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出願期間 

2019年 8月 1日(木)～2019年 10月 30日

(水) 

出願資格・出願手続書類( 2～3 頁参照) 

 

 
試験選考出願 

入学願書等の提出が必要です。 

 
選考(書類選考) 

合格 
 

不合格 
 

  福岡出入国在留管理局へ本学院が提出 

2019 年 12 月４日(水)予定 

 

在留資格認定 

証明書交付申請 

交付 

2020 年 2月下旬～3月上旬頃に結果判明 

交付者には入学・入寮手続書類と在留資格

認定証明書（コピー）を送付します。 

   (コピー)を発送 

入学・入寮手続 2020 年 3月上旬頃（予定） 
学費・寮関係費及び納入方法(4,5,6 頁参照) 

在留資格認定 

証明書(原本)送付 

 

2020 年 3月上旬頃（予定） 
入学手続終了者には在留資格認定証明書 

（原本）を送付します。 

 

パスポート取得 

・ビザ申請 
 

ビザ発給 
 

入国・入学式 
 

入学式：2020 年 4 月 8 日(予定） 
 

※ 入学・入寮手続以降の日程は、在留資格認定証明書交付後に本学院から送付する 

「2020 年 4 月期生の入学・入寮手続について」で知らせる。日程は変更することがある。 

選考(試験・面接) 
 

最終提出期限:2019年 11月 21日(木) 
(期限に遅れた場合、不合格となることがあります。) 

合格 
 

不合格 
 

不交付 
 

試験日程・実施都市名は出願状況を考慮し、 

窓口機関や出願者へ通知します。 

不発給 
 

選考結果は試験終了後、概ね 1 週間程度で  

窓口機関や出願者へ通知します。 



 

 

1. 募集コース・人員 

学

科 
コ ー ス      内   容 

修業年

限 

募集人

員 
在留資格 

日

本

語

科 

大学進学準備 

コース 

大学等へ進学する者を対象に日本語、英語、 

数学などを教育する準備教育課程 
2 年 200名 

留学 

2年 3月 

日本語コース 

日本語を習得しようとする者を対象に日本

語や日本文化などを教育する日本語専攻課

程日本の大学・専門学校・大学院などに進学

を希望する方への進学指導を行う 

2年 20名 
留学 

1年 3月 1 年 5名 

※ 本学院が発行する入学許可書に記載されたコースは入学後に変更できません。 
※ この募集要項はネパール・ベトナム・ミャンマー・インド・スリランカなどが対象です。事前に確認してください。 

学習期間 ２年 １年 

コース 大学進学準備 日本語 日本語 

日本語 1,600時間 1,600時間 800時間 

基礎科目 120時間 0時間 0時間 

計 1,720時間 1,600時間 800時間 
 

２. 出願資格 

（１） 学歴 

① 大学進学準備コース 

・本学院卒業後、日本の大学・大学院・専門学校に進学を希望する者は、海外において高等学校の課程

を修了していること。（修了するまでに 12年に満たない国の学生もこのコースを卒業すると日本の大

学・専門学校を受験することができる。） 

・本学院卒業後、日本の大学院に進学を希望する者は、原則として正規の学校教育における 16年の課程

を修了し、かつ正規の大学(4年制)を卒業していること。 

② 日本語コース 

   ・上記の学歴を有する者およびそれに準ずる者 

（２） 基礎学力および日本語能力 

①大学進学準備コースを希望する者は、日本の大学・大学院・専門学校に進学するための基礎学力（英語、

数学など）を有すること。 

②日本語の学習意欲があり、日本語能力試験 N5レベル程度（日本語学習時間が 150時間以上）の者で、真

面目に日本語を修得しようとする者。 

（３）年齢制限 

   最終出身学校を卒業後５年以内の者が望ましい。 

（４）日本滞在経費 

   学費・生活費を支弁できる者。 

（５）その他 

   心身ともに健康であり、日本国法令および本学院の学則並びに諸規程を遵守する者。 

３．試験選考 

（１） 出願期間〔試験・面接を実施する国・地域からの出願の場合〕【原則、東南アジア、南アジア地域】 

出 願 期 間 試験選考日程 試験選考合格者書類提出期限 

2019年 8月 1日～ 

2019年 10月 30日 
出願者へ通知 最終期限：2019年 11月 21日 

※ 窓口機関へ提出する場合、上記の期限より早くなることがあります。 
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（２） 出願方法・日程 

