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レベルと授業時間

１． 午前クラスまたは午後クラスのいずれかをお選びいただけます。ただし、留学ビザで学習される方の場合、初級クラス
と中級 1 クラスは午後クラスのみの開講となります。学期開始後のクラス変更はできませんのでご了承ください。
２． 人数が集まらないと開講されないクラスもあります。

【EJU 対策クラス】

【JLPT 対策クラス】

曜日

月曜日～金曜日

曜日

土曜日

時間

13:00～17:00

時間

10:00～13:00

※授業時間帯は選択科目によって異

※冬学期（１月～３月）は開講され

なります。１時限９０分の授業です。

ません。

※EJU は日本留学試験（Examination

※JLPT は日本語能力試験（Japanese

for Japanese University Admission）

Language Proficiency Test）
。

入学／出願期間
【短期プログラム】

【長期留学プログラム】

入学時期

出願期間※

入学時期

出願期間※

1月

10 月 1 日～12 月 15 日

4 月 (1・2 年課程)

10 月 1 日～12 月 15 日

4月

1 月 1 日～3 月 15 日

10 月 (1.5 年課程)

4 月 1 日～6 月 15 日

7月

4 月 1 日～6 月 15 日

10 月

7 月 1 日～9 月 15 日

※出願期間を過ぎても入学をお受けできる場合がございます。直接
お問い合わせください。
※申し込み人数が定員に達し次第、締め切らせていただきます。
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Course Levels and Timetables

1.

You can choose freely to attend either morning or afternoon classes. However, beginner level and intermediate I classes are only available
in the afternoon, for student visa holders only. It will not be possible to make changes after the beginning of the term.

2.

Classes will be cancelled if there are not enough participants.

【EJU Preparation Class】

【JLPT Preparation Class】

Days

Monday to Friday

Days

Saturdays

Time

13:30-17:00

Time

10:00-13:00

*Timetable subject to changes
depending on selected subjects.
Each lesson lasts for 90 minutes.
*EJU stands for the Examination for
Japanese University Admission.

*Not available during the Winter
Term (January to March).
*JLPT stands for Japanese
Language Proficiency Test.

Admission／Application Period
【Short-Term Program】

【Long-Term Program】
Admission Period

Admission Period

Application Period*

Application Period*

January

1st Oct to 15th Dec

April (1- or 2-year course)

1st Oct to 15th Dec

April

1st Jan to 15th Mar

October (1.5-year course)

1st Apr to 15th Jun

July

1st Apr to 15th Jun

October

1st Jul to 15th Sep

※ Under certain circumstances, you may apply even beyond the deadlines. Please
contact us directly for more information.
※ We will stop accepting applications as soon as the number of applicants reaches
the capacity limit.
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学納金

学納金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

短期プログラム

入学金

授業料

計

１ヵ月

15,000 円

60,000 円

75,000 円

２ヵ月

25,000 円

120,000 円

145,000 円

３ヵ月

35,000 円

180,000 円

215,000 円

※教材費、社会見学費、課外活動費、住居費、交通費等は含まれておりません。テキスト代は学期ごとに異なりま
す。
（初級 1 テキスト代：約 13,000 円）
。4 ヵ月以上の学習の場合の入学金は 40,000 円となります。
※１ヵ月以内の学習を希望される方はご相談ください。

長期留学
プログラム

選考料

入学金

１年
1.5 年

30,000 円

40,000 円

２年

授業料

留学生
計

保険料

720,000 円

10,000 円

800,000 円

1,080,000 円

15,800 円

1,165,800 円

1,440,000 円

20,000 円

1,530,000 円

※教材費、学校行事参加費、住居費、交通費等は含まれておりません。 テキスト代は学期ごとに異なります。（初
級 1 テキスト代：約 13,000 円）
※留学生保険は国民健康保険を補足するための保険です。
※留学ビザをお持ちの方は国民健康保険への加入が義務になります。

