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日本語学校
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募集要項

コース概要
日常生活、学業、アルバイトなどの様々な場面で使える実践的な日本語能力を育成しま
す。大学や専門学校などの進学に向けて、日本語能力試験、日本留学試験の対策を行いま
す。
入学時期

コース期間

4 月入学

1 年／2 年

10 月入学

1.5 年

授業時間
月曜日～金曜日
【午前】9:00～12：15
【午後】13：30～16：45
（1 コマ＝90 分×2 コマ）
月曜日～金曜日
【午前】9:00～12：15
【午後】13：30～16：45
（1 コマ＝90 分×2 コマ）

レベル
初級 1／初級 2
中級 1／中級 2
上級 1／上級 2
初級 1／初級 2
中級 1／中級 2
上級 1／上級 2

*レベルチェックを行い日本語力に応じたクラスへ配置されます。
*レベルによって【午前】または【午後】クラスとなります。

出願について
≪出願資格≫
①12 年以上の正規の教育課程を修了した者
②日本語学習歴が 150 時間以上、または、日本語能力試験 N5 相当以上の日本語力を有して
いる者
≪出願期間≫
入学時期
4 月入学
10 月入学

出願受付期間
前年 9 月～11 月初旬
3 月～5 月

≪審査≫
申請者の日本での就学能力と学習意欲、また、経費支弁能力を確認するため、書類審査と面
接を行います。面接時期は、〖4 月入学：前年 11 月初旬頃〗、〖10 月入学：5 月下旬頃〗とな
ります。

出願から入国までの流れ
①
出願書類提出
②
学内書類・面接審査
③
東京出入国在留管理局による審査
④
東京出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付
⑤
学費納入
⑥
在留資格認定証明書・入学許可証送付
⑦
在外日本公館にて査証発給
⑧
入学
*出願から査証取得まで約 4～5 ヶ月ほど要します。

出願書類について
≪注意事項≫
*出願書類については、申請日より 3 ヶ月以内に作成されたものを提出してください。
*日本語以外の書類は全て日本語の翻訳を添付してください。
*原則として、一度提出された書類原本のうち、最終学歴の卒業証明書・成績証明書以外は
返却しません。
*過去に申請を行ったことがある方は、必ず事前に申し出てください。
*虚偽の記載や報告があった場合、不合格または入学許可を取り消します。
Ⅰ．申請者に関する書類
①入学願書・履歴書（本校所定書式）
・署名以外、データ入力で作成してください。
②就学理由書（本校所定書式）
・署名以外、データ入力で作成してください。
・当校での学習目的や卒業後の進路などを具体的に書いてください。
・最終学校卒業後 5 年以上経過している場合は、これまでの経歴、学習目的と進路につい
てより詳細に書いてください。
③最終学歴の卒業証明書原本
・大学等に在学中の場合は、在学証明書を提出してください。
④在職証明書
・職歴のある方は、勤務先が発行した在職証明書を提出してください。
⑤日本語能力証明書類
・日本語能力試験 N5 相当以上の証明書原本を提出してください。
・150 時間以上の日本語学習歴を証明する日本語教育機関発行の証明書の場合、コース名・

学習期間・既習時間数・出席率・学習内容・使用教材名・到達目標レベルが明記されて
いることを確認してください。
⑥写真 5 枚（縦 4cm×横 3cm）
・出願 3 ヶ月以内に撮影された写真を提出してください。
⑦パスポートのコピー
・身分事項（氏名等）が記載された写真のあるページのコピーを提出してください。
・日本への出入国歴がある場合は、古いパスポートを含め、日本の出入国スタンプが押し
てあるページ全てのコピーを提出してください。
⑧身分を証明する書類
・出生証明書、戸籍謄本、住民登録の原本、ID カードのコピー等いずれかの公的な証明書
を提出してください。
⑨在日親族の書類
・在日親族がいる場合は、在留カードのコピー、住民票の原本等いずれかの書類を提出し
てください。
Ⅱ．経費支弁者に関する書類
①経費支弁書（本校所定書式）
・署名以外、データ入力で作成してください。
・申請者との関係性や経費支弁を引き受けることになった経緯について詳しく書いてくだ
さい。
②預金残高証明書原本（外国通貨可）
・金融機関が発行した証明書を提出してください。
・日本円換算で約 200 万円以上の残高が必要となります。
③資金形成過程を明らかにする資料
・過去 1 年間分の通帳のコピー等、預金残高の形成過程を示す資料を提出してください。
④申請者との関係を証明する書類
・戸籍謄本、住民登録、出生証明書等いずれかの公的な証明書を提出してください。

