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TOKYO GLOBAL
BUSINESS SCHOOLTGBを体感していただく絶好の機会です。ぜひご参加ください。高校1・２年生の方も

お待ちしております。  

オープンキャンパス 
東京グローバルビジネス専門学校の魅力を知りたい

オンライン説明会実施中！！ お気軽にお問い合わせください。

要申込

開催日程や参加方法、

開催日当日のプログラムのご確認や

オンライン説明会に関する

詳細はTGBのWEBサイトを

ご確認ください。

オープンキャンパスについて

詳しくはこちら

他、たくさんのプログラムをご用意しています

交流会

日本の学生の皆さん向け／主なプログラム 
韓国文化体験 学び体験

友達と参加OK!

東京メトロ丸の内線

東京駅
最短所要時間

17分

JR山手線（外回り）

新大久保駅
最短所要時間

7分

JR埼京線

新宿駅
最短所要時間

6分

JR埼京線

渋谷駅
最短所要時間

11分

JR山手線（外回り）

品川駅
最短所要時間

28分

JR山手線（内回り）

上野駅
最短所要時間

16分

JR山手線（内回り）

秋葉原駅
最短所要時間

20分

個別相談OK! 学校の先生との
参加OK!

サマーOPEN CAMPUS
留学生交流会

ネイティブの先生と
友だちになろう

ハングルで
アイドルを応援しよう！

K-POPで学ぶ韓国語講座

あなたは誰ペン？
ペンサの基本！うちわ作り！

観光韓国語、
初心者からの接客体験

観光英語！（入国編）

留学生の皆さん向け／主なプログラム 

主要駅から各線池袋駅までのアクセス

学び体験

パソコンで
デザインを作ってみよう

チャレンジしよう！
JLPT模擬試験

勉強って楽しい！
日本語クイズ
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東京グローバルビジネス専門学校なら東京グローバルビジネス専門学校なら

日本人学生2期生と海外留学生の2023年度募集がスタートします！
グローバルな環境下での学び
TGBの強みは、14カ国から来日している海外留学生と同じ
クラスで学べる環境です。日本人学生は海外留学生と、留
学生は日本人と一緒に学ぶからこそ、それぞれの国の文化
なども吸収でき、自然と国際感覚が身につきます。学習意
欲のある海外留学生とともに成長し、国を超えて交流を図
ることもできます。

実践的なビジネス教育
TGBではPCスキルやマナーなど社会人として必須とされ
るスキルを基礎から学び、さらに経営論やマーケティング
といったビジネスの勉強を通して実践に役立つ「思考力」や
「問題発見&解決能力」を身につけることができます。また
クラス担任制のスタイルで、学習や生活、就職活動までを
しっかり後押しします。

充実した学びの環境
『寄り添い続ける「教」「育」で、人生を切り拓く自力を持った
人財を輩出する』ことを目標に、「東京総合美容専門学校」
を創立して68年の実績をもつ佐々木学園が設立した、ビジ
ネスに特化した専門学校です。その歴史と伝統で培われた
人材教育のノウハウを駆使して、充実した学びができる環
境をつくりました。

高い就職率
TGBでは就職支援業界で働いた経験がある就職担当ス
タッフが在籍。１年次後期の1月から就職ガイダンスをス
タートさせ、面接の練習や履歴書添削などを実施。学生一
人ひとりが学校で学んだスキルを活かせるよう、きめ細か
くサポートします。その結果、2021年3月卒業生は就職率
99％の実績を誇っています。

今できることから、

はじめられる

［ネパール出身］出身校：新世界語学院

The school provides generous job guidance.手厚い就職サポート！だから安心!!
プラティクシャ さん

［中国出身］
出身校：和円教育学院

TGB supports you for passing qualification tests.授業外での特別講座など資格検定対策のためのサポートが　実！
王 さん

１ ２

東京グローバルビジネス専門学校（略称TGB）での学び、
それは なりたい自分 へのいちばんの近道。
TGBならPCスキルやビジネスマナーはもちろんのこと
グローバルな環境の下、より高いレベルの語学力と
コミュニケーション能力を自然と身につけることができます。
グローバル人材としての第一歩、あなたもTGBで踏み出しませんか。

The Korean style makeup and K-pop classes are fun!　国メイクやK-POPをテーマとした授業がめっちゃ楽しい！
戸川 さん

If you want to learn Korean or Chinese,the best place to study!英語だけじゃなく、中国語や　国語を学びたいならぜひ！
清水さん

You’ll have international 

exchange at TGB 

everyday.

