
オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

午後からの進路研究
13:30～16:00
●学校説明会 
●留学説明会
●大学編入説明会

23土

レッスン1 レッスン2

全学科

English Café
ネイティブの先生と
楽しく英会話

全学科
English Café
リアルに使えるネイティブ表現
総合英語 「児童英語専攻」

大紹介 ★子ども英語教室の先生など
「英語」「子ども」好き集合！

通訳翻訳 マンガ・アニメ翻訳体験
日本が誇るアニメの作品をどう英訳するの
か？ 英語翻訳専攻の人気コースを紹介！

通訳翻訳
料理英語を学ぼう！
日本語のお料理番組を使って通訳体験
「シュークリーム」って英語？上級英語 大学以上の教養科目を

学べる上級英語専攻！
 中国語

中国人のビン先生といっしょにスマホで
中国語入力法を勉強しよう！
～名前の読み方から始める中国語

 中国語
中国語の発音は日本語の音読に似てい
る？中国人のビン先生に四声から学ぶ
かんたん中国語入門レッスン

フランス語 実はかんたんに誰で
も発音できる !? 参考書に載っていない
フランス語修得の秘訣

ベトナム語 ベトナム・ハノイ国家
大学のスタディツアーの動画を紹介！
～海外での国際交流のリアル体験

海外留学 ウォレン先生のレベル
アップ・イングリッシュ～魅力ある英語で
の自己紹介を一緒に練習 !

海外留学 ウォレン先生のアカデ
ミック・イングリッシュ～ IELTSスピーキ
ングの解答のコツを教えます！

大学編入
大学の学部選びで迷ったら…「大学選び
＆学部選びで注意すべき３つのこと」

大学編入 「行ける大学」から「行きた
い大学」へ！ JCFLから憧れの有名国公立・
私立大学へ進学できる大学編入制度を紹介！

国際関係
JCFL流国際関係学入門
★大学と比較してみよう！
語学に強い理由を教えます

公務員
憧れの仕事No.1 公務員を目指そう！
国際関係 SDGsと国際関係

今すぐに始められる国際協力について
ビジネス

「ヒット商品」はどうやって作られる？
～マーケティングから学ぼう

ファッション
自分だけのファッションホームページを
デザイン～ ECサイトを作ろう！

ホテル レッスンをチョイス！
●一流のホテル・キャストの接客を実践
●ホテル英会話・ディズニー英会話で 
   楽しく学ぼう!

ホテル レッスンをチョイス！
●コンシェルジュになってお客様にインス
タ映えスポットを紹介！●ディズニー研究
で「好き」をとことん学ぼう！

ブライダル 夢を叶えるお仕事♥
ディズニーウエディングをプロデュース
してみよう♪

ビューティー 最新コスメを使った
メイク体験 パーソナルカラー診断をして
メイクテクニックを学んでみよう !

観 光 大学の観光学部との
違いは!? JCFL観光マネジメント

観 光 世界の絶景を求めて
ヨーロッパ世界遺産研修Special Movie

【学科比較】【入学方法】【学費】【奨学金】
【寮・一人暮らし】 何でも相談Caafé

10/3日

じっくり個別で
相談できます

入学方法 AO入学説明会   13:30～16:00
特待生
準備

スカラシップ対策セミナー 13:30～16:00
基礎編 / 実践編   受講料500円

入学方法 AO入学説明会   13:30～16:00
特待生
準備

スカラシップ対策セミナー 13:30～16:00
基礎編 / 実践編   受講料500円

レッスン1 レッスン2

全学科

English Café
ネイティブの先生と
楽しく英会話

全学科
English Café
急に聞かれても大丈夫！ 英語で道案内

総合英語 友達と一緒に英語で
遊ぼう♪ 英語のゲーム《Taboo》で
盛り上がりながら会話力アップ！

通訳翻訳
通訳の基礎トレーニング講座
シャドウイング、リプロダクション、
メモ取りができるようになります！

通訳翻訳
プロの映像翻訳者になるためには
どんな学習が必要なのか？
洋画を見ながら映像翻訳体験

 韓国語 友達と一緒なら楽しみ
も２倍！ ★友情ゲーム

 韓国語 TOPIK（韓国語能力
試験）のコツを学ぼう!

