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  日本文化教育学院は年に 2回（4月と 10 月）生徒を募集致します。 

将来、専門学校、大学や大学院へ進学と日本の企業に就職しようという志望の生徒さ 

をお待ちしております。 

 

 

 

★ 募集コース 

 

コース名称 内容 修学期間 入学期間 

進学 1年コース 留学生を対象に進学するために日本

語や日本文化等を習得する専攻課程 

2年間 4月 

進学 1.5年コース 1年 6か月間 10月 

 

★ 出願資格 

 

（１） 年齢 

   18歳以上母国で 12年の学校教育を修了した者。 

（２） 日本語能力 

   日本語能力試験 4級以上の日本語能力を有する者、J-TEST日本語能力試験 F級以上の日本語能力を有す

る者あるいは日本語を 200時間以上習得した者。 

（３） 学歴 

   本学を卒業後、日本の大学等に進学を希望する者は、海外において高等学校の課程を修了していること。 

   本学を卒業後、日本の大学院に進学を希望する者は、正規の学校教育における 16年の課程を修了し、か

つ正規の大学（４年制）を卒業していること。 

（４） 日本滞在経費 

   日本における学費・生活費などの滞在経費を支弁することができるもの。 

（５） その他 

   心身ともに健康であり、誠実かつ勤勉で、日本国法令、本校の学則および諸規定を守るもの。 

 

★ 出願受付期間 

 

入学期間 4月入学 10月入学 

出願締切 11月 15日まで 5月 15日まで 

 

★ 出願方法 

 

1. 直接日本文化教育学院の窓口へ出願の場合 

  必ず事前に電話予約の上、出願書類を揃えて、連絡人の方が窓口に直接ご提出下さい。 

  ☆出願書類に不備がある場合は、受付ができませんのでご了承ください。 

2. 海外提携機関を通して出願の場合 

手続き方法については、各提携機関にてご確認ください。 

提携機関は各国にございますので、詳細はお問い合わせください。 



 