毎日が国際交流の

キャンパスです！
小島 さん

［ウズベキスタン出身］
出身校：東京語文学院　日本語センター

I naturally developed 
business skills from TGB.
実　の授業が多いから、
ビジネススキルが
無理なく身につきます

ドニヨル さん

9999
2021年3月卒業生実績
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いまや語学力は『＋α』が求められる時代。TGBでは「英語×
中国語×韓国語」の3つの言語の習得にチャレンジできます。
英語だけより中国語や韓国語を話せる方が就職先の候補も
多く、活躍の場は広がります。

日本語・英語・中国語などの語学力向上のために、日本の教育現場でも使われ
ている語学学習アプリを導入。覚えることが苦手な人も、スキマ時間で勉強で
きます。
スマホで手軽に学習ができるので、英語・中国語などの語学試験対策や授業
の予習・復習に役立ちます。
Google Classroomで授業の予習・復習をします。

東京グローバルビジネス専門学校で学ぶ

国際ビジネス科：日本人学生の学習目的

知識をただ習得するだけでなく、実践的な
ビジネススキルと「思考力」「問題発見＆解
決能力」を身につける。2年間のカリキュラ
ムを通じてTGBが育むのは、実社会ですぐ
に役立つ力です。会計やパソコン、JLPT、
HSKなど就職活動に有利な各種資格取得
も目指せます。

知識をただ習得するだけでなく、実践的な
ビジネススキルと「思考力」「問題発見＆解
決能力」を身につける。2年間のカリキュラ
ムを通じてTGBが育むのは、実社会ですぐ
に役立つ力です。会計やパソコン、JLPT、
HSKなど就職活動に有利な各種資格取得
も目指せます。

「語学」「資格取得」
「ビジネススキル」

語学 資格習得 ビジネススキル

語学学習アプリ導入

日本で就職することを目標とした留学生に対し、日本語能力試
験（JLPT）の受験対策を中心に授業を行います。JLPTは日本語
能力を客観的に測定・評価するもので、日本企業の採用資料に
なります。もちろん、英語の授業も受けられます。

1年次は社会人として必須とされるPCやおもてなしマ
ナー、語学、キャリアデザインなどの基礎知識やスキルを
学びます。2年次には人材マネジメント、ビジネスプランニ
ング、貿易事務などのビジネスの実務を学びます。

語学に加え、簿記やMOS、貿易事務など各種資格取得のための授
業が組まれています。就職したい企業やなりたい職業に合わせ
て、社会で活かせる実践的な資格取得に向けてサポートします。

国際ビジネス科：留学生の学習目的 就職に有利に働き、実社会で役立つ資格 即戦力になるための実践的なビジネス学習

専門科目

・接客コミュニケーション
・ビジネスコミュニケーション

・マーケティングⅠ
・マーケティングⅡ
・デジタルマーケティング
・貿易実務

アプリ
フェイス

３ ４

資格名 特徴・概要

日本語能力試験
1・2級（N1・N2）
※留学生

外国人の日本語レベルを測るための検定試験。N1から
N5までの5段階が設定されて、N1、N2であれば日本で
の就職に有利とされています。

HSK4級
※日本人学生

中国政府が認定する資格で、世界中で公的証明として
活用可能。１級から６級まであり、1級では簡単な単語と
フレーズを理解し使用できる程度ですが、4級では中国
語を母国語とする相手とのコミュニケーションもスムー
ズに行うことができます。

日商簿記

簿記はある期間中のお金の出し入れを記録・整理し、資
金が何に用いられ、どのように増減したかをわかりやす
くまとめる技能。日本商工会議所主催の「日商簿記検
定」で2級以上を取得すれば就活にも有利です。

Microsoft Office
Specialist
（MOS）

エクセルやワードなどのマイクロソフト オフィス製品の
利用スキルを証明できる国際的な資格です。

TOEIC
日本でもっとも有名な英語のテストです。受験して高得
点をとると就職・転職活動で有利なだけでなく、昇進・昇
給にも有利です。

貿易実務
貿易取引に関する実務、貿易書類、貿易業務に必要な
英語の能力や汎用的な知識がどの程度身についている
かを測るための検定試験です。

G検
（グローバル人材
ビジネス実務検定）

※留学生

日本企業で働きたい外国人のための検定。4級から１級
まであり、「接遇力（一緒に働きたいと思わせる力）」
「ビジネス基礎力（仕事を任せたいと思わせる力）」を総
合的に判定します。