『入学願書』と最終学校の卒業証書等のコピーを下記の本学院に提出してください。試験選考日程は窓

口機関または出願者へ通知します。 

〒810-0073 日本国福岡市中央区舞鶴 1丁目 5－30  九州英数学舘国際言語学院 受付 

      TEL (092)713-5720    FAX. (092)713-5718  E-mail ːinfo@kyushu-eisu.ac.jp 
 

（３） 試験選考の出題科目・時間 

試験選考は日本語(30分)、英語(30分)、面接を実施する。 

（４） 選考方法・結果通知 

① 科目の成績、面接の結果を総合的に判断し、選考する。 

② 選考の結果は概ね試験終了後 1週間程度で窓口機関または受験者へ通知する。 

４．書類選考 
（１）選考書類提出・入学選考料納付     

① ３頁の出願書類は試験選考の合格発表から原則として 3 週間以内に提出してください。 

② 期限までに提出がない場合は辞退したものとします。提出しても書類の不足、内容の不備等がある

場合は不合格となる場合があります。 

③ 書類提出時に入学選考料 30,000 円を下記本学院の銀行口座に振込むか、窓口機関に納付して領収

書を受領してください。納付された入学選考料は理由の如何を問わず返還しない。 

④ 入学選考料の納付先【銀行口座】 

銀行口座  日本 西日本シティ銀行赤坂門支店；普通預金口座番号 NO.1382917 

 名 義 人 学校法人 中村英数学園 

       名義人住所 日本〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 1丁目 5－30 

           TEL.092－713－5720  FAX.092－713－5718 

（２）出願書類  ３頁表参照  

（３）選考方法・結果通知 

① 提出された出願書類をチェックし、書類不備や内容に疑義がある場合は修正を求めることがある。 

② 書類選考の合否結果は概ね 2週間程度で窓口機関または受験者へ通知する。 

③ 書類選考不合格者へは提出された出願書類のうち卒業証書や戸籍関係の原本および返却を希望す

る書類を返却する。 

５．在留許可認定証明書交付申請 
 （１）書類選考合格者は本学院が福岡入国管理局へ在留許可認定証明書の交付申請を行う。申請番号は窓口

機関または受験者へ通知する。 

 （２）福岡入国管理局から在留許可認定証明書が交付されたら、窓口機関または受験者へ通知し、在留許可

認定証明書のコピーおよび手続きに必要な書類を窓口機関または受験者へ送付する。 
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 4-（2) 出願書類  

 下記の書類のうち本学院所定の用紙（HP 掲載）は窓口機関または試験選考合格者へ送付する。原則として合

格通知を受領して 3週間以内に提出しなければならない。最終提出期限は 2019年 11月 21日です。提出期限に

間に合わないとき、書類の不備や内容に不備があるときなどの場合は、不合格とすることがあります。 

その場合は、入国管理局への在留許可認定証明書の申請をしません。  

１. 入学願書（本学院所定の用紙） 
本学院所定の用紙に自筆で丁寧に必要事項を記入すること。 

修学理由書は日本語訳文を必ず添付すること。 

出願前３ヵ月以内に撮影した写真(縦 4cm×横 3cm)を貼ること。 

２. 

① 最終出身学校の卒業証書(コピ

ー) 

小学校に６歳未満又は８歳以上で入学した者は小学・中学・高校

などすべての学歴を証明する学歴証明書を提出すること。 
            ※日本語訳文を添付すること。 

② 最終出身学校の成績証明書 
在学期間中の各学期の成績がわかるもの。 

            ※日本語訳文を添付すること。 

３. 経費支弁書（本学院所定の用紙） 
本学院所定の用紙。経費支弁者が記入し、署名・捺印をすること。 

※日本語訳文を添付すること。 

４. 預金残高証明書 
銀行に備え付けられた正規の「残高証明書」用紙に記載されている

こと。 

2019年 9月 1日以降に発行されていること。 

５. 
学生本人と経費支弁者との関係証

明書 

ａ. 本人と経費支弁者の住民票を提出すること。ただし、本人

と経費支弁者が同一住民票に記載されていない場合は、親族関

係証明書を提出すること。 
ｂ. 親族でない場合は、学生本人との関係及び確実に資金が提供さ

れることを証明すること。         ※日本語訳文を添付す
ること。 

６. 
学生本人の在職証明書または在学

証明書（該当する者だけ提出する） 

在職中の者は在職証明書を提出すること。 

在学中の者は在学証明書を提出すること。 
※いずれも日本語訳文を添付すること。 

７. 日本語学習証明書、J-Test成績など 

本学院所定の用紙。学習したまたは学習している教育機関から発

行してもらうこと。学習時間 150 時間以上であること。現在学習

中の者は証明発行日現在までの学習時間（150 時間以上）を記入す

ること。 

８. 経費支弁者の在職・収入証明書 

所属する機関名、会社名とその住所、電話番号が記載されているこ

と。 

責任者が証明してその署名・捺印があること。 

収入は過去３年間について年ごとに所得が証明してあること。 
※日本語訳文を添付すること。 

９. 健康診断書 本学院所定の用紙。出願前 1 ヵ月以内に検診すること。 

10. 写真（8枚） 
縦 4cm×横 3cm。出願前３ヵ月以内に撮影した上半身正面脱帽

の明瞭なカラー写真。裏に姓名・生年月日を記入すること。 

11. 
入寮願書(本学院所定の用紙) 

または住所届 

本学院所定の用紙。 

入寮願書は入寮希望者のみ提出する。身元の確実な親族または

親しい友人がいて同居する場合は、住所届をすること。 

12. 入学選考料 
30,000 円を本学院指定の窓口機関に納入した領収書（コピー）

又は本学院（2 頁の入学選考料の納付先）に直接送金すること。 

注記:上記 1～7は入国管理局の審査に必要な書類。上記 8は入国管理局の審査の過程で提出を求められることがある書類。 

 
 
 

- 3 - 



 

 

６．入学手続  

（１） 入学手続 

福岡入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、本学院から直ちに「在留資格認定証明書」

（写）と「2020 年 4 月期生の入学・入寮手続について」を送付するので、定められた期日までに入学

手続を完了しなければならない。定められた期日までに入学手続き（入学手続書類の提出及び入学手続

納付金の納付）を完了しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱うことがある。 

（２） 学費、委託徴収金 

①   学費等 

費 目 
大学進学準備２年コース 日本語２年コース 日本語 1 年コース 

納付金 納付金 納付金 

選考料 30,000円 30,000円 30,000円 

一

年

次 

入学金  70,000円 70,000円 70,000円 

施設費  60,000円 60,000円 60,000円 

授業料 640,000円 580,000円 580,000円 

計 800,000円 740,000円   740,000円 

二

年

次 

授業料 600,000円 580,000円  

計 600,000円 580,000円  

2 年合計 1,400,000 円 1,320,000 円   740,000 円 
 

② 委託徴収金 

項  目 大学進学準備２年コース 日本語２年コース 日本語１年コース 

国民健康保険料 注1） 37,000円  37,000円  19,000円  

健康診断検診料注2） 8,000円  8,000円  4,000円  

交通事故傷害保険注3） 10,000円  10,000円  5,000円  

同 窓 会 会 費注4） 10,000円  10,000円  10,000円  

合          計 65,000円  65,000円  38,000円  
 

注 1）国民健康保険料 
病気にかかったときのために国民健康保険（外国人にも適用）の制度がある。これに加入していると、日本滞在中に病

気や怪我により病院で診療を受けたとき、医療費の 70％が保険から給付される（本人負担は 30％）。学院に入学したら全
員この保険に加入するので、この保険料を在学年分をまとめて預かり、福岡市中央区役所及び早良区役所等の保険年金課
に納入するものである。 

