日本語コース

募集要項

1.募集コース・募集定員 （留学生ビザ含む）
＊１年コース（4 月入学のみ）６０名
＊２年コース（4 月入学のみ）６０名
＊１年半コース（10 月入学のみ）６０名

2.授業スケジュール （スケジュールは変更になることがあります）
＊月曜日〜金曜日（土曜日・日曜日・祝祭日及び本校が定めた日はお休みです。）
４時限

１時限

２時限

昼

食

３時限

開始時刻

9:20

11:10

12:40

13:30

15:10

終了時刻

10:50

12:40

13:30

15:00

16:40

（※選択授業）

※英語・数学・総合科目(現代社会)の授業を選択することができます。

3.カリキュラム
科

目

内

容

＊＊＊初級クラス＊＊＊
総合日本語
(初級)

基礎日本語構文、語彙の習得を、読み・書き・聞き・話すことを通して
総合的に行います。漢字 400 字程度、語彙 1400 語程度を習得。
日本語能力試験 N3、N4 レベルを目指します。
教材：｢初級日本語｣（東京外国語大学）
＊＊＊中級・上級クラス＊＊＊

総合日本語
（中級）

中級日本語表現、語彙、文法の習得を総合的に行います。
漢字総数 1000 字程度、新出文型表現 200 程度を習得。
日本語能力試験 N2、N3 レベルを目指します。
教材：｢中級から学ぶ日本語｣（研究社）

総合日本語
（上級）

社会科学からテーマを取り上げ、上級日本語表現、語彙、文法の習得を
行います。漢字総数 2000 字程度、新出文型表現 150 程度を習得。
日本語能力試験 N1、N2 レベルを目指します。
教材：｢上級で学ぶ日本語｣（研究社）他

作

文

初級〜中級の表現、語彙を用いて簡単な作文から小論文に至るまで、さ
まざまな形式の文を練習します。

会

話

話す力を養い、実際のコミュニケーションに役立つ表現を学習します。

聴

解

日本語のリズム、音などに慣れる練習から始まり、最終的にはニュース
に至るまでの聴解の練習を行います。

※教材は変更になる可能性があります。

4.授業の進め方
授業はすべて日本語で行います（直接教授法）。教科書、絵教材、録音テープ、
ＬＬ装置、ビデオ教材などを活用して授業が進められます。

5.主な年間プログラム

※（

）は実施予定月

入学式・クラス編成試験・入学オリエンテーション（4 月､9 月）・健康診断（5 月､10 月）・
スポーツ大会（6 月）・日本留学試験（6 月､11 月）・日本語能力試験（7 月、12 月）・定
期試験（7 月、1 月）・学園祭（10 月）・クリスマスパーティ（12 月）・発表会（1 月）卒
業式（3 月）・夏休み（8 月）・冬休み（12 月中旬〜1 月初旬）春休み（2 月〜3 月）等

6.出願資格

以下の項目を全て満たしていること。

①正規の学校教育における１２年以上の課程を修了していること。
②広島在住の身元保証人（本校に対する保証人）がいること。
③本校在学中の学費・生活費などの滞在経費の支弁保証があること。

7.身元保証人（本校に対する）の資格と役割
保証人は学生が本校に在籍期間中、親代わりとしての役割を果たすことになりますのでそれ
に相応しい方が望まれます。

＊資

格

以下の項目を全て満たしていること。

①必要な時には、来校可能であること。（広島市近郊に居住していることが望ましい。）
②在日外国人の場合、広島で 2 年以上在職しているか、定住、永住等の資格があること。
(※留学生は保証人になれません。)
③在日外国人の場合、不自由なく日本語が話せること。
④企業、公益法人等の団体が保証される場合も保証人（代表者）が１人必要です。
＊保証人様の役割
①学生の住居の世話、生活上の諸問題等、一身上の全てに責任を負います。
②本人が学費を払えない場合には、本人に代わってお支払いいただきます。

