２０２１年度 ４ 月期生
２０２１年度１０月期生

学生募集要項
（海外在住者[中国籍]）

文部科学省 準備教育課程指定校
法務大臣告示 日本語教育機関

Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus Kyoto Japanese Language Training Center

●募集コース（修業年限）および内容，募集人員
入学期

コース（修業年限）

４月

進学準備１年コース（１年）

１０月

進学準備１年半コース（１.５年）

内 容

募集人員

日本の高等教育機関（大学・専門学校
等）へ進学する者を対象に日本語，英
語，数学などを教育する準備教育課程

６０名
６０名

準備教育課程（在留資格：留学）
日本の高等教育機関（大学や専門学校等）へ進学するためには，外国において１２年の初等・中
等教育を修了していなければなりません。しかし，それぞれの国の教育制度に基づき教育年数が
１２年に満たない方でも，本校のコースを修了することにより，日本の高等教育機関への入学資
格を得ることができます。
（文部科学省指定

準備教育課程）

●出願資格
次の各項のすべてに該当する者
①

外国において高等学校の課程を修了していること。（修了するまでに１２年に満たない者およ
び１２年以上の教育を受けた者。）

②

日本語の学習意欲があり，日本語能力試験Ｎ５（旧４級）相当以上の能力を有し，真面目に日
本語を修得しようとする者。

③

日本の高等教育機関（大学や専門学校等）へ進学するための基礎学力を有する者。

④

高等学校卒業者は満２３歳以下，短期大学卒業者は満２５歳以下，大学卒業者は満２７歳以下
の者。

⑤

学費および生活費などの日本滞在経費を支弁できる者。

⑥

心身ともに健康であり，日本国法令および本校の学則並びに諸規定を遵守する者。

●出願手続
①出願期間
コース
進学準備１年コース
（２０２１年 ４ 月入学）

進学準備 1 年半コース
（２０２１年１０月入学）

期

間

２０２０年 ７ 月 １ 日（水）～２０２０年１１月２７日（金）必着
２０２１年 １ 月 ６ 日（水）～２０２１年 ５ 月２８日（金）必着

②出願方法
出願書類等を所定の期日までに本校指定窓口機関に持参，または国際ビジネス便（ＥＭＳ便）で
下記に郵送してください。
(送付先)
〒601-8407
日本京都府京都市南区西九条寺ノ前町１０－５
京都コンピュータ学院
TEL

留学生入学事務室

＋81-75-681-6334

FAX

+81-75-681-6335

---------------------------------------------------------------------------

（ＫＣＧ北京事務所宛）
中国北京市海淀区中关村南大街３３号 J 楼６２１室
KCG 北京事務所
TEL

010-88545151

FAX

010-68488123

③出願書類
１

入学願書（本校所定用紙）

２

履歴書（本校所定用紙）

３

日本語修学の理由書および修学
後の予定書（本校所定用紙）
①出身校の卒業証明書

４

②出身校の成績証明書

③出身校の卒業証書の写し

５

６

中国教育部学位センターによる
認証書
※中国高等教育学生信息网 （学
信网）
http://www.chsi.com.cn/

日本語学習歴証明書

７

職歴または在職証明書
（該当者のみ）

８

誓約書（本校所定用紙）

９

健康診断書（本校所定用紙）
①経費支弁書（本校所定用紙）
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②志願者と経費支弁者との関係
を立証する資料
③経費支弁者の預金残高証明書
の原本等，資金を明らかにす
る資料
④経費支弁者の預金証明（存単）
および預金通帳の写し
経費支弁者の過去３年間以上の
収入および納税証明書

