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１．入学までの流れについて 
 

１．申請書類の準備 

  （８～９ページ参照） 

（１）締切日までに申請書類を学校に郵送してください。 

（２）当校では、全ての書類が届き次第、入学許可に係る最終 

審査を行います。 

（３）審査結果により入学許可書を発行します。 

     ⇓ 

２．在留資格認定証明書交付申請 
当校は、申請者の代わりに出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申

請を行います。 

     ⇓ 

３．申請結果発表 当校から代理店・申請者宛に結果を通知します。 

     ⇓ 

４．学費納入 

  （６～７ページ参照） 
学費の納入締切日までに、学費等の支払い手続きをして下さい。 

     ⇓ 

５．書類の返却 
学費等の入金が確認でき次第、直ちに申請者の「在留資格認定証明書」 

「入学許可書」「入学案内」「申請時にお預かりしていた卒業証書等の 

原本等」を返送します(直接郵送或いは代理店経由で返送します)。 

     ⇓ 

６．在外公館での手続き 

（１）パスポート上の氏名などの情報が在留資格認定証明書上に記載 

されているものと一致しているか確認して下さい。問題のある 

場合は直ちに当校に連絡してください。 

（２）問題ない場合は自分の戸籍地を管轄する在外公館(日本国大使館・ 

領事館）で査証(ビザ)を申請して下さい。 

※手続きに必要な書類は、各地の在外公館でご確認ください。 

     ⇓ 

７．宿泊先及び航空券の手配 

（１）希望される宿泊先(寮など)があれば、当校又は当校の代理店に 

連絡してください。 

※寮は各自で手配しても構いません。 

（２）各自で航空券など手配してください。来日便が決まったら、 

当校又は当校の代理店に連絡してください。 

     ⇓ 

８．来日 

（１） 入国に際し、出入国審査カウンターで「在留カード」の取得申請

を行う必要があります。 

（２）「在留カード」の取得申請と同時に、「資格外活動許可申請」を行っ 

てください。 

※「在留カード」は日本国内に中長期間滞在する外国人が常に携帯 

しなければならないものです。  

（３）入国後は 14 日以内に居留地を管轄する市区役所に於いて、本人が 

「転入の届け(住民票登録)」や「国民健康保険」の加入を行う必要 

があります。 

（４）入学式に参加し、授業が開始します。 
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２．募集コース・入学時期 
１．  

No コース名称 入学時期 出願の締切日 

(１) 進学２年コース    ４月 入学前年１１月１日 

(２) 進学１年コース    ４月 入学前年１１月１日 

(３) 進学１年９ヶ月コース ７月 入学同年 ３月１日 

(４) 進学１年６ヶ月コース １０月 入学同年 ５月１日 

(５) 進学１年３ヶ月コース １月 入学前年 ９月 1日 

来日後に行うクラス編成試験(筆記及び面接試験)の結果により、希望するクラスと異なるクラスに 

配置される場合があります。 

※ 上記コースの他に、短期間の受講も可能です。詳しくは当校総務・営業課へお問い合わせ下さい。 

 

３．出願資格 
（１） 海外在住の方 

① 母国の正規の教育課程に於いて高校（後期中等教育）の卒業資格を有する方で、且つ１２年間以上 

の学校教育を修了し、日本の高等教育機関への入学の資格を有する方、またはこれに準ずる方。 

日本国内での進学を前提としない方は、その限りではありません。 

※高校修了までの教育期間が１２年に満たない場合、日本での大学等の高等教育機関への出願 

資格を満たしていないと見なされる場合があります。 詳しくは以下の日本学生支援機構（JASSO） 

サイトを御確認下さい。 

＝https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/koutou_nyugaku.html＝ 

※当校は文部科学省の指定を受けた「準備教育課程」を設置しております。この課程を修了する事で 

12年以上の学校教育を修了したと見なされ、高等教育機関への入学申請が可能となります。 

詳しくは、「準備教育課程募集要項」をご確認下さい。 

② 日本語能力試験（JLPT）Ｎ５級（旧４級）以上を取得している方、若しくはこれに準ずる能力を有する事 

の客観的な証明が可能な方。但し、入学時期により基準が異なります。 

③ 経費支弁者（学費や生活費等の負担者）の支弁能力を証明できる方。 

 

（２） 日本国在住の方 

入学時より継続して１年以上日本に滞在する事ができる在留資格を既に有している方、若しくはその 

見込みを有している方。 

 