 中国語
中国人の史先生が教えるピンインから
数字までシンプル中国語入門

 中国語
你好！中国語で最も使われている漢字は？
中国人の史先生から簡体字を学ぼう！

アジア・ヨーロッパ言語
アジア・ヨーロッパ言語科の海外研修を
一挙公開　短期留学・交換留学・
インターンシップについて紹介！

 タイ語
タイ・チェンマイ大学での海外研修の
動画を公開！～現地で象とふれあう
大興奮をバーチャル体験してみよう！

海外留学
ウォレン先生のアカデミック・イングリッ
シュ～ IELTSスピーキングの解答のコツ
を教えます！

海外留学 海外留学説明会
海外大学、コミュニティカレッジ、
専門学校など、様々な正規留学の形
を卒業生の例を挙げながら詳しく説明

大学編入 大学の入試や面接試験
にも役立つ大学編入の授業紹介！時事問
題を一緒に楽しく勉強しよう！

大学編入 「行ける大学」から「行きた
い大学」へ！ JCFLから憧れの有名国公立・
私立大学へ進学できる大学編入制度を紹介！

国際関係 JCFL流国際関係学入門
★大学と比較してみよう！
  語学に強い理由を教えます

国際関係
気温が１℃上がると何が変わる？
ビジネスに強い地球環境を学ぼう！

ビジネス
徹底解剖！企業、組織はどうやって
成長させる？

ファッション
ファッションお仕事研究
ファッションの仕事に詳しくなろう！

エアライン 元CA/グランドの先生
に聞いてみよう！ANA・JALのCA＆グラ
ンドに受かる人はどんな人？

エアライン
CA&グランドよくばり体験
ゲート＆機内アナウンスに挑戦

観 光 君の取りたい資格きっと
見つかる！観光業界資格ガイド

観 光 車内映像に合わせて
アナウンス♪ツアコン＆ガイド体験

【学科比較】【入学方法】【学費】【奨学金】
【寮・一人暮らし】 何でも相談Caafé

10日

じっくり個別で
相談できます

レッスン1 レッスン2

全学科

English Café
ネイティブの先生と
楽しく英会話

全学科
English Café
ネイティブの先生から発音を学ぼう♪
総合英語 ネトフリ海外ドラマの

英語を話そう！フレーズ覚えて達成感◎

通訳翻訳
医療通訳の基礎講座
基本的な医療英語を学び、外国人の
患者さんを英語と日本語で
サポートできます！

通訳翻訳 アメリカのディズニー
ワールドで働こう！「日本代表」って
どんな職業？日本文化をわかりやすく
ゲストに説明できるようになります！
上級英語

「心理学」を英語で学んでみよう！
 韓国語

★ようこそ韓国のＪＫの世界へ！
OH MY GIRLのアリン出演のWEB
ドラマ「少女の世界」から学ぶ韓国語

 韓国語
★ようこそ韓国のＪＫの世界へ！
韓国で大人気「少女の世界」の
原作Webtoonで学ぶ韓国語

大学編入
大学の学部選びで迷ったら…
「大学選び＆学部選びで注意すべき
３つのこと」

大学編入 「行ける大学」から「行きた
い大学」へ！ JCFLから憧れの有名国公立・
私立大学へ進学できる大学編入制度を紹介！

公務員 憧れの仕事No.1 
公務員を目指そう！お仕事研究＆試験ガイド

国際関係 「今こそ必要な人」って
どんな人？マルチリンガル＆マルチカルチャー

国際関係 SDGsと国際関係
今すぐに始められる国際協力について

ビジネス ICT 活用！
ネットを利用したビジネスを学ぼう

ファッション ファッション English
★インスタから学ぶファッション用語

エアライン グランドスタッフの
お仕事体験 トランシーバーを使って
パリ行きお客様のお呼び出し

エアライン CAサービス体験
本格的な実習室でパリ行きフライト体験

ブライダル ウエディングプランナー
ドレススタイリスト、ジュエリーアドバイザー
♥ブライダルのお仕事なりきり体験

ビューティー 韓国メイクにチャレンジ！
最新コスメを使ってメイクテクニックを
手に入れよう！

【学科比較】【入学方法】【学費】【奨学金】
【寮・一人暮らし】 何でも相談Café

17日

じっくり個別で
相談できます

10:00～
レッスンをチョイスできます！
●ホテルの接客を実践してみよう
●ホテル英会話でかっこよく接客をして
みよう ●バーテンダー実践！お客様にカ
クテルを作ってみよう ●コンシェルジュ
になってお客様に観光スポットを紹介

日外授業日外授業オープンキャンパスオープンキャンパス
2つのレッスンが選べる授業体験 10：00～

韓国フェア   10:00～

大人気次世代KPOPアイドルグループ大人気次世代KPOPアイドルグループ
●NCT●NCTの歌から学ぶ韓国語の歌から学ぶ韓国語
●TXT●TXTの出演した番組から学ぶ韓国語の出演した番組から学ぶ韓国語