学費について

入学検定料

入学金

1 年目
授業料等

2 年目
授業料等

合計

1 年コース
5,000 円
30,000 円
650,000 円
685,000 円
（4 月入学）
1.5 年コース
5,000 円
30,000 円
650,000 円
325,000 円
1,010,000 円
（10 月入学）
2 年コース
5,000 円
30,000 円
650,000 円
650,000 円
1,335,000 円
（4 月入学）
※授業料等の内訳は、授業料 600,000 円、施設費 10,000 円、教材費 25,000 円、課外活動費
10,000 円、健康管理費 5,000 円です。（1.5 年コースの 2 年目はそれぞれ半額）
※全てのコースにおいて、上記の学費とは別に積立金（申請手数料、副教材、学生証発行、
行事費、卒業記念品購入等に使用）をお預かりします。卒業時に清算し、余った金額は
返金いたします。
1 年コースの積立金：80,000 円
1.5 年コースの積立金：105,000 円
2 年コースの積立金：130,000 円
※申請書類の翻訳を希望される方は、申請者 1 名につき翻訳料 20,000 円でお引き受けしま
す。

≪納入時期≫
・1 年コース：在留資格認定証明書交付後、入学検定料、入学金、授業料等を一括納入し
てください。
・1.5 年コース：在留資格認定証明書交付後、入学検定料、入学金、1 年目の授業料等を一
括納入してください。2 年目の 9 月に 2 年目の授業料等を納入してください。
・2 年コース：在留資格認定証明書交付後、入学検定料、 入学金、1 年目の授業料等を一
括納入してください。2 年目の授業料等納入は 2 回分割が可能です。1 回目は 2 年目開始
前の 3 月に 2 年目の授業料等全額または半期授業料等を、2 回目は 2 年目の 9 月に残りの
授業料等を納入してください。
※本学と業務提携を結ぶ介護施設でアルバイトをする学生を対象に、授業料を 12 回分割で
納入することを認めます。ただし、入学検定料、入学金、1 年目の施設費、教材費、課外
活動費、健康管理費、積立金の合計 165,000 円は在留資格認定証明書交付後に納入してく
ださい。介護施設でのアルバイトを辞めた場合、残りの授業料を一括納入してください。
≪納入方法≫
・本学指定の銀行口座へお振込みください。
・振込をする際に、申請者の名前と申請番号を入力してください。
・送金手数料は全て申請者の負担となります。

≪学費の返金について≫
☑入国管理局の審査で不交付、または、学費納入前に入学辞退した場合
⇒入学検定料は返金いたしません。
☑在留資格認定証明書が交付され、学費納入後に日本大使館・領事館でビザ不発給の場合
⇒入学検定料と入学金は返金いたしません。本学でビザ不発給を確認後、授業料等を返金いた
します。
☑在留資格認定証明書が交付され、学費納入後に入国する前に入学辞退した場合
⇒入学検定料と入学金は返金いたしません。入学辞退理由書の提出と入学許可書及び在留資格
認定証明書の返却を確認後、授業料等を返金いたします。
☑各規程のコースを卒業する前に退学した場合（入国後に不入学の場合も同様）
⇒入学検定料と入学金、及び在籍学期中の授業料等は返金いたしません。
各学期末までに退学届けを提出した場合、帰国または在留資格変更を確認後、次学期以
降の残りの授業料等を返金いたします。
☑法令及び校則に違反し、除籍となった場合
⇒入学検定料、入学金および授業料等は返金いたしません。
☑入国が遅れた場合
⇒未受講分の授業料等は返金いたしません。

≪滞在費の目安（1 年間）≫
学費
765,000 円（積立金含む）
寮費
【敷金】50,000 円＋【家賃】216,000～228,000 円
水道光熱費
100,800 円
その他
【食費】約 300,000 円＋【通信費】約 50,000 円
合計
約 1,500,000 円
≪留学生寮について≫
宿舎名
部屋タイプ
所在地
最寄り駅
◆費用
敷金

家賃

水道光熱費

インターネット
◆設備・備品
部屋サイズ

学生レジデンス西八王子
1 人または 2 人部屋（食事なし）
東京都八王子市台町 4-44-13 パレドール西八王子 3 階
JR 中央線 西八王子駅
現状回復に必要な清掃費、修繕費以外の残金は返金します。
※破損や汚れがひどい場合、別途敷金を請求することがあり
ます。
≪一人で住む場合≫
【S タイプ】30,000 円／月
【M／L タイプ】32,000 円／月
≪二人で住む場合≫
【S タイプ】（一人）18,000 円／月
【M／L タイプ】（一人）19,000 円／月
≪一人で住む場合≫
3,300 円／月
≪二人で住む場合≫
（一人）2,200 円／月
※使用量が多い場合、金額が高くなる可能性があります。
家賃に含む（WiFi）

【S サイズ】14.56 ㎡
【M サイズ】16.12 ㎡
【L サイズ】17.68 ㎡
室内設備
ユニットバス、トイレ、ミニキッチン、エアコン、ベッド、
冷蔵庫
共有設備
洗濯機、乾燥機
≪備考≫入学後の半年間は必ず入寮してください。寮費等変わる可能性があります。