サービス
接遇検定

接客・サービスの際の心構え、言葉遣い、感じの良い適
切な応対の仕方など、「おもてなし」の能力を認定する
資格。業界を問わず注目を集める検定で、簡単な3級か
ら2級、準1級、最高位の1級まで4段階があります。

コミュニケーション マーケティング

・おもてなしマナー
・ホテルビジネス
・ホスピタリティ

・人材マネジメント
・企業経営論
・ビジネスプランニング

ビジネススキル

・情報リテラシーⅠ
・情報リテラシーⅡ

情報リテラシー
・会計学
会計学

・キャリアデザイン
・総合

キャリアデザイン

経営論

一般科目／言語

・アジア言語（1年、2年）

・接客英会話（1年、2年）

・異文化理解演習Ⅰ（1年）
・異文化理解演習Ⅱ（2年）

中国語／1年次は基礎、2年次には就職
後に活かすための応用や資格取得のた
めの授業

韓国語／K-POPや韓流ドラマなどのカ
ルチャーを用いた授業で観光レベルの
語学力を身につけます

ホテルなどで実際に使用するハイランク
な接客英語表現と就職活動でアピール
できるTOEICスコアを取得

一般科目／言語

・日本語（1年、2年）

・接客英会話（1年、2年）

・言語検定対策Ⅰ（1年）
・言語検定対策Ⅱ（2年）

社会人として日本で働く上で必要な実践
的な知識と語学力を習得するカリキュ
ラム

日本語能力試験でN2レベル以上の合格
を目指すカリキュラム

ホテルなどで実際に使用するハイランク
な接客英語表現と就職活動でアピール
できるTOEICスコアを取得



いまや語学力は『＋α』が求められる時代。TGBでは「英語×
中国語×韓国語」の3つの言語の習得にチャレンジできます。
英語だけより中国語や韓国語を話せる方が就職先の候補も
多く、活躍の場は広がります。

日本語・英語・中国語などの語学力向上のために、日本の教育現場でも使われ
ている語学学習アプリを導入。覚えることが苦手な人も、スキマ時間で勉強で
きます。
スマホで手軽に学習ができるので、英語・中国語などの語学試験対策や授業
の予習・復習に役立ちます。
Google Classroomで授業の予習・復習をします。

東京グローバルビジネス専門学校で学ぶ

国際ビジネス科：日本人学生の学習目的

知識をただ習得するだけでなく、実践的な
ビジネススキルと「思考力」「問題発見＆解
決能力」を身につける。2年間のカリキュラ
ムを通じてTGBが育むのは、実社会ですぐ
に役立つ力です。会計やパソコン、JLPT、
HSKなど就職活動に有利な各種資格取得
も目指せます。

知識をただ習得するだけでなく、実践的な
ビジネススキルと「思考力」「問題発見＆解
決能力」を身につける。2年間のカリキュラ
ムを通じてTGBが育むのは、実社会ですぐ
に役立つ力です。会計やパソコン、JLPT、
HSKなど就職活動に有利な各種資格取得
も目指せます。

「語学」「資格取得」
「ビジネススキル」

語学 資格習得 ビジネススキル

語学学習アプリ導入

日本で就職することを目標とした留学生に対し、日本語能力試
験（JLPT）の受験対策を中心に授業を行います。JLPTは日本語
能力を客観的に測定・評価するもので、日本企業の採用資料に
なります。もちろん、英語の授業も受けられます。

1年次は社会人として必須とされるPCやおもてなしマ
ナー、語学、キャリアデザインなどの基礎知識やスキルを
学びます。2年次には人材マネジメント、ビジネスプランニ
ング、貿易事務などのビジネスの実務を学びます。

語学に加え、簿記やMOS、貿易事務など各種資格取得のための授
業が組まれています。就職したい企業やなりたい職業に合わせ
て、社会で活かせる実践的な資格取得に向けてサポートします。