【EJU 対策クラス】
授業料

【JLPT 対策クラス】
無料

授業料（１学期）

8,000 円

※中級レベル以上の在校生のみが対象となります。

※在校生、卒業生向けの料金です。

※教材費は別途発生します。

※教材費は別途発生します。

※お申込は入学後に学生課で受付ます。

※お申込は入学後に学生課で受付ます。

お支払い方法
下記のいずれかのお支払い方法をお選びください。
①銀行振込: 下記の銀行口座にお振込みください。
銀行名: 三菱 UFJ 銀行

口座番号: 普通

１３８３１６７

支店名: 新宿中央支店

口座名: 新宿日本語学校

店番号: ４６９

SWIFT コード: BOTKJPJT

*送金手数料はご自身でご負担ください。経由銀行の手数料等につきましては各銀行にご確認の上、お手続きください。

②オンライン支払い: オンライン支払サイト（https://www.flywire.com/pay/sng）にアクセスし、
アカウントを作成した後、記載されている手順に従ってお支払いください。
③現金: １号館学生課でお支払いください。
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School Fees

Please note that school fee is subject to change without prior notice.

Short-term Program

Registration Fee

Tuition Fee

Total

1 Month

￥15,000

￥60,000

￥75,000

2 Months

￥25,000

￥120,000

￥145,000

3 Months

￥35,000

￥180,000

￥215,000

※The expenses of learning materials, field trips, extracurricular activities, accommodation and transportation are
NOT included. Textbook fees vary according to different terms. (Textbook fee for Beginner 1: ~13,000 yen). For
studies of 4 months or above, the registration fee is 40,000 yen.
※Please contact us for more details for the case of studying less than a month.

Long-Term

Processing

Registration

Program

Fee

Fee

1 Year
1.5 Years

¥ 30,000

¥ 40,000

２Years

Tuition Fee

Overseas Student
Insurance Fee

Total

¥ 720,000

¥ 10,000

¥ 800,000

¥ 1,080,000

¥ 15,800

¥ 1,165,800

¥ 1,440,000

¥ 20,000

¥ 1,530,000

※ The expenses of learning materials, school events entry, accommodation and transportation are NOT included.
Textbook fees vary according to different semesters. (Textbook fee for Beginner 1: ~13,000 yen).
※ The Overseas Student Insurance is a supplementary to the National Health Insurance.
※ Student Visa holders are obliged to join the National Health Insurance.

【EJU Preparation Class】
Tuition Fee

【JLPT Preparation Class】

Free

Tuition Fee (1 Term)

¥ 8,000

※We accept current students (intermediate and above level)

※Charge applied to the current students and graduates.

ONLY.

※The cost of learning materials is NOT included.

※The cost of learning materials is NOT included.

※Please apply at our Student Affairs Office after admission.

※Please apply at our Student Affairs Office after admission.

Payment Methods
Please choose one of the following payment methods.
① Bank transfer: Please transfer to the bank account below.
Bank name: MUFG Bank, LTD
Account number: ordinary 1383167
Branch name: Shinjuku Chuo Branch
Account name: Shinjuku Japanese Language Institute
Branch number: 469
SWIF code: BOTKJPJT
*The applicant will be charged the bank transfer fees. Please consult your bank regarding any possible procedure fee.

② Online Payment: Please visit the online payment website (https://www.flywire.com/pay.sng),
create your account and follow the payment instructions.
③ Cash Payment: Please pay at Student Affairs Office in Building 1.
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出願／必要書類
【短期プログラム】
全ての必要書類を揃えて当校にご連絡ください。入学願書と健康チェックシートは当校ホ
ームページ（https://www.sng.ac.jp/jp/admission/application-download.html）からダウンロード
できます。

必要書類

1. 入学願書

4. 証明写真 ４枚 (３x４cm）

2. パスポートの写し

5. 在留カードの写し（日本居住者のみ）

3. 健康チェックシート
※短期プログラムに入学する方は短期滞在ビザまたはその他のビザ（ワーキングホリデービザ、配偶者

ビザ、外交ビザ等）が必要になります。
※ビザの取得は申請人本人が行ってください。
（当校は短期プログラムで学習される方へのビザ申請サ

ポート書類の発行を行っておりません。学費納入後、入学許可証のみ発行可能となります。
）

【長期留学プログラム】
長期間日本語を勉強する場合、
「留学」ビザの取得が必要です。入学を許可した申請人につきま
しては、当校が東京出入国在留管理局にて手続きを行います。
長期留学プログラム出願の流れ：
① 入学審査
② 東京出入国在留管理局での審査／結果通知
③ 日本国外の日本大使館等在外公館での留学ビザ申請／発行
詳細につきましては、募集要項最終頁に記載の「長期プログラムお申し込みの流れ」をご参照く
ださい。