４．授業時間 
午前クラス＝9:00～12:10  /  ・午後クラス＝13:00～16:10 

※クラス編成試験及び定期試験の結果に基づき所属クラスを決定します。 

※受講生がクラスを選ぶことは出来ませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/koutou_nyugaku.html
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 カリキュラム（例）  

 

＝午前クラス＝ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 9:00 

 9:45 
一限目 

メインテキスト 

（語彙） 

メインテキスト 

（文型） 

メインテキスト 

（聴解） 

メインテキスト 

（読解） 

メインテキスト 

（テスト） 

 9:45 

10:30 
二限目 

メインテキスト 

（文型） 

メインテキスト 

（会話） 

メインテキスト 

（問題演習） 

メインテキスト 

（読解） 

メインテキスト 

（発表練習） 

10:30 ～ 10:40 休 憩 時 間 

10:40 

11:25 
三限目 グループワーク 

会話 

（ロールプレイ） 
グループワーク 聴解 

進路指導 

／作文 

11:25 

12:10 
四限目 漢字・語彙 漢字・語彙 漢字・語彙 漢字・語彙 漢字・語彙 

 

＝午後クラス＝ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

13:00 

13:45 
一限目 

メインテキスト 

（語彙） 

メインテキスト 

（文型） 

メインテキスト 

（読解・ディスカッション） 

メインテキスト 

（プレゼン） 

メインテキスト 

（テスト） 

13:45 

14:30 
二限目 

メインテキスト 

（文型） 

メインテキスト 

（聴解） 

メインテキスト 

（会話・発音指導） 

メインテキスト 

（プレゼン） 

ホームルーム

／進路指導 

14:30 ～ 14:40 休 憩 時 間 

14:40 

15:25 
三限目 

ＪＬＰＴ 

対策授業 

ＥＪＵ 

対策授業 

ＪＬＰＴ 

対策授業 

ＥＪＵ 

対策授業 

ＪＬＰＴ 

対策授業 

15:25 

16:10 
四限目 漢字・語彙 

時事問題 

／ニュース 
漢字・語彙 

時事問題 

／ニュース 
漢字・語彙 

 

＝大学進学のための日本留学試験（ＥＪＵ）基礎科目対策授業＝※任意受講 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 9:00 

10:30 
 一限目  TOEIC/TOEFL 総合科目/化学 TOEIC/TOEFL 化学 

10:30～10:40 休 憩 時 間 
10:40 

12:10 
二限目  総合科目/数学２ 数学１/物理 総合科目/数学２ 数学１/物理 

 

大学進学のための日本留学試験(EJU)基礎科目対策授業について 

実施時期  ４月中旬～１１月中旬 

基礎科目  文科系：総合科目,数学Ⅰ,ＴＯＥＦＬ/ＴＯＥＩＣ 

理科系：数学Ⅱ,物理,化学,ＴＯＥＦＬ/ＴＯＥＩＣ 

 

尚、日本留学試験（EJU）基礎科目対策授業は大原学園の各科目の専任講師により行われます。 

また、対策授業の時間は予告なく変更する場合があります。 

EJU基礎科目対策授業は有料です。 料金は次ページをご確認下さい。 
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５．学 費 

５．学費（選考料含む）

（１）進学１年コース【４月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

１年目 在留資格認定証交付時 750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

（２）進学２年コース【４月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

１年目 在留資格認定証交付時 750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

２年目 在留資格更新時期 640,000 - - 580,000 20,000 40,000

1,390,000 30,000 80,000 1,160,000 40,000 80,000

（３）進学１年９ヶ月コース【７月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

１年目 在留資格認定証交付時 750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

２年目 在留資格更新時期 480,000 - - 435,000 15,000 30,000

1,230,000 30,000 80,000 1,015,000 35,000 70,000

（４）進学１年６ヶ月コース【１０月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

１年目 在留資格認定証交付時 750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

２年目 在留資格更新時期 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

1,070,000 30,000 80,000 870,000 30,000 60,000

（５）進学１年３ヶ月コース【１月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

１年目 在留資格認定証交付時 750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

２年目 在留資格更新時期 160,000 - - 145,000 5,000 10,000

910,000 30,000 80,000 725,000 25,000 50,000

※上記項目の「その他」は施設費、設備費、課外活動費、健康管理費の合計です。

合計

納付時期

納付時期

納付時期

納付時期

納付時期

合計

合計

合計

合計

 

 

