法 日本語能力試験 
（JLPT）7月 8月 フル

対象レベル 入門～上級 
(CEFR(やりとりレベル): A1 - B2)

N1: 漢字1,000字程度既習 
N2: 漢字500字程度既習

開講時期 7月10日～8月4日 8月7日～8月25日 7月10日～8月25日 8月7日～8月25日

授業時間 9:00 - 12:50（50分授業×1日4コマ）

定員*1 12人 15人 12人/15人*2 12人

申込期限 6月30日 7月28日 6月30日 7月28日

2

会話・文法

日本語 
能力試験
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江戸東京たてもの園 
日本の古い建物が保存・展示されています。ジブ
リ映画に出てくる建物のモデルにもなりました。

『キャラ弁』作り 
世界で注目され始めた「キャラクター弁当＝通称
キャラ弁！」 かわいいお弁当を作りましょう！ 

サマーパーティー 
他のコースの学生も参加する毎年恒例のイベント
です。一緒に盛り上がりましょう！

アクティビティで日本を満喫しよう！ 
豊富なアクティビティもカイのサマーコースの魅力の一つ！　7月と8月の2ヶ月間で20種類以上に参加が可能です。ここで
は代表的なアクティビティを写真とともにご紹介します。なお7月はすべてのアクティビティに参加するパッケージでの参加、
8月は参加したいアクティビティに個別に申し込むシステムになっていますので、注意して下さいね。

大学生とカラオケ 
カラオケは日本の娯楽！日本の歌はもちろん洋楽
もあります。日本人大学生と一緒に歌いましょう。

うちわ制作＆折り紙 
暑い夏に活躍するうちわをオリジナルデザインで
作ってみましょう。伝統的な折紙にも挑戦。

お台場観光 
テレビ局や大きなショッピングモール、アミュー
ズメント施設などが集まっている観光スポット。

書道 
墨と筆を使って日本の文字を書いてみましょう。
バランスの整った美しい文字は芸術作品です。

忍者体験 
日本の忍者や侍は有名ですね！忍者屋敷で手裏剣
の体験をしたり、刀や鎧を観ることができます。

茶道 
日本の伝統文化である茶道を体験します。マナー
を学んで実際にお茶室でお茶を入れてみます。

寿司作り 
7月は手まり寿司、8月は握り寿司を作ります。上
手に作って美味しく食べましょう。

マンガ＆アニメ 
マンガ・アニメの専門学校とタイアップしました。
専門家の指導を受けて制作してみましょう。



 

 

 

 

 

✤ アクティビティのお申し込みについて 
添付のアクティビティ申込書(p.10)に記入し、入学申込書と一緒にお申し込みください。7月のアクティビティは6月30日、8月の
アクティビティは7月28日がお申し込み期限となりますが、お申し込み期限を過ぎた後であっても状況によりお受けできることも
ありますので、ご相談ください。上記日程は変更となる場合があります。 

詳細はこちら（http://www.kaij.jp/course/summer/activities.html）をご覧ください。 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富士山周辺観光 
富士山五合目までバスで行き、散策、風穴や氷穴
を見学します。日本一高い富士山を体感！

和菓子作り体験 
プロの職人に伝統的な和菓子の作り方を学びます。
上手に作れるかな？

富士急ハイランド 
ギネスになったアトラクションがたくさんありま
す。乗りながら富士山も見られますよ！

生花 
簡単なポイントを学んでから実際に花を生けてみ
ます。基本を知れば意外と簡単ですよ。

座禅 
世界に知られている日本の坐禅を体験。デジタル
社会から離れて、心を落ち着かせましょう。

マンガに出てくる料理 
漫画「食戟のソーマ」に出てくる料理をプロの料
理家が再現。一緒に作ってみませんか。

*1: スケジュールは変更になることがあります。 
*2: 東京ディズニーランドのみの申し込みができます。その場合は14,000
円です。 
*3: このアクティビティはバスでの移動になります。道路の混み具合に
より解散時間が変わる可能性があります。 
*4: 雨天の場合、安全のため一部アトラクションに乗れない場合があり
ます。

