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The most widely used FREE study abroad guidebook in Japan
20,000 copies of the guidebook are distributed free of charge to over 3,000 places.

FREE GUIDEBOOKS mean ALL visitors at education events can have a copy!

※ Also distributed to 100 boards of education and study abroad related service providers.

※ The distribution list gets updated regularly according to the result of questionnaire surveys for high schools and colleges in Japan. 

※ Most universities with an international outlook are members of JAFSA (Japan Network for International Education).

600
Preschools &

English schools
offering courses for 

young learners

1700
Junior/Senior 
high schools

throughout Japan

250
Universities

throughout Japan 
(JAFSA members)

300
Junior/Vocational 

colleges
throughout Japan

150
Municipal and 

prefectural 
international offices

throughout Japan

- Sent to schools & universities throughout Japan.
- Given away at study abroad events.
- Orders through the KBUNSHA website. 20,000 COPIES

2500
copies will be 

distributed at education 
fairs and seminars by 

Education New Zealand
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Widely recognised as reliable source of information
KBUNSHA has been publishing free study abroad guidebooks in collaboration with foreign embassies and official 
organizations since late 1990s. Because of the long experience of producing study abroad guidebooks, KBUNSHA 
has gained trust from teachers/staff of Japanese institutions. Schools and institutions use KBUNSHA Guidebooks as 
reliable “textbooks” at their study abroad events.
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Promotion through KBUNSHA websites
KBUNSHA has been running a study abroad website for 20 years and it is widely known by schools and institutions 
in Japan. All contents of the New Zealand Guidebook will be posted on a website dedicated for studying in New 
Zealand. The website is linked to the KBUNSHA main site and will further increase the exposure of information about 
advertising institutions. https://kbunsha.com/newzealand/

▶ It is an increasing trend to get information for free and free publications are more widely read.
▶ A large circulation (20,000 copies plus on-line version) makes it possible to send multiple copies to over 3,000 organizations.    
      Those organizations that receive our guidebooks can therefore distribute free copies to students at their own events.
▶ KBUNSHA Guidebooks are distributed to over 150 international offices of municipal governments, and they give away our    
      guidebooks to visitors at their offices and events.
▶ Comprehensive information on education systems, how to apply and for living in the country.
▶ People tend to keep KBUNSHA Guidebooks for a long time from the time when they first start thinking about study abroad  
     plans until after they start studying in the country.
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Features of KBUNSHA guidebooks



Advertisement rates The advertising rates include the cost of 
translation of the English copy into Japanese

Options Rates

Advertorial Special Package (New) JPY 480,000

Full page colour + Japanese profile on the website JPY 280,000

Full page mono + Japanese profile on the website JPY 200,000

Half page colour + Japanese profile on the website JPY 230,000

Half page mono + Japanese profile on the website JPY 150,000

【Pure advertisement on the gudiebook + Website advertisement】

Options Rates Size H×W（mm）

Full page colour JPY 250,000 257×182

Full page mono JPY 150,000 257×182

Half page colour JPY 200,000 110×150

Half page mono JPY 100,000 110×150

【Pure advertisement on the gudiebook only】

➡
See the next page for details of 

the new Advertorial Special Package!

Contents

Specification
Size：B5（W182mm×H257mm） ｜ Pages：80pp

Publication 
30 August 2022（20,000 copies）

Deadline for booking space： 30 June 2022

- Comprehensive oveview of New Zealand education system  
  for international students in Japanese language and study    
  opportunities for Japanese students

- Practical information on student lifestyle in New Zealand

- Information and procedures on applications, student visa,  
  IELTS, etc.

- Student testimonials

- Advertisements from New Zealand institutions, Japanese 
  consultants and corporations (banks, travel agencies, etc.) 

Deadline for artwork/materials：8 July 2022



2P Advertorial + School information website + 1P colour pure ad + 
KBUNSHA's  New Zealand website

Advertorial Special PackageNEW!

