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◆学校／所在地 

・千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 

Ｓｅｎｄａｇａｙａ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 

・ＴＥＬ：０３-３９５３-０６９１  ＦＡＸ：０３-３９５３-０６９３ 

・〒161‐0032 東京都新宿区中落合１-１-２９下落合大和ビル 

1-1-29,Naka-Ochiai,Shinjuku-ku,Tokyo 161-0032  

 

◆コースの特徴 

➢ 大学院特別進学コース 

・学習者のレベルに応じて、初級から上級まで幅広くクラスを設定しています。 

・大学院進学に必要な日本語力だけでなく、大学院で求められる論理的思考力、 

さらに大学院修了後の社会人に期待される高度な日本語力も身につけます。 

・きめこまかな進学指導も受けられます。 

＜就職希望者への対応＞ 

就職希望者には、就職活動に必要な日本語、ビジネス日本語などの授業を設ける、就職相 

談を行う、など柔軟に対応しています。 

◆授業時間（1時限：45分授業 / 1 日：4時限授業）    

月曜日～金曜日 9:00～12:20       月曜日～金曜日 13:30～16:50    

午前クラス  午後クラス 

1時限目 9:00～9:45  1時限目 13:30～14:15 

2時限目 9:50～10:35 2時限目 14:20～15:05 

3時限目 10:45～11:30 3時限目 15:15～16:00 

4時限目 11:35～12:20 4時限目 16:05～16:50 

◆入学資格 

 

・外国において学校教育における 12年以上の課程を修了された方 

・当校の審査で合格した方（書類審査、面接等） 

・以下の審査基準に基づき、合否を判断する 

１、勉学意欲 ２、留学理由 ３、経費支弁能力 ４、日本語能力 

 

 

学校概要                            



       

 

◆在留資格「留学」（留学ビザ）とは 

・在留資格「留学」とは、週 20単位時間の授業が法務省によって義務づけられています。 

・入学後の出席率は、法務省告示基準に基づき、厳格に管理します。出席率が法務省告示 

基準に達しない場合は、ビザ更新や進学、就職等に影響が出ることがあります。 

・アルバイトは、週 28時間以内で勉学に差し支えない程度であれば認められています。 

但し、事前に出入国在留管理庁で「資格外活動許可」をもらわなければなりません。 

 

◆在留資格「留学」（留学ビザ）申請時期 

入学時期 申請書類提出期間 
在留資格認定証明書交付時期 

（出入国在留管理庁） 

1月 前年  6月中旬～8月中旬 前年 11月中旬 

4月 前年  9月上旬～10月下旬 同年 2月下旬 

7月 前年 12月中旬～2月中旬 同年 5月下旬 

10月 同年  3月上旬～4月下旬 同年 8月下旬 

 

◆在留資格「留学」（留学ビザ）申請に当たっての留意点 

・「在留資格認定証明書」の申請歴がある場合は、必ず申告してください。 

・出入国在留管理庁に提出した書類は、理由のいかんに関わらず返却されません。 

・不交付となった場合、出入国在留管理庁に直接その理由を聞くことはできません。 

・証明書・写真等は、出入国在留管理庁申請日の前 3 ヶ月以内に発行（撮影）された 

ものなので、注意してください。 

・中国語・韓国語・英語など外国語の文書には全て日本語訳を添付して下さい。 

・定員になり次第、募集を締め切る場合があります。ご了承ください。 

 

◆在留資格認定証明書交付申請の流れ 

・当校が在留資格認定証明書交付申請書を出入国在留管理庁に提出します。 

・出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」が交付されます。 

・「在留資格認定証明書」が交付されたら、学費をお支払いいただきます。 

・学費の入金が確認でき次第、「在留資格認定証明書」等の書類を申請者又は留学紹介機関

に郵送します。 

 

 



       

◆申請書類 

・申請書類は、以下の表のとおりですが、学校が必要と判断した場合、下記の表の書類以外にも、

提出をお願いする場合があります。 

・「※」印の書類は、全員ご提出ください。「△」印の書類は、該当する方のみご提出ください。 

 

 

 