注 2）健康診断検診料 
学校保健法により年１回健康診断（レントゲン撮影と血液検査）を行わなければならない。その検診料を予納するものである。 

注 3）交通事故傷害保険料 
 交通事故で生じる傷害治療費や物損害について、保険で補償するので学生本人が多大な負担をしなくてよいことにする
ものである。 

注 4）同窓会会費（7ページを参照して下さい） 
 

入学手続時納付金額  入学選考料を既に納付した者は、入学選考料を除いた金額。 

  【各コース】 １年間、２年間を選択して納付すること。   
費 目 大学進学準備 2 年   日本語 2 年 日本語 1 年 

選 考 料 30,000円 30,000円 30,000円 

授業料等  770,000円 710,000円 710,000円 

委託徴収金  65,000円  65,000円  38,000円 

No1)一年次計 865,000円 805,000円   778,000円 

 
選 考 料 30,000円 30,000円 

授業料等 1,370,000円 1,290,000円 

委託徴収金  65,000円  65,000円 

No2) 2 年間計 1,465,000円 1,385,000円 
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（３） 入学手続き期限 2020年 3月 16日（月）。 ただし、特別な事情がある場合は 2019年 4月 17日（金）とする。

この期限までに入学手続き（入学手続書類の提出及び入学手続き納付金の納付）を完了しない場合は、入学を取り

消す。その場合、来日・入学はできない。入学手続時納付金は本学院が指定する銀行口座（前記 4．(1)④の納付

先；2頁）に送金しなければならない。 

入学手続必要書類 ①送金票コピー（「海外送金取組依頼済証（Application for Remittance）」） 

② 入学誓約書③入寮誓約書 。 

（４） 入学手続を完了した者（入学手続書類を提出し、入学手続時納付金を納付した者）に「入学許可証」と「在留許可

認定証明書（原本）」、送付文書等を本学院指定の窓口機関または本人宛に送付する。 

（５） 入学許可書及び在留許可認定証明書原本等を受け取った者は、管轄の日本大使館等で来日に必要な手続きをしな

ければならない。 

（６） 来日のためのビザを取得し、航空機の予約が完了した者は、本学院に到着便の航空会社名、便名、到着時刻を連絡

しなければならない。原則として、本学院職員が出迎えるが日時によっては出迎えすることができないことがあ

る。 

（７） 入学式   2020年 4月 8日（火）。第 2回入学式 2020年 5月 8日（金）に実施する。 

（８） 最終来日期限 2020年 5月 7日（木） この来日最終期限までに来日出来ない場合は、入学を取り消し、入学はで

きない。入学手続時に納付した学費等は返還規定にしたがい返金する。 

（９） ２年次の後期学費納付期限は 2020年 7月 31日(金)です。 
 
＜特待生制度＞ 
 
（１）特待生の採用 

   最終出身学校の成績や選考試験の成績や面接などを総合評価し、成績優秀と認定された者から特待生を採用す

る。採用人員は若干名。 

（２）特待生の種類と学費の免除額 

   特待生Ａ：一年次学費のうち 300,000円の納入免除 

   特待生Ｂ：一年次学費のうち 100,000円の納入免除 

※ 特待生採用希望者は、最終出身学校長または窓口機関責任者の署名・捺印のある推薦書を提出すること。 
 

＜九州英数学舘国際言語学院同窓会＞ 
 

九州英数学舘国際言語学院同窓会は、2007年 11月 3日に創設されました。本学院が 1991年に開学して、25年

経過した今日まで 5,000人を超える卒業が出ました。卒業生には、既に社会人として立派に活躍している者およ

び大学、大学院等で学習中の者も数多くいます。そこで、卒業生が会員になり、会員相互及び会員と九州英数学

舘国際言語学院との親睦を図り、社会の発展に寄与することを目的に同窓会が創立されました。 

今後、本学院に入学する学生は全員九州英数学舘国際言語学院同窓会に加入し、会費を納入することになりま

した。 

会費は 10,000 円（入会金 5,000 円及び終身会費 5,000 円）です。会費の納入は、入学・入寮手続時納付金と

共に一度学校の口座に入金しますが、後で、同窓会の口座に移します。 

現在、中国の瀋陽、上海等に同窓会支部も出来ています。今後、他の地域支部や進学先大学に大学支部を置く

予定です。  
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【B：日本国内に在留する外国人用】 

出願から入国・入学までの手順 
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出願期間 2019年 8月 1日～2020年 3月 13日 

出願資格・出願手続書類( 8 ページ参照) 

 

試験選考出願 
入学願書等の提出が必要です。 

選考(書類選考) 

合格 
 

不合格 
 

家族滞在・
定住者・配
偶者等資格 

家族滞在・定住者・配偶者等は変更しなくてもよ

い。そのままのビザで日本語学習できます。 

ビザを変更する場合は入国管理局に申請する。 

在留資格認定申請が必要な場合は事前に本人

に通知する。 

2020 年 3月中旬頃 
学費・寮関係費及び納入方法(4,5,6 ページ参照) 

資格 
変更 
許可 
 

資格変更許可申請、在留許可認定証交

付申請の審査期間はおよそ 1 か月程度 

ビザ申請 
 

ビザ発給 
 

入国・入学式 
 

入学式：2020 年 4 月 8 日(予定) 
 

※ 入学・入寮手続以降の正式な日程は、在留資格認定証明書交付後に本学院から送付する 

「2019 年 4 月期生の入学・入寮手続について」で知らせる。日程は変更することがある。 

選考(試験・面接) 
 

