
募 集 要 項 
 

日生日本語学園名古屋 

NAGOYA NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

1. 募集人員 

 

進学 2年・1年 9か月・1年 6か月・ 

1年 3か月コース(4月・7月・10月・1月入学) 
              220名 

 

２. 出願資格 

 

日本語の取得を目指す者、または大学院、大学、専門学校等への進学を希望する者（進学 2年・1年 9か月・

1年 6か月・1年 3か月コース(4月・7月・10月・1月入学) 
１. ） 

以下の１）から４）の全てを満たす者 

     １）日本国外において、学校教育における 12年の課程を得た者。 

   ２）日本語学習歴が 150時間以上の者（日本語能力試験N5レベル以上） 

   ３）家族・親族を含めて過去に日本での不法滞在者がいない者 

   ４）過去２年以内に技能実習生として来日していない者 

 

 

３. 出願受付 

 

入学を希望する者は、まず入学者選考試験を受験してください。 

１. 入学者選考試験の申込み 

入学を希望する者は、別紙｢受験申込書｣に必要事項を記入して、FAX または郵送で日生日本語学園へ

送付してください。受付後、試験日時、場所等について、別途案内します。入学検定料は試験日の当日、

日本円に両替して、持参してください。 

 

２. 申込み期間 

 

1月入学 毎年 05月 ～ 06月 30日頃 

 

4月入学 毎年 08月 ～ 09月 30日頃 

 

7月入学 毎年 11月 ～ 12月 31日頃 

 

10月入学 毎年 02月 ～ 03月 31日頃 

 

３. 試験内容 :  面接、日本語での質疑応答 

 



４. 出願書類の提出（入学選考試験合格後） 

 

入学者選考試験合格の通知を受けた者は、次の書類を提出してください。提出期限までに提出がない場合

は、合格を取り消すことがありますからご注意ください。 

１. 入学希望者本人に関する書類 

１） 本校指定の様式によるもの 

入学願書、履歴書、留学理由書 

２） 各発行機関の様式によるもの 

日本語能力証明書、卒業証書、成績証明書、パスポートの写し、戸籍の写し、その他、学校が必要

と認める書類等。 

３） 写真 10枚 

２. 学費・生活費等の支弁能力を証明する書類 

１） 本校指定の様式によるもの 

経費支弁書 

２） 各発行機関の様式によるもの 

経費支弁能力及び財産形成過程を証明する書類（預金残高証明書、過去 3 年の資金形成過程が明ら

かになる預金通帳の写し、在職証明書、課税証明書等）、経費支弁者と入学希望者との関係を立証す

る書類（親族関係公証書等）、その他学校が必要と認めるもの。 

 

５. 出願書類の提出から入学までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入学書類の提出 ⑤納付金の振込 ⑦ビザ申請・取得 

②書類審査 ③入学許可証発行、

納付金請求書送付 

④入国管理局への 

申請・交付・通知 

⑥在留資格認定

証明書、入学許

可書の送付 

⑨入学手続き、日本で

の生活開始の支援 

入学希望者 

日生日本語学園名古屋 
 

⑧来日 



６．学生寮について 

日生日本語学園名古屋では、はじめて日本に来る学生に対して、安心して日本の生活を過ごしていただく

ために、学生寮を完備しております。まずは、学校近くの学生寮に入居していただき、そこから、学校に通

って下さい。 

１．入居について 

   １)  入居から 6か月間は学校指定の学生寮に入居していただきます。 

      6か月後であれば引っ越しができます。 

   ２） 家具、家電製品（冷蔵庫・洗濯機・エアコン・炊飯器・ガスコンロ・机）は、学校から無料で   

      レンタルできます。 

   ３） 自転車を無料でレンタルしています。インターネット無料 

２．費用について 

１) 入居時 25,000円が掛かります。※学費お支払い時に一緒に入金してください。 

    ２）1ヶ月 25,000円の家賃が掛かります。 

  

入居費 家賃 家財保険 その他 

¥25,000 ¥25,000 ¥500/1ヶ月 光熱費(自己負担) 

 

※インターネット無料 

 

７．納付金等の振込みについて 

  納付金等については、日生日本語学園名古屋から別途案内しますので、指定する期限までに振り込んでく

ださい。 

所属する学校や法人を通して送金する場合は、その学校や法人等の案内に従ってください。 

注）2019 年 10 月から日本国の法改正により消費税が 10％になりました。よって消費税分をご負担いた

だくこととなりました。 

 

１．納付金 

期間 2年コース 期間 1年 9か月コース 

入学金 ¥50,000 入学金 ¥50,000 

選考料 ¥30,000 選考料 ¥30,000 

授業料 ¥1,160, 000 授業料 ¥1,015,000 

教材費 ¥30,000 教材費 ¥26,250 

施設費 ¥30,000 施設費 ¥26,250 

課外活動費 ¥20,000 課外活動費 ¥17,500 

保険料 ¥10,000 保険料 ¥8,750 

健康管理費 ¥4,000 健康管理費 ¥4,000 

消費税 ¥133,400 消費税 ¥117,775 

学 費 計 ¥1,467,400 学 費 計 ¥1,295,525 



期間 1年 6か月コース 期間 1年 3か月コース 

入学金 ¥50,000 入学金 ¥50,000 

選考料 ¥30,000 選考料 ¥30,000 

授業料 ¥870,000 授業料 ¥725,000 

教材費 ¥22,500 教材費 ¥18,750 

施設費 ¥22,500 施設費 ¥18,750 

課外活動費 ¥15,000 課外活動費 ¥12,500 

保険料 ¥7,500 保険料 ¥6,250 

健康管理費 ¥4,000 健康管理費 ¥4,000 

消費税 ¥102,150 消費税 ¥86,525 

学 費 計 ¥1,123,650 学 費 計 ¥951,775 

※分割払いは相談してください。 

 

２．納付金等振込先 

納付金等振込先口座 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,  KARIYA BRANCH, No. 6925939 

SWIFT CODE：SMBC JP JT  

BRANCH：KARIYA BRANCH 

A/C NO：486-6925939 

A/C NAME：SYUEI Co., Ltd．NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL NAGOYA 

Bank Address：1-1-1, AIOICHO, KARIYA－SHI, AICHI 

Phone：+81 566-21-0770 

三井住友銀行（0009） 刈谷支店（486） 普通口座 6925939 

株式会社秀栄 日生日本語学園 名古屋校（カブシキガイシャシュウエイ ニッセイニッポンゴガクエン ナゴヤコウ） 

銀行住所：〒448-0027 愛知県刈谷市相生町1-1-1 

銀行電話(海外から)：+81 566-21-0770 、 (国内から)：0566-21-0770  

※ 注意点 

· 日本国への入国ビザが発給されなかった等の理由により来日できなかった場合には、入学金・選考料を

除く学費と預かり金を返金します。ただし、返金時の送金手数料は入学申請者の負担とします。入学許

可・入国ビザが発給された後は学費の返金等は応じません。 

 

８．連絡先 

 日生日本語学園名古屋 

  〒461-0032 

  愛知県名古屋市東区出来町三丁目 19-1 

  電 話 海外から ＋81 52-721-5577 

国内から 052-721-5577 

  ＦＡＸ 海外から ＋81 52-721-5588 

国内から 052-721-5588 


