
 

法務省告示校 

JaLSA会員校 

 

 

＜2022年度用＞ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 平青学園 

長 野 平 青 学 園 

 

〒380-0918 長野県長野市アークス 1-31 

TEL ＋81-26-224-8383 FAX ＋81-26-224-8451 

 

 

 

2022.3 

日本語科募集要項 



 

■募集コース 

コース名 入学月 修学期間 募集人数 

進学 2年コース 4月 2023年 4月～2025年 3月 30名 

進学 1.5年コース 10月 2022 年 10月～2024年 3月 30名 

 

■授業時間 

月～金曜日 週 20時間（45分授業）9：20～12：30 

 

■入学資格 

① 高校卒業以上の学歴を持ち（12年間以上の普通教育を受けている者）、18歳に達している者 

② 外国において大学等の高等教育機関への進学資格となる課程を修了している者 

③ 誠実かつ勤勉で学習意欲のある者 

④ 経費支弁者に十分な経費支弁能力があること  

 

■出願受付期間 

進学   2年コース：2022年 10月 30日までに書類を本校へ提出 

進学 1.5年コース：2022年 6月 30日までに書類を本校へ提出 

 

■選考方法 

・書類審査 

・面接試験：申請者本人及び経費支弁者（必要があれば、家庭訪問を行います。） 

面接試験は現地または Skypeにて実施します。試験の実施日は事前に告知します。 

事前に本校所定の入学願書・履歴書を提出してください。 

 ・筆記試験（N5レベル） 

 

■合否発表 

合否は、選考後 1 週間以内に本人へご連絡致します。 

 

※注意事項 

① 出願書類は、本人・経費支弁者が自筆で記入し、記入漏れの無いようにしてください。 

② 訂正や修正液の使用はできません。記入ミスがあった場合は、新しい用紙に書き直してください。 

③ 日本語以外で作成されたすべての書類は、日本語訳を添付してください。 

④ 出願書類に関する説明・補足書類等がある場合、併せて提出してください。 

⑤ 写しは 1 次コピーに限ります。余白（用紙右上）に写しを作成した日付・作成者の氏名・申請者との

関係を記載してください。  

（例）作成日：2022年 1月 1日、作成者：平青太郎、父親 

 

 

 



＜申請人提出書類＞  

①  入学願書 本校所定用紙に記入 

②  履歴書  

※ 本人自筆 

※ 母国語または英語で記入 

日本語訳文必要 

本校所定用紙に記入 

※日本語能力試験 N2（2級）以上の資格、若しくはそれ

に相当する日本語能力資格を取得している場合には

直接日本語で留学理由を書くこと 

③  留学理由書  

※ 本人自筆 

※ 日本語訳文必要 

Ａ４サイズ用紙に記入 

・本校でどんなことを勉強し、将来はどのような仕事を 

したいのかという点を明確に記入すること 

※日本語能力試験 N2（2級）以上の資格、若しくはそれ

に相当する日本語能力資格を取得している場合には

直接日本語で留学理由を書くこと 

 

④  

 

⑤ 

 

学歴を証明する書類（高校と最終学歴） 

卒業証書 

※日本語訳文必要 

学業成績表 

※日本語訳文必要 

※中国の場合：下記 #1または＃2参照 

 

⑥ 日本語能力を証明する書類 

右記のいずれかを提出 

※日本語訳文必要 

・JLPTの合格証、成績証明書 

・J.TESTの成績証明書（入国管理局提出用） 

・NAT-TEST の合格証、成績証明書 

・TOPJの認定書、試験結果通知 

・日本語学習証明書（150 時間以上学習したことを証明

するもの） 

※在籍した日本語学校全てにおいて必要 

⑦ 申請人の家族構成を立証する書類 

※日本語訳文必要 

中国の場合：中国公安部発行「居民戸口簿」の写し 

（学歴・職業が記載されているもの） 

⑧ 写真 3枚（たて 4cm×よこ 3cm） 1 枚は入学願書に貼付。2 枚は裏面に氏名を記入する 

（デジタルカメラで印刷したものは不可） 

⑨ 選考料 21,000円 

（選考料は合否にかかわらず発生いたします） 

⑩ 

 