 
書類選考合格者に試験日時を通知する 

合格 
 

不合格 
 

 
出願書類（ページ 3,4-(2)参照）を審査する 

不発給 
 

選考結果は試験終了後、概ね 1 週間程度で 

出願者へ通知します。 

 
入学・入寮手続き 

資格変更・
在留資格認
定申請(親族
等) 

在留資格認定
証明書交付 

 

入学式 
 

不交付 
 



 

 

入 学 要 項         
 

１． 募集コース・人員 

日本語学科 大学進学準備 2 年コース、日本語〔2 年、1 年〕コース 各コース若干名 
  

２． 出願資格 

1 ページ ２.の出願資格に該当する者 
  

３． 出願書類 3ページ 4-(2) 

① 入学願書（本学院所定の用紙） 

② 最終学校の卒業証書、在学証明書、卒業見込証明書、成績証明書 

③ 本人の在職証明書 

④ 本人及び経費支弁者並びに家族全員の戸籍簿コピー、住民票〔家族全員〕など 

⑤ 経費支弁書（本学院所定の用紙）及び経費支弁者の在職証明書、収入証明書（最近 3か年） 

⑥ 経費支弁者の残高証明書、預金証明書または預金通帳コピー 

⑦ 日本語学習証明書、日本語能力試験合格証または J.Test認定証など 

⑧ 健康診断書（本学院所定の用紙） 

⑨ パスポートコピー〔写真の部分,入出国記録の部分〕、本人及び経費支弁者の在留カード〔両面〕 

⑩ 入学選考料〔30,000 円〕 
 

４． 書類選考 

〔出願期間〕 2019年 8 月 1 日(木) ～ 2020年 3 月 13日(金) 

① 11 月,12 月は月 1 回(原則として第 4 月曜日)に選考会議を行い、合否を通知する。 

② 1 月,2 月は月 2 回(原則として第 2,4 月曜日)に選考会議を行い、合否を通知する。 

③ 3 月は 1 回(原則として第 3 月曜日)に選考会議を行い、合否を通知する。 
 

５． 試験選考   

① 書類選考合格者に試験日時を通知し、日本語(30 分)、英語(30 分)、面接を九州英数学舘国際言語

学院で実施する。 

② 合否は、原則として試験実施後 1 週間程度で通知する。 
 

６． 入学手続 

① 試験選考合格者に「2020 年 4 月期生の入学・入寮手続きについて」を送付するので、定められた

期日までに入学手続きを完了しなければならない。 

② 学費、委託徴収金及び入学手続時納付金額は４ページ ６.入学手続 (2)で確認すること。 

③ 入学手続書類は 1. 振込票コピー  2. 入学誓約書  3. 入寮誓約書 

④ 納付及び書類提出を確認後に入学許可書を発行する。 
 

７． 資格変更申請、在留資格認定書交付申請（資格変更が必要な場合） 

① 資格変更がある場合は、福岡入国管理局に在留資格変更申請書及び入学許可書等を本人が提出す

る。結果については３週間程度で判明する。 

② 短期滞在ビザの場合は事前に福岡入国管理局に問い合わせておくこと。本校の入学許可書発行後

に在留資格認定証明書交付申請書等を本人が入国管理局に提出する。在留許可認定証明書が交付

されても、一度帰国して改めて大使館等にビザを申請しなければ留学ビザで入国できない。 
 

８． 入学 

入学式は 2020年 4月 8日(火)、２回目の入学式は 2020 年 5 月 8 日(金)です。 
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入 寮 要 項        
 

１． 募集人員 

   西新国際寮（新館：女子寮，旧館：男子寮）･･……………  210 人 

注記  ① 入寮手続完了者に順次部屋を割りあてるが、満室になった場合は入寮できないこともある。寮

が満室になった場合は、民間委託アパート等を紹介することが可能である。 

② 在寮期間は原則として入寮日から 2020年 9月下旬まで（６か月間）とする。 

 

２．募集人員 

 一室人員 各 部 屋 備 品 共 同 施 設 

西新国際寮 

1 人 

２ 人 

４ 人 

机、椅子、ロッカー、ベッド、エアコン、 

シャワー付バス、洗面所、トイレ、冷蔵

庫、インターネット端子 

自動販売機、コインランドリー、 

物干し、ガスコンロ等自炊設備、

大型テレビ、ネット接続パソコ

ン 

※ 寮は原則として２人部屋か４人部屋。 

 

３．寮関係費 

寮関係費は、入寮金、寮費〔（月額）４人部屋 12,000円、２人室 18,000円、個室 36,000円〕、および保証

金である。金額は４．入寮手続を参照してください。 

※  寮費には、布団リース代および光熱水費は含まれないので、各自が負担すること。 

（４人室は光熱水費が含まれる） 

※  寮では食事の提供がないので、各自で準備すること。寮には共同の自炊設備がある。 

※  保証金は、鍵、寝具、備品等を担保するものである。退寮するときに、冷蔵庫使用料（半年分：１

部屋 2,000 円）、ゴミ処理代（月額 150 円）、施設利用料・清掃費(10,000 円)、出迎え費用（1,000

円）、鍵や寝具、備品の修理代等を清算して、残金を返還する。 

 

４．入寮手続 

① 入寮願書と入寮誓約書（本学院所定の用紙）の提出 

② 寮関係費の納付額。入寮希望者は入学手続き時納付金（前記５頁）と合わせて下記寮関係費を納入すること。 

室 区 分 入寮金 寮 費 保証金 合 計 

２人室 50,000 円 半年間 108,000 円 30,000 円 188,000 円 

４人室 25,000 円 半年間 72,000 円 20,000 円 117,000 円 

１人室 100,000 円 半年間 216,000 円 60,000 円 376,000 円 

※  5 ヵ月経過後に在寮期間の延長を許可された場合、室区分ごとの寮費 3か月分を、許可された在寮

期限の前月の 20日までに全納しなければならない。 

◎ 入寮手続を完了した者（入寮願書、入寮誓約書を提出し、入寮関係費を納入した者）に入寮許可証を本

学院指定の窓口機関または本人宛に送付する。入寮許可証は入寮時に寮に提出しなければならない。 
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納付金の返還 
 

