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I have had an interest in Japan for many years
now, but I only recently realised that I wanted to
learn Japanese.
I love the sound of spoken Japanese. It is
a vastly different language to English and
the more I learn about its subtleties
(and contrasts with English)
the more fascinated become.
I decided upon studying in Hokkaido because of
the cooler climate and surrounding natural beauty.
It's a great place to stay for those who prefer nature to the big city. Sapporo has a great feel to it.
I have found the staff at IAY to be very professional during and after my application to the school. The
teachers and receptionists are very welcoming, friendly and helpful. Even if you need help with something
other than classwork, the staff are happy to assist you with jobs such as insurance, finding an apartment etc.
In class it is clear that the teachers care about the quality of the course content and whether it is taught in a
way that the students will understand. Thanks to the great personalities of the teachers, the atmosphere is fun
and friendly. I highly recommend IAY to all prospective Japanese students!
長いこと日本に興味を持っていたのですが、日本語を習いたかったのだということに最近気が付きました。
日本語の音が大好きです。英語とは非常に異なっていて、英語との対比や細かな部分を学べば学ぶほど日本語に
興味が湧いてきます。
涼しい気候と美しい自然に囲まれた環境である北海道で勉強することに決めました。札幌は、大都市より自然を
好む方にはとてもおすすめな場所です。
学校に申し込む時も、申し込んだ後も、IAY のスタッフはとてもプロフェッショナルでした。先生や受付の人も
好意的でフレンドリーで、仕事や保険、部屋探しなど授業外のことでもサポートしてくれます。授業では、先生
たちは生徒にとってわかりやすく、ハイクオリティな授業作りを心掛けています。人柄が素晴らしい先生たちの
おかげで、クラスの雰囲気も楽しく、友好的です。
IAY は、日本語の学習を考えている全ての方に強くおすすめできます！

Throughout high school and college, I always had a dream of going to Japan.
Through TV shows and movies, I became fascinated with Japan and its culture. In the
summer of 2009, I decided to study Japanese at IAY for two months. In those two
months, I came to love the Japanese life style. I made many friends at IAY and was able
to greatly improve my Japanese. My experience in those two months lead me to choose
IAY again when I decided to comeback in 2011 to study for one year.
The teachers at IAY were great, even if I had problems unrelated to my studies
they were always there to help me. Everyday, I was immersed in Japanese and was able
to progress at a quick pace. In that one year, I was able to become proficient enough at
Japanese to pass the JLPT 1. After I passed the exams, I began searching for a job in
Sapporo. I received continued support from IAY during my job hunt and was able to
find a great job. I am now living in Japan and working as a programmer at a game
company. Since my workplace is so close, I still visit my friends and teachers at IAY from
time to time. I hope to continue improving my Japanese and explore more of what Japan
has to offer.

高校の時から、私はずっと日本に行く夢がありました。テレビ番組や映画を通して日本と日本の文化に興
味が出来たので、2009 年の夏休みに IAY で二ヶ月間日本語を勉強することに決めました。その二ヶ月の間
で日本の生活が大好きになりました。色々な友達ができて日本語のレベルも凄く上がりました。その経験を
活かして 2011 年にまた来日して一年間 IAY で勉強することにしました。
IAY の先生方はとても親切でした。勉強以外でも先生達に助けられました。毎日、先生方に教えていただ
いて日本語がどんどん上達しました。この一年間夢のように思っていた日本語能力試験 N1 に合格しました。
試験合格後、就職活動をし始めました。その時も IAY から色々な支持をいただき、素晴らしい仕事を見つけ
ることができました。 現在、私は日本のゲーム会社の開発者として働いています。職場が近いので時々IAY
を訪ねます。これからももっと日本語を学びながら日本の生活を楽しもうと思います。

