APPLICATION GUIDE

Osafune Japanese Language School

■募集コース・募集定員
学 習 コ ー ス
ベーシックコース
スタンダードコース
アドバンスコース

入学時期
10 月
7月
4月

就学期間
1 年 6 ヶ月
1 年 9 ヶ月
2年

募集定員
90 名
40 名
95 名

■応募資格
入学資格は、下記の事項を全て満たしている者とする。
① 自国（外国）において正当な教育施設で、通常の課程による 12 年間以上の学校教育を修了した者。若
しくはそれに準じた資格を持つ者。
② 教育施設で日本語の基礎学習（概ね 150 時間以上）を習得している者。
③ 正当な手続きによって日本へ入国を許可された者。または許可される見込のある者。
④ 18 歳以上の健康な成年男女。

※

次の方は応募資格がありませんので注意ください。

〔1〕離学後 5 年を経過している者。
〔2〕過去、在留資格認定申請で不交付となった経験のある者。
〔3〕過去、日本において行政処分を受けた経験のある者。
〔4〕興行の在留資格での日本への入国歴がある者。
〔5〕短期滞在の在留資格で頻繁に日本への入国を繰り返している者。
〔6〕研修及び技能実習（特定活動）の在留資格で日本へ入国し、日本出国後 1 年を経過しない者。

■出願期間
学 習 コ ー ス
ベーシックコース
スタンダードコース
アドバンスコース

入学時期
10 月
7月
4月

就学期間
出
願
期
間
1 年 6 ヶ月 ３月１日より 5 月 15 日まで
1 年 9 ヶ月 前年の 12 月 1 日より 2 月 15 日まで
2年
前年の 9 月 1 日より 11 月 15 日まで

■出願方法
出願の方法は下記の何れかの方法によって申請すること。出願に際しては注意事項に留意し、出願期間中
に延滞することなく行うこと。個人による郵送での出願、出願期間外の出願の受理は行わない。
① 志願者が外国にいる場合で、日本に代理人がいるときは、代理人を通じて本校へ出願書類を持参するこ
と。
② 志願者が日本在住の場合は、本人が本校へ出願書類を持参すること。
③ 志願者が外国にいる場合で、本校海外提携施設の推薦を受けて出願するときは、本校海外提携施設を経
由して申請すること。

■出願場所
〒700-0818 岡山市北区蕃山町 3 番 10 号
長船日本語学院
電話（086）236-0881 ファックス（086）236-0882
URL：http://www.osafune.info
E - m a i l：info@osafune.info

■Courses・Number of Students
Course
Entrance
College course A
October
College course B
July
College course C
April

Period
1 1/2 years
1 3/4 years
2 years

Number of Students
90 students
50 students
90 students

■Qualifications for Application
All applicants should meet the following requirements.
① Applicants must have completed 12 years of education in their homeland (or in other countries), or
have equivalent qualifications.
② Applicants must have learned elementary Japanese about 150 hours or more at educational
institution.
③ Applicants must or will be granted admittance to Japan.
④ Applicants must be 18 years old or more and in good health.
※CAUTION
Applicants who meet the following have no qualification for application.
〔1〕Those who have not been granted the eligibility before.
〔2〕Those who have had the administrative disposition in Japan.
〔3〕Those who have entered Japan with the eligibility of performance.
〔4〕Those who have repeated entering Japan frequently with the eligibility of short stay.
〔5〕Those who have entered Japan with the eligibility of skill training, and within 1 year after leaving
Japan.
■Application Period
Course
College Course A
College Course B
College Course C

Entrance
October
July
April

Term
1 1/2 years
1 3/4 years
2 years

Application period
March 1 - May 15
The previous December 1 - February 15
The previous September 1 - November 15

■Way of Application
Application should be done through one of the following ways. Pay attention to notandum, and apply
within the application period without delay. Application mailed by the applicant his/herself and after
application period is not permitted.
① If the applicant doesn't live in Japan and his/her deputy is in Japan, the deputy must bring
application documents to our school.
② If the applicant lives in Japan, the applicant his/herself must bring application documents to our
school.
③ If the applicant doesn't live in Japan and applies by the recommendation of our overseas affiliated
institution, the applicant must apply to our school through our overseas affiliated institution.
■Place for Application
〒700-0818 3-10 Banzan-cho Kita-Ku Okayama-city
Osafune Japanese Language School
T E L： (086) 236-0881 F A X： (086) 236-0882
ＵＲＬ： http://www.osafune.info
E-mail： info@osafune.info

