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2023 年度 募集要項 

 

1. 募集コース 

      

募集コース 入学月 修学期間 

実用日本語1年コース 10月 2023年10月～2024年09月 

進学1.6年コース １０月 2023年10月～2025年03月 

進学1.9年コース 7月 2023年07月～2025年03月 

進学 2年コース 4月 2023年04月～2025年03月 

 

2. 授業時間帯 

 

3. 募集条件 

・下記条件を全て満たす者 

  ＊学歴 

12年間の学校教育を修了した者、又はこれに準じる課程を修了したと認められる者 

  ＊年齢 

    18歳以上、最終学歴卒業後5年を経過していない者 

  ＊日本語能力 

    日本語能力試験4級(N5)以上の合格者、またはこれと同等の能力がある者 

 

4. 選考方法 

基本的に書類審査。必要に応じて、面接を行う。 

 

5. 申請方法及び出願期限 

以下期限までに下記の出願書類を本学院に提出してください。 

出願書類提出期限：      

2023年 4月入学 ： 2022年9月上旬 ～ 2022年11月中旬 

2023年 7月入学 ： 2023年1月上旬 ～ 2023年3月中旬 

2023年10月入学 ： 2023年4月上旬 ～ 2023年5月中旬 

   -出願書類提出期限は、入国管理局の提出期限により多少前後する可能性があります。 

 

曜日 午前・午後 授業時間 

月曜日～金曜日（週5日制） 

1日2コマ(90分/コマ)  

午前 08：30 ～ 11：45 

午後 14：00 ～ 17：15 
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6. 申し込みから入学まで 

 

1. 入学を希望する方は必要書類を本学院に送付 

2. 書類審査と面接 

3. 合格通知 

4. 申請料の納付 

5. 那覇入国管理局への審査申請 

6. 那覇入国管理局より本学院へ在留資格認定証発行 

7. 本学院より申請者へ在留資格認定証発行の通知 

8. 申請者より本学院へ初年度費用の納付 

9. 本学院より申請者へ入学許可証と在留資格認定証の送付 

10. 申請者の本国の日本在外公館でのビザ申請（申請者本人） 

11. 来日と本学院入学 

 

① 申請者書類 

書  類  訳文  備          考  

入学願書 

（A-1） 
原本 ○ 

本人直筆を厳守してください。 

学校名・勤務先・住所などは略さずに正確に記入してください。 

また空欄は避け、無い場合は「無」と記入してください。 

 

 

 

履歴書 

（A-2-1,2） 
原本 ○ 

本人直筆を厳守してください。 

学校名・勤務先・住所などは略さずに正確に記入してください。 

また空欄は避け、無い場合は「無」と記入してください。 

*小学校入学が正規就学年齢以外の場合、小学校発行の入学卒業

に関する証明書をご提出ください。 

日本留学の目的、本校入学後の学習目標・進路・将来の夢などに

ついて具体的に記入してください。 

 

 

 

 

最終学歴卒業証書 原本 ○ 
最終学歴の卒業証明書または、卒業証書を提出してください。 

在学中の学生については、「在学証明書」をご提出ください。  

最終学歴成績証明 原本 ○ 最終学歴在学期間中全ての成績証明書をご提出ください。 
 

在職証明書  または在学証明書 原本 ○ 現在在学中・在職中の方のみご提出ください。  

写真８枚 原本 ― 

縦4cm × 横3cm ３ヶ月以内に撮影されたもの。 

裏に「沖縄JCS学院」・氏名・国籍・生年月日を記入してください。 

写真は指定のサイズに切って提出してください。 

 

 

 

日本語能力 

(学習歴)を 

立証する書類 

原本 ○ 

次のいずれかをご提出ください。 

ⅰ）日本語能力試験（財団法人日本国際教育協会主催）4級(N5) 

以上の合格認定書 

ⅱ）本国における日本語学習時間 150 時間以上を証明する書類 

＊学習期間・総学習時間・レベルが明記されていること。  

パスポート 写し ― 
申請時、既に取得済みの場合は、身分事項欄及び日本への出入国

記録ページの写しをご提出ください。  

誓約書（A-3） 原本 ― 本校指定用紙です。本人直筆を厳守してください。 

入寮申込書（A-4） 原本 ― 
本校指定用紙です。本人直筆を厳守してください。 

入寮を希望する場合、入学の1ヶ月前までに提出してください。 
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②経費支弁者書類 

 