Deadline for booking space： 

30 June 2022

Option

JPY 480,000
The rate include the cost of translation of the English copy into Japanese.

Rate

To be discussed.
We usually focus on the programs and features that you want to 
promote (KBUNSHA is able to arrange an opportunity for an interview with 

you through the Zoom).

Contents of advertorial

+
E diting  &  P ublishing

++2P Advertorial

Four-piece set!

This website contains advertorials on schools from 

many different countries. You can also post video 

messages and more detailed information that is not 

written in the article.

School information website https://kbunsha.com/gakkochikyugi/

きっと、あなたも

行きたくなる

きっと、あなたも行きたくなる

Rowan University の情報は
●ページにも掲載しています

Rowan University編集部
注目

ニュージャージー州 グラスボロ｜4年制大学

フ ィ ラ デ ル フ ィ ア か ら 20 分、

ニューヨークやワシントン D.C. か

ら 2 時間の場所に位置しており、

全米ランクされている公立の研究大

学です。学位取得プログラムはもち

ろん、英語プログラムや短期プログ

ラム、100% オンラインプログラ

ムなど、多種多様なプログラムを展

開し、学生一人ひとりのニーズを叶

えてくれます。リーズナブルな費用

で、質の高い教育と豊かな文化を経

験してみませんか？留
学
生
一
人
ひ
と
り
の

ニ
ー
ズ   

が
叶
う
大
学

新型コロナウィルス感染症の世界的な流行によ

り海外渡航ができなくなり、家で過ごす時間が

増えたので今しかできないことを挑戦してみよ

うと思い、Rowan のオンライン留学に参加し

ました。授業はすべてオンラインなので、声が

聞こえづらかったり、途切れてしまったりと、対面授業にはないハプニングもあ

りましたが、わからない部分や聞きそびれてしまったところは先生が丁寧にフォ

ローしてくださり、クラスメートともディスカッションなどを通してすぐに仲良

くなれました。また、TOEIC の点数も一気に 350 点上げることができたので、

実力もつけながら楽しく学ぶことができたと思っています。

ともきさん｜東京都

50 年前に開講し、経験豊富な講師陣によ

る幅広い英語コースを安価な授業料で提供

しています。ほとんどの講師が 10 年以上

英語を教えているベテラン。また、講師全

員が英語または関連分野で修士号を取得し

ています。1 ターム 7 週間で、入学時期は

柔軟に対応しているので、学生はいつでも

好きなときに受講をスタートすることが可

能です。ひとクラスの学生数は 6 ～ 12 名

と少人数で、質問やマンツーマン指導に多

くの時間を割いています。現在は、Zoom

を使った 100％オンライン授業または対

面式の授業から選択できます。Rowan 大

学は、国立の研究大学なので授業料の割引

があり、米国北東部で最も安価な英語プロ

グラムを提供しています。滞在先は、キャ

ンパス内の学生寮かキャンパス外のアパー

トから選べます。

一般英語

移民やキャリアアップのための英語

大学条件付き入学コース

大学進学のための英語

TOEFL ITP® 対策

英語と文化体験（サマーコース）

【新型コロナ対応 他】

Rowan では、すべての留学生に新型コロナウィルス感染症のワクチン接種を無料で

行っています。また、キャンパス内の健康センターでは PCR 検査も実施。国際セン

ターでは、すべての留学生に全面的なサポートを提供しており、出願、ビザの手続き、

コース選択などを丁寧にサポートしています。

Rowan の短期プログラムは、1 学期または 2 学期間を