★ 出願書類 

提出書類 注意事項 

 ● 本人が準備するもの  

1 
入学願書  

（本学院様式、4cm×3cm写真付き） 

・氏名はパスポートと同じ表記で記入すること 

・本学院様式を使い必ず申請者本人がご記入すること 

・願書提出 3ケ月前に撮影の 4cm×3cm写真付き 

※翻訳文付き 

2 留学理由書   （本学院様式） 

3 誓約書     （本学院様式） 

4 

日本語学習証明書 

日本語能力試験合格証明書（原本） 

或Ｊ.TEST認定書（原本） 

・学習した日本語教育機関から証明書出すこと（200時間以上） 

・学習している日本語教育機関から証明書出す日まで学習時間を証明すること（200

時間以上） 

・日本語能力試験４級またはＮ５以上の日本語能力を有することを証明するもの。 

5 学生本人在職証明書・収入証明書 

・本人が就職した場合のみ必要とすること 

・本学院様式を使いかその要点で証明書を提出すること 

※翻訳文付き 

6 
最終学歴証明書または卒業証書

（原本） 

・申請時に原本を送っていただくこと、完了後に返却すること。 

・卒業予定者は卒業見込み証明書を提出すること 

※翻訳文付き 

7 学歴認証（原本） 

高校卒業者 

センター試験を参加した者は成績認定書 

センター試験を参加してない者は会考成績或

は高校学歴証明書       ※翻訳文付き 

大学、学院卒業者 
最終学歴の卒業認定書 

学士学位を獲得者はその認定書 ※翻訳文付き 

8 卒業集合写真（コピー） 
・7番はない方、鮮明な写しは必ず必要；ない方は具体的な説明書及び

卒業証明書を提出すること             ※翻訳文付き 

9 写真（8枚） 
・裏側に氏名、生年月日を記入すること。 

・必ず願書提出 3ケ月前に撮影した 4cm×3cm鮮明なカラー写真 

10 戸籍謄本（コピー） 

・学生本人及び経費支弁者を含め、家族全員の戸籍謄本（常住人口登記カード）鮮明な写し

及び家族関係公証書 

・学生本人及び経費支弁者は同じ戸籍謄本じゃない場合は家族関係公証書を提出すること 

・学生本人と経費支弁者は非家族の場合は、その関係及び確実経費支弁できる証明書を提出

すること                             ※翻訳文付き 

 ● 経費支弁者が準備するもの  

1 
経費支弁者在職証明書・収入証明

書 

・所属会社の公用箋に社名、住所及び電話番号在職期間、職務内容が

記載されてたもの； 

・責任者のサイン及び捺印付きの年間所得が記載されている証明書 

                          ※翻訳文付き 

2 経費支弁書    （本学院様式） 
・経費支弁者本人が必ず記入、捺印下さい。代筆は認めません 

※翻訳文付き 

3 通帳残高証明書 ・銀行に発行される原本、学費、生活費に相当する費用の残高証明書 

4 保証書      （本学院様式）  

5 入学金を支払い領収書 本学院の窓口でお支払った領収書或はお振り込み控え書のコピー 

※  提出資料は発行から 3ヶ月以内のこと。 



※  原則として提出資料と証明書は返却致しません、但し、再発行できない卒業証明書は返却致します。 

★ 出願から入学までの流れ 

 

日本教育学院へ出願 

    ↓学内書類審査 

入学許可書の発行 

    ↓ 

福岡入国管理局（法務省）へ申請 

  ↓ 

在留資格認定証明書の交付結果判明 

    ↓入学金及び学費の納入確認後、在留資格認定証明書と入学許可書を送付します 

有効旅券及び在留資格認定証明書を 

在外日本公館に提出し、査証を申請 

    ↓ビザ発給 

来日・来校し、入学手続きを行う 

  クラス分けテストなど 

 

★ 学費と諸費用案内 

 

  学費案内                                    単位：円 

 

 
選考料 入学金 

1年目 2年目 
合 計 

授業料 施設費及教材費 授業料 施設費及教材費 

4月入学 20,000 50,000 600,000 75,000 600,000 75,000 1,420,000 

10月入学 20,000 50,000 600,000 75,000 300,000 45,000 1,090,000 

 

その他費用案内 

  

納付案内 

項 目 選考料 入学金 1年目学費 その他費用 2年目学費 

納入金額 20,000 892,000 
4月入学:675,000 

10月入学:345,000 

納入時期 出願時 在留資格認定証明書交付後 2年目開始前 

 

☆ 選考料はいかなる理由があっても返金いたしません。 

「在留資格認定証明書」を届いて、ビザを拒否された場合は、授業料と施設及び教材費を返済し、 

但し、個人の理由で入学不能の場合は、10万円を差し引いて、残金を返済します（振り込み手数料は本人負担）。 

☆ 国民健康保険に加入する義務があります。居住地の市区町の窓口で手続きをし、各自保険料をお支払って下さい。 

☆ 教材費はその都度実費をお支払いいただきます。 

☆ 入国管理局から在留資格認定証明書が交付され次第、申請者に結果を通知致します。 

通知後、初年度分諸費用を納入して下さい。納入を確認後、在留資格認定証明書と入学許可書を送付いたします。 

 

入寮費 最初半年寮費 初年度健康診断費 交通事故傷害保険費 合 計 

30,000 120,000 5,000 12,000 167,000 



★ 納入方法 

 

 本校の事務局に直接納入するか、本校指定の銀行口座にお振り込み下さい。 

☆ 〒841-0047 

日本佐賀県鳥栖市今泉町 2495番号 

TEL: 0081-942-50-9666   FAX:0081-942-50-9667 

E-mail:   info@jce-japanese.com 

   受付時間：月~金 9時～17：30時（祝祭日外） 

   ＊ご来館の際は、必ず事前に電話で予約をお願い致します。 

 

 ☆ 本校指定銀行口座 

   

銀行名 

Bank Name 

西日本シティ銀行  大橋駅前支店 

The Bank of Nishi-Nippon City,LTD.Oohasiekimae Branch  

銀行住所 

Bank Address 

福岡市南区大橋 1-2-12 

1-2-12Oohasi,minami-ku,Fukuoka,japan 

口座番号 

Account name 

普通口座  3033019 

Ordinary deposit  3033019 

口座名義 

Account Name 

株式会社 ＪＣＥ 

JCE Co.,Ltd 

Swift Code NISIJPJT 
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