■入学選考
入学選考は、学校へ提出された書類を審査し、決定します。

■合格通知
学 習 コ ー ス
ベーシックコース
スタンダードコース
アドバンスコース
◇

入学時期
10 月
7月
4月

就学期間
通 知 時 期
1 年 6 ヶ月 6 月 1 日以降に郵送
1 年 9 ヶ月 3 月 1 日以降に郵送
2年
前年の 12 月 1 日以降に郵送

結果については、代理人･提携施設（または本人）を通じて通知します。

◇ 合格となった学生には「入学許可通知書」をお送りしますので、納入金（選考料）を指定の期間内に、
本校指定の銀行口座に振り込んでください。
（振込み手数料が必要な場合、本人負担）
◇ 本校へ入学許可された場合、次に日本の法務省入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を本
校から代理申請します。
※ 入国管理局での審査は、通常申請後３ヶ月前後かかります。

■校 納 金
選

考 料

￥２０，０００円（税抜）

入 学 金
施設利用費
授 業 料
教 材 費
医 療 保 険

￥７０，０００円（税抜）
￥５０，０００円（税抜）
￥４８０，０００円（税抜）
￥４０，０００円（税抜）
￥３２，５００円

入学許可通知後（校納金請求による）

1 年分
1 年分
1 年分

在留資格認定証明書交付後
（校納金請求による）

※表示金額は、消費税が課税されていません。医療保険を除く全ての項目の費用について消費税がかかり
ます。2019 年から 10 パーセントの消費税が課税されます。
◇学費納付規定

① 校納金は、定められた期日までに納入ください。期日までに納入がない場合には、入
学辞退として処分します。
② 校納金納入後に入学を辞退した場合は、入学金を除く校納金を返還します。

◇納付銀行口座 中国銀行邑久支店 普通口座 １１７３２１７
Chugoku Bank Ltd., Oku Branch, Account 1173217
長船日本語学院 代表役員 船岳一郎
Osafune Japanese Language School, Ichiro Funaoka/President

■学費の返金に係る規定
入学選考料 入学選考料の返金はありません。
入 学 金 入学金の返金はありません。
学
費 入学辞退・ 全額を返金します。
査証不発給
入学後
進学のため退学する場合は、未受講授業料分の 50％を返金します。
6 カ月以内 進学以外の理由で退学する場合は、未受講授業料分の 30％を返金します。
入学後
進学のため退学する場合は、未受講授業料分の 70％を返金します。
7 カ月以後 進学以外の理由で退学する場合は、未受講授業料分の 50％を返金します。
学則違反の理由で退学となった場合は、未受講授業料分の 30％を返金します。

■学生寮
本校では、学生が安心して勉強に専念できるように、学生寮を設備しています。岡山市内に位置し、環
境の整った快適な生活が過ごせます。
寮施設内には、空調、冷蔵庫、洗濯機など生活必需品も完備されており、快適で学習に専念できるよう
に積極的に努めています。

入 寮 費
火災保険
入居補償金
寮
費

入寮時
１ 年
入寮時
1 ヵ月

￥３０，０００円
￥１０，０００円
￥４０，０００円 退寮時、清算の上、返金
￥２０，０００円

■Entrance Examination
The entrance examination proceeds the application documents submitted to our school.
■Notification of Admission
Course
Entrance
Period
Notification period
College Course A
October
1 1/2 years
After June 1
College Course B
July
1 3/4 years
After March 1
College Course B
April
2 years
After December 1
◇ The result will be notified through the deputy, the affiliated institution (or applicant).
◇ "Entrance Permission" will be sent to applicants who passed the examination. Pay admission fee to
the bank account we appointed within the appointed period. (Applicants must pay the commission,
if it is needed.)
◇ After entrance to our school is permitted, we will apply the Immigration Bureau of the Ministry of
Justice in Japan to issue "Certificate of Eligibility" on behalf of you.
※ Selection at Immigration Bureau generally takes about three months after application.
■Tuition and Fees
Application Fee

¥20,000（It goes without tax）

To be paid when applying

Admission Fee
To be paid when entering
¥70.000（It goes without tax）
Cost of equipment
To be paid when entering
¥50.000（It goes without tax）
Tuition
per 1 year
¥480,000（It goes without tax）
Textbook expenses
per 1 year
¥40,000（It goes without tax）
Medical Insurance
¥32.500
per 1 year
※A consumption tax is not levied on the indication amount of money. It takes a consumption tax about
the expense of all items except the medical insurance. 10% of consumption taxes are levied from 2019.
◇Rules of payment
①The tuition should be paid by the appointed date. If the tuition is not paid by the appointed time, we
consider your entrance refused.
②The tuition, once accepted, will not be returned (despise of any reason) .
◇Bank Account Chugoku Bank Ltd., Oku Branch, Account 1173217
Osafune Japanese Language School, Ichirou Funaoka/President