地元学生と一緒に学部プログラムで学び、アメリカの教

育や文化を体験します。幅広い分野から最大 5 つのコー

スを選択でき、大学学部で最大 15 単位、大学院で最大

９単位を取得、英語プログラムで 18 時間受講すること

ができます。在籍中は、地元学生と同じようにキャンパ

ス内の施設を利用したり、コミュニティ活動に参加した

りすることが可能です。

2021-2022 年度の学費：7,000 US ドル／ 1 学期

春学期（1 月～ 5 月）の願書締め切り：11 月 15 日

秋学期（9 月～ 12 月）の願書締め切り：5 月 15 日

短期プログラム

英語プログラム

なかなか渡航するのが難しくなってしまったから

今だからこそ、おうち時間を活用してみません

か？現在、英語プログラムを対象に 100％オン

ライン授業を提供しています。対面式授業と同様

1 ターム 7 週間、週 15 時間のカリキュラムで、

授業は月曜～木曜、日本時間の午前 8 時 30 分～

午後0時35分に行われます。2021年秋は1ター

ム 1,700 US ドル→ 750 US ドルに授業料を値

下げしています。ぜひこの機会に、日本にいなが

らオンライン留学を味わってみてください。

オンライン留学

英語力をアップさせたい

5段階にレベル分けされていて、
読み書き、聞く話す、発音、会話、

文法をまんべんなく勉強します

学位を取得したい

短期間だけ留学したい

100%オンラインで

授業を受けたい

日本の大学

在学中に留学したい

どんな留学がしたいですか？Q.

ウェブでさらに詳しい情報を掲載中！

担当者からのコメント動画も☆

2021年秋学期、授業料最大70％オフ

留学するなら、今がチャンス！

奨学金奨学金

ありあり

奨学金奨学金

ありあり
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経験者が語るココが推し！
編入プログラムと安心感抜群のサポート体制

きっと、あなたも

行きたくなる

きっと、あなたも行きたくなる

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目

Lane Community College で 2 年間

アメリカ／フランスビジネス

アメリカ／ニュージーランド

アメリカ／オーストラリア

グラフィックデザイン／
マルチメディア

ビジネス／観光

アメリカ／イギリス（3 年間または 4 年間）Global Transfer

分野

Laneの編入プログラムは「２＋１」「2＋2」と呼

ばれ、最初の2年間はLaneで学び、残りの1年

間または2年間は国内外の提携大学へ編入して学

士号を取得するプログラムです。

4年制大学に留学するよりも費用が抑えられる！

学士号が最短 3年！時間も節約できる

アメリカ以外の国の生活や文化を経験できる！

メリット

※専攻できる分野は限られます。

Lane では、東京と大阪で毎年数回、新入

生と入学を検討している学生を対象に説明

会を行っています。実際に、Laneのスタッ

フが来日し、セミナーを聞いたり、会場ま

たはオンライン上で日本語を話すスタッフ

に質問したりすることができます。また、

卒業生と交流する時間もあるので、Lane

についてさらに理解を深められる絶好の機

会です。（去年から新型コロナウィルスの

影響で全てオンラインでの開催）

ピア・メンターは、渡米前から在校生が

様々なサポートをしてくれる制度です。例

えば、入居の手伝い、携帯電話の契約、銀

行口座の開設、学校周辺の情報提供、留学

生活のアドバイスなど。頼れる相談相手と

して、ちょっとした疑問にも答えてくれま

す。このようなピア・メンターによる細か

なサポートは、大規模な 4 年制大学には

ない Lane ならではの特徴です！

▪無料の空港出迎え

▪日本語が話せるスタッフ

▪1 対 1 の学習指導・カウンセリング

▪4 年制大学への編入サポート

▪留学生対象の奨学金

▪キャリア相談

▪家具付き学生寮の提供

▪インターンシップや就労の支援

▪イベントやサークル活動への参加の機会

など

Lane Community College の情報は●ページにも掲載しています
▶ https://www.lanecc.edu/international
▶ http://www.facebook.com/LCCInternationalPrograms