8.学費ならびに納入方法
＊学費
修学期間

６ヶ月

１年

２年

１年６ヶ月

入学時期

４月/１０月

４月

４月

１０月

1.入学金

100,000 円

100,000 円

100,000 円

100,000 円

2.授業料

300,000 円

600,000 円

1,200,000 円

900,000 円

3.教材料

17,500 円

30,000 円

55,000 円

42,500 円

4.保険料

4,000 円

7,000 円

14,000 円

11,000 円

421,500 円

737,000 円

1,369,000 円

1,053,500 円

合

計

＊学費納入方法
本校事務局へ直接お持ちいただくか、指定の銀行口座にお振り込みください。
＊学費納入期日
①入学金

─

本校の指定日（「入学許可証明書」発送後、約 2 週間以内）までに
納入してください。

②授業料・教材費・保険料

─

授業開始日までに、1 年分を納入してください。

学費納入に関する注意事項
※一旦納入いただいた学費は、一切お返しいたしません。

9.出願手続き
<出願期間>
2012 年 4 月入学

：2011 年 11 月 14 日(月) 〜

2012 年 3 月 31 日(土）

2012 年 10 月入学 ：2012 年 5 月 14 日(月) 〜

2012 年 8 月 31 日(金）

<受付時間>
月曜〜金曜

10:00〜18:00

土曜日

10:00〜17:00

(祝日は除く)

※定員が一杯になった場合、締め切らせていただくことがあります。お早めにご出願ください 。

＜提出書類＞
① 入学願書【所定書式】（本人記入）
② 写真 4 枚（縦 4cm×横 3cm、1 枚は願書に貼付）
③ パスポートのコピー

(記載のある全てのページのコピーを提出)

④ 在留カード または 外国人登録証のコピー（表と裏のコピーを提出）
⑤ 健康保険証のコピー
⑥ 高等学校または大学等の卒業証明書
⑦ 高等学校または大学等の成績証明書（年度毎の成績が記載されたもの）
⑧ 経費支弁書【所定書式】

⑨身元保証書【所定書式】

⑩ 個人情報保護に関する確認書 【所定書式】
※現在お持ちの在留資格によっては、他の書類を追加でご提出いただく場合もございます。
＜その他＞
※出願書類をご提出いただいた後、入学許可証明書ほか、入学手続きについてのご案内を送付さ
せていただきます。送付時期は願書提出時にお知らせいたします。
※入学後は、留学生と同じスケジュールで、学校行事、授業に参加していただきます。
※３ヶ月以内の短期での授業への参加もできます。入学時期や学費については別途ご案内いたし
ますので、お問合せください。

広島ＹＭＣＡ専門学校
〒７３０−８５２３

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科

日本語ｺｰｽ

広島県広島市中区八丁堀７−１１

ＴＥＬ：０８２−２２３−１２９２
ＨＰ：http://www.hymca.jp/jp/

ＦＡＸ：０８２−２２７−３８７６

Ｅ−ｍａｉｌ：hyj@hiroshimaymca.org

JAPANESE LANGUAGE COURSE
Hiroshima YMCA College General Information

(Here after HYC)

1. Course
＊1-Year Course : 60 students
＊2-Year Course : 60 students
＊18-month Course : 60 students

2. Class Schedule
Classes are held Monday through Friday. (Students are not required to attend on Saturdays,
Sundays, National Holidays and school designated holidays, unless otherwise notified.)
(1st period.)

(2nd

(Lunch)

(3rd period.)

(4th period.)
(※Home Room, Electives)

period.)
Starts

9:20

11:10

12:40

13:30

15:10

Ends

10:50

12:40

13:30

15:00

16:40

※ Electives are offered in English, Math, and Social Studies.