職歴がある場合に提出する書類 

在職証明書  ※日本語訳文必要 

在職している（いた）場合：在籍した会社全て必要 

⑪ パスポートの写し（所持者のみ）  ・氏名・パスポート番号・写真の貼ってあるページ 

・出入国歴が記載されている全ページ  

#1 中国の大学（大専含む）等の卒業者 

「全国高等学校学生信息諮詢職業指導中心（教育部学歴認定中心）」（TEL:010-6891-4154）又は 

「教育部学位及び研究生教育発展中心」から発行される学歴認定報告書原本を提出してください。 

#2 中国の高中卒業者で大学入学統一試験（高考）受験者 

「教育部学位与研究生教育発展中心」（http://cqv.chinadegrees.cn/cn/）から発行される認証書 

（高考の得点が記載されているもの）の原本を提出してください。 

※ ＃1と＃2の認証書は、発行機関から直接本学へ郵送してください。 



＜経費支弁者提出書類＞ 

経費支弁者が海外在住の場合 

①  
経費支弁書  

※日本語訳文必要 

本校所定用紙に記入  

② 
支弁者と申請人との関係を示す資料 

※日本語訳文必要 
親族関係公証書等 

③ 

経費支弁者の家族一覧表 本校所定用紙に記入  

経費支弁者の家族（配偶者及び子、同居別居の

有無問わず全員）及び経費支弁者と同居する者

について記載 

経費支弁者本人が作成し、作成日及び署名捺印 

したものを提出 

経費支弁者が複数おり、経費支弁者間に血縁関

係が認められる場合は、筆頭経費支弁者が作成

したものを提出 

④ 支弁者の家族構成を立証する資料 

※日本語訳文必要 

※中国：中国公安部発行「居民戸口簿」の写し 

（家族全員の学歴・職業記載されているもの） 

⑤ 預金残高証明書  

⑥ 
資金形成の経緯を明らかにする資料 預金通帳（全頁）の写し等 

※中国：存単証明書 

⑦ 
資金形成経緯説明書 

 ※日本語訳文必要 

本校所定用紙に記入 

⑧ 
在職証明書  

※日本語訳文必要 

企業等の役員：法人登記簿謄本の写し 

⑨ 

収入・納税証明書（企業発行） 

 ※日本語訳文必要 
過去 3 年分の収入又は所得金額の記載のある

もの 

⑩ 
納税証明書（税務署発行） 

※日本語訳文必要 
過去 3年分の記載のあるもの 

⑪ 営業許可書の写し 

（個人経営者は必ず提出） 

※日本語訳文必要 

農業・漁業・飼育等の場合は土地使用権利書の

写し 

※中国：正・副本の写しを提出 



※「在留資格認定証明書」不交付の場合であっても、一旦受理した出願書類は返還致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費支弁者が日本在住の場合 

①  経費支弁書 本校所定用紙に記入 ※押印必要 

②  住民票 支弁者の身分を証明するもの（家族全員分） 

③  支弁者と申請人との関係を示す資料 親族関係公証書等 

④  

経費支弁者の家族一覧表 本校所定用紙に記入  

経費支弁者の家族（配偶者及び子、同居別居の

有無問わず全員）及び経費支弁者と同居する者

について記載 

経費支弁者本人が作成し、作成日及び署名捺印

したものを提出 

経費支弁者が複数おり、経費支弁者間に血縁関

係が認められる場合は、筆頭経費支弁者が作成

したものを提出 

⑤  預金残高証明書  

⑥  
資金を形成するに至った経緯を明ら

かにする資料 
預金通帳（全頁）の写し等 

⑦ 在職証明書 企業等の役員の場合：法人登記簿謄本等 

⑧ 
納税証明書 

 ※過去 3年分 

収入又は所得金額の記載のあるもの 

⑨ 営業許可書 支弁者が個人経営の場合 



■学費                                  (単位：円) 

※ 2 年分支払で授業料より 100,000円減免、1.5年分支払で授業料より 50,000円減免 

  （但し、本校規定の修学期間を修了することを前提とします。） 

※ 在留資格認定証明書交付申請書類を本校に提出後のキャンセルは選考料（21,000 円）が発生します。 

在留資格認定証明書交付後のキャンセルは選考料（21,000円）と入学金(50,000円)が発生します。 

留学費用納入後、正当な理由により来日できなかった場合は入学辞退となり、選考料(21,000円)と 

入学金（50,000円）を除く納入金を返還致します。 

 