■Refund school expenses
Selection fee
Enrollment fee

Not be refund
Not be refund
Admission
Full refund the tuition fee
decline
Visa not issued
After admission If you want to leave school for going on to the next stage of
Tuition fee
within 6 months education school, 50% refund the tuition fees not taken
If you want to leave school for reasons other than going on the next
school, 30% refund the tuition fees not taken
After admission
If you want to leave school for going on to the next stage of
After 7 months
education school, 70% refund the tuition fees not taken
If you want to leave school for reasons other than going on the next
school, 50% refund the tuition fees not taken
If you drop out for violation of school rules, 30% refund the tuition
fees not taken
■Students' Dormitory
Our school is equipped with students' dormitory for students to study devotedly. The dormitory lies in
the suburb of Okayama and provides comfortable life.
The dormitory is fully furnished, and provides with balanced meals for health care during students'
stay. We make efforts that students can study comfortably.

Fee for entering To be paid when
boarding
entering boarding

¥30,000

Fire insurance
Tenant
compensation
Dormitory fee

¥10,000
¥40,000

1year
To be paid when
entering boarding
every month

¥20,000

When leaving, refund after settlement

■出願書類
志 願 者 が 準 備 す る 書 類
① 入学願書

② 履歴書

③ 最終学校の卒業証書
（原 本）
④ 成績証明書
⑤ 写真 ７枚
（縦 4cm×横 3cm）
⑥ パスポートのコピー
⑦ 健康診断書
⑧ 身分証明書類

⑨ 日本語能力証明書
⑩ 現状証明書類
⑪ 入学誓約書

◇住所・出生地は、市町村番地まで正確に記入すること。
◇就学理由は、来日の動機・目的、日本語学習の理由、本校卒業後の学習計画、将来の
展望まで具体的かつ詳細に記入すること。
◇学歴は学校の名称･所在地･入学･卒業年月日まで正確に記入すること。
◇職歴は会社の名称･所在地･就職･退職年月日まで正確に記入すること。
◇入国歴のある者はその目的、滞在期間など入国歴を正確に記入すること。
◇卒業後の予定は進学･帰国･その他の中より 1 つを選択し、具体的予定を記入すること。
◇教育機関発行のもの。
※卒業証明書は不可。
◇教育機関発行のもの。
◇申請 3 ヶ月以内に撮影したもので、上半身･正面・無帽･無背景のもの。
◇裏面に国籍氏名を記入のこと。
◇写真・本人事項欄・旅券事項欄・査証欄など必要事項の全ての頁。
◇医療機関発行のもの。
◇公的機関が発行する戸籍謄本。若しくはそれに準ずる証明書。
※中国については出生公証書、身分証のコピー、居民戸口簿のコピー（家族全員分）
を添付すること。
◇日本語教育機関発行のもの。
※学習機関の発行する履修証明書を添付すること。
◇在学証明書、在職証明書など現在所属している機関の発行する証明書。
※現在所属機関のない者で、過去在職歴のある者は、在職期間証明書を用意すること。
◇保護者と連署、捺印すること。

学費・滞在費に関する書類
⑫ 経費支弁書

◇経費負担者が自筆にて記入、署名・捺印すること。
※経費負担者が本邦に在留する者の場合は実印を捺印のこと。
◇経費の支弁について、その経緯・金額・負担方法などを具体的且つ詳細に記入すること。
⑬ 経費負担者の
◇公的機関が発行する戸籍謄本。若しくはそれに準ずる証明書。
身分証明書
※日本国居住者の場合には、住民票謄本、外国人登録済証明書など。
⑭ 印鑑証明書
※経費負担者が本邦に在留する者の場合のみ提出。
⑮ 経費負担者の
◇所属機関発行の在職証明書。
職業証明書
◇自営・企業代表者などの場合には、公的機関の発行する登記簿謄本など。
⑯ 経費負担者の
◇公的機関の発行する所得証明書、課税証明書など過去 3 年分。但し年収総額が記載され
所得証明書
たもの。
※中国については、これに加えて所属機関発行の工資表のコピー1 年分を、自営・企業代
表者などの場合には、税収完税証、税収通用宿款書等のコピー1 年分を添付すること。
⑰ 志願者と経費負担 ◇親族関係がある場合にはその関係が明らかになる公的証明書。
者の関係を証明する
※中国については親族関係公証書を添付すること。
資料
◇親族関係がない場合には、その縁故関係が明らかになる資料。
⑱経費負担者の
◇外貨持出に規制のある国においては、その対処方法を明記した資料を添付すること。
銀行預金残高証明書 ◇国際通貨としての価値の認められていない通貨での証明書は認められないことがある。
◇預金通帳の写しを添付すること。

■出願書類についての諸注意
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

出願書類中①･②･⑨･⑪･⑫の書類は、所定の用紙を使用すること。また記入該当者が必ず直筆で記入すること。
出願書類中④･⑩･⑮･⑯の書類は、必ず学校名、社名などが印刷された用紙（レターヘッド）を使用すること。

