
2020年 4月改定 

募募  集集  要要  項項  
日立さくら日本語学校 

HITACHI SAKURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

１． 入学期間と学習期間 

入学は年に 2回受付けています。 

 

 

 

 

 

２. 出願資格 

日本語の取得を目指す方、または大学院、大学、専門学校等への進学を希望する方 

（進学 2年/1年 6か月コース） 

以下の１）から 3）の全てを満たす方 

１）日本国外において、学校教育における 12年の課程を修了している方 

2）日本語学習歴が 150時間以上の方（日本語能力試験N5レベル以上） 

3）入管申請用の書類を提出できる方（経費支弁能力のある方） 

 

３. 出願から入学まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 出願者が出願書類（当校書式）を当校に提出 （7月～9月/2月～4月） 

② 当校内の書類選考および面接試験等 （8月～10月/3月～5月） 

③ 当校が合格者の書類を入国管理局に提出[申請] （11月/6月） 

④ 出入国在留管理庁から「在留資格認定書」交付後、出願者（仲介者）に連絡 （2月/8月） 

⑤ 出願者が当校の銀行口座に初年度納付金を送金 

⑥ 入金確認後、出願者（仲介者）に「在留資格認定書」等を郵送 

⑦ 在外公館に「在留資格認定書」等を持参し、留学ビザを取得 

⑧ 出願者が留学ビザで日本へ入国し、当校へ入学 （4月/10月） 

入学期間 4月入学 10月入学 

学習期間 2年 1年6か月 

募集人員 100名 

 

⑧来日/入学 

 

④在留資格認定証明書

の交付連絡 

 

⑥入金確認の後、在留資

格認定証明書を送付 

入学希望者 

日立さくら日本語学校 
 

①出願書類の提出 ⑤納付金の振込 ⑦ビザ申請・取得 

 

②書類審査 

 

③入管へ在留資格認定

証明書申請 
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４. 出願の提出書類 

1. 本人提出書類 

※7 か国[スリランカ・中国(本土)・ネパール・バングラディシュ・ベトナム・ミャンマー・モンゴル]出身者は別途追加資料が必要 

 

 

2. 経費支弁者提出書類 

1 経費支弁書 当校指定用紙/日本語訳 自筆で署名をする 

2 申請者と経費支弁者の関係を証明する書類 写し 出生証明書、家族関係公証書等 

※日本在住者は、戸籍謄本・住民票(世帯全員分)が必要 

３ 身分証明書 写し 在留カードまたはパスポート等 

※支弁者が日本人の場合には、運転免許証等 

４ 預金残高証明書 原本/日本語訳  

５ 銀行通帳写し/出入金記録原本 日本語訳  

６ 在職証明書 原本/日本語訳 会社員の場合=>在職証明書      

自営業の場合=>営業許可証の写し 

会社役員の場合=>会社登記簿謄本等 

７ 収入証明書 原本/日本語訳 過去 3年分、収入または所得金額のわかるもの 

8 納税証明書 原本/日本語訳 過去 3年分 

9 資産形成説明書 原本/日本語訳 ※7 か国に該当する方のみ 

10 経費支弁者の家族一覧表 原本/日本語訳 支弁者が作成し、自筆で署名をする 

 

 

 

１ 入学願書 当校指定用紙/日本語訳 空欄がないように記入 

※ない場合は「なし」と記入 

2 履歴書 

就学理由書 

当校指定用紙 

日本語訳 

小学校から現在までの学歴・職歴を記載 

学校・職場の所在地は最後まで記載 

就学理由書は学歴・職歴に沿って具体的に詳しく記載 

3 最終学歴の卒業証書 原本/日本語訳 卒業証書または卒業証明書 

4 最終学歴の成績証明書 原本/日本語訳 入学から卒業までの成績が記載されているもの 

5 在学証明書 原本/日本語訳 現在、高校・大学などに在学している場合 

6 成績証明書 原本/日本語訳 現在、高校・大学などに在学している場合 

7 日本語試験 

日本語学習証明書 

原本 N5レベル以上の日本語能力を有することを証明するもの 

現地日本語学校の 150時間以上の証明書 

8 パスポート 写し 日本入国歴が有る場合は、出入国のわかるページの写し

も提出すること 

9 写真 10枚  縦 4㎝×横 3ｃｍ、3か月以内に撮影されたもの 

裏面に氏名・国籍・生年月日を記載 
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５．学生寮について 

日立さくら日本語学校では、はじめて日本に来る学生に対して、安心して日本の生活を過ごしていただくために、学生寮を完備 

しています。全ての寮は学校から徒歩圏内です。 

１．入居について 

入学から 6か月間は学校指定の学生寮に入居していただきます。 

● 備品（洗濯機・エアコン・冷蔵庫・ガスコンロ） 

● インターネット無料 

 

2. 寮費について 

１） 家賃は 1か月 20,000円です。 

2） 入居費 20,000円と家賃 6か月分を学費と一緒に納入してください。 

 

６．納付金について 

  納付金については日立さくら日本語学校から別途案内しますので、指定する期限までに振り込んでください。 

注）2019年 10月から日本国の法改正により消費税が 10％になりました。消費税分も併せてお支払いください。 

1. 授業料  

授業料 \580,000 

消費税 \58,000 

合計 \638,000 

 

2. 諸経費  

入学金 ¥50,000 

選考料 ¥30,000 

施設費 \20,000 

教材費 \15,000 

課外活動費 \10,000 

事務手数料 \5,500 

消費税 \13,050 

保険料（非課税） \10,000 

合計 ¥153,550 

 

3.  寮費 

入居費（初回のみ） \20,000  

家賃（6か月） \120,000 

家財保険（6か月） \3,000 

＊電気代・ガス代・水道代は実費 

＊退寮時に修繕費がかかります。 

初年度 

合計 ¥791,550 

※2年目 

2年コース \697,500 (税込)、1年半コース \367,500 (税込) 
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７．連絡先 

１. 振込先 

振込先口座 

 

金融機関名：  常陽銀行（金融機関コード 0130） 

ひたちなか支店（店番号 034） 普通預金口座 2312616 

口座名義：   日立さくら日本語学校 

SWIFT Code：   JOYO JP JT  

 

 

※ 注意点 

一度納入された費用は、原則として返金いたしませんのでご了承ください。但し、在外公館での日本国への入国ビザが発給され

なかった等の理由により来日できなかった場合には、入学金・選考料・入寮費を除く納入金を返金します。返金時の送金手数料

は入学申請者の負担とします。 

a. ）入国前・・・「入学許可証」「在留資格認定証明書」送付後、在外公館にてビザを交付された後に入学を辞退する場合は、取

得したビザをキャンセルし、取り消し印の記載されたパスポートのコピーを郵送してください。確認後、入学金・選考料・入寮費を

除く納入金の返金手続きを開始します。 

b. ）入国後・・・入学式の前に入学を辞退した場合は、在留カードのキャンセルが確認できた後に、入学金・選考料・入寮費を除く

納入金の返金手続きを開始します。 

※入学式以後に入 

学辞退した場合、退学扱いとし、原則として入学金及びその他納付金の返金はいたしません。 

 

2. 連絡先 

日立さくら日本語学校 

  〒317-0071 

  茨城県日立市鹿島町 1-7-6 

  電 話 海外から ＋81-294-22-1201       国内から 0294-22-1201 

  ＦＡＸ 海外から ＋81-294-22-1202       国内から 0294-22-1202  

E-mail   info@hitachi-sakura.com 
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