注意事項 

＊必要に応じ、追加書類の提出を求められることもありますので、その点ご了解ください。 

＊全ての書類は、申請者、経費支弁者によって書かれ、署名されたものを提出してください。 

＊書類に記入ミスがあった場合は、消しゴム、修正液などで消さずに改めて書き直しをしてください。 

＊訳文が必要なものは訳文を作成してください。訳文はA4サイズの用紙に作成し、翻訳者の氏名(署名含む)、 

連絡先、作成日を明記してください。 

＊写しで提出する書類については、カラーコピーでご提出してください。カラーコピーでの提出が難しい場合は、白黒コピー

+カラー写真で提出してください。 

 

 

 

7. 納入金  

 

                              

 実用日本語1年コース 進学1.6年コース 進学1.9年コース 進学2年コース 

入 学 金  \80,000 \80,000 \80,000 \80,000 

学   費 \600,000 \900,000 \1,050,000 \1,200,000 

施設設備費 \15,000 \20,000 \22,500 \30,000 

教 材 費 \20,000 \25,000 \27,500 \30,000 

課外活動費 \15,000 \22,500 \26,250 \30,000 

災害補償保険料 \16,690 \24,600 \29,020 \33,380 

諸   費 \15,000 \20,000 \22,500 \25,000 

合   計 \761,690 \1,092,100 \1,257,770 \1,428,380 

*初年度費用は一括納入をお願い致します。 

 

 

書 類  訳文 備           考  

経費支弁書 

（B-1） 
原本 ○ 

本校指定用紙です。本人直筆を厳守してください。 

住所等は正確に記入してください。  

預金残高証明書  

または通帳コピー 
原本 ○ 予定学習時間の支弁に見合う金額が必要です。  

 

在職証明書 原本 ○ 
勤務先発行のものをご提出ください。                   

自営業または会社経営者の場合は法人登記簿等をご提出ください。  

年収入証明書    
または納税証明書 原本 ○ 過去 1 年分の収入を証明するものをご提出ください。 

 

申請者との関係を 

立証する書類 
原本  ○ 戸籍謄本など公的な書類をご提出ください。  

身元保証書 

（B-2） 
原本 ― 本校指定用紙です。本人直筆を厳守してください。 

選考料 ￥20,000 
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8. 学費等の納入及び返還について 

納入金について  

＊申請料  

-選考を通過した申請者は申請料を納入してください。  

 ＊入学金及び学費等その他の納入金 

-在留資格認定証明書交付後に納入してください。 

 

 

返金について 

  ＊在留資格認定証明書交付後、入国査証(ビザ)が認められず来日できなかった場合 

・在留資格認定証明書交付後、在外公館で入国査証(ビザ)の審査を申請したが、認められず来日できなかった場

合は、申請料・入学金を除いた納入金を返金致します。ただし、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を確認できる書類、納入金の領収書などの提出ができる場合に限ります。 

  ＊在留資格認定証明書は交付されたが、ビザの申請を行わず、自己都合により、入学を辞退した場合 

・申請料・入学金・（入寮の場合は、寮保証金）を除いた納入金を返金致します。ただし、入学許可書、在留資格認

定証明書の返却及び納入金の領収書の提出ができる場合に限ります。 

 

＊申請料は、理由の如何を問わず、返金は致しません。 

＊在留資格認定証明書交付後に入学を辞退する場合、入学金の返金は致しません。 

＊入学後、中途退学する場合、納入金の返金は行いません。 

＊入寮後、半年間は、理由の如何を問わず、寮費の返金は行いません。 

 

9. 入学金・学費などの振込先 

海外から送金の場合は、電信送金(T/T)にて下記口座にお振込みください。送金手数料はご負担願います。 

○ 口座名義 (A/C NAME) ： JCS学院 新垣昌人（JCS GAKUIN ARAKAKI MASATO） 

○ 銀行名 (BANK) ： 沖縄銀行波之上支店（BANK OF OKINAWA, NAMINOUE BRANCH） 

○ 所在地 (BANK ADDRESS) ： 1-1-12 WAKASA, NAHA-SHI,OKINAWA 900-0013 JAPAN 

○ 口座番号 (A/C #) ： 普通 1616649  ORDINARY ACCOUNT 

○ SWIFT CODE ： BOKIJPJZ 

 

  書類送付先及び連絡先 

 

 

 

 

 

沖縄JCS学院 

 
   

〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-11-13 （本校） 

〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-23-7  （第２校舎） 

TEL：（81）98-862-0045 FAX：（81）98-862-0053 

E-mail：info@okinawajcs.com       

URL：www.okinawajcs.com 
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