10:00～
レッスンをチョイスできます！
●ディスニーのショーパレLet's Dance♪
●ディズニーEnglishで使える英語を学ぼう
●ディズニーキャストの接客を実践してみよう
●ディズニー研究で好きを深めよう ⒸDisneyⒸ Disney

ブライダルフェアブライダルフェア10:00～
ドレスが着られるチャンス！ドレスが着られるチャンス！
夢いっぱいの1日を体験できるフェア♪夢いっぱいの1日を体験できるフェア♪
♥パーソナルカラーを学んでドレススタイパーソナルカラーを学んでドレススタイ
リスト体験　リスト体験　♥ドレスを着て花嫁体験ドレスを着て花嫁体験

ウエディング
ドレスが
着られる！公務員ガイダンス

10:00～13:30
適職診断＆お仕事研究
試験から合格まで　　
公務員の魅力を紹介！

第2外国語フェア 10:00～
マルコ先生のイタリア語レッスン
 ベルデール先生のフランス語レッスン
ビン先生の中国語レッスン
トゥイ先生のベトナム語レッスン

海 外 大 学 留 学 フ ェ ア
10:00～13:30
親子で考える多様な留学セミナー ～海外の大学
留学や専門学校に留学するためにはどのような準備
が必要なのか？また留学期間や費用、バイトOK留
学などあなたに合った留学を提案。

アート＆デザイン
ワークショップ 
10:00～
アートを学んで自分らしさ
に磨きをかけよう！
個性が重視される海外芸術
大学のポートフォリオ

フェア 10:00 ～

今日1日で、旅行・観光業界の
お仕事まるわかり！
●リアルがわかる！
　旅行会社の1日に密着　
●トラベルカウンター＆添乗員
　アナウンスレッスン

50名
程度
選抜

★親子で学校研究

保護者説明会
同日開催  10：00～13：30

★ 親 子で学校研究

保護者説明会
同日開催  10：00～13：30

★ 親 子で学校研究

保護者説明会
同日開催  10：00～13：30

★親子で学校研究

保護者
説明会

オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

午後からの進路研究
13:30～16:00
●学校説明会 
●留学説明会
●公務員説明会

個別に
学科相談に
答えます！

自宅
から

オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

午後からの進路研究
13:30～16:00
●学校説明会 
●留学説明会
●大学編入説明会

自宅
から

自宅
から

　
　
　
　
特
待
生
選
抜

願
書
締
切
《
単
願
・
併
願
》
午
後
6
時
迄

第
1
回

22
金

＊レッスン内容は変更となる場合があります。

個別に
学科相談に
答えます！

個別に
学科相談に
答えます！

10:00～

●スカーフを巻いて、JCFL流エアラインマナーをエレガントに
●グランドスタッフお仕事入門 ～トランシーバーを使って
　K-POPアイドルをご案内してみよう!
●CAステイは何する？羽田 ソウル便の機内サービスに挑戦

じっくり個別で
相談できます

入学方法 AO入学説明会   13:30～16:00
特待生
準備

特待生直前合格対策セミナー  10:30～15:00   
スカラシップ対策セミナー  13:30～16:00
基礎編 / 実践編   受講料500円

受講料500円

16土
午前10:00 ～13:30

憧れの仕事への
第一歩！

夢 実 現

分野別
説明会
エアライン

ホテル・
テーマパーク
マリン

観光
ツアコン
鉄道

ブライダル
ビューティー

プログラム
◉学校概要
◉入学方法説明
◉希望業界概要紹介
◉希望学科説明　
◉キャンパスツアー　
◉個別相談 etc.

JCFLの全てがわかる！

学校説明会
留学説明会
学校・学科のこと進路のこと
何でも詳しく説明します。
保護者の方もご一緒にぜひ！

午後13:30 ～16:00

JCFLの全てがわかる！

学校/留学説明会
国際派公務員を目指そう！

公務員説明会
JCFLだから目指せる国際派

公務員について詳しく説明します。

オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

自宅から

個別に
学科相談に
答えます！

午前10:00 ～13:30

憧れの仕事への
第一歩！

夢 実 現

分野別
説明会
エアライン

ホテル・
テーマパーク
マリン

観光
ツアコン
鉄道

ブライダル
ビューティー

プログラム
◉学校概要
◉入学方法説明
◉希望業界概要紹介
◉希望学科説明　
◉キャンパスツアー　
◉個別相談 etc.

