日本語コース
Japanese Language Courses

募集要項
留学ビザ

2022 年度用

福岡 YMCA の日本語教育は、全人教育の理念を根底に、世界の
人々と出会い、共に学び、お互いを理解し、平和な社会を創る
ことを目指しています。
福岡 YMCA の日本語コースでは、進学・ビジネス・生活のためな
ど、様々なニーズや目的に応える、質の高い教育と環境を提供して
いきます。
■ コース概要
進学日本語コース／一般日本語コース：福岡ＹＭＣＡ学院（七隈校）
初級から上級まで日本語能力に応じたクラス編成で、日常生活や仕事や大学などの様々な場面で
使える実践的な日本語を学びます。
中級レベル以上になると、自分の目的にあった授業を選択し受けることができます。
選択授業には、
「JLPT（日本語能力試験）対策」
「EJU（日本留学試験）対策」などがあります。
入学時期

コース期間

4 月入学

2年

10 月入学

1.5 年

授業時間

月曜日～金曜日
【午前】 9:30～13:15
【午後】13:45～17:30
（1 時限 50 分×4 時限）

レベル

初級、初中級、中級
中上級、上級
※毎学期、全てのレベルが開講されるわけでは
ありません。
※レベルによって午前部か午後部になります。

一般日本語コース：福岡ＹＭＣＡ日本語学校（天神校）
初級から上級まで日本語能力に応じたクラス編成で、日常生活や仕事などの様々な場面で使える
実践的な日本語を学びます。
中級レベル以上になると、自分の目的にあった授業を選択し受けることができます。
選択授業には、
「JLPT（日本語能力試験）対策」
「ビジネス日本語」などがあります。
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】 9:00～12:50
【午後】13:20～17:10
（1 時限 50 分×4 時限）

レベル

初級 1、初級 2、初中級
中級、中上級、上級
※毎学期、全てのレベルが開講されるわけでは
ありません。
※レベルによって午前部か午後部になります。

◎ コース期間について
入学時の日本語能力や進路により、コース期間より短い期間で終了することも可能です。
コースの途中で終了する場合は、卒業（修了）証明書は発行されません。
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■ 出願について
《出願資格》
① 外国において 12 年間の学校教育の課程を修了された方
② 出願時に日本語教育機関等で 150 時間以上の日本語学習歴がある方、又は日本語能力試験
Ｎ5 或いは J-TEST・F 級以上のレベルである方

《出願受付期間》
入学時期

出願受付期間

4 月入学

前年 8 月～前年 11 月 10 日

10 月入学

2 月～5 月 10 日

◎ 募集定員に達した場合、
出願受付期間内でも受付をお断りすることがありますのでご了承ください。

《出願方法》
◇ 直接福岡 YMCA の窓口へ出願
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ください。
※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。
◇ 海外提携機関を通して出願
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（台湾、韓国、タイ、ベトナム等）にございますので、詳細はお問合せください。

《面接審査について》
申請者の日本での就学意志・能力を確認する為に、春期入学の場合は 10 月下旬頃、秋期入学の
場合は 4 月下旬頃、必要に応じて現地面接を行ないます。

《出願から入学までの流れ》
①出願書類・選考料の提出

学生
or
海外提携機関

⑤学費納入

ＹＭＣＡ
②入学許可
⑥在留資格認定証明書送付

⑦
査
証
申
請

⑧
査
証
発
給

認
定
証
明
書
申
請

在外日本公館

③
在
留
資
格

認
定
証
明
書
交
付

入国管理局

（大使館・領事館）
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■ 出願書類について
≪注意事項≫
＊出願書類については、申請前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すべて日本語の訳文を添付してください。
＊出願書類は原則として返却できません。
（1 度しか発行されない証書等は返却します。
）
＊必要に応じ、出願書類以外の資料の提出を求めることがあります。
＊過去に短期滞在以外のビザ申請を行な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