3. Curriculum
Subject

Content

＊＊＊ Elementary Course＊＊＊
総合日本語
（basic level）

Comprehensive study of basic Japanese sentence structure and
vocabulary through reading, writing, speaking, and listening.
Mastering 400 Chinese characters and 1400 words
Aiming at the Japanese Language Proficiency Test N3 and N4 level.
Textbook：｢初級日本語｣（東京外国語大学）

＊＊＊ Intermediate and Advanced Courses＊＊＊
総合日本語
(intermediate
level)
総合日本語
(advanced
level）
Writing
Conversation
Listening

Comprehensive study of intermediate level Japanese expressions,
words and vocabulary.
Mastering 1000 Chinese characters and 200 expressions.
Aiming at the Japanese Language Proficiency Test N2 and N3 level.
Textbook：｢中級から学ぶ日本語｣（研究社）
Mastery of advanced level Japanese expressions and vocabulary, and
grammar, adopting themes from current events.
Mastering 2000 Chinese characters and 150 grammatical expressions.
Aiming at the Japanese Language Proficiency Test N1 and N2 level.
Textbook：｢上級で学ぶ日本語｣（研究社）他
Writing practice utilizing elementary and intermediate level expressions
and vocabulary. Practice of various styles of writing from simple
composition to thesis.
Improvement of speaking skills and study of expressions useful in
actual conversational situations
Improvement of listening comprehension skills and familiarity with the
rhythm and sound of the Japanese Language, leading up to listening
comprehension practice using news broadcasts.

※Materials and contents are subject to change.
4. Teaching Method
Classes will be conducted in the Japanese language using the Direct Method. Textbooks,
pictures, tapes, language laboratory equipment (L.L.) and videos are examples of materials
to be utilized in class.

5. Annual School Events
Annual events include Entrance Ceremony, Placement Test and Orientation (Apr & Sep),
Physical Examination (May & Oct), Sports Festival (Jun), the Examination for Japanese
University Admission for International Students (Jun & Nov), the Japanese Proficiency Test
(Jul & Dec)、Regular class examinations (Jul & Jan), School Festival (Oct), Christmas Party
(Dec), Project Presentation (Jan) and Graduation Ceremony (Mar). There are three annual
holiday periods: Summer Holiday (Aug), Winter Holiday (middle of Dec〜beginning of Jan),
and Spring Holiday (Feb〜Mar).

6. Admission Requirements
Applicants must:
1) Have completed 12 years of formal school education.
2) Have a resident of Hiroshima as a guarantor.
3) Be able to show proof of financial resources for tuition, other fees, and living expenses
throughout the duration of the applicant's enrollment in this college.

7. Eligibility and Role of a Guarantor
HYC requires the Guarantor to be someone who can assist a student in carrying out
procedures for admission, in finding housing, and in providing guidance related to matters
concerning daily life, etc.
＊ A guarantor must meet all of the conditions listed below
The guarantor must:
1) Be available for daily contact with the student and be able to come to school when
necessary.
＊(Hiroshima City residents, and those living nearby, are preferred)
2) In the case of a foreign national residing in Japan, be employed and have the status of
permanent resident or have resided in Japan for more than 2 years. (International
students are not eligible to become guarantors.)
3) In the case of a foreign national residing in Japan, should be able to demonstrate a
sufficient command of the Japanese language.
4) In the case a company or a public corporation, appoint a representative as guarantor.
Role of the Guarantor
1) To take on full responsibility for the student, including finding housing and dealing with
matters concerning life in general while enrolled in the HYC.
2) In case the applicant does not remit school fees, the guarantor shall be responsible for
their payment.

8. School Expenses

Starting

6 months

1 year

2 year

April/October

April

April

1 year &
6 months
October

Admission Fee

¥100,000

¥100,000

¥100,000

¥100,000

Tuition

¥300,000

¥600,000

¥1,200,000

¥900,000

¥17,500

¥30,000

¥55,000

¥42,500

¥4,000

¥7,000

¥14,000

¥11,000

¥421,500

¥737,000

¥1,369,000

¥1,053,500

Teaching
Material Fee
Insurance Fee
Total

※M ethod of Payment
＊Payment is requested to be made either in person to the school office or remitted to the
school's bank account using the appropriate bank transfer form. Dates for payment include
the following:
※Dates of Payment
(1) Admission Fee

: Payment is due by the date designated by the HYC. (Usually within
2 weeks after the "Admission Certificate" is posted).
(2) Tuition, Teaching material Fee and Insurance Fee
:The payments must be made in full by the day of the entrance
ceremony.
＊No refunds will be made.