国際ビジネス科：留学生の学習目的 就職に有利に働き、実社会で役立つ資格 即戦力になるための実践的なビジネス学習

専門科目

・接客コミュニケーション
・ビジネスコミュニケーション

・マーケティングⅠ
・マーケティングⅡ
・デジタルマーケティング
・貿易実務

アプリ
フェイス

３ ４

資格名 特徴・概要

日本語能力試験
1・2級（N1・N2）
※留学生

外国人の日本語レベルを測るための検定試験。N1から
N5までの5段階が設定されて、N1、N2であれば日本で
の就職に有利とされています。

HSK4級
※日本人学生

中国政府が認定する資格で、世界中で公的証明として
活用可能。１級から６級まであり、1級では簡単な単語と
フレーズを理解し使用できる程度ですが、4級では中国
語を母国語とする相手とのコミュニケーションもスムー
ズに行うことができます。

日商簿記

簿記はある期間中のお金の出し入れを記録・整理し、資
金が何に用いられ、どのように増減したかをわかりやす
くまとめる技能。日本商工会議所主催の「日商簿記検
定」で2級以上を取得すれば就活にも有利です。

Microsoft Office
Specialist
（MOS）

エクセルやワードなどのマイクロソフト オフィス製品の
利用スキルを証明できる国際的な資格です。

TOEIC
日本でもっとも有名な英語のテストです。受験して高得
点をとると就職・転職活動で有利なだけでなく、昇進・昇
給にも有利です。

貿易実務
貿易取引に関する実務、貿易書類、貿易業務に必要な
英語の能力や汎用的な知識がどの程度身についている
かを測るための検定試験です。

G検
（グローバル人材
ビジネス実務検定）

※留学生

日本企業で働きたい外国人のための検定。4級から１級
まであり、「接遇力（一緒に働きたいと思わせる力）」
「ビジネス基礎力（仕事を任せたいと思わせる力）」を総
合的に判定します。

サービス
接遇検定

接客・サービスの際の心構え、言葉遣い、感じの良い適
切な応対の仕方など、「おもてなし」の能力を認定する
資格。業界を問わず注目を集める検定で、簡単な3級か
ら2級、準1級、最高位の1級まで4段階があります。

コミュニケーション マーケティング

・おもてなしマナー
・ホテルビジネス
・ホスピタリティ

・人材マネジメント
・企業経営論
・ビジネスプランニング

ビジネススキル

・情報リテラシーⅠ
・情報リテラシーⅡ

情報リテラシー
・会計学
会計学

・キャリアデザイン
・総合

キャリアデザイン

経営論

一般科目／言語

・アジア言語（1年、2年）

・接客英会話（1年、2年）

・異文化理解演習Ⅰ（1年）
・異文化理解演習Ⅱ（2年）

中国語／1年次は基礎、2年次には就職
後に活かすための応用や資格取得のた
めの授業

韓国語／K-POPや韓流ドラマなどのカ
ルチャーを用いた授業で観光レベルの
語学力を身につけます

ホテルなどで実際に使用するハイランク
な接客英語表現と就職活動でアピール
できるTOEICスコアを取得

一般科目／言語

・日本語（1年、2年）

・接客英会話（1年、2年）

・言語検定対策Ⅰ（1年）
・言語検定対策Ⅱ（2年）

社会人として日本で働く上で必要な実践
的な知識と語学力を習得するカリキュ
ラム

日本語能力試験でN2レベル以上の合格
を目指すカリキュラム

ホテルなどで実際に使用するハイランク
な接客英語表現と就職活動でアピール
できるTOEICスコアを取得



5 6

東京グローバルビジネス専門学校だけのカリキュラム

実習スタイルの授業で
スキルが身につく

経営者やビジネスパーソン、実務経験者がゲストスピーカーと
してやってきます。成功している会社は何が違うのか？ これから
どんな分野が成長するのか？ 役に立つ情報が満載の特別セミ
ナーもあります。

ビジネスの最前線で
活躍している人から直接学ぶ

希望者には1年次から
始まるインターンシップ！

ホテル業界で働くために必要な基本スキルとは

「社会人に必要なビジネスマナー」

ビジネス業界を知ろう ！

「日本社会のビジネスの可能性」
「アジアのマーケットの可能性」

ビジネスの基本を学ぶ ！

他、たくさんの特別セミナーを予定しています。

※通常カリキュラム担当

「ビジネスパーソンの心得」
「接客の基本、挨拶、表情」

実際の企業や団体で、社会人として働く体験ができるインター
ンシップ。アルバイトではできない経験を通して、希望職種への
理解が深まります。就職内定につながるケースもあるため、多
くの学生が希望し参加しています。