必要書類

経費支弁者が日本国外に居住している場合

１～１６

本人が経費支弁者となる場合

１～１４

経費支弁者が日本国内に居住している場合

１～１９

➢ 全ての書類は発行から３ヶ月以内のものに限ります。
➢ 東京出入国在留管理局に提出した書類は一切返却されません。返却を希望する場合は、出願時
にお知らせ下さい。
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Application／Required Documents
【Short-Term Program】
Please contact the school after collecting all the required documents. Application Form and
Health Certificate can be downloaded from our website
（https://www.sng.ac.jp/en/admission/application-download.html）.
1. Application Form

Required
2. Copy of Passport
Documents

4. Passport Photos (３x４cm）x 4 pcs
5. Copy of Residence card (for residents

3. Health Questionnaire

living in Japan only)

※ For those enrolled in a short-term program, a short-term visa or other visa (working holiday visa,

spouse visa, diplomatic visa etc.) is required.
※ Such visa must be obtained independently (we do not issue visa application support documents for

short-term program; we can only issue a Certificate of Enrollment after the payment of the tuition fee).

【Long-Term Program】
For those who wish to apply for a long-term program, it will be necessary to obtain a Student
Visa. The school will take care of the visa application procedure for the accepted applicants.
Long-Term Program Application Procedure:
① Application Evaluation
② Evaluation from the Tokyo Regional Immigration Services Bureau/Notification of Results
③ Visa Application at Japan Embassy/other Overseas Government Office
For details, please refer to "Long-Term Program Application Procedure" on the last page of this
guide.

Required
Documents

If the financial guarantor resides outside of Japan

１～１６

If applicant is self-sponsored

１～１４

If the financial guarantor resides in Japan

１～１９

➢ All documents must be issued within 3 months from application.
➢ Documents submitted to the Tokyo Regional Immigration Services Bureau will not be returned.
If you wish to have your documents back, please let us know when filling out the application.
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➢ 日本語以外の言語で作成されている書類には日本語又は英語の翻訳を添付して下さい。
海外事務所では翻訳のサポートも行っています。

➢ 必ず申請人本人が記入してください。修正液または修正テープは使用不可です。

必要書類

入学願書、履歴書、
1

2

3

4

5

備考

-

学校規定の書式をご使用ください。

-

記入漏れがないよう注意し、ブロック体でご記入く
ださい。

-

氏名はパスポート通りにご記入ください。

-

学歴または職歴に空白期間がないようご記入くださ
い。空白期間がある場合は各期間に関する事情説明
書を添付の上、ご提出ください。

-

学校の所在地は省略せずに番地（〇〇号）までご記
入ください。

-

兵役やアルバイトは職歴に含まれます。

-

配偶者がいる場合は留学同意書をご提出ください。

-

健康診断書には医師の署名と印鑑が必要となりま
す。３ヵ月以内に検診した証明書をご提出ください。

-

卒業後の予定も含め、具体的に詳しくご記述くださ
い。

-

記入漏れがないようご注意ください。

-

日本居住の親族がいる場合は在留カード（両面）の
写しをご提出ください。

-

次の国籍の方につきましては原本の提出が必須とな
ります：中国、モンゴル、ミャンマー、バングラデ
シュ、スリランカ、ネパール、ベトナム

-

次の国籍の方につきましては原本の提出が必須とな
ります：中国、モンゴル、ミャンマー、バングラデ
シュ、スリランカ、ネパール、ベトナム

-

最終学歴以外の証書をご提出いただく場合もありま
す。

健康診断証明書

留学理由書

親族情報

最終学歴卒業証書の写し

最終学歴成績証書の写し
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➢

Please attach separated Japanese or English translation sheets to the documents issued in other
languages. Overseas offices also provide translation services.