JCFLの全てがわかる！

学校/留学説明会
学校・学科のこと進路のこと
何でも詳しく説明します。
保護者の方もご一緒にぜひ！

午後13:00 ～16:00

マジックワールド
（児童英語教室見学会）

「子どもが大好き！「英語が大好
き！」な人にオススメ。総合英語科 
児童英語専攻の学生が行う児童英
語教室の見学会＆説明会です。

午後13:30 ～16:00

JCFLの全てがわかる！

学校/留学説明会
学校・学科のこと進路のこと
何でも詳しく説明します。
保護者の方もご一緒にぜひ！

オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

自宅
から

個別に
学科相談に
答えます！
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でも
開催

日外授業日外授業 オープンキャンパスオープンキャンパス
2つのレッスンが選べる授業体験 10：00～

日外授業日外授業 オープンキャンパスオープンキャンパス
2つのレッスンが選べる授業体験 10：00～日外授業日外授業 オープンキャンパスオープンキャンパス

2つのレッスンが選べる授業体験 10：00～

10/31日
CAとして世界の空で活躍する卒業生が来校！

●10：00～10：00～

CAの仕事の実際やフライトエピソード、
CAの夢を実現するためのアドバイスや
学生時代の勉強方法まで、皆さんが
知りたいことすべてをお話しします！

現役CA 先輩登場！
特別予告

いよいよ進路決定の季節
親子で考える“確かな学校研究”を

お勧めします。

オープンキャンパスオープンキャンパス
午前   9：30～11：00
午後 14：30～16：00

午後からの進路研究
13:30～16:00
●学校説明会 
●留学説明会
●大学編入説明会

10月 3日 10日 17日 31日
＊午前中にお越しください。
　 午後は学科説明・個別相談にも参加できます。10：00～13：30

【プログラム内容】
本学園の沿革／教育内容と特色／資格・就職・留学・大学編入実績 etc.

理事・事務局長　
平野 公美子

「保護者説明会」
ご案内

AM
9：00

入
学
願
書
受
付
開
始

10/1
金
推薦
入学
学校推薦

自己推薦

指定校
入学
授業料

5万円免除

特
待
生
選
抜

特
待
生
選
抜

第1回第1回

授業料
免除

全 額

半 額

20万円

10万円
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2回受験特典
最終選考日
★結果により
特待生試験に
再度チャレンジ
できる最後の
チャンスです。

英語英語＆＆留学留学
プレップスクールプレップスクール

来春JCFLに入学したいみなさんのための
放課後に通える英語レッスンプログラム！

10/12火～11/18木秋
コース

17:00～18:50 （毎週火 ・木/全12回）
受講料 20,000円 ※AO認定者・出願者10,000円

高校1・2年生から参加できる！
英語力アップや留学準備スタート！

高校1・2年生

AOエントリー面談後
入学までの準備ができる！

高校3年生

英語力アップや留学準備スタート！

英語力アップ
＆友達も

たくさんできる！

週2回 
全12回

高2・1年生の
参加も歓迎！

＊状況によりオンライン授業となる場合があります。
（オンライン開催の場合）
受講料 10,000円 ※AO認定者・出願者 5,000円）お申込みはスマホか電話から！