7月のアクティビティ
実施日 開始時刻 終了時刻 アクティビティ

12日 水 14:00 17:30 大学生と東京ツアー

14日 金 14:00 17:30 大学生とカラオケ

15日 土 9:00 自由解散 東京ディズニーランド *2

17日 月 14:00 15:00 うちわと折り紙

19日 水 14:00 18:00 お台場観光

21日 金 14:00 17:00 キャラ弁作り

24日 月 14:00 16:00 浴衣着付け体験

26日 水 14:00 16:00 忍者体験

28日 金 14:00 17:00 手まり寿司作り

2日 水 14:00 15:00 書道

4日 金 18:30 21:30 サマーパーティ

8月のアクティビティ
実施日 開始時刻 終了時刻 アクティビティ

7日 月 14:00 17:00 マンガ

8日 火 14:00 17:30 大学生と東京ツアー

9日 水 14:00 17:00 アニメ

10日 木 14:00 17:30 大学生とカラオケ

11日 金 14:00 18:00 秋葉原周辺観光

13日 日 8:30 18:00*3 富士急ハイランド*4 または富士山周辺観光

14日 月 14:00 
15:00

15:00 
16:00

書道

15日 火 14:00 18:00 江戸東京たてもの園

16日 水 14:00 
15:00

16:00 
17:00

和菓子作り

17日 木 14:00 16:00 忍者体験

18日 金 14:00 17:00 漫画に出てくる料理

21日 月 13:30 16:00 茶道

22日 火 13:00 17:00 寿司作り

23日 水 14:00 
15:00

15:00 
16:00

生け花教室

24日 木 14:00 15:30 座禅体験

25日 金 13:00 14:30 さようならパーティ

http://www.kaij.jp/course/summer/activities.html


料金 
お早めのお申し込みで料金が割引に 
早期割引もお忘れなく！　コース開始の3ヵ月前までに申込手続きが完了した場合、早期割引料金の適用となります。それぞれのコー
スの早期割引の締切日は6ページをご参照ください。 

✤ コース料金 

*1: 会話・文法コースの6レベルの教材費は3,564円、7レベルの教材費は2,052円です。 

- 通常料金、早割料金には入学金、授業料が含まれます。 
- 会話・文法コースの1～5レベルはオリジナル教材（印刷版・デジタル版）を、会話・文法コース6、7レベル、および、能力試験コースは印刷版を使用
します。 

✤ アクティビティ料金 
7月 - 46,000円（すべてのアクティビティに参加） 
8月 - 個別にお申し込み下さい。 

✤ お支払い・キャンセルについて 
• 全額ご入金いただいたことを確認してから、クラスに席を確保いたします。 
• お申し込み期限前のキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代を返金いたします。 
• お申し込み期限を過ぎてからのキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代の80%を返金いたします。 
• コース開講後のキャンセルにつきましては、返金は一切いたしません。 
• ご入金いただいた料金を返金する際は、銀行振込手数料は申込者のご負担とさせていただきます。 

通常料金 早割料金 教材費

会話・文法コース7月 159,000円 142,000円 2,000円 *1

会話・文法コース8月 122,000円 109,000円 2,000円 *1

会話・文法コースフル 240,000円 215,000円 4,000円 *1

日本語能力試験（JLPT）コース 122,000円 109,000円 2,000円

アクティビティ 料金 アクティビティ 料金

マンガ 3,000円 和菓子作り 2,500円

大学生と東京ツアー 2,000円 忍者体験 3,000円

アニメ 3,000円 漫画に出てくる料理 4,000円

大学生とカラオケ 2,500円 茶道 2,500円

秋葉原周辺観光 2,000円 寿司作り 5,000円

富士急ハイランド 13,000円 生け花教室 2,500円

富士山周辺観光 13,000円 座禅体験 2,500円

書道 2,500円 さようならパーティ 0円

江戸東京たてもの園 3,000円
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お申込み手順 
1. 入学申込書に記入し、メールまたはファックスでお送りください。アクティビティに参加したい方はアクティビティ申込書も一緒
にお送りください。 

2. オンライン・レベルチェックテストのURLをメールいたしますので、30分以内に解答してください。インタビューを希望するかど
うかも、忘れずに選んでください。インタビューを希望しない場合でも、レベルチェックテストの結果をみてインタビューをお願
いする場合があります。日本語能力試験コースはインタビューは必須となります。 

3. インタビュー希望者にはスカイプまたは電話インタビューを行い、どのコース/レベルがよいか決定します。インタビューを希望さ
れない方は、オンライン・レベルチェックテストの結果により適切なコース/レベルを決定します。 

4. 料金を以下の方法でお支払いください。ご入金確認後、クラスに席を確保いたします。 

✤ お申し込み期限 

コース開講後のキャンセルにつきましては、学校側の理由でコースを開講しない場合を除き、授業料、テキスト代の返金は一切いたしません。 

✤ お支払い 

海外からのお支払い 
1. 銀行振込 

下記の口座にお振り込み下さい。 

振込手数料は、申込者のご負担となります。手数料についての詳細は、
ご利用の銀行にお問い合わせください。 

2. Flywire 

教育機関向けの国際的なオンライン学費支払いサービスで、自
国の銀行への振込やクレジットカードでのお支払いが可能です。
詳細はこちらから: http://www.kaij.jp/payment/ (Flywire の
サイトは英語、簡体中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、
日本語、ポルトガル語に対応しています) 