➢

The forms must be filled in first person by the applicant. It is prohibited to use correction
fluid/tape.

Required Documents

Remarks
-

Please use the format provided by the school.

-

Please complete the form in BLOCK LETTERS
without missing any parts.

-

Please write your name as shown on the passport.

-

Please make sure not to leave time gaps while
describing your education and employment history.
In case of unavoidable time gaps, please provide
explanation.

-

Please make sure to write the complete address of the
school (including the building number).

-

Military service and part-time jobs belong to the
employment history section.

-

If you are married, please enclose a letter of consent
from your spouse for your studies abroad.

-

The Certificate of Health requires the signature and
seal of a doctor and must be submitted within three
months from issue date.

-

Describe in detail your plans after graduation.

-

Please make sure to fill all entries.

-

If you have relatives living in Japan, please submit a
copy of their resident cards (both sides).

-

For the nationals of China, Mongolia, Myanmar,
Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Vietnam, the
original must be submitted.

-

For the nationals of China, Mongolia, Myanmar,
Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Vietnam, the
original must be submitted.

-

In some cases, you may be required to submit not only
the last, but also other academic transcripts.

Application Form,
1

2

3

4

5

Personal History,
Certificate of Health

Reason for Studying
Abroad

Family Information

Copy of the last
diploma/degree

Copy of the last Academic
Transcript
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必要書類

6

7

8

9

10

11

備考
-

日本語能力試験（JLPT）または他の日本語能力を証明
する試験、日本語学校での学習証明書等がある方はご提
出ください。次の国籍の方につきましては原本の提出が
必須となります：中国、モンゴル、ミャンマー、バング
ラデシュ、スリランカ、ネパール、ベトナム

-

日本国内の日本語学校で学習歴がある場合、在籍期間を
証明する書類をご提出ください。

-

顔写真付きのページと日本の出入国スタンプがある全
てのページのコピーをご提出ください。

-

パスポートを所持していない方は他の身分証明書の写
しをご提出ください。

-

写真サイズ: ３cm x ４cm

-

３ヶ月以内に撮影されたものに限ります。

-

学校規定の書式をご使用ください。

-

経費支弁者本人が記入、ご署名ください。

-

記入漏れがないよう注意し、ブロック体でご記入くださ
い。

-

氏名はパスポート通りにご記入ください。

-

授業料: 「720,000 円」とご記入ください。

-

生活費: 生活費として使用するまたは受け取る月額を
ご記入ください。

-

学校規定の書式をご使用ください。

-

誓約内容をお読みの上、ご署名ください。

-

役職と在職期間の記載が必要となります。

-

経営者は営業許可証の写しをご提出ください。

日本語学習証明書

パスポートの写し

証明写真８枚

経費支弁書

誓約書

在職証明書

12

預金残高証明書

-

経費支弁者が所有する預金口座の口座残高が証明でき
る資料をご提出ください。

13

通帳の写し

-

経費支弁者が所有する預金口座の資金を形成するに至
った経緯が明らかになる資料をご提出ください。

-

過去３年分の年収を証明する公的資料をご提出くださ
い。 (例:課税証明書)

-

日本居住者の場合は必ず原本をご提出ください。

14

年収証明書
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Required Documents

Remarks
-

Those who possess a Japanese Language Proficiency Test
(JLPT) or other Japanese language tests certificate will be
required to submit a copy. For the following nationalities,
the original must be submitted: China, Mongolia,
Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Vietnam.

-

In case you studied Japanese at a Japanese Language
Institute in Japan in the past, please submit a document
certifying your enrollment period.

-

Please submit a copy of all pages featuring a photo of the
face or a seal of the Japanese Immigration Bureau.

-

Those who do not possess a passport must submit another
identification document.

-

Photo Size: 3 cm x 4 cm.

-

Please submit photos taken within the last 3 months.

-

Please use the format provided by the school.

-

Must be filled out and signed directly by the financial
guarantor.

-

Please complete it in BLOCK LETTERS without missing
any parts.

-

Please write your name as shown on the passport.

-

Tuition Fee: please write “¥ 720,000”.