Ⅰ．入学以前の納付金の返還について 

１） 在留資格認定証明書が交付されて、入学・入寮手続を完了した者が、入国査証（ビザ）の申請を

行わず来日しない場合は、本学院に入学許可書と在留資格認定証明書とを返却したときに、入学

選考料と返還手数料 30,000円を除く納付金を返還する。 

ただし、返還で送金するために要する銀行送金手数料は出願者が負担するものとする。 

２） 入学・入寮手続を完了した者が在留資格認定証明書の交付を受けて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は本学院に入学許可書を返却し在外公館で査証が不発

給とされた旅券（該当部分）のコピーを本学院に提出したときに、入学選考料と返還手数料 30,000

円を除く納付金を返還する。 

ただし、返還で送金するために要する銀行送金手数料は出願者が負担するものとする。 

３） 入学・入寮手続を完了した者が在外公館で入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場

合は、本学院に入学許可書を返却し、入国査証が未使用でかつ失効が確認できる旅券（該当部分）

のコピーを本学院に提出したときに、入学選考料と返還手数料 30,000円を除く納付金を返還する。 

ただし、返還で送金するために要する銀行送金手数料は出願者が負担するものとする。 
 

Ⅱ．入学後の納付金返還等について 

１．入学後、退学時の納付金の返還 

１） 本学院の在学期間が 6 ヵ月以内の者が退学する場合または退学を命じられた場合、納付された 1

年次半期学費は返還する。在学期間が 6 ヵ月以上１年以内の者が退学をする場合または退学を命

じられた場合、いかなる理由があっても納入された１年次学費は返還しない。２年次学費を予納

している場合は、納入された２年次学費を全額返還する。 

２） 1.5 年コース、1 年 3 ヶ月コース、1 年 6 ヶ月コース、1 年 9 ヶ月コースの学生は２年次に在籍

し、退学する場合または退学を命じられた場合は、納入された２年次学費は返還しない。 

３） ２年コースの学生が２年次に在籍し、前期終了時またはそれ以前に退学する場合または退学を命

じられた場合は、納入された２年次学費のうち後期授業料相当額を返還する。 

４） ２年コースの学生が２年次に在籍し、後期が開始し、卒業前に退学する場合又は退学を命じられ

た場合でも、納入された２年次学費は返還しない。 

２．入学後のコース変更時の納付金の差額について 

大学進学準備コースから日本語コースおよび日本語コースから大学進学準備コースへの変更、修

業年限の変更によるコース変更は原則認めないが、特別な理由がある場合認めることがある。コ

ース変更が認められた場合、変更前のコースの学費が高く変更後のコースの学費との間に差額が

生じても返還しないが、不足があれば納付しなければならない。 

３．入学後の寮費の返還方法 

１） 退寮を許可されたときは、寮費を精算し、残額がある場合は、本人の指定する口座に振り込み返還す

る。 

２） 寮生が退学、除籍など学籍を喪失した場合は、寮費を精算し、寮費の残額を本人が指定する口座

に振り込み返還する。 

３） 寮費の返還に要する振込手数料は学生本人が負担する。 
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Applicant Screening (Written Examination & Interview is required) 

Target Countries: Nepal, Vietnam, India, Sri Lanka etc. 

                                                    

 

 

Brochure for the admission to 
The Academy and the Dormitory 
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University Preparatory Course designated by the Ministry of Education and Science 

Training School authorized by Fukuoka Prefecture Government 

 

 

 

 

 

 

Educational Foundation Nakamura Eisu Gakuen 

Kyushu Eisu Gakkan 

Japanese Language School 

 

1-5-30, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka, Japan 810-0073 

Tel: 092-713-5720 Fax: 092-713-5718 
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  Steps from application to immigration and admission 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Application Term  
1st Aug. 2019~30th October 2019 
(Application form & Academic Certificates 
of last graduates) 

 
Application Procedure 

Selection (Exam & Interview) 

Accepted Not Accepted 

Submission Deadline: 21th November 2019 

Result will be announced approximately 1 week 

after the exam date.  

Application for Eligibility 
Certificate(COE) 

Results will come out from the end of February 

~ the beginning of March. Documents for 

admission and Certificate of Eligibility (copy) 

will be sent 

 
Admission procedure to 

the Academy and dormitory 
Early March 2020 (expected) 

Payment of tuition and living expenses  

COE to be sent 
(Original) Early March 2020(expecting) 

Will be sent to them who finished all the admission 

procedure. 

 

 

Acquisition of passport and 

application for visa 

Submission to the Immigration office of 

Fukuoka. 
4th December 2019(expecting) 

 

Issuance of visa 

Immigration to Japan 

Entrance ceremony Early April 2020 (expecting) 

 

※ The schedule after admission to the academy and dormitory will be given in the document “Admission to 

the Academy and Dormitory for April 2020”. There is a possibility of changes to the schedule.  

Selection (Document checking) 

 

Accepted Not Accepted 

Successful 

Failed 

Failed 
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Application guideline 
1. Course and capacity 

Dept. Course Contents Period Capacity Status 

Japanese 
Language 

University Preparatory 
Course 

Japanese, English, Math etc, 
(basic subjects)  

2 years 200 
College student 

2 years & 3 months 

Japanese Language 
Course 

Japanese language 
2 years 20 College student 

1year  & 3 months 1 year 5 

※ Course which is mentioned in the Acceptance letter, issued by this school cannot change after admission. 

※ This Brochure is especially for Nepal, Vietnam, Myanmar, India & Sri Lanka.  
 