６．大学進学のための日本留学試験（ＥＪＵ）基礎科目対策受講費 =任意受講=      

※ 受講を希望される方は、別紙「日本留学試験 EJU 基礎科目対策授業案内」を御確認頂くか、入学後に 

総務・営業課へお問い合わせください 

※ 受講料には教材・模擬試験等の代金を含みます。回数と料金は変更になる場合があります。 

文系／理系 科 目 費用（4 月～11 月） 

文系 
総合科目（全 60 回：前期 30 回・後期 30 回） 55,000 

数学１（全 50 回：前期 26 回・後期 24 回） 50,000 

文系・理系共通 TOEFL・TOEIC（全 35 回） 
35,000 

※4月～9月分 

理系 

物理（全 50 回：前期 26 回・後期 24 回） 50,000 

化学（全 50 回：前期 26 回・後期 24 回） 50,000 

数学２（全 50 回：前期 26 回・後期 24 回） 50,000 
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分納を希望する場合は、事前に当校の総務・営業課宛てにご相談ください。 

尚、2回目以降の学費納入時期については、学校より適宜案内を行います。 

（１）進学１年コース【４月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

第１回 在留資格認定証交付時 430,000 30,000 80,000 290,000 10,000 20,000

第２回 同年８月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

750,000 30,000 80,000 580,000 20,000 40,000

（２）進学２年コース【４月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

第１回 在留資格認定証交付時 430,000 30,000 80,000 290,000 10,000 20,000

第２回 同年　８月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第３回 翌年　２月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第４回 翌年　８月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

1,390,000 30,000 80,000 1,160,000 40,000 80,000

（３）進学１年９ヶ月コース【７月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

第１回 在留資格認定証交付時 430,000 30,000 80,000 290,000 10,000 20,000

第２回 同年１１月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第３回 翌年　５月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第４回 翌年１１月末 160,000 - - 145,000 5,000 10,000

1,230,000 30,000 80,000 1,015,000 35,000 70,000

（４）進学１年６ヶ月コース【１０月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

第１回 在留資格認定証交付時 430,000 30,000 80,000 290,000 10,000 20,000

第２回 同年　８月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第３回 翌年　２月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

1,070,000 30,000 80,000 870,000 30,000 60,000

（５）進学１年３ヶ月コース【１月入学】 単位：JPY

合計 選考料 入学金 学費 教材費 その他

第１回 在留資格認定証交付時 430,000 30,000 80,000 290,000 10,000 20,000

第２回 同年１１月末 320,000 - - 290,000 10,000 20,000

第３回 翌年　５月末 160,000 - - 145,000 5,000 10,000

910,000 30,000 80,000 725,000 25,000 50,000

納付時期

合計

納付時期

合計

納付時期

合計

納付時期

合計

納付時期

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学費の分納を希望する方 
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７．出願書類 

No 申請者本人が準備する書類 詳細

1 入学願書（当校指定用紙）

・申請者本人が必要な事項を不備がないよう全てご記入ください。

・経費支弁者の職業や勤務先の情報等、空欄がないようご注意ください。

・氏名はパスポートに記載された氏名をご記入ください。

・申請者直筆で署名してください。

2

就学理由書

（最終学歴となっている学校卒業後5年

以上経過している場合）

・任意様式

3

日本語教育機関卒業後の進路説明書

（最終学歴となっている学校卒業後5年

以上経過している場合）

・任意様式

4
証明写真（5枚）

※サイズ縦4cm×3cm

・写真は3ヶ月以内に撮影されたものを提出してください。

・正面向き、無背景、顔の輪郭が明瞭なもの。

5
パスポートまたは

身分証明書のコピー

・日本への出入国歴がある方は、出入国記録の記載がある全ページのコピー

もご用意ください。

6 最終学校の卒業証明書

・国により最終学歴の卒業証書（卒業証明書）の原本を提出してください。

・在学中の方は在学証明書や卒業見込証明書もご用意ください。

　※中国からの申請者

　　CHSIとCDGDC発行の認証（学歴認証、高考など）を提出すること。

　※ベトナムからの申請者

　　VN-NARICより「高校卒業証書の認証」を発行申請してください。

7 最終学校の成績証明書 ・出身の国や地域によっては、成績証明書の原本の提出が必要となります。

8 日本語能力立証資料

・日本語認証試験合格者は、証明書を提出してください。

（不合格者は成績表）

・結果待ちの場合は、受験票を提出してください。

・日本語学習証明書を提出する場合は、学習期間、時間数、出席率、

　終了目標レベル、コース名称、使用教材名等が明記されているか

　ご確認ください。

9 在職証明書（職歴がある場合のみ） ・勤務期間や職種、役職の記載があるものを提出してください。

10

結核非発病証明書

※フィリピン、ベトナム、中国、

　インドネシア、ネパール、

　ミャンマーの国籍を有する申請者の

　方は必ず提出してください。

・日本国政府が指定する医療機関が発行するものとする。

　詳細内容及び指定健診医療機関の一覧は、下記URLにアクセスして

　ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko

u/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html

11 日本語訳文 ・1～10の提出書類全てに関する日本語訳文
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No 経費支弁者が準備する書類 詳細