※所定書式のフォームは HP よりダウンロードできます。

① 入学願書（所定書式）
・すべて漏れなく、正確にご記入ください。必ず申請者本人の自筆で署名してください。署名以外は
できるだけパソコンで入力して作成してください。手書きの場合は、丁寧に記入してください。
・履歴に 6 ヶ月以上の空白期間がある場合は、その間の説明を願書 2 ページ＃6 へご記入ください。
② 就学理由書（所定書式-1）
・本人が必ずご記入ください。
・入学審査の上で最も重視する書類です。当校での学習目的や卒業後の進路を具体的にご記入くだ
さい。
・最終学校卒業後 5 年以上経過している場合は、特に詳細にこれまでの経歴、日本語学習の目的と
必要性、卒業後の進路等についての説明が必要です。
③ 最終学歴の卒業証明書原本
・卒業証書の場合は写しをご提出ください。必要に応じ、原本の提出を求めることがあります。
・大学等に在学中の場合は、別途在学証明書をご提出ください。
④ 在職証明書
・職歴のある方は、勤務先が発行した証明書をご提出ください。
⑤ 日本語能力証明書類
・日本語能力試験 N5 相当以上の認定書の写しをご提出ください。
・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は、既習時間数・学
習期間・出席率・履修内容・コース名・終了目標レベル・使用教材名が明記されていることを
ご確認ください。
⑥ 写真 3 枚（4cm×3cm）
・出願 3 ヶ月以内に撮影されたもの。１枚は願書に添付してください。
・入学願書のサイズ規定をご参照ください。
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ご提出ください。
・日本への出入国歴がある場合は、古いパスポート分も含めて、日本への出入国スタンプが押して
あるページすべてのコピー、または出入国記録証明書をご提出ください。
・パスポートを未取得の場合は、戸籍謄本、住民登録、ID カード等の公的な証明をご提出ください。
⑧ 在日親族の書類
・在日親族がいる場合は、在留カード、住民票等の書類をご提出ください。
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Ⅱ ．経費支弁者に関する書類
① 経費支弁書（所定書式-2）
・経費支弁者本人が必ずご記入ください。
・両親以外の場合は、関係や経費支弁を引き受ける経緯について説明書（所定書式-3）をご提出
ください。
② 預金残高証明書原本（外国通貨可）
・留学中の学費、生活費に相当する費用の金融機関が発行した証明書をご提出ください。
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など、預金残高の形成過程を示す資料をご提出ください。
④ 職業を証明する資料（下記のいずれか）
・会社員の場合：会社名、住所、TEL、在職期間、職務内容が記載された勤務先発行の在職証明書
・会社経営者及び役員の場合：法人登記簿謄本
・自営業の場合：営業許可書のコピー
⑤ 所得を証明する書類
・収入証明書：公的機関発行の証明書で、できる限り年間所得が記載されている証明書をご提出
ください。
・納税証明書：所得税を管轄する公的機関が発行した証明書をご提出ください。
⑥ 申請者本人との関係を証明する書類
※申請者本人以外が経費を支弁する場合
・戸籍謄本、住民登録、出生証明書等の公的な証明をご提出ください。
⑦ 住民票または登録原票記載事項証明書 ※日本在住の方が経費を支弁する場合

■ 奨学金制度について
福岡ＹＭＣＡでは、学習を支援するために奨学金制度があります。
☆ 新入生対象

※人数に上限があり、選考のうえ入学時に決定いたします。

《福岡ＹＭＣＡ入学金減免奨学金》
○ N1：80,000 円
☆ 在校生対象

○ N2：50,000 円

※6 ヶ月在籍以降に、選考のうえ決定いたします。

《福岡ＹＭＣＡ学費減免奨学金》
○ 人数：1 学期 3～4 名

○ 金額：50,000～70,000 円／人
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■ 学費について
選考料

入学金

１年目

２年目

授業料
(施設教材費含む)

授業料
(施設教材費含む)

納入時期

出願時

4 月入学
(1 年コース)

￥30,000

￥80,000

￥704,000

￥30,000

￥80,000

￥704,000

10 月入学
(1.5 年コース)

在留資格認定証明書交付後

合計

2 年目開始前
￥814,000
￥352,000

￥1,166,000

4 月入学
￥30,000 ￥80,000
￥704,000
￥704,000
￥1,518,000
(2 年コース)
◎ 授業料には、施設教材費（テキスト代・課外活動費・健康診断料・傷害保険料）が含まれます。

