
 

 

 

 

学生募集要項 
[2023 年度] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田日本語学院 

 



１．募集コース及び入学時期、定員等 

 進学 1年 6か月コース 進学２年コース 

定員 40人 40人 

応募資格 1.母国あるいは外国において、通常の過程による 12年間の中等学校教育を修

了した者。 

2.日本留学に必要な学費生活費を確実に負担する者がおり、その者の資産形

成過程を通帳などの資料で証明できる者。 

3.日本語を１５０時間以上履修し、日本語能力Ｎ５級程度以上の日本語能力

がある者。 

選考方法 書類審査と面接 

出願期間 2～4月末 8月～10月末 

入学時期 10月 4月 

修業期間 1年 6ヶ月間 2年間 

到達目標 大学、専門学校への進学及び JLPT 

N2の取得、日本語コミュニケーショ

ン能力の育成 

大学院、大学、専門学校への進学及

び JLPT N1の取得、日本語コミュニ

ケーション能力の育成 

在留資格 留学 

＊卒業時期は３月です。 

＊入学時にプレイスメントテストを行いクラス分けします。  

 

 

２．募集要項・提出書類 

 

願書受付期間 

 春期（2023年 4月入学）2022年 8月 1日～2022年 10月 31日 

秋期（2023年 10月入学）2023年 2月 1日～2023年 4月 30日  

出願資格 

 1． 母国あるいは外国において、通常の過程による 12年間の中等学校教育を修了した者。 

2． 日本留学に必要な学費生活費を確実に負担する者がおり、その者の資産形成過程を通

帳などの資料で証明できる者。 

3． 日本語を１５０時間以上履修し、日本語能力Ｎ５級程度以上の日本語能力がある者。 

 



出願書類 

 A． 入学願書（すべての欄を申請者本人直筆） 

B． 履歴書 

C． 留学理由書（申請者本人直筆） 

D． 写真  

※ 証明写真を 7枚添付してください。 

申請３ヶ月以内に撮影された上半身の無帽、 

無背景で鮮明なもの。 

縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご提出下さい。 

 詳細は右図のとおりとして下さい。 

 

提出書類 

 指示があるもの以外のすべての証明書類は、コピーではなく原本を提出してください。 

日本語以外で書かれた証明書には、それぞれ日本語訳を添付してください。翻訳者の氏名、 

住所、電話番号を日本語訳の下欄に記入し、氏名の右に捺印またはサインをしてください。 

 

 ◆各証明書 

 A. 学歴証明 

1. 最終学歴卒業証書（原本） 

2. 成績証明書（原本） 

※申請者が現在在学中の場合、在学中の学校から次の書類を発行してもらってください。 

○在学証明書 

○学業成績証明書 

 

Ｂ．日本語学習に関する証明 

1. 日本語能力試験のいずれかの級に合格した場合は、証明書と成績証明の原本をご提

出ください。もし不合格の場合は、成績証明原本をご提出ください。 

2. 高校や大学で日本語を履修したことがあれば、その成績をご提出ください。 

3. 日本語学校に通ったことがあれば、修了証明をご提出ください。 

 

Ｃ．在職証明（本人が在職中の場合） 

 

 

 

 

（出入国在留管理庁 HPより） 



 ◆経費支弁に関する証明 

 A. 銀行預金残高証明書 

B. 親族（父、母、夫、妻）が経費支弁する場合、 

  1. 経費支弁書（所定用紙） 

  2. 経費支弁者の預金残高証明、収入証明書、在職証明書 

  3. 親族関係を証明するもの（戸籍の写しなど） 

 ◆パスポートコピー 

 パスポートの白紙のページ以外はすべてコピーしてください。 

 ◆その他 

 本校が必要と認めた書類 

※ 留学生ビザ取得のための在留資格認定証交付申請手続きは、法務省出入国在留管理庁の

定めにより日本語学校が行います。上記書類に入学検定料を添えてお申込みください。 

 

 

３．出願書類提出先・お問い合わせ先 

秋田日本語学院 入学事務局 

住所 〒010-0001 秋田県秋田市中通 4丁目 3-11 

電話 018-837-7510 

FAX  018-837-7512 

E-mail :akita-japanese@ito-gakuen.ac.jp 

 

 

４．入学受付から入国までのスケジュール 

 2023 年 4 月入学 2023 年 10 月入学 

(1)出願書類提出期限 2022 年 10 月 31 日 2023 年 4 月 30 日 

(2)入管への申請書類提出 2022 年 11 月 30 日頃 2023 年 6 月 15 日頃 

(3)在留資格認定証の公布 2023 年 2 月 28 日頃 2023 年 8 月 30 日頃 

(4)学費・寮費の納入期限 2023 年 3 月 7 日頃 2023 年 9 月 5 日頃 

(5)ビザの申請 2023 年 3 月 11 日頃 2023 年 9 月 9 日頃 

(6)ビザの交付 2023 年 3 月 22 日頃 2023 年 9 月 20 日頃 

(7)日本に入国 2023 年 4 月 2023 年 10 月 

 