Total number of hours ２年 １年 

course University Preparatory Japanese Language Japanese Language 

Japanese 1,600  hours 1,600  hours 800  hours 

Fundamental subjects 120  hours 0  hours 0  hours 

total 1,720  hours 1,600  hours 800  hours 
 
2. Qualification for application 

 (1) Academic background 

   ① University Preparatory course 

This course is designed for those who have completed high school education in a foreign country, and want to enter a 

Japanese university after graduation from this academy. (This course permits who have not studied for 12 years in their 

home countries to take Japanese university entrance exam) 

Those who want to enter a Japanese graduate school (Master’s Degree) after graduation from this Academy must have 

completed 16 years of schooling and graduated from a four-year university. 

   ② Japanese language course 

      Qualified applicants are as mentioned above. 

 (2) Basic academic knowledge and Japanese language ability    

① Applicants who have basic academic fitness to enter a Japanese university. 

② Applicant must be motivated to learn Japanese, and possess ability in Japanese language equal to  N5 in JLPT 

(learning period more than 150 hours) and enjoy challenges.                              

 (3) Age limitation 

    Applicants who fulfill the above condition should apply within 5 years of graduation from the last school they attended. 

 (4) Living cost in Japan 

    Applicants must be able to pay tuition fees and living costs during their stay in Japan. 

 (5) Others 

    Applicants must be physically and mentally sound, and ready to comply with Japanese laws. 
 

3. Selection procedure  

(1) Application period (in principle for South-Eastern & Eastern Asian Countries) 

Application Deadline Examination Term Deadline of Document Submission 

1st August 2019~30th October 2019 Date will be informed ～ 21th November 2019 

Note: Please submit all the documents earlier than above mentioned deadline in case of applying from Educational 

Consultancies or Agencies. 
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 (2) Application procedure 

Please submit application form (prescribed form, on our website) to the address below.Exam date will be informed.    

       [Address] 

           Kyushu Eisu Gakkan Japanese Language School  

           1-5-30, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka, Japan 810-0073 

           Tel: +81-92-713-5720 Fax: +81-92-713-5718             

info@kyushu-eisu.ac.jp 

(3) Test selection procedure (subjects & schedule) 

Subject Japanese language English Interview 

Schedule 30 Minutes 30 Minutes  

(4) Screening procedure 

     (1) After an overall judgment of the examination & interview, successful applicants will be selected 

    (2) Result will be announced around 1 week after the examination. 

4. Documentation procedure 

  (1) Document Submission & Payment of application fee 

    ○1  Please submit documents within 3 weeks after the result announcement date. 

    ○2  If not submitted within the deadline, application will be cancelled. It will be also cancelled in case of a lack of 

documents or defective information.  

○3  ¥30,000 of application fee must be paid to the following prescribed bank account and a copy of the “Application 

for Remittance” with applicant’s name must be sent to our office with the application documents. 

       ○4 [Remittance to be made to]  

                The Nishi-nippon City Bank, LTD   Akasakamon Branch, Fukuoka, Japan    

                Savings Account No. １３８２９１７    

                SWIFT CODE : NISIJPJT 

                Account holder : Educational Foundation Nakamura Eisu Gakuen 

                Our address: 1-5-30, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka, Japan  810-0073 

                Our Tel : +81 (092) 713-5720   Our Fax: +81 (092) 713-5718 
 

(2) Documents to be submitted 

   Please refer to the next page (page 3). 

(3) Screening procedure 

   (1) In case of having any defect, doubt or mistake in any documents, we may request for correction.  

   (2) Result of screening procedure will be announced in 2 weeks after the document submission. 

   (3) Just only Original certificates like Academic Qualification, family relationship etc, will be returned back to 

unsuccessful applicants. 
 

5. Application for COE (Certificate of Eligibility) 

   (1) Applicants who have cleared all the documentation procedure will be applied for the Eligibility Certificate to the 

Fukuoka Immigration Authority. Recipient number will be notified. 

(2) After the COE is issued, we will notify the applicants and send its copy along with <Admission procedure to the 

Academy and Dormitory for 2019 October session> and the applicant must complete the admission formalities 

before the deadline. 
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Documents to be submitted    >> Japanese translation must be attached when mentioned. 

Deadline ： 21th November 2019 

※ Documents above from 1～7 are necessary for inspection of the immigration authority. Above 8 may request to submit on a process of inspection by 
the immigration authority. 

※ Submit a copy of your passport if you already have one. 
※ Applicants who had applied for a certificate of eligibility in the past must inform the school. 
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1 
Application form (our 

prescribed format ) 

Prescribed form must be clearly filled with necessary information.  Japanese translation of 

purpose of study must be attached. A photograph taken within three months (4cm × 3cm) must 

be pasted. 

2 

① Original graduation 

certificate from the last 

school attended  

If the applicant entered an elementary school at an age older or younger than the average entering 

age of compulsory education, must submit the statement of reasons   

②  Transcript from the 

last school attended 

School or college transcripts for all semesters at the last school graduated.  

 

3 Letter of Sponsorship 
Prescribed form. The financial supporter’s signature must be on it. 

※ Japanese translation must be attached. 

4 Balance certificate 
Bank Balance certificate of the financial supporter showing balance (at least 2 million yen) must be 

submitted. It must be issued after 1st September 2019. 

5 

Relationship certificate 

between the applicant and 

the financial supporter 

a. Documents issued by a notary public proving the financial supporter’s relationship with applicant. 

If the financial supporter is not a member of the same family, their relationship must be stated.※ 

Japanese translation must be attached 

b. If the financial supporter is not a member of the Relatives, their relationship and a certificate stating 

that he/she can support the applicant must be stated.  

※ Japanese translation must be attached 

6 
Employment  or 

enrolment certificate  

Those who are working now or had work experience in the past must submit an employment 

certificate issued by the responsible person showing company’s name, address and tel. number with 

seal and sign. Those who are students must submit enrolment certificate. ※ Japanese translation 

must be attached 

7 

Certificate of Japanese 

language study or J-test 

report card 

Prescribed form. Must be issued by the head of the institute. Must have the ability equal to N5 of 

the Japanese language Proficiency Test. Those who are studying now must show that they have 

already learned for more than 150 hours at the issuing date of this certificate.  