-

Cost of Living: please write the amount you will
receive/use for monthly living expenses.

-

Please use the format provided by the school.

-

Please sign upon reading the oath carefully.

Employment
Certificate

-

Job Title Description and employment dates are required.

-

The company must submit a copy of the business license.

12

Bank Account Balance
Statement

-

Please submit proof of the financial guarantor’s current
bank account balance.

13

Copy of Passbook /
Bank Statement

-

Please submit a complete Bank Statement including
purpose of payments.

-

14

Annual Income
Statement

Please submit official documents certifying the annual
income for the past 3 years. (i.e. tax certificate)

-

If you are a Japanese resident, please submit the original.

6

7

8

9

10

11

Japanese Learning
Certificate

Copy of Passport

ID photos x 8 pcs

Letter of Remittance

Written Oath

10

必要書類

備考

15

経費支弁者の身分証明書の写し

-

パスポートの写しも可です。

16

親族関係証明書

-

申請人と経費支弁者の関係性を証明する公
的書類をご提出ください。(例:出生証明書)

-

日本に親戚がいらう方は世帯全員の記載が
ある住民票の原本をご提出ください。

-

マイナンバーの記載がないものに限ります。

-

外国籍の方のみ両面の写しをご提出くださ
い。

-

学校規定の書式をご使用ください。

-

同意書は申請人が日本居住の親族と同居す
る場合にご提出いただきます。

17

18

19

住民票

在日親族の在留カードの写し

同意書

11

Required Documents
15

16

17

Remarks

Financial guarantor’s ID
copy
Family Relationship

-

Copy of passport is also accepted.

-

Please submit an official document certifying the
relationship between the applicant and the
financial supporter (i.e. birth certificate).

-

Please submit the original copy of the Certificate
of Residence including records of all household
members.

-

Limited to those who do not have a “My Number”

-

Limited to foreign nationals. Please submit copies
of both sides of the cards.

-

Please use the format provided by the school.

-

This form is required for those who reside in
Japan along with family members.

Certificate

Certificate of Residence

Copy of Residence Card of
18

Your family Members in
Japan

19

Consent Form
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返金規定

*銀行手数料は受取人のご負担となります。

【短期プログラム】
◆授業開始前: 入学金と授業料を返金致します。ただし、授業開始日より前、30 日以内のキャ
ンセルの場合、入学金は返金致しません。
◆授業開始後: 学費の返金は致しません。

【長期留学プログラム】
◆選考料の返金は致しておりません。
◆在留資格認定証明書発行後から来日前までにキャンセルした場合：
1）日本国外の日本大使館等在外公館での留学ビザ申請を行う前の場合、入学金、授業料及び
留学生保険料の返金となります。
返金条件: 在留資格認定証明書と入学許可証を当校に返却してください。返金手続きは左記２
つの書類を受け取った後に開始致します。
2）日本国外の日本大使館等在外公館での留学ビザ申請を行った後のキャンセルの場合、授業
料及び留学生保険料の返金となります。
返金条件:
-

留学ビザ交付の場合：留学ビザが無効になったことを証明する資料の提出

-

留学ビザ不交付の場合：留学ビザ不許可を証明する資料の提出

◆来日後、授業開始前にキャンセルした場合、授業料及び留学生保険料の返金となります。
返金条件: 帰国又は滞在資格変更を証明する資料の提出。
◆来日後、授業開始後にキャンセルした場合：
1) 入学後６ヶ月以内に学習を終了した場合：前期６ヶ月分の学費は返金致しません。
2) 入学から６ヶ月経過した後に学習を終了した場合：未開始の学期分の授業料の返金とな
ります。
返金条件: 学習終了の意思を学期開始前に学校に通知し、無効となった在留カード又は
新しい在留資格で発行された在留カードの提示。
◆その他
下記の場合は免責とし、学費の返金は致しません。
① 自然災害（例:地震、台風等）、感染症の拡大、人的災害（例:戦争等）による休校。
② 強制送還や除籍処分となった時。
③ 来日が遅れた場合
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Refund Policy

*The payee will be charged the bank services fees.