日本国内からのお支払い 
下記の方法でご入金いただけます。クレジットカードと現金での支払いはご来校の場合のみ可能です。 

1. 銀行振込 
2. クレジットカード（Visa、MasterCard、AMERICAN EXPRESS、JCB） 
3. 現金 
4. 日本国内発行のデビットカード 

現金、クレジットカード、デビットカードでお支払いを希望の場合は、弊校までお越しいただく必要があります。 

お問い合わせ 

早期割引申込期限 コース申込期限 アクティビティ申込期限

7月 2017年4月10日 2017年6月30日 2017年6月30日

8月 2017年5月8日 2017年7月28日 2017年7月28日

銀行名 三菱東京UFJ銀行

支店名 新宿中央支店

支店コード 469

支店住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1

口座番号 普通口座 No. 0834440

口座名 株式会社 ケー・エー・アイ 
代表取締役 山本弘子

Swiftコード BOTKJPJT

住所 〒169-0072 東京都新宿区大久保 1-15-18 みゆきビル

電話 +81 (0)3 3205 1356 (英語・日本語対応)

ファックス +81 (0)3 3207 4651

Eメール admission@kaij.co.jp (英語・中国語・日本語対応)

ウェブサイト http://www.kaij.jp
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カイ日本語スクール入学申込書 
この入学申込書はカイ日本語スクールへの入学希望者が記入するものです。ここに書かれた情報は円滑なクラス運営のために利用されます。この情報が第
三者に譲渡されることはありません。 

希望コースおよび学習予定期間 

基本情報 

パスポート

本国の自分の連絡先 

本国の緊急連絡先 

日本の親族の連絡先 

ビザ 

□ 日本語総合コース（留学ビザ以外） □ 実用会話コース □ サマーコース □ プライベートレッスン

□ コース20 □ コース15 
1～3レベルは下記を選択 
□ ひらがなテキスト 
□ ローマ字テキスト

□ 文法・会話コース 
（□ 7月 □ 8月 □ フル<7月+8月>） 
テキスト（L1-3）：□ ひらがな □ ローマ字 
□ 日本語能力試験コース

入学希望時期     年　　　月　　　日 終了予定時期     年　　　月　　　日

姓
漢字

ローマ字

名
漢字

ローマ字

生年月日 年　　　月　　　日 職業 性別 □ 男性　  □ 女性

国籍 母語 宗教（任意）

□ 未取得　　□ 取得済 番号 発行年月日     年　　　月　　　日

発行機関 有効期限     年　　　月　　　日

住所

電話/FAX 携帯電話 Eメール

氏名 本人との関係 住所

電話/FAX 携帯電話 Eメール

氏名 住所

電話/FAX 携帯電話 Eメール

在留カード番号 ビザの種類

ビザの状況 □ 取得済み　□ 申請予定 入国(予定)日     年　　　月　　　日 在留期限     年　　　月　　　日

ビザの種類 □ 短期　　□ 家族滞在　　□ 日本人の配偶者等　　□ ワーキングホリデー　　□ 技術・人文知識・国際業務　　□ 文化活動 
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

写真1枚 

（総合コースは 

写真4枚） 

40mm x 30mm



日本語学習歴はありますか？ 

日本語能力について 

日本語を学習する目的は？ 

既往症

アコモデーションの申し込み 

どこでこの学校を知りましたか？ 

広報活動への掲載 
カイ日本語スクールでは、学校の広報活動のためにウェブサイトやその他各種メディアに載せる写真や動画などを撮影することがあります。そのため新規
入学者の皆様に撮影された写真・動画の学校広報への利用許可をお願いしています。どうぞご協力ください。 

返金規定 
• 授業開始3週間以上前のキャンセルの場合：入学金は返金しません。 
• 授業開始前3週間以内のキャンセルの場合：入学金は返金しません。キャンセル料として1学期分の授業料の50%を申し受けます。 
• 授業開始前2週間以内のキャンセルの場合：入学金は返金しません。キャンセル料として1学期分の授業料を申し受けます。 
• 授業開始日以降のキャンセルの場合：いかなる理由によってもキャンセル料として1学期分の授業料を申し受けます。返金のためには当校への文書によ
る届出が必要です。 

• プライベートレッスンの返金規定は、右記のサイトに記載されている規定が適用されます。　http://www.kaij.jp/about/cancellation/private.html 

学校の種類
□ 高等学校　　□ 大学　　□ 語学学校　　□ 個人授業 
□ 独学　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 日本語学習機関名