8 

Employment and income 

certificates of the 

financial supporter 

Employment certificate issued by the responsible person showing company’s name, address and 

tel. number with seal and sign must be submitted.  Income certificate for 3 years is needed.※

Japanese translation must be attached. 

9 Medical certificate 
Medical check done using the prescribed form must be completed within 1 month prior to 

application. 

10 
Photographs 

 (8 copies) 

Size 4cm×3cm. Taken within 3 months. Upper half, full-face, colored photograph without hat. 

Name on the back. 

11 
Dormitory application   

or Address Report 

Those who want to apply for dormitory must fill the prescribed form, and those who do not want to 

enter the dormitory must inform us their address in Japan.   

12 Application fee 

¥30,000 must be paid to our office directly or remitted to the prescribed bank account (page 2). 

When you remit to the bank, a copy of the “Application for Remittance” with applicant’s name must 

be sent to us. 



 

 

6. Admission procedure 

 (1)  Admission Method 

As soon as the COE is issued by the Fukuoka Immigration Authority, we will send you its copy along with <Admission 

procedure to the Academy and Dormitory for 2020 April session> and the applicant must complete the admission 

formalities before the deadline. If failed to complete the admission procedure (submission of necessary 

documents and payment of school fee), the applicant will be regarded as a defaulter.    

(2) Tuition fees and Other Expenses 

Tuition 

others 

University Preparatory 

course 2 years 

Japanese Language course 

2 years 

Japanese Language course 

1 year 

annual payment annual payment annual payment 

Selection fee 30,000 yen 30,000 yen 30,000 yen 

1st 

year 

Admission fee  70,000 yen 70,000 yen 70,000 yen 

Facilities fee  60,000 yen 60,000 yen 60,000 yen 

Tuition fees 640,000 yen 580,000 yen 580,000 yen 

Total 800,000 yen 740,000 yen   740,000 yen 

2nd 

year 

Tuition fees 600,000 yen 580,000 yen  

Total 600,000 yen 580,000 yen  

Total 1,400,000 yen 1,320,000 yen   740,000 yen 
 

② Other Expenses 
   University Preparatory 

course : 2 years 
Japanese Language 

course : 2 years 
Japanese Language  

Course : 1 year 
National health 

insurance 
37,000 yen 37,000 yen 19,000 yen 

Fee for medical check 8,000 yen 8,000 yen 4,000 yen 

Traffic insurance 10,000 yen 10,000 yen 5,000 yen 

Alumni fee 10,000 yen 10,000 yen 10,000 yen 

Total 65,000 yen 65,000 yen 38,000 yen 

1. National health insurance      
①We have a national health insurance system in Japan and this system is equally applied to foreigners as well. An insured student need to pay 30% of 
the medical costs.  
②All students must subscribe for national health insurance. School keeps the money for annual payment and pays it to the Health Insurance and Pension 
Section of Fukuoka City (each ward office).    

2. Fee for medical check up         
   According to the School Health Law, students must take medical check once a year (X-ray and blood test). 
3. Traffic insurance 

    Medical costs for injury or any penalty caused by accident will be paid by the insurance company. 
4. Alumni fee (see Page 5) 

 
Payment method  Choose No 1) or No 2) from the following payment methods for each course  

 

  【各コース】 １年間、２年間を選択して納付すること。   

費 目 
University Preparatory 

course : 2 years   

Japanese Language course : 

2 years 

Japanese Language course : 

1 year 

Selection fee 30,000 yen 30,000 yen 30,000 yen 

Tuition fees  770,000 yen 710,000 yen 710,000 yen 

Other Expenses  65,000 yen  65,000 yen  38,000 yen 

No 1)1st year total 865,000 yen 805,000 yen   778,000 yen 

 
Selection fee 30,000 yen 30,000 yen 

Tuition fees 1,370,000 yen 1,290,000 yen 

Other Expenses  65,000 yen  65,000 yen 

No 2) 2years total 1,465,000 yen 1,385,000 yen 
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 (3) Payment procedure at the time of admission 

    The payment (above amount) should be made to the designated bank account (page 2).  In order to inform us of 

your payment, a copy of <Application for Remittance> with applicant’s name on must be sent with the promise 

letter and guarantee letter.  The deadline of payment will be 15th March 2020.  If you couldn’t pay before the 

deadline with any special circumstance, you need to inform to school in advance.  In case the payment should be 

done by 14th April 2020.  If failed to complete the admission procedure (submission of necessary documents and 

payment of school fee) within the deadline, the applicant will be regarded as a defaulter. So you cannot enter to 

Japan as well as to dormitory after that. 

 (4) The admission approval certificate and Certificate of Eligibility (original) will be sent to those who complete the 

admission procedure.  

 (5) Successful applicants with COE, should go to the Japanese Embassy or consulate to apply for a student visa. 

 (6) Notify your schedule of arrival by sending a copy of Air ticket booking slip to this school. In some case it might not be 

possible to pick you up at the airport. 

 (7) Entrance Ceremony; 8th April 2020, Second entrance ceremony will be held on 8th May 2020.  

(8) Last date for entry in Japan is 7th May 2020(Thu). The permission shall be cancelled if you cannot attend the second 

entrance ceremony. Return of the Payment would be done according to the rule of Refund procedure. 

(9) Payment of 2nd semester will be 31st July 2020(Wed). 

<Scholarship Program> 

(1) Selection of scholarship students 

Academic results of the last school attended, attendance and result of the Entrance exam test will be considered as 

criteria for selection of scholarship students. 

(2) Type of scholarships and the amount of tuition fees to be exempted 

     Scholarship student A type:  ¥300,000 will be exempted from the 2nd year tuition fees. 

     Scholarship student B type:  ¥100,000 will be exempted from the 2nd year tuition fees. 