일본영화를 계기로 일본어에 흥미가 생겨서 공부를 시작했습니다.
유학오기전, 회화연습을 위해서 만난 선생님이 삿포로 출신으로 여성이었습니다.
매우 상냥하고 웃는얼굴이 예쁜 분이었기 때문에 삿포로에 관심이 생겼습니다.
온지 얼마안됐을 때는 일본어를 할수 없어서 입국심사에서 수상한 사람으로
보여져 몇시간이나 걸렸던 경험이나 주소를 등록하지 않아서 재류카드에
주소지미정 이라고 표기되었던것, 간판등을 읽을수 없어서 몇번이고 미아가
됐던일등 힘든 매일 이었습니다. IAY 일본어학교 에서의 공부는 매우 즐겁고 알기
쉬웠습니다. 처음의 걱정이었던 사투리도 없고, 일본어의 속도도 적당해서
듣기쉬웠습니다. 가장 좋았던 점은 자연이 매우 깨끗한 것이었습니다. 지금부터
유학에 대해 걱정하는 사람이 있다면 적극적으로 추천합니다. 분명 몇개월후
성장해 있는 자신에 놀랄 것입니다. 알기쉽게 가르쳐 주신 IAY 선생님들 에게
진심으로 감사하고 있습니다.
日本の映画がきっかけで日本語に
興味を持ち、勉強を始めました。
留学に来る前、会話の練習のため
出会った先生が札幌出身の女性でし
た。とても優しくて笑顔がきれいな
方だったので札幌に関心を持ちまし
た。
来たばかりのころは日本語ができ
なくて、入国審査で怪しい人に見ら
れて何時間もかかった経験や住所を
登録しなかったので在留カードに住
所地未定と表記されたり、看板など
の字が読めなくて何回も迷子になった事など大変な毎日でした。
ＩＡＹ日本語学校での勉強はとても楽しくて分かりやすいです。最初心配だった方言
もないし、日本語で話す速度が適当で聞きやすかったです。もっとも良かった所は自
然がとてもきれいな事でした。今、留学について悩んでる人がいるなら積極的にお勧
めします。きっと何ヶ月後かに、成長している自分に気付いて驚くはずです。分かり
やすく教えてくださったＩＡＹの先生方に、心から感謝しています。

It’s my dream to study abroad. Last year (2012), I signed up 3 weeks winter course at
IAY. It was my first time came to Hokkaido and experienced winter. I was amazed with their
snow. For short-term course, we focused more on speaking skills. I met foreign friends in the
school. We spent a lot of time learning, playing, eating and touring together. How amazingly, we
still keep in touch even we left Japan and went back to our own country. We also visited each
other country. I am so blessed to have a good home stay family. They treated me like a VIP. I
learned a lot about Japanese culture and I could practice my Japanese with them. 3 weeks were
too short for me and I wanted to experience more. I decided to come back this year for
longer term because I believe that IAY is able to fulfill my dream to speak Japanese fluently
and I can work here after graduate. Remember one of the teachers told me, apart from the
good grades, the most important for them are how much the students can understand from
their learning. Teachers and staffs are very professional, outstanding and kind. They always
prepare extracurricular activities, field trip, etc…
IAY students are very friendly and are able to help each other with difficult questions.
We sometimes hang out together after classes. I am enjoying my life now. Sapporo is a
beautiful city. The people here have big and real warm heart. Let’s come and experience truth
Japan in Hokkaido and study Japanese together. I recommend IAY without hesitation!!
留学することは私の夢でした。昨年
（2012 年）IAY の冬季集中コースに
参加しました。北海道に来るのも雪を
経験するのも私にとって初めてだった
ので、雪にとても興奮しました。短期
コースでは会話を集中的に勉強しまし
た。学校では多くの外国人に会い、と
もに学んだり遊んだり、食べたり旅行
したりと多くの時間を一緒に過ごしま
した。素晴らしいことに、日本を去っ
てそれぞれの国に帰った後でも連絡を
取り合っています。私はとても素敵な
ホストファミリーとの出会いに恵まれ
ました。彼らは、まるで VIP のように
扱ってくれました。日本文化について
多くを学ぶことができ、日本語も練習
することが出来たので、3 週間は短す
ぎると感じるくらい、もっと体験した
かったです。
そこで私は今年長期のコースに戻ってくることを決めました。なぜなら日本語を流暢に話し卒業
後は日本で働くという私の夢を IAY でなら叶えることが出来るのではないかと思ったからです。あ
る先生が、成績は関係なく生徒が授業からいかに学んだかが最も大切だと言っていたのを覚えてい
ます。先生やスタッフはとてもプロ意識が高く親切です。学んでいることをより明確に分かりやす
くする目的で、課外授業やアクティビティなどもあります。
それから、IAY の生徒はフレンドリーで難題にもお互い助け合いながら取り組むことが出来ます。
クラスメートと放課後に遊んだりしながら今の生活を謳歌しています。札幌はきれいな街です。人
はおおらかでとても優しいです。北海道でリアルな日本を経験して日本語も学びませんか！？迷う
ことなく IAY をお勧めします。