2年次には「自分のビジネスを企画・提案する」授業を実
施しています。これはグループで地域性や実現性を意識
した新規ビジネスを企画するもの。実際のビジネスのよ
うに人件費、家賃、減価償却費などの経費の計算、売上予
測、事業計画をたてます。まとまった計画は、卒業時にプ
レゼンテーション形式で発表。600名収容可能なホール
での発表は、TGBでの学びの総仕上げとなります。

ーお二人の接点は？
《小林先生》ムンヒさんとは出願の時
に担当したのが最初です。
《ムンヒさん》優しくしていただきまし
た。2年間日本語学校で学んで昨年4
月にTGBに入学しました。まだ具体的
ではないけれど、近いうちに起業した
いです。
ーTGBの特徴は？
《小林先生》当校は午前と午後のクラ
スの登校時に、教員が必ず入口に立っ
て学生を出迎えます。午前の学生は午
後の担任が、午後の学生は午前の担任
がそれぞれ出欠を確かめています。こ
れだと教員のほぼ全員がすべての学
生と接する機会ができ、学生の事情な
ども教員間で情報共有できます。
《ムンヒさん》僕は午後のクラスです
が、ごくたまに遅刻します。
《小林先生》遅刻や欠席の学生にはク
ラス担任がLINEで連絡を取っていま
す。留学生の場合、学生ビザで来日し
ているため出席率が大事で、きちんと
通学できないと日本で就職などの将
来もなくなってしまいます。ですから出
席することについてしっかり指導して
います。
《ムンヒさん》無断で遅刻や欠席をす
ると、先生から連絡がきます。
《小林先生》学生に対しては「親代わ
り」の気持ちで接していて、登校時でも
挨拶しながら、顔色を見たり体調の変
化などにも注意しています。
《ムンヒさん》小林先生は担任でない

プレゼンテーション大会

目指せる主な職種

予定しているカリキュラムの紹介

講師紹介

情報リテラシー担当
真下洋

英語・日本語担当
青柳亜維子

言語検定対策担当
阿部直樹

学生と教員の声

けれど、毎日のように挨拶してくれて心
強いです。
《小林先生》事務的な対応ではなく、当
校では学生の性格などに合わせて接し
方を変えたりします。あまり明るく元気
に話してもひいてしまう学生もいれ
ば、それで伸びる学生もいますし。
ーアットホームな校風のようですね
《小林先生》確かに家庭的ですね。そ
れに教員は20代30代が中心で若く、
学生のやる気を受け止めるだけのエネ
ルギーがあります。
《ムンヒさん》アットホームだけでな
くホットです。そしてイベントも楽し
いです。
《小林先生》一緒にコンサート鑑賞に
出かけたり、写真を撮ってインスタで
「いいね！」獲得を競うイベントがあっ
たり…。

会社や事業を作り出す「起業家」は、自
身がオーナー兼経営者として事業構
想や意思決定を自由度高く行えます。

経営者
自社の商品やサービスを売り込むだ
けでなく、お客様が抱える課題に対す
る解決方法を一緒に考え、それにふさ
わしい提案をし、購入してもらいます。

営業
滞在客が快適に過ごせるよう、あらゆ
る面からきめ細かなサービスを提供し
ます。ほかにも営業企画やコーディ
ネーター、広報などの仕事があります。

ホテリエ
社外にいることが多い営業担当者が
顧客との交渉などに注力できるよう
に、社内での事務業務をサポートする
仕事です。

営業事務

商品を直接消費者に販売します。消
費者と対面しての仕事のため、商品の
知識を蓄え、さらに説明することが求
められる業務です。

販売
販売職の人がスムーズに仕事ができ
るように準備し、サポートしていきま
す。

販売事務
外資系企業とは海外の資本で成り立
つ企業のこと。外国籍の社員も多く、
語学スキルが必須です。

外資系企業スタッフ 
企業の財務状況把握のため、記帳か
ら決算書、収支明細や財産管理など
を報告する業務が基本的な仕事内
容。簿記2級以上の資格を持っている
と有利です。