12
経費支弁書

（当校指定用紙）
・具体的援助額、方法などを詳しく記入し、直筆で署名してください。

13
経費支弁者家族一覧表

（当校指定用紙）

・経費支弁者の家族（同居、別居問わず）及び経費支弁者と同居する

　ものを記入すること。

・経費支弁者直筆で署名してください。

14 経費支弁者家族構成を立証する資料

【在外経費支弁者の場合】

・支弁者の家族全員分の戸口簿写し、戸籍簿写し等。

【在日経費支弁者の場合】

・世帯全員の住民票

15
経費支弁者と申請人との関係を

立証する資料
・出生証明書、親族関係証明書

16 預金残高証明書（原本）

・口座番号、通貨単位の記載のあるもの。

・発行日が3ヶ月以内のもの。

・学習期間に見合う預金残高があるかご確認ください。

17 経費支弁者の職業を立証する資料 ・在職証明書、営業許可書、事業登録証明書写し等。

18 過去3年間の資金形成過程立証資料
・過去3年分の出入金明細書又は過去3年分の預貯金通帳の写し等。

（15.預金残高証明書について、金額の形成過程を説明する資料）

19
過去3年間の経費支弁者の収入を

立証する資料

・過去3年分の納税（課税）証明書又は

　過去3年分の収入（所得）証明書。

20 日本語訳文 ・12～19の提出書類全てに関する日本語訳文
 

 

注 意  
（１）出願書類に不備がある場合、全ての書類が揃うまで、選考の対象となりません。 

（２）提出頂いた出願書類は、卒業証書等の原本を除いて一切お返しできません。 

（３）これからパスポートを申請する方へ。 

① 入学願書上に記入した自分の氏名のアルファベット表記をもう一度確認して下さい。 

② このアルファベット表記が、「査証」や日本で携帯する「在留カード」上に記載されます。 

③ 入学願書上の表記と、パスポート上の表記が必ず同じでなければなりません。 

④ 表記が異なる場合、査証が発給されませんので、注意して下さい。 

（４）出入国在留管理庁の指示により、提出書類が変更になる場合があります。出願前に当校または 

指定代理機関にご確認ください。 
 

８．出願書類提出方法及び提出先 
①当校指定の各地代理機関に御相談ください。 

②経費支弁者が日本在住の場合、経費支弁者が直接当校へ出願することができます。 

書類提出先 学校法人大原学園  大原日本語学院 総務・営業課 

東京都江戸川区船堀１－４－１４ 

電話：+81‐3‐3237‐7120 / ファックス：+81‐3‐5605‐6133 

E-mail： info.ojls@mail.o-hara.ac.jp 
 

※ 出願書類は提出期限まで受け付けますが、出来るだけ早めに必要書類をご提出ください。  

なお、出願期間中であっても定員になり次第、締め切ることがあります。 

mailto:info.ojls@mail.o-hara.ac.jp
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９．出願選考料及び入学金学費等のお支払い方法 
      選考料は出願書類に添えて当校指定の代理機関に提出するか、下記の銀行口座へお振込ください。 

また、在留認定許可の後、入学を希望される方の学費等の振込先も同じとなります。  

（※現金では受け付けられませんのでご注意ください） 

 

 【選考料及び入学金・学費等の振り込み先】 

１．海外から振り込みをする場合 

 

 

 

 

 

２．日本国内で振り込みをする場合 

 

 

 

 

 

※銀行送金手数料は送金人負担とさせて頂きます。 

 