■学費・選考料振込先 

野南支店（支店コード：219） 

普通 0270739 

学校法人 平青学園 

 

 

 

 

 

■奨学生制度など 

（1）長野平青学園 JLPT奨励金制度 

   在学期間中に JLPT各レベルに合格された方に奨励金を給付する制度です。 

   ・N1レベル合格者：60,000円（成績上位者） 

   ・N2レベル合格者：50,000円（成績上位者） 

   ・N3レベル合格者：40,000円（成績上位者） 

 

（2）日本学生支援機構 私費外国人留学生学習奨励費給付制度 

私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修業が困難であり、 

いくつかの条件を満たした者に給付されます。 

   ・月額：48,000円   ・給付期間：1年 

 

 

内訳 
進学 2年コース（4月入学） 

入学前支払 

進学 1.5年コース（10月入学） 

入学前支払 

入 学 金 50,000 50,000 

授 業 料 1,104,000 828,000 

授業料減免 －100,000 －50,000 

教科書・教材・行事費等 65,000 65,000 

合 計 1,119,000 893,000 

ｽｳｨﾌﾄｺｰﾄﾞ（HABKJPJT） 

八十二銀行（銀行コード：0143） 

長野南支店（支店コード：219） 

普通 0270739 

学校法人 平青学園 

※国際送金手数料を含めた金額でご送金下さい 

 （金額は国によって異なります） 

Swift code（HABKJPJT） 

The hachijuni bank,ltd.（Bank code：0143） 

Nagano minami branch（Branch code：219） 

0270739 

Gakkouhoujin Heiseigakuen 

 

 



■就学サポート 
〇学生寮 

学園管理の寮で日本のマナーを身に付けながら、安心して学園生活を送ることができます。 

（学園から自転車で 5分程度。食堂、トイレ、シャワー、洗濯機共同。エアコン、ベッド、机、冷蔵庫、 

 Wi-fi完備。） 

・2人部屋 月額 15,000円（水道光熱費、消耗品代別） 

・1人部屋 月額 20,000円（水道光熱費、消耗品代別） 

・2人部屋 1人使用 月額 23,000円（水道光熱費、消耗品代別） 

初期費用：入寮費 1ヶ月分、清掃代 1ヶ月分、家賃 1ヶ月分、保証金 1ヶ月分、火災保険は別途必要。 

※各部屋の空き状況によって希望する部屋に入居できないことがあります。 

 

〇学生アパート 

学園から自転車で7分程度。 

月額 15,000円～40,000円（水道光熱費別） 

初期費用：入居費 1ヶ月分、清掃代 1ヶ月分、家賃 1ヶ月分、保証金 1ヶ月分、火災保険は別途必要。 

 

■出願書類提出先・お問合せ先 

長野平青学園 国際部 国際事務局 

〒380-0918 長野県長野市アークス 1-31 

TEL:026-224-8383 FAX:026-224-8451 

E-mail:info@heisei.ac.jp  URL:http://www.heisei.ac.jp/nihongoka/ 

 

長野平青学園 中国事務局 

募集担当責任者：蔡 忠 

携帯電話:13817813877  WeChat:Shanghai_sai 

E-mail: 13817813877@163.com   URL：http://www.heisei.ac.jp/nihongoka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
個人情報の取り扱いについて 

本校では個人情報の取り扱いにあたっては、法律を遵守し、その利用目的をできる限り特定し、適切に管理してまいります。 

出願にあたりご記入いただいた個人情報は、入学選考、入学案内に関する業務及び統計的集計を行うために利用します。 

この業務の一部は、本校より該当業務の委託した業者（以下「受託業者」という）にて行うことがあります。業務委託にあたり、個人情

報の保護に関する契約を締結した受託業者に、個人情報の全部又は一部を提供する事がありますが、本校が明示する用途のみの利用であ

り、その受託業務を超えた利用はありません。 

 

http://www.heisei.ac.jp/