海外の提携大学：ウェールズ大学トリニティー・セント・

デイビッド（UK)、オタゴポリテクニック（NZ）、サンシャ

インコースト大学（AUS）、レンヌビジネススクール（FR）

掛水 志歩三 さん松本 加奈子 さん

米国4年制大学を卒業後、
OPTでLaneのスタッフ
として働く。現在も、ス
タッフとして働きながらコ
ンピューター科学を専攻。

2019年より、Laneの　
「2+1」編入プログラムで
ビジネスを専攻。現在は、
フランスのビジネススクー
ルへ編入の準備中。

私たちが Lane の魅力を
教えちゃいます！

REPORTERS

最後にLane に留学して

渡航前オリエンテーション ピア・メンターサポート内容

アメリカを満喫できる様々なアクティビティLane の信頼できるサポートチーム
ピア・メンター制度が友達づくりのきっかけにも

Lane Community College編集部
注目

オレゴン州 ユージーン｜2年制大学

ＴＩＴＬＥ

アメリカの革新的なコミュニティ・カレッジ19校が加盟する
名門リーグの一員。50以上の専攻分野を提供し、

これまで90校以上の国内外のトップ大学への編入実績を誇る。

掛水：未知の世界に飛び込むのは勇気がいることだと思います。私

も不安いっぱいで渡米しましたが、Lane は留学生のサポート体制

がしっかり整っているので、自分のやりたいことに集中でき、留学

生活を楽しむことができました。万全の準備が充実した留学生活に

つながると思います。悔いのない留学生活を楽しんでくださいね！

松本：Lane の教授陣やスタッフは、留学生や異文化に対してとて

も理解があり友好的です。留学を決断するにあたって、不安な点や

もっと知りたいという方は、恥ずかしがらずにメールや電話で納得

するまで聞いてください。バイリンガルのスタッフがいるので日本

語でも対応可能です。Lane を知れば知るほど留学に対する意欲が

湧いてくると思います！

掛水：一番の変化は、もっといろんな人に出会い知らない世界を見

たいという気持ちが大きくなったことです。留学前は英語力の向上

と学位の取得が目的でしたが、実際に留学してみると、勉強以上の

学びが日々の生活に溢れていて、新しい仲間と出会うたびに刺激を

受けて自分の考え方や振る舞いに変化を感じました。

松本：Lane の魅力は、自分が希望すれば可能な限り教授陣やスタッ

フが学生一人ひとりに丁寧なサポートをしてくれる点です。私は

元々、内向的な性格で自分だけで解決し、もし失敗したらそれで終

了という考え方でした。しかし、Lane のサポートスタッフにお世

話になり「誰かにアドバイスを求める」「ダメもとでまず聞いてみる」

「もう一度チャレンジする」という考え方に変わりました。

メリットがいっぱい！ Lane の編入プログラム推しポイント1

留学生が安心できる万全のサポート体制推しポイント2

経験者の私たちが伝えたいコト推しポイント3

日本人学生の
コメント動画はこちら
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Student testimonials▼

Interview format▼
Samples

●

●

●

●

●

●

●

●

本誌掲載の
ビクトリア州教育機関と
掲載ページ

編集協力：ビクトリア州政府

Student's Testimonials

メルボルン留学経験者に聞く
2020 年 2 月〜 2020 年 12 月までメルボルンにある Deakin University に語学留学とスタディ・アブロード留学をし

た中塚さんと山口さん。10 か月間の留学生活で感じたメルボルンの魅力やオンライン授業の経験を語ってくれました。

スタディメルボルンのSNSをフォローして、メルボルンの最新情報をゲットしよう！

メールアドレス 登録

メールマガジンに登録すると、現地の最新情報や留学生活での注意喚起、街のイベ
ントやメルボルン留学生センターのサポート情報など、留学に役立つヒントが毎月
配信されます。上記のスタディメルボルンホームページで登録することができます。