 

<Kyushu Eisu Gakkan Japanese Language School Alumni>  

Kyushu Eisu Ggakkan Japanese Language School (International Language Academy) Alumni was formed on Nov 3rd, 

2007. It has been 25 years since our school was opened in 1991 and more than 5,000 students have graduated. Among the 

graduates, there are people who have found themselves established in society and many of them are still enrolling at the 

graduate or undergraduate level. The aim of formation of the alumni is to promote mutual relations among the members, 

with the school, and contribute to the social development. All the students of this school will become member of Kyushu 

Eisu Gakkan Japanese Language School Alumni and pay the subscription. Subscription is ¥ 10,000 (entry fee¥ 5,000 and 

membership charge ¥ 5,000). Subscription will be paid at the time of admission to the School and the Dormitory and this 

amount will be transferred to the bank account of the Alumni later. At present there are branch alumni offices in Shenyang 

and Shanghai. In the future branch offices will be opened in other cities and in the universities where our graduates enroll.  
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Guideline for entry into dormitory 

1. Capacity 

Nishijin International dormitory (new building. for girls and old building. for men)    210 people 

Notes  ① The Academy will assign the room for those who complete all the procedures to enter into dormitory. 

When all the rooms are filled up, we can introduce some agencies for private apartment rooms. 

     ② In principle the boarder is allowed to stay in the dormitory until the end of March 2020. 

２． Facilities 

 Boarder/room Furnishings /room Common facilities 

Nishijin 

International 

dormitory 

1 person 

2 person 

4 person 

desk, chair, locker, bed, air 

conditioner, toilet, refrigerator, 

bathroom, WIFI 

vending machine, IH cooker, coin 

laundry, big size TV 

     ※ These rooms are basically for two or four persons. 

※ Monthly dormitory fee does not include blanket rent, electricity and water bills. The boarder must pay them by 

himself / herself.  

 ※ Food will not be provided in the dormitory. There are gas stoves for common use. 

 ※ The deposit money is for key, equipments and furnishings. When the boarder leaves the dormitory, the deposit 

money will be paid back excluding the costs of refrigerator use (¥2,000 for each room for six months), garbage 

disposal (¥150 per month ), charge (¥10,000 ), charge for picking up from the airport(¥1,000), key, bedding, 

equipment & furnishings repair, etc.  

3. Admission procedure to the dormitory 

①  Application form and Promise letter for entrance to the dormitory (prescribed form) must be submitted. 

② The following payment of total dormitory related charges must be paid with their tuition fee. 

  Dormitory related charge 

 Admission fee Dormitory fees Deposit Total 

2 persons ¥50,000 for 6 months  ¥108,000  ¥30,000  ¥188,000  

4 persons ¥25,000 for 6 months ¥72,000 ¥20,000 ¥117,000 

1 person ¥100,000 for 6 months  ¥216,000  ¥60,000  ¥376,000  

  ・ Approval for entering the dormitory will be mailed to those who have completed the admission procedure to the 

dormitory. This approval letter should be submitted to the dormitory when the student enters into the dormitory. 
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Return of Payment 

(A) Paying back the fees before admission 

1)   If the applicant does not apply for a student visa, in spite of getting the Certificate of Eligibility and completing 

all the procedures for admission, all other fees except application fee and refund fee(￥30,000), will be refunded, 

On condition that the acceptance letter and Eligibility Certificate are returned to us. 

2)   If the applicant is refused a visa and cannot enter Japan, in spite of getting Certificate of Eligibility and completing 

all the procedures for admission, all other fees except application fee and refund fee (￥30,000), will be refunded, 

on condition that the applicant returns the acceptance letter and the copy of the pages of the passport showing 

that the visa is not issued. 

3)   If the applicant, declines admission before coming to Japan, after getting a visa, in spite of completing all the 

procedures of admission, all other fees except application fee and refund fee (￥30,000), will be refunded, on 

condition that the applicant returns the acceptance letter and a copy of the pages of the passport showing that the 

visa is not used and cancelled. 
 

※The international bank transfer fees must be carried by the applicant in all of three conditions. 

 

 

(B) Paying back the fees after entrance  

1. Paying back in case of drop out after entrance 

1) If a student leaves or is expelled from school within 6 months of enrolment, then just the tuition fee of next 6 

months (2nd semester) will be refunded. But in case of leaving or expulsion after six months from enrolment, tuition 

fees paid for the first year will not be refunded on any grounds. If the fees for the second year are paid in advance, 

it will be refunded. 

2) If a student of the 1.5 years course, 1year 3 months course, 1year 6 months course and 1year 9 months course, who 

is enrolled in the second year leaves or is expelled from school, tuition fees paid for the second year will not be 

refunded. 

3) If a student of the 2years course enrolled in the second year leaves or is expelled from school before or at the end 

of the 1st semester of the second year, tuition fees for the 2nd semester of the second year will be refunded. 

4) If a student of the 2years course enrolled in the second year leaves or is expelled from school after starting 2nd 

semester of the second year or before graduation, tuition fees for the second year will not be refunded. 

2. About balance of tuition fees in case of changing a study course after enrolment 

In principle changing a study course after enrolment would not be accepted .For example changing a course from 

university preparatory course to Japanese language course or from Japanese language course to university preparatory 

course or changing the duration of course (eg.1.5 years to 1year 3 months etc.) would not be permitted. It can only be 

accepted if there are especial reasons. In case of acceptance the remainder of tuition fees will not be refunded, but if 

there is a lack of tuition fees then students must pay it.  

3. Paying back dormitory charge after entrance 

1) If the boarder is allowed to leave the dormitory, the balance of the dormitory charge after calculation will be transferred to 

the bank account designated by the boarder. 

2) In case of drop out or expulsion, the balance of the dormitory charge after calculation will be transferred to the bank account 

designated by the boarder. 

3) The necessary bank charge for paying back the balance of dormitory charge must be carried by the boarder. 
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