１０．入学辞退（キャンセル）時の返金規定 
一旦、納入して頂いた選考料･入学金･授業料等は原則として返金しません。 

但し、以下の場合には当校の定める方法に則り、返金手続きが出来るものとします。 

＊１．入国管理局に申請した在留資格認定証明書が不交付となった場合。 

  → 選考料を除く全納入金を返還します。 

＊２．在留資格認定証明書は交付されたが入国査証(ビザ)の申請を行わず不来日の場合。 

  → 選考料と入学金を除く全納入金を返還します。  

但し、在留資格認定証明書の原本と入学許可証の返却を条件とします。 

＊３．在留資格認定証明書が交付され入国査証(ビザ)の申請を行ったが、在外公館(日本国大使館･ 

領事館等)で査証発給が認められなかった場合。 

  → 選考料と入学金を除く全納入金を返還します。 但し、在外公館において入国査証が発給され 

    なかった事の確認と入学許可証の返却を条件とします。 

＊４．在留資格認定証明書が交付され入国査証(ビザ)を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合。 

  → 入国査証が未使用で且つ失効が確認できた場合は、選考料と入学金を除く全納入金を 

返還します。但し、入学許可証の返却を条件とします。 

＊５．入学後に、進学やその他の避けられない事情により自主退学をする方の学費返納については、 

別に返金に係る規則を設けています。詳細は当校の総務・営業課へお問い合わせください。 

 

 

■銀行口座  

三菱 UFJ 銀行 神保町支店 普通２１６１６８５ 

MUFG BANK, Jinbocho branch A/C 2161685 

■口 座 名  

大原日本語学院（オオハラニホンゴガクイン） 

Ohara Japanese Language School 

Bank name:      MUFG Bank, Ltd.  Jinbocho Branch 

Bank address: No.2-2, Kandajinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 

Bank’s phone:  +81-3-3263-1223 

SWIFT: BOTKJPJT  A/C Number: 2161685 

A/C Name:   OHARA Japanese Language School 

Beneficiary’s Address: No.4-14, 1-Chome, Funabori, Edogawa-ku, Tokyo, JAPAN 

Beneficiary’s phone : +81-3-3237-7120 
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１１．入国査証(ビザ)及び在留資格 
取得できる入国査証(ビザ)は「留学」資格です。１年目に取得できる在留期限は１年３カ月若しくは１年間 

(入国の時期により異なります)です。従って期限を越えて学習を続ける場合は、在留資格更新手続きが必要と 

なります。尚、在留資格の更新に際しては、当校の学則に定める進級規定を満たしている事が条件となります。

予めご了承ください。また、事情により退学された場合、その事を出入国在留管理庁へ報告します。 

退学後は、すみやかに帰国しないと、不法滞在と見なされる場合があるのでご注意ください。 

詳しくは当校総務・営業課へお問い合わせ下さい。 

 

１２．在学条件 
当校の定める学則及び日本国の法令を遵守する事。これが守られない場合は学則に基づく当校の決定によ

り懲戒処分とします。懲戒処分には「退学」、「除籍」が含まれますので注意して下さい。 

特に、在籍中の就労は、原則として週２８時間(学則で定める長期休暇期間中は 1 日 8 時間、但し 40 時間/

週を超えない事)の範囲内で「資格外活動の許可」を受けた場合に限って許されている事を忘れないで下さい。 

また正当な理由が無く、出席率が著しく低い場合も懲戒処分の対象となります。単月の出席率が 80％以下で

ある場合は、その理由につき文書による報告を義務付けます。また、50％以下である場合、この報告を出入国

在留管理庁へ提出します。 

 

１３．個人情報の取り扱いについて 
当校では、個人情報について以下のとおり法令及び大原学園グループが定めるプライバシーポリシーに

則り取り扱いますので、予めご了承下さい。 

（１） 出願の際に提出頂いた書類等により知り得た個人情報（氏名、住所等）については、出願者選考(出願 

処理、選考実施、入学許可手続き等)及び、出入国在留管理庁へ提出する在留資格申請書類の作成を  

行うために使用します。 また、入学者については、①教務関係(修学指導、保護者への出席・成績状況 

報告等)、②学生支援関係(健康管理、入国管理法に係る各種書類作成、奨学金申請等)、の業務を行う 

ために使用します。 

（２）上記業務において、当校より一部の業務の委託を受けた業者が、個人情報について適正な管理のため 

の必要な措置を講じたうえで、その全部または一部を使用することがあります。 

（３）入学者選考に用いた試験成績や申請書類、及び当校へ入学後に行う試験成績・結果、その他の 

情報等は今後の入学者選考方法の検討資料や各種報告書等に使用することがあります。 

詳しくは当校の総務・営業課へご連絡頂くか、大原学園のホームページでご確認ください。 

  http://www.o-hara.ac.jp/about/privacy/index.html （日本語） 
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