公式 SNS メールマガジン

www.studymelbourne.vic.gov.au/ja/home

スタディメルボルンのホームページはこちら

―――　留学のきっかけ、また、オーストラリアを留学先とし
て選んだ理由やDeakin Universityに決めた理由を教えてく
ださい。

中塚：将来は英語圏で暮らしたいので、1年間親元を離れて自分自身を

試したいと思ったからです。また、絵や身体表現などを学ぶことができ

る国に行きたかったので、現代アートやストリートアート、映像技術

が近年発展しているオーストラリアを選びました。その中でもDeakin 

Universityは、留学生の受け入れを積極的に行っていて多文化を学ぶの

に最適な場所であったこと、芸術やジェンダーに関する授業が豊富だった

ことが決め手でした。

山口：私がオーストラリアを選んだ理由は、治安がよく過ごしやすい

気候で人々もフレンドリーなイメージがあったからです。Deakin　

Universityがあるメルボルンは、都会と自然を併せ持ち最高の留学先だ

と感じました。また、比較的新しい大学で留学生が多いこと、語学学校の

授業も充実していることも魅力的でした。

―――　Deakin Universityでは何を勉強しましたか？好きな
授業や大変な授業など、コースについて具体的な内容を教えて
ください。

山口：最初の5か月間は語学学校で学びました。先生はとても丁寧に教え

てくれ、留学生の友達もたくさんできました。途中から新型コロナウィ

ルスの影響でオンライン授業に変って戸惑いましたが、先生たちが工夫

して授業内容を考えてくれ楽しく学ぶことができました。その後は、大

学学部の授業を取りました。私のお気に入りの授業はCreative Brand 

Communicationという広告に関する授業です。世界の広告を比較した

り、広告からどのようなメッセージを伝えたいのか読み取ったりしました。

現地の学生とディスカッションをする機会があって大変でしたが、その分

やりがいもありました。

中塚：私も最初は語学学校に通いました。語学学校に入学する前に簡単な

テストがあり、自分のレベルに合ったクラスに入ることが出来ます。1ター

ム5週間で、提出物やテストに合格すれば次のクラスに上がれます。大学

学部の授業で印象に残っているのは、雑誌のレイアウトに関する授業とア

ニメーション制作の授業、グローバル化に関するジェンダー問題の授業で

す。特に、ジェンダー問題の授業は、日本よりオーストラリアの方が考え

方が進んでいて視野が広くなりました。

―――　住まい、買い物、食事、日常生活について教えてくだ
さい。

中塚：帰国までずっとホームステイでした。ホストマザーが長年日本人を

受け入れていたこともあり、オーストラリア料理のミートパイから日本食

まで、さまざまな料理を作ってくれたので食事で困ることはなかったで

す。それでも日本食が恋しくなったときは、アジアンショップやダイソー

に行っていました。

山口：私は、最初の4か月はホームステイ、後半の5か月は寮で過ごしま

した。寮に移ってからは自炊をしていました。アジアンスーパーもあるの

で日本の調味料や日本食も手に入ります。オーストラリアでは多くの公園

に無料で使えるバーベキューエリアがあるので、気軽にバーベキューを楽

しむことができます。また、世界各国のおいしいレストランやおしゃれな

カフェがたくさんあり、時々外食して充実した毎日が送れました。

―――　学校周辺やメルボルン、ビクトリア州内で訪れた場所
