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2022年 10月生留学生募集要項 

① 申請時に最終学歴終了後、３年以内（高校の場合は 2年以内）、である者。 

② 大学・大学院卒業・技術専攻卒業の応募者を優先する。 

③ 申請時に日本語能力Ｎ5（Ｎ5相当）を持っている者。 

④ 日本留学の理由を日本語で話せるくらいの日本語を勉強している者で、日本へ留学する目的

が明確であること。 

⑤ 在学期間中、確実に経費支弁が受けられ、それを証明できる者。 

⑥ 申請歴がない応募者であること。 

⑦ 進学 1年 6か月コースを希望の方は、本国で日本語を 350時間以上学習し、日本語能力試験

N4相当の日本語力がある方 

 

 

 

No. 提出書類の項 目 内 容 

① 入学願書・履歴書 当学院所定の用紙 

② 日本語学校卒業後の進路説明書 原本・翻訳付き 

③ 最終学歴の卒業証明書  原本・翻訳付き 

④ 学業成績表 (写し) 原本・翻訳付き 

⑤ 日本語能力試験 N５以上の実力を有することを証明する資料  

⑥ 経費支弁書 当学院所定の用紙 

⑦ 写真 6枚（３ｘ４） 6か月以内の写真 

⑧ 支弁者と申請人との関係を立証する資料 出生証明書、親族関係公証書等 

⑨ 銀行残高証明書 原本・翻訳付き 

⑩ 預金残高証明／銀行通帳のコピー（過去 3年分） 原本・翻訳付き 

⑪ 支弁者の在職証明 原本・翻訳付き 

⑫ 過去 3年分の経費支弁者の収入を立証する資料 

（過去 3 年分の税課税・課税証明書又は 3 年分の収入所得証

明書） 

原本・翻訳付き 

⑬ その他  
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2022 October International Student Application Guidelines 

① Those who are within 3 years (2 years for high school students) after completing their 

final education at the time of application. 

② Prioritize for those applicants who graduated from university, graduate school, or major 

in technology. 

③ Those who have Japanese language ability N5 (N5 equivalent) at the time of application. 

④ Those who are studying Japanese enough to speak the reason for studying in Japan and 

have a clear purpose for studying in Japan. 

⑤ A person who can be sure that he / she has received the financial support during the 

period of study. 

⑥ Applicants with no application history. 

 

No. Items to be submitted Contents 

①  Application form and resume Form prescribed by our school 

②  After School (Japanese Language School) Explanation  Original and translate 

③  Graduation Certificate of final academic background Original and translate 

④  Academic records Original and translate 

⑤  Documents proving that the Japanese Language Proficiency 

Test N5 or higher 

 

⑥  Statement of financial supporter Form prescribed by our school 

⑦  Photo 6 Copies（３ｘ４） Taken within 6 months 

⑧  Documents that proving the relationship between the sponsor 

and the applicant 

Birth certificate, family notary 

certificate, etc. 

⑨  Bank balance certificate of sponsor Original and translate 

⑩  Bank statement / bank passbook (copy of past 3 years) Original and translate 

⑪  Employment certificate of sponsor Original and translate 

⑫  Tax Clearance / Taxation certificate for the past 3 years or 

income certificate of 3 years) of Sponsor 

Original and translate 

⑬  Others Depends on documents and country 
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