番号 提出書類 書類詳細 

① ※ 入学願書 A、B（原本） 所定の用紙に申請者本人が空欄のないように記入すること 

② ※ 
履歴書（原本） 

（履歴・留学理由） 

所定の用紙に申請者本人が記入すること 

学歴、職歴、日本語学習歴は、年代の古い順に記入すること 

各機関名称の省略は不可、必ず証明書の記載と一致する名称及び日付を記

入すること 

③ ※ 写真 4枚 
サイズ 縦 ４ｃｍ×横 ３ｃｍ 

3ヶ月以内に撮影、正面向き、無帽、無背景のもの 

④ ※ 最終学歴証明（写し） 
最終学校の「卒業証書」の写し 

（詳細は母国語募集要項を参照） 

⑤ △ 在学証明書（原本） 申請時在学中の場合は、「在学証明書」 

⑥ △ その他の証明（原本） 

留年、休学証明書 留年、休学の経歴のある方 

留学証明書 海外交換留学等の経歴のある方 

⑦ ※ 日本語学習証明（原本） 
日本語学習歴のある方：学習時間（150時間以上）等の記載のある証明書 

日本留学歴のある方：留学先の「出席成績証明書」、「修了証明書」等 

⑧ ※ 日本語能力証明（写し） 
日本語能力試験（JLPT）、実用日本語検定（J.TEST）F級以上、 

日本語 NAT-TEST、標準ビジネス日本語テスト（STBJ）BJ4 350点以上 

⑨ △ 職歴証明書（原本） 職歴のある方：「在職証明書」、「離職証明書」等 

⑩ ※ パスポートの写し 
パスポートを所持している方 

※身分事項部分の写し △日本の出入国歴がわかる頁の写し 

⑪ ※ 結核検査証明書（写し） 在留資格認定証明書交付日から入学日までの間に提出 

 

 

 

 

申請者に関する書類 



       

 

 

 

番号 提出書類 書類詳細 

① ※ 経費支弁書（原本） 所定の用紙に経費支弁者本人が記入すること 

② ※ 親族関係証明（原本） 
申請者本人以外の支弁者：申請者と経費支弁者の関係を証明する書類

（公証書、出生証明書等） 

③ ※ 預金残高証明書（原本） 銀行から発行された経費支弁者または申請者本人名義のもの 

④ ※ 在職証明書（原本） 
在職証明書、在職期間証明書、会社登記簿謄本の写し、営業許可証の

写し等、いずれかの書類 

⑤ ※ 収入証明書（原本） 
収入又は所得金額の記載のある収入証明書又は納税証明書 

（直近 1年分） 

⑥ △ 
在留カード（写し） 

住民票（原本） 

在日支弁者の場合、在留カードの表裏の写しと同一世帯全員が記載さ

れた住民票 

 

 

 

◆お振込み口座のご案内 

日本国内からの送金 

（１と２のいずれの口座利用可） 

 

１ 

銀行名： りそな銀行 早稲田支店 

口座名： カ）ベスト・コミュニケーションズ   

口座番号： 普通預金  １４１９３００ 

 

 

 

２ 

銀行名： ゆうちょ銀行 一三八支店                                                   

A) ゆうちょ銀行からの送金： 

口座名： カ）ベスト・コミュニケーションズ 

記号： 11320                                                                    

口座番号： 普通預金 22996671                                       

B) 他の銀行からの送金： 

口座名： カ）ベスト・コミュニケーションズ 

店番： 138 

口座番号： 普通預金 2299667 

 海外からの送金 

 ・Name of Bank：ＲＥＳＯＮＡ Bank／Ｗａｓｅｄａ Branch 

・Account Name：Ｓｅｎｄａｇａｙａ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ  

・Saving account：１４１９３００ 

・SWIFT/BIC CODE：DIWAJPJT 

・Address：1-16-4Ｎｉｓｈｉｗａｓｅｄａ, Ｓｈｉｎｊｕｋｕ-ｋｕ,Tokyo 169-0051 

・TEL：03-3203-0131 

経費支弁者に関する書類 

学費などについて 



       

◆学費 

・教材費は、下記授業料には含まれていません。 

・一度納入された学費は、返還いたしません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一期
支払い

第二期
支払い

第三期
支払い

第一期
支払い

第二期
支払い

（4月～翌年3月） （翌年4月～9月） （10月～3月） （10月～翌年9月） （翌年10月～3月）

選考料 22,000 22,000
入学金 55,000 55,000

660,000 330,000 330,000 660,000 330,000

（１年分） （半年分） （半年分） （１年分） （半年分）

施設費 33,000 33,000
保険料 6,000 6,000
教材費 実費 実費 実費 実費 実費

小計 776,000 330,000 330,000 776,000 330,000

合計

第一期 第二期 第三期 第一期 第二期

（7月～3月） （4月～9月） （10月～3月） （1月～9月） （10月～3月）

選考料 22,000 22,000
入学金 55,000 55,000

510,000 330,000 330,000 510,000 330,000

（9ヶ月分） （半年分） （半年分） （9ヶ月分） （半年分）

施設費 33,000 33,000
保険料 6,000 6,000
教材費 実費 実費 実費 実費 実費

小計 626,000 330,000 330,000 626,000 330,000

合計

進学コース

1年9ヶ月コース（7月入学） １年3ヶ月コース（１月入学）

授業料

1,286,000 956,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

進学コース

２年コース（４月入学） １年６ヶ月コース（１０月入学）

授業料

1,436,000 1,106,000