1学校紹介　2学科案内　　
3バーチャルキャンパスツアー
4入学方法　5個別相談

JCFL自慢の
学科を知ろう！

JCFLの特色を
わかりやすく
紹介します！

詳しくはWebサイト
もしくはお電話で 03-3365-6141TEL

オンラインオンライン
オープンキャンパスオープンキャンパス
オンラインオンライン
オープンキャンパスオープンキャンパス

安心・安全の安心・安全の
感染症予防対策 実施中！感染症予防対策 実施中！

エアラインCA体験レッスン英会話レッスン

自宅からオンラインで参加

土曜・日曜 午前 9：30～ 午後 14：30～

平日放課後も開催 午後 17：00～18：00

10/5火 7木 13水 20水 26火 28木

前日17：00までにお申込みください

スマホから
カンタン
申し込み

JCFLの
充実した施設を
紹介します！

知りたいこと
何でも
答えます！

受付風景

マスク 検温 消毒 換気 距離

高田馬場校舎で
在校生や先生と一緒に
体験レッスン＆学校・学科

研究！あなたも
JCFLオープンキャンパスで
進路を決めよう！

JCFL自慢の
体験レッスン！
右の表を
チェック！

 来校して
リアルオープンキャンパスに参加

安心の定員制で実施！

学校まで足を運べない方や遠方    にお住まいの皆さんのために

充実のオンラインプログラムに予約しよう！

学校から帰って参加できる！

レッスン1 レッスン2

全学科

English Café
ハロウィンスペシャル
ネイティブの先生と
ハロウィン英会話

全学科
English Café
リアルに使えるネイティブ表現
総合英語 友達と一緒に英語で

遊ぼう♪ 英語のゲーム《Taboo》で
盛り上がりながら会話力アップ！

通訳翻訳 「ドクターX 外科医」の
ドラマを使って医療通訳入門 通訳翻訳

ディズニー映画の映像翻訳体験上級英語
ハロウィンの歴史について英語で学ぼう

 イタリア語
Halloween in Italia! 
イタリアのハロウィンってどんな感じ？

 中国語
「新鮮＝ 」♪中国人の史先生の
漢字クイズから中国語を始めよう♪

海外留学 ウォレン先生のヴァー
チャル・キャンパスツアー ～海外大学の
キャンパスライフや学びを紹介

海外留学
海外の大学、コミュニティカレッジ、
専門学校に留学するには？
留学に必要な条件や成功する秘訣
を教えます！

公務員 人気No.1
公務員を目指そう！ 職種＆試験ガイド

国際関係
地球環境とビジネスの関係
SDGｓをもっとよく知ろう！

国際関係
Let's study about the world in 
English! 世界のことは英語で学ぼう！

ビジネス キャリアデザイン！
あなたにピッタリの仕事は？

ファッション ファッション English
★海外セレブのインスタから学ぶ英語

ホテル
①ホテルの仕事紹介 ②ディズニー研究

ホテル ①おもてなし英会話
②接客サービス（ホテルサービス）

ブライダル  　  ハロウィン
ウエディングをプロデュースしてみよう！

ビューティー 最新コスメを使って
　　 ハロウィンコスチュームにぴったり
　　 のメイクを体験！

観 光 はじめての観光学入門
～大学との違いもわかります！

観 光 Special Movie！
憧れのヨーロッパ世界遺産研修

【学科比較】【入学方法】【学費】【奨学金】
【寮・一人暮らし】 何でも相談Café

31日

じっくり個別で
相談できます

海 外 大 学 留 学 フ ェ ア
10:00～13:30
親子で考える多様な留学セミナー
海外の大学留学や専門学校に留学するためには
どのような準備が必要なのか？また留学期間や費用、
バイトOK留学などあなたに合った留学を提案。

自宅
から

韓国フェア 10:00～

★プチ留学体験★★プチ留学体験★
JCFLで渡韓ごっこ！韓国語を使って買いJCFLで渡韓ごっこ！韓国語を使って買い
物してみよう！韓国語を使ってレストラン物してみよう！韓国語を使ってレストラン
でチキンを注文しよう！でチキンを注文しよう！

「文部科学大臣賞」受賞校が開催する

英検対策セミナー
〈2次対策〉10:00～12:30
3級 準2級 2級
準1級入門 受講料500円 （＊AO認定者無料）

          10:00～

　　ハロウィンフライト　　ハロウィンフライト
       ★       ★特別便のチェックイン体験＆機内アナウンス

大学編入 卒業生
トークライブ 10:00 ～

大学編入した先輩から直接話大学編入した先輩から直接話
が聞けるチャンス！ワンランクが聞けるチャンス！ワンランク
上の大学を目指し、本当に学び上の大学を目指し、本当に学び
たい学部を選ぼう！たい学部を選ぼう！

入学方法 AO入学説明会   13:30～16:00
特待生
準備

スカラシップ対策セミナー13:30～16:00
基礎編 / 実践編   受講料500円

参加予定卒業生

東京外国語大学
「言語文化学部」3年次編入

清水 望未さん

アジア・ヨーロッパ言語科
（大学編入クラス）卒
神奈川県立横浜国際高校出身

＊参加卒業生は変更となる場合があります。

大学編入大学編入
卒業生卒業生
トークライブトークライブ
1100//3131

本当に学びたい大学を目指したい方へ本当に学びたい大学を目指したい方へ

ワンランク上の大学を目指そう！

大学編入のリアルな話が大学編入のリアルな話が
直接聞けるチャンス！！直接聞けるチャンス！！

●10：00～10：00～

個別に
学科相談に
答えます！

現役CAの
先輩も来校！

JCFL

キャンパスライフ紹介

JCFL

ハロウィン
dayを

英語で体験
！

JCFL