会計事務

卒業年次の3月に開催！

《ムンヒさん》先生は優しいし、学校
生活は楽しい！
《小林先生》そういってもらえると、
TGBの教員で良かったと思えます。
ムンヒさんも卒業まで一緒にがんば
りましょう。

小林里紗先生
2学年クラス担任

ジョン ムンヒさん［韓国出身］
出身校：ミツミネキャリアアカデ
ミー 日本語コース
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就職活動をうまく進めるにはコツがあります。たとえば第一印象が良かったり、自分の長所をわかっていたり、入社後のビジョンが
はっきりしていたり…。TGBでは授業で履歴書の書き方や身だしなみなどの基本から面接のシミュレーションも含め、きめ細やかに
学ぶことができます。希望者には授業外でも実施します。

企業の人事担当者を
招いた企業説明会。
就職活動でのポイン
トや業界の声を間近
で聞くことができる
チャンス。就職活動時
期は月に数回の企業
説明会を開催します。

就職活動解禁の２か
月前に就職サークル
がスタート！ 個別の面
接練習など面接力向
上のためのサポート
をします。所作や自己
PRなど、面接で勝ち抜
くためのポイントをア
ドバイスしています。

履歴書・エントリー
シートの基本的な書
き方と個別の添削指
導を行います。学生
の自己分析や経験の
棚卸しを一から手伝
いながら、よりよいも
のに仕上げます。

身だしなみを最重要
視し、清潔感のあるリ
クルートスタイルを
指導。系列校の講師
によるメイクセミナー
では、女性も安心して
就職活動に取り組め
るように指導します。

TGBは100社以上の内定実績を誇ります‼
卒業生の進路（主な就職実績）

高い就職率99%
学生一人ひとりをしっかり個別サポート学生一人ひとりをしっかり個別サポート

※2021年3月卒業生実績

卒業後も完全就職サポート卒業後も完全就職サポート

そのほか、こんなサポートも。 
授業内で「就職活動の仕方」から教わることができます。

学内企業説明会

留学生（卒業生／就職内定者）の声

TGBには、企業の採用
経験のあるキャリアサ
ポートの先生が在籍。
クラス担任とともに就
職活動で勝ち抜くため
の弱点克服や面接の特
訓、履歴書の添削など、
親身な姿勢で寄り添い
ます。

卒業生が就職した企業
への訪問や卒業生本人
への個別連絡など、就
職後も丁寧なケアを実
施。転職の相談や校内
での求人票の閲覧、就
職先の紹介にも随時対
応し、完全就職をサ
ポートしています。

不動産
株式会社インフィニストン

物流
SBSリコーロジスティックス株式会社
霜山株式会社

教育
チャイナリア株式会社

販売・小売店 会計
株式会社ビスカス

食品製造
白ハト食品工業株式会社
清水物産株式会社
神明畜産株式会社 飲食

株式会社JinZai（ゼンショーグループ）
株式会社コロワイド
株式会社創業新幹線（春樹ラーメン）
株式会社KUMAGAWAダイニング
株式会社アートホーム
株式会社フードリヴァンプ
株式会社寺田商店
株式会社エム・エートレーディング

※他、実績多数

ホテル
株式会社ミリアルリゾートホテルズ
株式会社グランベルホテル
株式会社エイ・ピー・シー（トスラブ箱根 和奏林）
株式会社マネジメント・シャルパ・クリエイト

面接選考対策

日本には親戚がいて親しみを感じていました。母国で日本語を勉強し、来日してから２年間は日本語学校で
学びました。この学校を選んだのは、ホテルに就職したくて、ホテルビジネスや情報リテラシー、英語も学
べ、自分に合っていると思ったからです。2年間で簿記やホテルビジネスのためのマナーも身につきました。
人前で話すことが苦手でしたが、先生がやさしくいろいろ教えてくれたおかげで、就職の面接でも自信が持
てました。内定したホテルでは宿泊部の配属が決まっていますが、日本語に磨きをかけてホテルの顔となる
フロントを目指したいと思います。