【Short-Term Program】
◆In case of cancellation up to 30 days prior to the start of term, both Registration Fee and
Tuition Fee will be refunded. In case of cancellation within 30 days before the start of term,
Registration Fees will not be refunded.
◆ After more than one week from the start of term: School Fees will not be refunded.

【Long-Term Program】
◆Processing fee is non-refundable.
◆In case of cancellation after the issue of a Certificate of Eligibility before arrival in Japan:
1.

Before applying for Student Visa at Japanese Embassy / Overseas Government Office:
Refundable fees: Registration Fee, Tuition Fee and Overseas Student Insurance Fee
Refund Requirements: Return Certificate of Eligibility and Certificate of Enrollment to
our school. The refund procedure will start after submission.

2.

After applying for Student Visa at Japanese Embassy / Overseas Government Office:
Refundable fees: Tuition Fee and Overseas Student Insurance Fee
Refund Requirements:
In case of cancellation after issuing Student Visa: Submission of materials certifying that
the student visa has become ineffective.
In case of cancellation due to student visa application rejection: Submission of
documents certifying rejection of student visa application.

◆In case of cancellation before beginning of lessons, after arrival in Japan:
Refundable fees: Tuition Fee and Overseas Student Insurance Fee
Requirements: Submission of documents certifying repatriation/change of visa status.
◆In case of cancellation after beginning of lessons, after arrival in Japan:
1) In case the studies are interrupted within the first six months of stay: The Tuition Fee for
the first six months will not be refundable.
2) In case the studies are interrupted after the first six months of stay: Refundable items:
Tuition Fee for term(s) not yet started.
Requirements: Statement of Intention to leave studies before the beginning of new term,
presenting invalidated residence card/residence card showing new residence status.
◆Others
Refunds will not be available in the following conditions:
1.

Closing due to natural disasters (i.e. earthquakes, typhoons etc.), infectious diseases,
human disasters (i.e. war etc.).

2.

Deportation or expulsion.

3.

Delayed arrival in Japan
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長期プログラム申し込みの流れ
当校ホームページから入学問い合わせ

入学審査（面接を行う場合がございます。
）

入学審査の結果を申請人にメールで通知

必要書類を準備し、学校に送付。選考料の支払い

東京出入国在留管理局にて留学ビザ申請のための書類を提出
-申請が交付の場合は在留資格認定証明書が学校宛てに届きます。
-申請人への結果通知はメールにて行われます。

入学金、授業料と留学生保険の支払

在留資格認定証明書と入学許可書を申請人に送付

日本国外の日本大使館等在外公館にて留学ビザの申請

新宿日本語学校へ入学！
※入学後、途中退学される場合、東京出入国在留管理局の方針に従い、14 日以内に帰国又は在留
資格の変更が必要になります。また、卒業した学生については、同様に 1 ヶ月以内の手続きが必要
です。
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Long-Term Program Application Procedure
Admission Inquiry on our website

Evaluation Process (You may be contacted for an interview)

Notification of the evaluation’s result to applicant by email.

Preparation and submission of requested documentation to the school, payment of
Processing Fee

Evaluation Process at Tokyo Regional Immigration Services Bureau:
-

If the application is accepted, a Certificate of Eligibility will be sent to the school.

-

Result notification sent to the applicant by email.

Payment of Registration Fee, Tuition Fee and Overseas Student Insurance Fee

Delivery of the Certificate of Eligibility and the Certificate of Enrollment to the
applicant

Submission of Student Visa Application at a Japan Embassy / other Overseas
Government Office.

Welcome to SNG!
*According to the policy of the Tokyo Regional Immigration Services Bureau, it is necessary to return
to your home country or change your status of residence within 14 days after withdrawl from school
after admission. Besides, all new graduates must complete this procedure within 1-month after
graduation.
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学校法人江副学園 新宿日本語学校

Shinjuku Japanese Language Institute

東京都新宿区高田馬場 2-9-7

2-9-7 Takadanobaba Shinjuku-ku, Tokyo

電話：03-5273-0044

TEL: +81-(0)3-5273-0044

メール：snginfo@sng.ac.jp

E-mail: snginfo@sng.ac.jp
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