出願書類の中で日本語以外の言語で作成してあるものには全て日本語翻訳文を添付すること。
卒業証書など原本証書以外の提出書類は、理由の如何にかかわらず返還しません。
※ 各種証明書・公証書などの返却はしません。
文字･記号は丁寧に記入すること。漢字・アルファベットなどの崩し文字・略字などでは記入しないこと。
数字はアラビア数字を記入すること。
誤記入の場合には訂正をし、虚偽の記入をしないこと。
年号などは西暦を使用すること。また年月日まで正確に記入すること。
住所地などは、地名・番地まで正確に記入すること。
添付資料は発行後 1 ヶ月以内もの（原本証書を除く）を有効とする。

■Documents to be submitted
Application documents to be submitted by applicants
①Application Form
◇Write the name of the city, town, village, and house number
Present Address/Place of Birth
exactly.
Purpose of Studying Japanese
◇Explain the necessity of studying Japanese for you and your views
for the future.
②Personal History
◇List all schools attended, and when / where.
Education
◇List all previous employment, and when / where.
Occupation
◇If you have, write the purposes, periods and times exactly.
Previous Stay(s) in Japan
◇Choose one from (Enter a school of higher grade in Japan / Return
Plans after studying Japanese
to home country / Others). Write your plans concretely.
③The Diploma of the Last
◇Issued by the educational institution.
School Attended (Original)
※Graduation Certificate is not permitted.
④An Academic Record of the Last ◇Issued by educational institution.
School Attended (Original)
⑤Photos 7 photos
◇Taken within the last 3 months, upper part of the body, front side,
without hat and background.
(H = 4cm × W = 3cm)
◇Write your name and nationality on the back.
⑥A Copy of Applicant's Passport
◇It is necessary to show photo, validity and number, etc.
⑦A Health Examination
◇Issued by the medical institution.
Certificate
⑧Applicant' s Proper
◇Family Register issued by the institution concerned, or equivalent
Identification
certificate
※Attach Certificate of Birth (applicants from the People's
Republic of China)
⑨Certificate of Japanese
◇Issued by education institution of Japanese language.
Language Ability
※Attach the certificate of credit issued by educational institution.
⑩Documents to Certify of Present ◇Certificate issued by the institution to which now you belong
State
(certificate of student status, certificate of occupation)
※Certificate of occupation (applicants who have been employed)
⑪The written Oath for Entrance
◇With applicant's and guarantor's signature
Documents About Tuition and Living Expenses
⑫Letter of Guarantee to Pay
◇Must be written by remitter's own writing, with remitter's sign
Expenses
and seal.
※If remitter lives in Japan, seal the remitter's registered seal.
◇Explain why, how much, and how to remit money concretely.
⑬Remitter's Proper Identification ◇Family Register issued by the institution concerned, or equivalent
certificate.
※Residence Certificate, Alien Registration Certificate
etc.(remitters who live in Japan)
⑭A Certificate of Seal Impression ※only for the remitters live in Japan
⑮Certificate of Remitter's
◇Certificate of Occupation issued by the institution to which the
Occupation
remitter belongs.
◇In case of self-support, certificate issued by the institution
concerned such as a copy of Company Register for an owner, etc.
⑯Certificate of Remitter's Income ◇Certificate of Tax payment in which the amount of the remitter's
total income of last year must be clearly stated.
⑰Documents for Proof of
◇Official certificate which explain the kinship.
Relationship between Applicant
※Attach official certificate of kinship (only for the People's
and Remitter
Republic of China)
◇Documents which explain the relation if there is no kinship
between applicant and remitter.
⑱Certificate of the Balance of a
◇Attach the documents that explain how to remit money to Japan,
Deposit of Remitter
if exporting foreign currency from the country is regulated.
◇Certificate by the currency that is not considered valuable as
international currency may not be permitted.

■Note
◇ Use prescribed forms for application documents ①･②･⑨･⑪･⑫. (Should be written by applicant
his/herself.)
◇ Use letterhead for application documents ④･⑩･⑮･⑯.
◇ All the documents (not written in Japanese) must be accompanied by a Japanese translation.
◇ Those submitted documents (except the original copy such as Graduation Diploma) are not to be
returned for any reason.
※ Any certifications and notarizations are not to be returned.
◇ Write characters and numerals carefully. The cursive-style and abbreviations are not permitted.
◇ Use Arabic numerals.
◇ When correcting errors, cross out the mistake and rewrite. Do not make any false statements.
◇ Dates : Use the Christian Era. Write year, month and day exactly.
◇ Addresses : Write the name of the city, town, village, house number exactly.
◇ Attached documents are valid for 1 month from the date of issue (except the original copy).