志願者が自筆で丁寧に必要事項を記入すること。
出願前３ヵ月以内に撮影した写真（縦４㎝×横３㎝）を貼ること。
志願者が自筆で丁寧に必要事項を記入すること。
※経歴に１ヵ月以上の空白がある場合，別紙（Ａ４サイズ）にて
説明すること。
志願者が自筆で丁寧に必要事項を記入すること。
※日本語訳文を添付すること。
出身高等学校から最終出身校（大学など）までの卒業証明書を提
出すること。
※日本語訳文を添付すること。
出身高等学校から最終出身校（大学など）までの各学年の在学全
期間の成績証明書を提出すること。
※日本語訳文を添付すること。
小学校に６歳未満または８歳以上で入学した者は小学校が作成
した６歳未満または８歳以上で入学許可した経緯説明書を提出
すること。
※日本語訳文を添付すること。
■ 普通高等学校卒業統一試験並びに大学入学統一試験の成績の
認証書
※大学入学統一試験未受験の場合はその理由書を提出すること。
■職業高等学校・中等専業学校・技工学校の卒業者は，卒業証書
の認証書
■ 日本語能力試験 N1（旧 1 級）または N2（旧 2 級）
，N3 合格
証書の写しまたは試験成績表の写し
■日本語能力試験 N4（旧 3 級）合格証書の写しまたは試験成績
表の写し
■日本語能力試験 N5（旧 4 級）合格証書の写しまたは試験成績
表の写し
■J-TEST（実用日本語検定試験）E-F レベル認定証の写し
■日本語 NAT-TEST３級または４級成績表の写しまたは合格証
の写し
■１５０時間以上の日本語学習歴を証明する書類
※書式は任意とするが，日本語学習機関の所在地，連絡先，学
習期間および授業時間数（実際に出席した時間数）を明記す
ること。
※学習期間は具体的な期間を明記すること。
職歴のある者は職歴証明書を提出すること。
在職中の者は在職証明書を提出すること（帰国後復職する者は復
職証明書も提出すること）
。
※日本語訳文を添付すること。
出願前３ヵ月以内に診断してもらうこと。
経費支弁者が記入し，署名・捺印をすること。
※日本語訳文を添付すること。
親族関係公証書を提出すること。
※日本語訳文を添付すること。
銀行に備え付けられた正規の「存款証明」用紙に記載されている
こと。
日本円で３００万円相当が必要，現地通貨可。
預金者氏名，金額，預金期間，利率，銀行取扱店名，証書発行日
などが明瞭なコピーを提出すること。
会社発行で過去３年間の収入と納税額が記載されたものを提出
すること。
（会社のレターヘッド使用）
※日本語訳文を添付すること。

志願者の家族全員の分を提出すること。
※日本語訳文を添付すること。
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戸口簿・居民証の写し

13

写真（４枚）

14

パスポートの写し
過去に他校を受験するために在
留資格認定の申請をしたことが
ある者は，その書類一式

15

出願前３ヵ月以内に撮影した上半身正面脱帽の明瞭なカラー写真
（縦４㎝×横３㎝）。裏面に国籍・氏名・生年月日を記入すること。
所持している場合は,身分事項等記載欄の写しを提出すること。
過去に他校を受験し，在留資格認定の申請が不交付になった者
は，提出した書類一式の写しと入国管理局の不交付理由書を提出
すること。

●入学選考料
入学選考料３０，０００円は筆記試験および面接試験時に納入してください。

●入学方法
①選考方法
主な都市に試験会場を設定し，筆記試験および面接試験を実施します。
※ 書類審査および筆記試験，面接試験を行い，総合判定により選考します。
※ 試験科目，試験時間，配点
試験科目
１
２
３

日 本

語

総合（英語・数学）

面

接

試験時間

配

点

３０分

１００点

３０分

１００点

３０分

※ 経費支弁者もしくは保護者は試験当日面接試験に同席してください。
※ 筆記試験および面接試験を受験しなかった者は，出願を辞退したものとします。
②筆記試験および面接試験の日程
筆記試験および面接試験の日時と会場は，試験前に本校指定窓口機関を通じて，または志願者宛
に郵便で通知します。
③合否発表
選考結果は，本校指定窓口機関を通じて，または志願者宛に郵便で通知します。

●年間学費および諸経費等の金額
①学費
内

進学準備１年コース

進学準備１年半コース

入学金

50,000 円

50,000 円

授業料

720,000 円

1,080,000 円

施設・設備費等諸費

20,000 円

30,000 円

教材費・課外活動費

30,000 円

45,000 円

820,000 円

1,205,000 円

合
※

訳

計

入学年度開始前（４月入学生は３月３１日まで，１０月入学生は９月３０日まで）に，入学辞退を
書面にて申し出た場合には，入学金以外の授業料等については，諸費精算のうえ返還いたします。
その他の場合には，原則として，一旦納入された学費は返還いたしません。また，いったん受理し
た出願書類および入学選考料・入学金は返却いたしません。ただし，在留資格「留学」の取得がで
きなかった者については，出願書類および入学選考料以外は，返却いたします。
②アパート・マンション契約諸費用
内

訳

契約諸費用（入居時）
③諸経費

金

額

140,000 円～200,000 円

備 考
保証金，賃料，共益費，保険代，その
他諸費用（寝具代を含む）

上記学費とは別に，下記の総合保険金を徴収します。
内

訳

外国人留学生向け総合保険

進学準備１年コース
17,400 円

進学準備１年半コース
30,600 円

※ 外国人留学生向け総合保険
留学生のための総合保険で，生命保障，特定重度障害保障，救援者費用保障，医療費用保障，
家財総合保険，身元保証人費用保障などについて，保険金等が支払われます。本校の学生は全
員加入します。