５．申請から入学までの流れ 

 

＜参考＞時間割について 

午前クラス 9：00～9：45 午後クラス 13：10～13：55 

9：50～10：35 14：00～14：45 

10：45～11：30 14：55～15：40 

11：35～12：20 15：45～16：30 

 

※ 午前または午後のどちらかのクラスとなります。 

クラスは来日時の日本語レベルに基づいて決定いたします。オリエンテーシ

ョンの日に試験がございます。 

ＳＴＥＰ１ 出願書類提出、選考料納入 
申請に必要なすべての書類を秋田日本語学院の書類提出期

限までに送付してください。また、期限までに選考料を指

定口座にお振り込みください。 

  

ＳＴＥＰ２ 当校による審査     
書類受領後、書類審査・選考により入学許可を判定します。 
「入学許可証」を発行し、申請書類を管轄の出入国在留管

理局に提出します。 

  

ＳＴＥＰ３ 出入国在留管理局による

書類審査  

    「在留資格認定証明書」の交付        

出入国在留管理局は書類審査後「在留資格認定証明書」を

交付します。 

  

ＳＴＥＰ４ 学費・寮費納入   

在留資格認定証明書・入学許可書の送付 

当校は「在留資格認定証明書」が交付された申請者の方に

通知します。申請者（または代理店）は入学金・授業料・

施設費・行事費等を当校指定の銀行口座に納入してくださ

い。入金確認後、当校より「在留資格認定証明書」と「入

学許可証」「入学スケジュール」を送付します。 

  

ＳＴＥＰ５ ビザ申請   

ビザ交付           

  入国日の決定・航空券の手配 

入寮・出迎えを希望する方は、アンケートに記入し、なるべ

く早くファクス等で返送してください。 

在外公館にてビザを申請し、ビザ取得後、航空券を手配し、

入国予定日を申請した学校まで連絡してください。できる

だけ当校の指定する日に入国してください。 

  

ＳＴＥＰ６ 日本入国  

  

ＳＴＥＰ７ 秋田日本語学院に入学  オリエンテーション・授業開始！ 



６．学費 

進学２年コース（4月入学） 

区分 [初年度] 

2023 年 4 月～2024 年 3 月 

 [２年次] 

2024 年 4 月～2025 年 3 月 

合計 

選考料 ¥20,000 - ¥20,000 

入学金 ¥50,000 - ¥50,000 

授業料 ¥550,000 ¥550,000 ¥1,100,000 

教材費 ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000 

活動費 ¥25,000 ¥25,000 ¥50,000 

留学生保険 ¥10,000 ¥10,000 ¥20,000 

合計 ¥675,000 ¥605,000 ¥1,280,000 

 

 

進学 1年 6か月コース（10月入学） 

区分  [初年度] 

2023年 10月～2024年 9月 

 [２年次] 

2024年 10月～2025年 3月 

合計 

選考料 ¥20,000 - ¥20,000 

入学金 ¥50,000 - ¥50,000 

授業料 ¥550,000 ¥275,000 ¥825,000 

教材費 ¥20,000 ¥10,000 ¥30,000 

活動費 ¥25,000 ¥12,500 ¥37,500 

留学生保険 ¥10,000 ¥5,800 ¥15,800 

合計 ¥675,000 ¥303,300 ¥978,300 

 

【学費の納入について】 

・初年度の学費は、原則として１年分合計の金額を納めてください。 

・２年次については、２回に分割が可能です。 

 ・当校は学校法人につき、消費税はかかりません。 

 

※注意事項 

入学後にコース途中で退学した場合、学費の返還はいたしません。 

 

 

 

 



７．寮について 

当校には、留学生専用の学生寮があります。男子寮、女子寮ともに一部屋２名です。 

 

入寮費（初回のみ） \20,000 

寮費／月 \20,000 

光熱費／月 \8,000 

６か月合計 \188,000 

 

※ 寮費、高熱費は、原則として上記 6か月分を来日前にお支払いください。 

その後は毎月お支払いが可能です。前の月までに翌月分をお支払いください。 

※ ベッドは各部屋に設置してあります。 

※ 洗濯機・バストイレ・調理台は共同使用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生納付金返還規定（日本語教育振興協会ガイドラインに準拠） 

① 在留資格認定証明書は交付されたが査証の申請を行わず不来日の場合 

条件：入学許可書、在留資格認定証明書を返却 

  返金：入学金、入寮費を除く全納入金を返金 

  

② 在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合 

条件：入学許可書の返却と在外公館において査証が発給されなかったことの証明を提出 

  返金：入学金、入寮費を除く全納入金を返金 

  

③ 査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合 

条件：入学許可書の返却と査証が未使用で失効が確認できること 

返金：入学金、入寮費を除く全納入金を返金 

  

④ 査証を取得し来日入学した学生が、正当な理由なく退学した場合 

返金：原則として全納入金を返金しない 

  

⑤ 来日後、不入学の場合 

返金：全納入金を返金しない 

 

※ 選考料はいかなる理由があっても返金しません。 

※ 送金手数料は、申請者負担となります。 