など、お気に入りの場所があれば教えてください。

山口：街の中心にあるチャペルストリートは雑貨屋さんやレストラン、パ

ブなどがたくさん並んでいて活気がありショッピングや食事を楽しむのに

おすすめです。また、フィッツロイガーデンやロイヤルボタニカルガーデ

ンでは緑に囲まれながらピクニックが楽しめます。お気に入りのビーチは、

ハーフムーンベイです。少し都心から離れていますが、人も少なく海も透

き通っていて穴場ですよ。また、友達とドライブで行ったグレートオーシャ

ンロードには感動しました。ぜひ1泊して夕日と朝日を見てください！

―――　新型コロナウィルスの感染拡大による授業やサポート、
生活の変化はありましたか？

中塚：大学からの給付金や食料の支給がありました。特に留学生への対応

は優先されていて、オンライン授業に切り替わったときはネットワーク環

境やメンタルヘルスのサポートもあったので不自由はなかったです。

山口：私は、最初の5週間を除いてすべてオンライン授業でした。また、

半年の厳しいロックダウンを経験しました。お店はスーパーしか開いてい

なくて友達とも自由に会えない状況は本当につらかったです。しかし、自

分がいかに恵まれていたことや多くの人に支えられていたことを痛感でき

る機会になり、決して無駄な時間ではなかったです。大学側も気軽に相談

や授業内容を質問できる場所を用意してくれました。また、語学学校のオ

ンライン教材も充実していて英語力の向上に役立ちました。オンラインで

あっても友達を作ることはできるし、授業外にもZoomなどで開かれる

交流の場に参加することもできますよ。

―――　これから留学する人へのメッセージ

中塚：自分の住み慣れた環境から離れて生活することは想像以上に大変で

すが、収穫もたくさんあります。未知への不安も大きいと思いますが、留

学経験は必ず将来に生きていくはずです。そして、留学の価値をより高め

ることができるのは、留学する本人だと思います。自分の中のちょっとし

た興味にも耳を傾けてあげましょう！

山口：家族や友達と離れ、新たな場所で英語を使って生活をすることは、

期待と不安が入り混じるかと思います。特に今は新型コロナウｨルスの影

響で未来に不安を感じるかもしれません。でも、留学生活の価値を決める

のは全て自分次第です。私も初めは、思い描いていた留学生活にならず人

と比べたり自分の選択を悔んだりしました。ですが、失敗を恐れずその状

況でできることを探して積極的に挑戦することで道が開けてきました。最

終的には、異なるバックグラウンドや文化を持つ人々と関わることで、考

え方が柔軟になり、前よりも世界で起こっていることに関心を持つように

なりました。留学を通して視野が広がり大きく成長できたと自信を持って

言うことができます！留学中には楽しいことだけではなく困難も待ち受け

ていると思いますが、自分を見つめ直し成長できるチャンスです。みなさ

んの留学生活が素晴らしいものになることを願っています。

中塚 南緒 さん 山口 真穂 さん

中塚

中塚

中塚

中塚

中塚

山口

山口

山口

山口

山口

山口

ビクトリア州政府では、スタディメルボルン留学センターを通して新型コロナウィルス感染症の影響を受けた留学生にサポートを提供
しています。詳しいサポートの内容についてはホームページをご覧ください。
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台湾留学 REPORT
児童と家庭研究学科
で勉強