●入学手続き方法
大阪出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら，本学から直ちに「在留資格認
定証明書」の写しと「在留資格認定証明書交付および学費等振込みについて」を送付します。
定められた期日までに学費等を振り込んで，入学手続きを完了してください。なお，定められた期
日までに入学手続きを完了しない場合は，入学を辞退したものとして取り扱うことがありますの
で，注意してください。
※ 受理した出願書類および納入された入学選考料は，理由の如何を問わず返却しません。

●入学手続時納付金の納入方法
本校が指定する下記の銀行口座に送金してください。なお，送金したことを証明するため，「海外
送金取組依頼済証（Application For Remittance）」の写しを提出してください。

【振込先】
銀行名：りそな銀行 京都支店
口座種類：普通預金
支店番号：５０１
口座番号：２０５０１８１
口座名義：京都日本語研修センター

納入係

RESONA BANK KYOTO BRANCH（Branch Code No.501）
Ordinary Deposits 2050181
Kyoto Nihongo Kenshu Center Nounyukakari
入学手続きを完了した者に「入学許可通知書」と「在留資格認定証明書（原本）」を本校指定窓口
機関を通じて，または志願者宛に郵便で送付します。

プライバシーポリシー
IT 化が進む現代において，その意義が大きくなっている個人情報に関して，KCG
グループでは，以下の基本方針に基づき，その取り扱いを行います。
1. 本学は，個人の尊重という理念に基づいて個人情報をとらえ，その取り
扱いを行います。

2. 本学は，個人情報を適法かつ適正な方法で取得するものとします。
3. 本学は，収集した個人情報を，より効果的な教育実現のために適切に管
理し，有為に活用します。
4. 収集した個人情報を当該個人の意思に反する漏洩・侵害行為などから徹
底して保護します。
5. 個人情報に対する教職員・学生の意識の向上に努めるとともに，個人情
報保護に関する規程を定め，組織的な体制づくりとその継続的な見直し
を行います。
6. 本学は，個人情報の保護に関する法律，その他の法令を遵守します。

出願から入国・入学までの手順
第一次選考出願

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

出願期間：2020 年７月１日～2020 年１０月３０日
出願期間：2021 年１月６日～2021 年４月２６日

第一次選考試験

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

実施期間：2020 年７月中旬～１０月下旬予定
実施期間：2021 年１月中旬～４月下旬予定

第一次選考合否

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2020 年１１月６日発表予定
2021 年５月６日発表予定

諸証明書類作成・提出
第二次選考出願

書

類

選

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2020 年１１月７日～2020 年１１月２７日
2021 年５月７日～2021 年５月２８日

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2020 年１２月５日発表予定
2021 年６月１日発表予定

-

在留資格認定証明書交付申請書と関係書類提出
2020 年１２月１１日までに本学から大阪出入国在留管理局
2021 年度 4 月期生
へ提出
2021 年６月１１日までに本学から大阪出入国在留管理局
2021 年度 10 月期生
へ提出

考

第二次選考合否

在留資格認定
証明書交付申請

在留資格認定証明書
交付申請結果発表

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2021 年２月下旬申請結果発表予定
2021 年８月下旬申請結果発表予定

学 手 続
案内送付

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2021 年３月上旬発送予定
2021 年９月上旬発送予定

在留資格認定証
明書（原本）送付

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2021 年３月中旬予定
2021 年９月中旬予定

査

証

申

請

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2021 年３月下旬
2021 年９月下旬

査

証

発

給

-

2021 年度 4 月期生
2021 年度 10 月期生

2021 年３月２９日～2021 年３月３１日

入

入
入

国
学

2021 年９月２８日～2021 年９月３０日

●問い合わせ先
入学問い合わせ先
【留学生入学事務室】
郵便番号 ６０１－８４０７
日本京都府京都市南区西九条寺ノ前町１０－５
京都コンピュータ学院
TEL （０７５）６８１－６３３４
FAX （０７５）６８１－６３３５
学校所在地
郵便番号 ６０６－８２０４
日本京都府京都市左京区田中下柳町１１
京都コンピュータ学院鴨川校
京都日本語研修センター
TEL （０７５）７５１－１１２１
FAX （０７５）７５１－８８３９
https://www.kjltc.jp/
E-mail:kjltc@kcg.ac.jp

＊ 京都駅より京都市営地下鉄「今出川」駅で下車し，市
バス 201，203 番「出町柳駅前」下車すぐ
＊京都駅より 市バス 4，17 番「出町柳駅前」下車すぐ
＊京阪電車「出町柳」駅下車南すぐ

URL: https://www.kjltc.jp/
E-mail: kjltc@kcg.ac.jp