《納入方法》
学校受付にて現金納入、または学校指定銀行口座へお振込みください。
※振込みの場合は、申請者の名前でお願いいたします。(異なる場合は、事前にご連絡下さい。)
※海外から送金する場合、本国での送金手数料の他に、海外中継銀行と受取銀行の手数料がありま
す。全て申請者負担でお願いいたします。

《学費の返金について》
○ 学内審査で入学不許可、入国管理局の審査で不交付、又は学費納入前に入学辞退の場合
→ 選考料は返金いたしません。
○ 在留資格認定証明書が交付され、入学手続きが完了した後、日本大使館・領事館でビザ不発給の
場合
→ 選考料と入学金は返金いたしません。当校でビザ不発給を確認後、授業料を返金いたします。
○ 在留資格認定証明書が交付され、入学手続きが完了した後、入国前に入学辞退の場合
→ 選考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証明書及び在留資格認定
証明書の返却を確認後、授業料を返金いたします。
○ 入学後に中途終了の場合（入国後に不入学の場合も同様）
→ 選考料と入学金及び在籍学期中の授業料は返金いたしません。
各学期末までに退学届を提出した場合、帰国確認又は当該在留資格変更を確認後、次学期以降の
残りの授業料を返金いたします。
○ 法令及び校則に違反し除籍処分となった場合は、学費返金はいたしません。
○ 来日遅れや入学遅れで未受講の授業料は返金いたしません。
○ 天災、事故、感染症等、不可抗力の事由により授業を中止する場合は、学費返金はいたしません。