Reporter：高橋 麻優美 さん

中 国文化と西洋文化のどちら

も学びたいと考え、台湾に

留学しました。私が入学した輔仁大

学の一般教養科目には、中国伝統文

化の書道、占いから西洋医学まで多

彩な科目が開講されていて、両文化

に触れられます。輔仁大学はローマ

カトリック教皇庁により設立された

ため、世界中どこに行っても名前が

通じます。

い ろいろな方面で留学生への

サポート体制が整っていて、

たとえば無料で中国語のチューター

をつけることができるプログラムな

どは大変ありがたく活用させてもら

いました。

慣 れない環境での生活や勉強

でのストレスに負けそうに

なったときは、国家資格を持ったカ

ウンセラーに相談にのってもらえる

サービスムも用意されていて、精神

面でのサポートも万全です。

身 体面では、輔仁大学には診

療所と大学附属病院の両方

があり、保険適用内であれば輔仁学

生として診察が受けられます。特に

診療所は 1 回の診察料が 50 元とい

う安さで、一般的な学外の診療所の

3 分の 1 の負担で済み、経済的にと

ても助かっています。 ▲ドラゴンボートフェスティバルで「ちまき」をつくる

台湾留学 REPORT

Reporter：江畑 里奈 さん

テキスタイルと
衣類マーケティング学科
で勉強

台 湾は「テキスタイルのシリ

コンバレー」と呼ばれてい

て、アディダスやナイキなどの有名

なブランドが台湾でテキスタイルを

製造しています。そのような環境で、

テキスタイルを含めたアパレルに関

して勉強することに価値を感じて、

台湾への留学を決意しました。

大 学では、実際に業界で働い

ている人たちが講師として

授業をしてくださいます。社会人に

なってからだと、お金を払って時間

を探して自分からセミナーに参加し

て…そのようなハードルを越えて

やっと聞くことができる話を、大学

の授業の中で簡単に聴講できるのは

貴重な環境です。

教 科書の多くは、英語で書か

れています。私の学科では

「教授の言葉が中国語」「教科書は英

語」という授業が多いので、問答無

用で両方の言語を勉強することにな

ります。ふたつの言語で専門用語を

学習できるのも大きなメリットだと

感じています。

私 が感じている留学の最大の

収穫は、台湾でできた友だ

ちです。外国籍の学生も数多くいる

ので、様々な文化や価値観を知るこ

とができ、刺激的です。

台湾の大学に
在籍する
多様な国の
学生たち

Joelle Andree Therese SCHMIDT フランス  

輔仁大学交換留学生 1 年／中国語センター 1 年／フランス語と文学の修士

伝統的な中国語を学びたいと考えて、台湾に留学をしました。
大学では国際的な友だちがたくさんできました。毎年 1 月に
はインドでのパンゴル・フェスティバルのほか、ポーランド、
インドネシア、フィリピンでの文化活動が行われます。また、
私が留学している輔仁大学は台湾でも数少ないクリスマスホ
リデーがある学校のひとつで、キャンパス内ではクリスマス
マーケットもあり、雰囲気は抜群です。学期当初にはダンス・音楽・写真・スポーツ・
動物愛護クラブなどのクラブフェアがあります。台湾の学生は、いつも私たちを歓迎
してくれます。将来的には、フランスと中国文化圏の人々がお互いを理解できるよう
な仕事に就きたいと思っています。

Bilig-Orshikh NATSAGDORJ
モンゴル  
輔仁大学中国語センター 1 年半／経営管理部

台湾の大学環境は、とて
も快適で安全です。学校
のお祭り、クリスマスイ
ベント、留学生を迎える
イベントはすばらしいで
す。新しい友だちをつく
りやすい環境で、台湾について学ぶのは簡単
です。学校が主催する文化体験活動や企業訪
問も、非常に興味深いものです。

Christu Raja
インド  
国際経営管理修士

台湾の大学は、設備
や安全性などを含め
て世界でもトップク
ラスだと感じています。教授は豊富な知
識と業界経験を持っています。留学生を
迎えるイベントは、台湾の歴史・文化を
学ぶのにも役立ちます。地域に有意義な
サービスを提供できる機会もあり、実践
的に知識を深められます。

今回話を聞いた

学生たちは

●ページの輔仁大学に

在籍しています
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【For ‘ready-to-go’ (file copy of a previous ad) artwork:】
▪ Data format – Illustrator or InDesign
▪ File format – ai or pdf file (please outline the fonts)
*Please create a 3mm bleed around the ad.
*Please allow 8mm between the edge of the page and text space.

【For production by KBUNSHA:】
If an artwork from a previous ad is not available, please send the following information and materials to KBUNSHA. 
▪ Logo and photographs (JPEG or EPS file)
▪ Brief institutional profile – unique selling points, environment, student numbers etc.
▪ Major courses, entry requirements, accommodation options, support services for overseas students
▪ Contact details for further information 

Artwork specification

Contact details

Ms Minori Takahashi（Director）KBUNSHA
303 Tokyo  Lutheran Centre Building 1-2-32 Fujimi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0071 Japan
Tel. +81-3-3234-1744    Fax. +81-3-3234-1827 
E-mail: minori@kbunsha.com  Website: https://kbunsha.com/   Facebook: www.facebook.com/kbunsha

The artwork can be ‘ready-to-go’ (ie file copy of a previous ad), or 
items provided for production by KBUNSHA. 



