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１．【授業時間】  

開講時期 修業期間 時間帯 

 

４月・１０月 

１年 月曜日～金曜日 

45分×４コマ（1 日当たり） 

午前クラス： 9:00～12:30 

午後クラス： 13:30～17：00  

1年６か月 

２年 

※授業時間は所属クラスによって、午前の部と午後の部に分かれます。 

   （午前、午後の選択はできません） 

 

２．【定員】 100名 (定員に達し次第、募集締め切りいたします)。 

 

３.【出願時期】 

 応募対象者 出願期間 

４月生 留学ビザ申請者 前年 7月 1日～10月 31 日 

留学ビザ申請不要者 前年 7月 1日～当年 2月 28日 

１０月生 留学ビザ申請者 前年 1月 30日～当年 4 月 30日 

留学ビザ申請不要者 前年 1月 30日～当年 8 月 31日 

 

4.【入学資格】    ①外国において、12年間以上の学校教育を修了（見込み）の者。 

②外国において、大学への入学資格となる中等教育を修了している者。         

③本校において、①および②と同等であると認めた者。 

④１８歳以上の者。 

5.【出願方法】 ①申請者または保証人が書類を本校にご持参ください。 

        ②申請者、または保証人が日本にいない場合は、出願書類を郵送ください。 

               (※保証人とは、申請者の出願指導と在日中の指導を行う方です) 

 

6.【出願先及び受付時間】 

  せいがん日本語学校 

〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居 3-2-9 

TEL：06-6606-0238/ FAX：06-6606-7641 

E-mail： scjc@earth.ocn.ne.jp  URL： http://www.seigannihongo.com/ 

Facebook： http://www.facebook.com/seigan.jls 

月曜日～金曜日 9：30～17：30 

(※ただし、日本の祝日と本校が定める休日は除きます。) 

mailto:scjc@earth.ocn.ne.jp


7. 【学費（単位：日本円）】    
 １年 １.５年 ２年 

選考料 \30,000 

入学金 \50,000 

授業料 \630,000 \945,000 \1,260,000 

諸経費 
\60,000 \90,000 \120,000 

教材費 実費 

合計 \770,000 \1,115,000 \1,460,000 

※特記事項※ 

①選考料、入学金は理由の如何を問わず返金いたしません。 

②教材費は、別途実費負担となります。 

③諸経費には、校外学習と健康診断の費用も含まれています。 

       ④納入された学費は、原則として返金いたしません。 

       

 

8.【アルバイト】 

・留学ビザは、入国管理局からの資格活動許可を得た上で、週 28時間以内、長期休

業期間（夏休み・冬休み・春休み）は１日 8時間以内で就労ができます。 

※注意※  

資格外活動許可を得ずに就労したり、定められた上限時間されている時間を越えて就労、また、資格外活

動許可の期限が切れたまま就労した場合は出入国及び難民認定法により処罰されます。(20 万円以下の罰

金を払うか、拘束されるか、本国に送還されます）。 

・許可が降りる前は就労できません。許可証の有効期限とビザの有効期限は同じです。 

本校卒業後、資格外活動のみを行うことはできません。 

・在留期間の更新の都度、資格外活動許可の申請が必要です。風俗営業関連の業種で

就労することは厳しく禁止されています。( ※風俗営業関連の業種とは、バーやキャバレーなど

客席に同席してサービスする業種、パチンコ店や麻雀店をさします。（皿洗いや清掃でも就労不可）。 

 

9. 出願書類に記入する際の注意事項 

入学願書 

※学歴の入学年齢や課程の年数などが変則的な場合は、その理由を説明する学校からの 

文書を添付してください。 

※全て手書きで記入するか、パソコンで作成し、署名欄に直筆サインしてください。 

※添付する資料が、日本語・英語・韓国語以外で作成されている場合、これら３言語 

いずれかの翻訳を添付ください。 

 

 

 



出願から入学まで 

Ａ．留学ビザ申請者（入学の６ヶ月前～） 

 

 

資料請求    

↓  

    

必要書類記入 

※面接合格後、選考料支払い 

 

↓ 

学校から入国管理局に 

在留認定資格申請 

↓ 

学校より在留資格認定書 

交付結果を連絡 

↓ 

入学金・授業料の支払い 

↓ 

在留資格の受取 

↓ 

本人居住地域の日本大使館/ 

領事館にてビザを申請 

↓ 

来日予定を学校へ連絡 

↓ 

来日・レベルチェックテスト 

(来日して１４日以内に住民票申請、 

健康保険加入必須) 

  

Ｂ．留学ビザの申請が不要な方（ワーキングホリデービザ保有者、配偶者ビザ等） 

資料請求 

↓ 

願書提出 

↓ 

出願書類審査・結果交付 

↓ 

入学金・授業料支払い 

↓ 

※クラス開始前にレベルチェックテスト 

●Web から問合せ、またはメールで資料請求 

（名前・住所・入学希望時期・目的記載要） 

●各種用紙に記入の際、間違いがないように読みやすく、 

確実にご記入お願いします。（記入漏れ、間違いがあると 

受付できない場合があります。）修正テープ等の使用しない

でください。サインは直筆でお願いします。 

書類審査・面接で合否を決定いたします。 

●４月入学希望の場合：前年の 10月末日までに提出 

●１０月入学希望の場合：同年の 4月末日までに提出 

 