《滞在費のめやす：1 年間》
学費

780,000 円

宿舎

【初期費用】20,000 円～70,000 円＋【家賃】360,000 円～480,000 円

水道光熱費

60,000 円～120,000 円

保険料

【健康保険】20,000 円＋【住宅保険】4,000 円～32,000 円

その他

【食費】240,000 円～360,000 円＋【携帯電話代 】60,000 円～120,000 円

合計

約 1,500,000 円～2,000,000 円
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■

提携学生寮について

《福岡ＹＭＣＡ提携学生寮例》

☆詳細や他の提携学生寮情報は HP をご確認ください。
→http://www.fukuoka-ymca.or.jp/japanese

宿舎名

①ドーミー福岡

②シェアリースタイル博多

宿舎タイプ

寮タイプ（食事付）

寮タイプ（食事なし）

所在地

福岡市早良区西新5-15-43

福岡市南区井尻1-32-5

最寄駅

地下鉄空港線「西新駅」

西鉄電車「井尻駅」

通学

交通費※

【天神校】 約15分：徒歩→地下鉄→徒歩 （自転車約25～30分）
【七隈校】約25分：徒歩→バス→徒歩 （自転車約25～30分）

【天神校】 約20分：徒歩→電車→徒歩 （自転車約45分）
【七隈校】約45分：徒歩→電車→バス→徒歩 （自転車約40～60分）

【天神校】 地下鉄定期（3ヶ月）：29,130円
【七隈校】バス定期（3ヶ月）：21,800円

【天神校】 電車定期（3ヶ月）：25,280円
【七隈校】電車＋バス定期（3ヶ月）：29,300円

■費用（3ヶ月以上～）

保証金等

入館費：51,000円（返金なし）
リフォーム代：15,000円
建物維持費：3,000円／年

退去時清掃料：18,000円/初回のみ

家賃

52,300円／月（朝夕食事込）

40,000円/月

水道光熱費

6,600円／月

家賃に含む

インターネット

550円/月

家賃に含む

3ヶ月費用目安

247,350円

138,000円

部屋

21㎡

12.00㎡～

室内設備

ユニットバス、トイレ、ミニキッチン、本棚、クローゼット、エアコン、
ベッド、机・イス、冷蔵庫、洗濯機

ユニットバス、トイレ、エアコン、ベッド、机・イス、冷蔵庫

共有設備

エレベーター、オートロック玄関、食堂、アイロン、掃除機

エレベーター、オートロック玄関、食堂、キッチン、ランドリー

■設備・備品

宿舎名

③Dorm * N

④デルコホームズ別府

宿舎タイプ

マンションタイプ

マンションタイプ

所在地

福岡市早良区西新5-13-28

福岡市城南区別府2-10-19

最寄り駅

地下鉄空港線「西新駅」

地下鉄七隈線「別府駅」

通学

交通費※

【天神校】 約25分：徒歩→地下鉄→徒歩 （自転車30～35分）
【七隈校】約20分：徒歩→バス→徒歩 （自転車15～20分）

【天神校】 約20分：徒歩→地下鉄→徒歩 （自転車約25～30分）
【七隈校】約10分：徒歩→バス→徒歩 （自転車約10～15分）

【天神校】 地下鉄定期（3ヶ月）：29,130円
【七隈校】バス定期（3ヶ月）：21,800円

【天神校】 地下鉄定期（3ヶ月）：29,130円
【七隈校】バス定期（3ヶ月）：21,800円

■費用（3ヶ月以上～）

保証金等

入寮金：80,000円
ルームクリーニング費：35,000円
年間管理費：108,000円／年

保証金：50,000円（原則返金）
清掃費：11,000円
リネン費：3,300円

家賃

58,000円／月

50,000円／月
（水道光熱費含む）※上限あり

水道光熱費

実費

―

インターネット

家賃に含む（有線LAN）

家賃に含む（無線Wifi）

3ヶ月費用目安

397,000円

214,300円

部屋

24.84㎡

19.2㎡

室内設備

バス・トイレ別、洗面化粧台、エアコン、キッチン、クローゼット、
洗濯機、冷蔵庫、照明、床暖房

バス・トイレ別、エアコン、キッチン、ベッド、テーブル、洗濯機、
冷蔵庫、照明、TV、電子レンジ、炊飯器、掃除機、ドライヤー、
寝具、調理器具、食器

共有設備

エレベーター、オートロック玄関、
防犯カメラシステム、24Hセコムセキュリティ

エレベーター、オートロック玄関

■設備・備品

※西鉄バス利用者は福岡市内全線乗り放題券（7,200円／月）の利用が可能です。

《備考》 ・空室状況は随時変わります。賃料も変わる可能性があります。
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福岡ＹＭＣＡ学院（七隈校）
〒814-0133 福岡市城南区七隈 1-1-10
Tel : (81）92-831-1771 Fax : (81）92-822-8701
E-mail : f-j-college@fukuokaymca.org
HP: http://www.fukuoka-ymca.or.jp/japanese/nanakuma/
● 受付時間：月～金 9:00～17:30 （祝祭日外）
※ご来館の際は、事前に電話で予約をお願いします。
【銀行口座】
銀行名

福岡銀行 荒江支店

Bank Name

The Bank Of Fukuoka, LTD. Arae Branch

銀行住所

福岡市早良区荒江 2-9-5

Bank Address

口座番号
Account No.

口座名義
Account Name

Swift Code

2-9-5 Arae, Sawara-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, Japan

普通口座 1508107
Ordinary Deposit 1508107

学校法人福岡 YMCA 学園 理事長 齊藤皓彦
Fukuoka YMCA Gakuin, Akihiko Saito

FKBKJPJT

福岡ＹＭＣＡ日本語学校（天神校）
〒810-0001 福岡市中央区天神 3-4-7 天神旭ビル 2Ｆ
Tel : (81）92-781-7410 Fax : (81）92-712-4223
E-mail : f-nihongo@fukuokaymca.org
HP : http://www.fukuoka-ymca.or.jp/japanese
● 受付時間：月～金 9:00～17:30（祝祭日外）
※ご来館の際は、事前に電話で予約をお願いします。
【銀行口座】
銀行名

西日本シティ銀行 荒江支店

Bank Name

The Nishi-Nippon City Bank, LTD. Arae Branch

銀行住所

福岡市早良区荒江 2-11-3

Bank Address

口座番号
Account No.

口座名義
Account Name

Swift Code

2-11-3 Arae, Sawara-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, Japan

普通口座 1583788
Ordinary Deposit 1583788

公益財団法人福岡 YMCA 理事長 齊藤皓彦
Fukuoka YMCA, Akihiko Saito
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