About KBUNSHA
Established in 1984, KBUNSHA has been publishing free study abroad guidebooks in close collaboration with foreign embassies and official organizations since late 

1990s. KBUNSHA guidebooks are widely distributed to Japanese schools, colleges and universities as well as agents and parents. KBUNSHA clients include  Education 

New Zealand, US Embassy, British Council, Canadian Embassy, Australian Embassy, and a number of provincial government and tourism offices.

Other Products and Services

Examples

Study in Canada Fairs
(since 2007)

Embassy of Canada

Education USA Expo (since 2010) 
Embassy of 

the United States of America

Education UK Exhibition (since 2012) British Council

Agent seminar & workshop
(2012, 2015, 2017, 2019)

Government of Alberta, 
Canada

Study in New Zealand Fair (since 2015) Education New Zealand

 JASSO Study Abroad Fair (since 2016)
 JASSO (Japan Student 
Services Organization)

CAIS seminar (since 2016) 
Canadian Accredited 

Independent Schools (CAIS)

 Website Production Brochures &Translation Services
                              (English/Japanese)

Examples

Study in Canada Fairs
(since 2014)

https://www.canada-ryugaku-fair.com/

CAIS (since 2016) https://cais.jp/

JASSO Virtual Studies Abroad 
 (since 2020)

https://jasso-virtualstudiesabroad.com/

- STUDY IN MELBOURBE brochure / The State Government of Victoria 

- CAIS seminar brochure / CAIS (Canadian Accredited Independent Schools)

- Education New Zealand website traslation / Education New Zealand 

- School profiles and application forms translation / Vancouver School Board

- EducationUSA leaflet / EducationUSA 

世界最高基準を満たす
名門の全寮制私立学校へ

「世界」にふれる第一歩。お子さんの可能性を無限大に

本セミナーでは、CAIS によるプレゼンテーションにて

カナダのボーディングスクールの基礎知識と情報を提供いたします。

その後、参加ボーディングスクールの代表者と直接面会できます。

カナダ屈指の名門ボーディングスクールについて知ることができる

良い機会ですので、ぜひご参加ください。

カナダ  名門全寮制私立学校セミナー

11.6 [Mon ]

17 :30 -20 :30

会場

在日カナダ大使館  4F
〒107-8503 東京都港区赤坂 7丁目 3番 38 号
地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩 5分
＊カナダ大使館入館には写真付身分証明書のご提示が必須です。

参加無料・入退室自由
参加には事前登録が必須です

CAIS（Canadian Accredited Independent Schools）は、カ
ナダの数ある学校の中でも、世界最高基準を満たす全寮制私
立学校（ボーディングスクール）の協会です。NAIS 委員会
公認の厳しい基準を合格した 27 の学校が認定を得ています。
すべての加盟校で、質の高い教育を提供しており、世界の名
門大学からも高く評価されています。

【CAIS の特色】
▲ 優れた教育環境 / 世界レベルの教育
▲ 生徒一人ひとりにあったプログラムの提供
▲ 大学進学のサポート
▲ 安全な環境と充実した設備
▲ 人材育成、モラル教育、多様な価値観の形成を重視
▲ 幅広い分野をバランスよく学習

全寮制私立学校（ボーディングスクール）とは

両親や家族と離れ、寮生活において学業のみならず、規則、礼儀、自立心、コミュニケーション能力など、
心身共に養成する寮制学校。生徒や教師が同じキャンパス内で寝食を共にし、人としての成長を多角
度から支え、徹底した少人数制のもと、文武両道教育を提供しています。

事前登録・詳しい情報はセミナー特設サイトへ
当セミナーへの参加を希望される方は事前登録が必須です。

www.kbunsha.com/cais

Event Management
*Including Online Events