●この期間、２～３ヶ月かかります。 

●授業料を指定の口座に振り込み後、本校から在留資格認

定書をご本人様へ郵送します。 

支払いをしたむねをご連絡お願いします 

 

●すみやかに申請お願い致します。 

●入学日の１～２週間前までにお越しください。 

※平日：9：00～17：00までの間でお越しください。 

(出迎えが必要な場合は、航空便の便名、日時をスタッフに知らせ

てください。) 

※週末の来日は避けてください。 

●4 月入学希望の場合：当年の２月２８日までに提出 

●１０月入学希望の場合：同年の８月３１日前までに提出 

※書類に不備がある場合、再提出になることもありますので余裕を持

ってご提出よろしくお願い致します。 

 

●支払いをしたことを本校にご連絡お願いします。 



 

10．振込先（下記 3つのいずれかに、お振込ください） 

お振込みいただきましたら、お手数ですが本校までご連絡ください。 

( ※円でのお振込みをお願いします。また、行手数料はお客様負担でお願い致します) 
 

銀行名: 三菱東京 UFJ銀行(Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ)  記号０００５    

支店: あびこ支店 (番号: ０５６) 

 

Swift コード: BOTKJPJT (CLS CONTROL BRANCH BOTKJPJTCLS) 

銀行住所: 日本国大阪府大阪市住吉区苅田 7-12-32 

口座番号: ０１５６５５１ 

口座名義人: せいがん日本語学校 今川 日出夫  

      (Seigan Nihongo Gakkou Hideo Imagawa) 

 

 

銀行名: 池田泉州銀行(Ikeda senshu ginkou)  記号 ０１６１    

支店:長居支店 (番号０２６) 

Swift コード: BIKEJPJS 

銀行住所：〒558-0003 日本国大阪府大阪市住吉区長居 3-8-14  

口座の種類: 普通 

口座番号: ３００５２５５ 

口座名義人: せいがん日本語学校 今川 日出夫  

      (Seigan Nihongo Gakkou Hideo Imagawa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Flywireでのお振込みについて】 

 

Flywire とは、教育機関向けの国際的な送金サービスで、自国の銀行から当校の銀行口座への振込み

や、クレジットカードでのお支払いが出来ます。下記からご自身のアカウントを作成してご利用くだ

さい。ウェブサイトは各種主要言語に対応しています。 

(※振込先は、東京三菱 UFJ銀行と同様の口座へお願い致します。) 

 

Flywire URL : https://www.flywire.com/pay/seigan/ 

*詳細につきましては、下記をご確認ください。 

     URL： https://www.flywire.com/how-it-works to learn more! 

お客様問合せ URL： support@flywire.com  

 

 

 

 

https://www.flywire.com/pay/seigan/


 せ い が ん 日 本 語 学 校  

出願書類一覧 

 

以下、該当する必要書類をご準備下さい。但し、入国管理局からの要請や、個々の申請状況により、 

別途追加書類をお願いすることもあります。また留学理由書及び各種証明書は、必ず日本語訳を添付

して下さい。選考料は申請書類受理の際、納付して頂きます。 

 

 

＜◎＝必須       ○＝あれば提出＞ 

 

 

 

長期 志願者が提出する書類 備考 

◎ 入学志願書（本校指定）  

◎ 写真（縦４㎝×縦３㎝）（6枚） 3ヶ月以内に撮影されたのもの 

◎ パスポートのコピー ・身分欄 

・日本への出入国歴 

・ビザのページ 

◎ 最終学歴を証明する書類 ・最終学歴卒業証明書 

・卒業見込み証明書（現在高校在学中の場合） 

◎ 日本語学習証明書 

（学習期間・総学習時間・学校名や所

在地・連絡先は必ず明記） 

以下のいずれか提出 

・高校、大学等での成績証明書 

・日本語学校発行の証明書 

・日本語能力試験認定書(JLPT/NAT)の証明書 

○ 在学証明書 又は 休学証明書 現在、大学などに在学中の場合 

○ 在職証明書 

(会社名・役職・在職期間等明記) 

在職中(正規雇用)の場合、以下のいずれか提出 

・雇用証明書 

・雇用契約書(会社署名必要) 

〇 家族関係証明書  

○ 在留カードのコピー（表・裏） 日本在住の場合 

長期 経費支弁者が提出する書類 備考 

◎ 経費支弁書（本校指定）  

◎ 親族関係等立証証明書 戸籍謄本など 

◎ 預金残高証明書 

(※過去 1年間分の取引明細書と残高証

明書) 

学費、生活費等、留学に必要となる十分な金額 

(※預貯金 150万円以上必要) 

◎ 在職証明書・営業許可書・法人登録簿 納税証明書でも可 

◎ 年収 / 納税証明 ※年収 150万円以上必要 

○ 住民票 日本在住の場合、家族全員分 