为了实现人生目标，进入一所理想的
大学，2012 年 7 月，刚刚高中毕业的
我踏上了赴日留学之路。经过多番考
虑，选择了安静美丽的札幌市，进入
了憧憬已久的 IAY 日本语学校。
在渡日前，便从许多学长和前辈们了
解到，IAY 日本语学校位于札幌市的
最中心，而且不仅仅是地理位置优越
，老师们的授课水平和学校的管理制
度更是其他语言 学校所无法媲美。
的确，仅仅在过去不足一年的时间里，
我已从当初那个连五十音图都记不全
的初学者，一点一滴地会听、会说，
渐渐地能和日本人做朋友，这都是 老师们认真的授课以及自己的努力所取得的成果。
许多人觉得，只身一人去一个陌生的城市生活非常困难，但我可以用自己经历向大家说明，不管你是
想考一个理想的大学，或是想在日本找到一份中意的工 作，IAY 日本语学校作为学习日语阶段的过渡，
无论是生活或是学习，老师们都会给你提供许多许多帮助，帮助你渐渐地熟悉日本，了解日本，顺利
的走入日本社 会。
理想的な大学に入り、人生の夢を叶えるために、2012 年 7 月、私は高校を卒業し、日本へ留学
に来ました。日本についていろいろ調べ、静かで綺麗な街、札幌を選びました。
日本に来る前に、先輩からいろいろなアドバイスをもらい、日本語学校なら、ＩＡＹ日本語学校
が一番いいと言われました。ＩＡＹ日本語学校は、札幌の中心にあり生活に便利だけではなく、先
生方がみんなベテランで、楽しみながら日本語の授業を受けることができます。私は日本に来て、
そろそろ一年間経ちます。最初、日本に来た時に、日本語が難しくて、五十音図さえ覚えられなか
ったです。生活で本当に困りました。しかしこの一年間で、日本での生活にだんだん慣れてきて、
日本語もしゃべれるようになりました。今、日本人の友達がたくさんできて、充実した日々を過ご
しています。これはすべて先生方のおかげです。
確かに全く知らない国で生活をするのは難しそうに見えますが、努力すればできないことはない
と思っています。日本の大学に入りたい、あるいは日本でいい仕事を見つけたいという方にはまず、
ＩＡＹ日本語学校でしばらく日本語を勉強することがお勧めです。ＩＡＹ日本語学校では、日本語
の勉強だけではなく、日本の文化・風俗を理解することもできます。また、先生方はとてもやさし
くて、生活の面でもいろいろアドバイスがもらえるので、安心して勉強できます。

我来自中国的哈尔滨，因为很喜欢日本的动漫所以起初对日语很感兴趣。高中毕业后选
择来日本留学。起初对日本的生活很不适应，虽然环境很好，身边的日本人也很亲切，
但是还是很不适应这的生活方式。后来每天上学和同学一起学习日语一起在日本生活，
渐渐变得很喜欢这儿的氛围。在学校因为日语不是很好所以有时候有很多不懂的题或者
是语法,,,,但是每当不会的时候去问我的日语老师，老师们都是很亲切的很认真来帮你解
答，给我们授课的同时也深深地鼓励着我们的学习。我也在这样的环境下日语变得越来
越好了！
私は去年ハルビンから来まし
た。そろそろ一年になります。最
初は日本のアニメが大好きなの
で、日本語の勉強を始めました。
そして高校を卒業する時、日本の
大学に入るために日本へ留学す
ることにしました。これは両親の
おかげです。今、IAY で友達とい
っしょに勉強しながら日本で生
活しています。とても楽しいで
す。
IAY は、環境は清潔で先生たちはとても真剣に指導してくださいます。授業は日本語
ですがとても理解しやすくて、何か質問があったら親切に教えてくれます。私もだん
だん日本語がうまくなっているし、上手に会話ができるようになりました！