履歴書・エントリーシート対策 スーツ選び・リクルートメイクセミナー

7 8

株式会社ミリアルリゾートホテルズ内定

シーケー・プラティクシャさん
2022年3月卒業　ネパール出身

東京グローバルビジネス専門学校なら東京グローバルビジネス専門学校なら

株式会社トーシングループ
株式会社グラツィア
ITX株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セブンｰイレブン・ジャパン
株式会社ローソン
Tony Le Mobile株式会社
株式会社ワイエスシー

日本で就職することが目標で来日しました。２年間日本語学校で学んだのち、就職に結びつく学校を探した
ところ、TGBを見つけました。池袋に住んでいて街に親しみも感じていましたし、新しい学校でも就職率は
高いと聞き、いろいろな資格が取れることも学内の雰囲気が良かったのも入学した決め手です。授業では
ビジネスプランニングが面白く、事業計画をつくったり考えたりすることが合っていたおかげで、就職の面
接でも自分の考え方などをうまく伝えられたと思います。就職先はもともと興味があった美容関連会社で、
海外事業部に配属されます。学校で上達したコミュニケーション力を活かして頑張ります。

株式会社グラツィア内定

游 宁婷さん
2022年3月卒業　中国出身

ユウ ネイテイ
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ビジネスの組み立て方や会社経営のノウハウ・知識を多くの若い学
生がわかりやすく学べる場を提供したい。TGBはそんな思いからス
タートした、ビジネスや経営の実践的なスキルを身につけることができる
専門学校です。簿記やマーケティング、PC、語学を学びながら、同時
に「事業計画書」を作成することができる人材を育成しようという2年
間のカリキュラムは、TGBだからこその学びです。
60年以上の歴史を持つ佐々木学園のミッションを大事にしながら、
学生一人ひとりに対する学生生活や就職活動を支援することで、高
い就職率も誇れるようになりました。
将来、自分の会社やお店を作りたいという夢を持った人たちの入学
を待っています。思い描いた目標に向かって希望に満ちたスタート地
点に立てるよう、一緒に切磋琢磨して成長していきましょう。

目指すのは、自ら考え、自ら動けて、チームで課題解決・目標達成が
でき、人として魅力あふれる人材の育成です。そのために私たちは新
しい情報や先進的で実践的な学習カリキュラムを提供しながら、仲
間と一緒に学べる環境をつくり、学生一人ひとりの夢実現に向けてき
め細やかにサポートしています。
面倒見の良さは、どこの学校にも負けません。さまざまな考え方を柔軟
に取り入れるオープンマインドな姿勢で、いつでも質問や相談ができる
雰囲気をつくり出しています。
学生の声にしっかり耳を傾け、時には一緒に考え、親身になってアド
バイスをします。常に向上心を持ちながら自分の可能性に自信を持っ
てチャレンジし、私たちのサポートを最大限に活かして、心豊かな社
会人への道を切り開いてください。

副校長　三井 崇司

東京グローバルビジネス専門学校 東京グローバルビジネス専門学校

校長　佐々木 由

授業時間は

９：10～12：30

リニューアルしたきれいな新校舎には、学生が落ち着いて
勉強に集中できる空間やリラックスできる設備を擁してい
ます。全館フリーWi-Fi完備です。

勉強や資格取得以外にも、年間を通してさまざまなイベ
ントが盛りだくさんに行われます。イベントに参加して、仲
間との絆を深めたり楽しい思い出をつくったり…充実した
学生生活が送れます。

AO入試特典 学校推薦特典

TTS(TGB talent system)特典 オープンキャンパス参加特典

■支援を受けられる年収の目安と支援額　※家族4人世帯の事例

● AO入試で出願すると120,000円免除
（前・後期から授業料より60,000円ずつ）

● 筆記試験免除

● 学校推薦で出願すると70,000円免除
（前・後期から授業料より35,000円ずつ）

● 筆記試験免除

● TTS特典を利用すると50,000円免除
（前・後期から授業料より25,000円ずつ）

● オープンキャンパスに参加し、面談をした方は
検定料20,000円免除

授業や実習に課題などがあって忙しいイメージの専門学校ですが、TGBの授業は基本、半日制。午前と午後のクラス、自分のライフスタ
イルに合わせてどちらかを自由に選択できます。ゆとりがあって、しかもしっかり学べる2年間です。

　

池袋で学ぶ、充実のキャンパスライフ

年間行事 施設紹介

　

大教室 図書室

PCルーム 佐々木学園ホール

3 月
プレゼンテーション大会

[2年]