学習期間 　　年　　ヶ月　　合計　約　　　　時間 使用教科書

教師は？ □ 日本人　□ 日本人以外（　　　　　　　　　）人 教室で使われていた言語

ひらがな・カタカナが読めて書ける □ はい　□ いいえ わかる漢字の数 　　　　　　字

日本語能力試験 年合格　　□ N5　□ N4　□ N3　□ N2　□ N1

CEFR 　　　　　□ A1　□ A2　□ B1　□ B2

伸ばしたい能力は □ 会話力　□ 聴解力　□ 読解力　□ 作文力　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本語学習目的

□ 日本で仕事をする　□ 本国で仕事をする（仕事の種類：　　　　　　　　　　　）　□ 専門分野の話をする 
□ 進学　[ 進学希望先：　□ 大学（専門：　　　　　　　　）□ 専門学校（専門：　　　　　　　　）] 
□ 友人との会話　□ 日常会話　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

該当するものがあればチェックしてください □ 該当なし □ 学習障害（□ 識字障害　□ 難読症　□ ADHD　□ その他のLD） 
□ うつ　□ てんかん　□ パニック障害　□ ぜんそく　□ 睡眠障害 
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

注：　既往症があることが入学の可否に影響することはありません。学校として可能な範囲で対応するための質問です。

宿舎の手配を希望しますか □ はい　　□ いいえ

□ インターネット（サイト名　　　　　　　　　　）　□ 新聞・雑誌広告（媒体名　　　　　　　　　　）　□ 知人の紹介（　　　　　　　　　　） 

□ 看板　□ 紹介機関（機関名　　　　　　　　　　）　□ その他（　　　　　　　　　　）

撮影された写真・動画をカイ日本語スクールの広報活動で利用することを許可しますか？ □ はい　　□ いいえ

カイ日本語スクールから提供された語学サービスに関する情報（学習目標、学習方法、カリキュラム、スケジュール等）から、選択したコースが自
身の語学学習の目的に合致していると理解しました。 
入学に際してはコースのカリキュラムに従って語学学習に励み、特別な理由がない限り授業に遅刻や欠席をしないよう努めます。 
カリキュラムに則った学習を行わず、進級基準に達しなかった場合は、再履修、または退学など学校側の措置に従います。 
入学金、授業料、教材費などの費用を指定された期日までに支払います。 
本申込書に記入した内容が事実であることを誓約し、記載内容に変更が生じた場合は直ちにカイ日本語スクールに報告します。 

上記の条項を承諾の上、カイ日本語スクールに対して受講の申込みを行います。 

　　　　　日付：　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ はい　□ いいえ



アクティビティ申込書 
申込書の送付先　FAX: +81(0)3-3207-4651 / Eメール: admission@kaij.co.jp 

アクティビティ 

7月はすべてのアクティビティに参加するパッケージ、8月は参加したいアクティビティに個別に申し込むシステムになっていますのでご注意ください。カ
イからアクティビティ実施場所への片道の交通費が料金に含まれています。 

名前 国籍 年齢

コース □ 文法・会話コース（□ 7月　□ 8月　□ フル）　□ 日本語能力試験コース

7月 8月

日 アクティビティ 料金 日 アクティビティ 料金

12 大学生と東京ツアー

46,000円 ⬜

7 マンガ 3,000円 ⬜

14 大学生とカラオケ 8 大学生と東京ツアー 2,000円 ⬜

15 東京ディズニーランド *2 9 アニメ 3,000円 ⬜

17 うちわと折り紙 10 大学生とカラオケ 2,500円 ⬜

19 お台場観光 11 秋葉原周辺観光 2,000円 ⬜

21 キャラ弁作り 13 富士急ハイランド*3*4 13,000円 ⬜

24 浴衣着付け体験 13 富士山周辺観光*3 13,000円 ⬜

26 忍者体験 14 書道 2,500円 ⬜

28 手まり寿司作り 15 江戸東京たてもの園 3,000円 ⬜

2 書道 16 和菓子作り 2,500円 ⬜

4 サマーパーティ 17 忍者体験 3,000円 ⬜

18 漫画に出てくる料理 4,000円 ⬜

21 茶道 2,500円 ⬜

22 寿司作り 5,000円 ⬜

23 生け花教室 2,500円 ⬜

24 座禅体験 2,500円 ⬜

25 さようならパーティ 0円 ⬜

注意事項 
✴1: スケジュールは変更になることがあります。 
✴2: 東京ディズニーランドのみの申し込みができます。その場合は14,000
円です。 

✴3: このアクティビティはバスでの移動になります。道路の混み具合によ
り解散時間が変わる可能性があります。 

✴4: 雨天の場合、安全のため一部アトラクションに乗れない場合がありま
す。