3 月
卒業式
[2年]

12 月
クリスマス会
［1年・2年］

2 月
修学旅行
［2年］

9 月
バーベキュー
［1年・2年］

4 月
入学式
[1年]

10 月
工場見学
[1年]

7 月
ボーリング大会
［1年・2年］

『新しいビジネスにチャレンジするグローバル人材を育てる』という教育理念のもとで

TGBはさまざまな制度で、学費支援を実施しています。
ご利用可能なTGBの特典制度

「高等教育の修学支援新制度」の確認校として、TGBは学びたい気持ちを応援します自分のライフスタイルに合わせてクラスを選べます。

JRや東京メトロ、東武、西武などの私鉄も通る東京屈指のターミナル駅「池袋」。
駅前には、百貨店や大型ショッピングモールが立ち並び、学生や若い人でにぎ
わう街です。その東口のリニューアルできれいになった新校舎のTGBでは、学
習する環境として、ハード&ソフト面で充実した2年間のキャンパスライフを送れ
るように配慮しています。

「高等教育の修学支援新制度」とは、家庭の経済状況に関わらず進学できるチャンスを確保してもらおうと文部科学省の主導で
スタートした制度です。TGBはこの制度の利用が可能な「確認校」として、当校での修学を希望する方たちを支援しています。
対象者：住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
内容：①授業料・入学金の免除または減額（授業料最大59万円／入学金本校最大15万円）　②給付型奨学金の支給

第 Ⅰ 区分

第 Ⅱ 区分

第 Ⅲ 区分

～270万円

～300万円

～380万円

満額

満額の2/3

満額の1/3

38,300円

②給付型奨学金（月額）

25,600円

12,800円

75,800円

自宅通学 自宅外通学

50,600円

25,300円

支援区分 年収の目安 ①支援額
（授業料／入学金）

午後の時間を自由に使える
ため、勉学とアルバイトの
両立が可能です。

午前クラス
授業時間は

13：30～16：50
朝のラッシュを避けること
ができ、ゆとりのあるキャ
ンパスライフを送れます。

午後クラス
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TEL.03-5396-7895  FAX.03-5396-7896　https://www.tgb.ac.jp

TOKYO GLOBAL
BUSINESS SCHOOLTGBを体感していただく絶好の機会です。ぜひご参加ください。高校1・２年生の方も

お待ちしております。  

オープンキャンパス 
東京グローバルビジネス専門学校の魅力を知りたい

オンライン説明会実施中！！ お気軽にお問い合わせください。

要申込

開催日程や参加方法、

開催日当日のプログラムのご確認や

オンライン説明会に関する

詳細はTGBのWEBサイトを

ご確認ください。

オープンキャンパスについて

詳しくはこちら

他、たくさんのプログラムをご用意しています

交流会

日本の学生の皆さん向け／主なプログラム 
韓国文化体験 学び体験

友達と参加OK!

東京メトロ丸の内線

東京駅
最短所要時間

17分

JR山手線（外回り）

新大久保駅
最短所要時間

7分

JR埼京線

新宿駅
最短所要時間

6分

JR埼京線

渋谷駅
最短所要時間

11分

JR山手線（外回り）

品川駅
最短所要時間

28分

JR山手線（内回り）

上野駅
最短所要時間

16分

JR山手線（内回り）

秋葉原駅
最短所要時間

20分

個別相談OK! 学校の先生との
参加OK!

サマーOPEN CAMPUS
留学生交流会

ネイティブの先生と
友だちになろう

ハングルで
アイドルを応援しよう！

K-POPで学ぶ韓国語講座

あなたは誰ペン？
ペンサの基本！うちわ作り！

観光韓国語、
初心者からの接客体験

観光英語！（入国編）

留学生の皆さん向け／主なプログラム 

主要駅から各線池袋駅までのアクセス

学び体験

パソコンで
デザインを作ってみよう

チャレンジしよう！
JLPT模擬試験

勉強って楽しい！
日本語クイズ

FacebookYouTubeInstagramHP
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総武線

中央線

山手線

総武快速・横須賀線

東海道線

埼京線・川越線

高崎・宇都宮線

京浜東北線

東武東上線

西武池袋線

西武新宿線

東京メトロ 丸の内線

ROUTE MAP

TGBまでのルートは
こちらをご確認ください。

20分

17分11分