9. Application Procedures
《Application Period》
＊Starting April 2012 (1-Year and 2-Year Courses) : November 14, 2011- March 31, 2012
＊Starting October 2012(18-month Course) :May 14, 2012 - August 31, 2012
Office hours : Monday through Friday 10:00〜18:00
Saturday 10:00〜17:00 (except holidays)
Please apply soon as we will stop accepting applications once we have filled the program.
《Application Document List》
1. Admission Application (Designated Form, completed by applicant)
2. Four photographs of the Applicant (4.0 cm × 3.0 cm) (Certified within 3 months of
application. Please attach one photograph to the Admission Application.)
3. A copy of the Applicant's Passport (Front page and visa pages)
4. A copy of “
Resident Card”or “
Alien Registration Card” (both sides)
5. A copy of Health Insurance
6. Certificate of Graduation from High School or University, College
7. Certificate of Grade Report from High School or University, College
8. Certificate of Ability to Bear Expenses (Designated Form)
9. Certificate of Guarantee addressed to the Hiroshima YMCA (Designated Form)
10. Confirmation Regarding the Protection of Personal Information (Designated Form)
＊Applicants may be required to submit other documentation depending on their Status of
Residence.
《Others》
＊ Upon receipt of applications, applicants will be sent an Admission Certificate and the
procedures for admission. Applicants will be notified of the delivery period when they submit
their applications.
＊After being admitted to the HYC, new students are expected to follow the set schedule and
take part in classes and school events.
＊Short term admissions (up to 3 months) are possible. Please request information regarding
the appropriate fees and course structure.

HiroshimaＹＭＣＡ College
Japanese Language Course
7-11 Hatchobori, Naka-ku, Hiroshima 730-8523
TEL : 082-223-1292
HP

FAX: 082-227-3876

http://www.hymca.jp/en/ E-mail : hyj@hiroshimaymca.org

广岛 YMCA 专门学校 日语专业

1. 招生班级 （包括留学生签证的学生）
＊一年课程（只限于四月入学）：60 名
＊两年课程（只限于四月入学）：60 名
＊一年半课程（只限于十月入学）：60 名
2. 上课时间

（教学日程有变更的可能性）

＊星期一到星期五上课 （星期六，星期天，节假日及本校指定的休息日休息）
第四节班会

第一节

第二节

午休

第三节

上课

9：20

11：10

12：40

13：30

15：10

下课

10：50

12：40

13：30

15：00

16：40

（※选修科目）

※还可以选择英语，数学和综合科目的专业课
3. 课程安排
科

目

内
＊＊＊

综合日本语
（初级）

初级班

容
＊＊＊

通过读,写,听,说的综合方式来学习和掌握日语的基础句型及词汇
（掌握 400 个日文汉字以及 1400 个左右日文单词）
以达到日语能力测验 N3 ，N4 级水平为目标
教材：《初級日本語》（东京外国语大学）
＊＊＊中级，高级班＊＊＊

综合日本语
（中级）

进行中级日语表达方式,语法及词汇的综合练习和训练
（掌握 1000 个左右的汉字，以及 200 种新句型）
以达到日语能力测验 N2 ，N3 级水平为目标
教材：《中級から学ぶ日本語》（研究社）

综合日本语
（高级）

从社会科学中选取主题，学习和掌握高级日语文章及词汇
（掌握 2000 个左右的汉字，以及 150 种新句型）
以达到日语能力测验 N1 ，N2 级水平为目标
教材：《上級で学ぶ日本語》（研究社）其他

作

文

运用初级及中级的词汇及表达方式,由简单的作文到小论文,练习各种形式的写作

会

话

培养会话能力，学习实际交流中的各种表现

听

力

从习惯日语的语音语调起，到最终能进行新闻听解的练习

※有变更教材的可能性

4. 上课方式
上课一律用日语进行 （直接授课法）。 使用教科书，图片教材，录音，视听系统,录像带等进
行授课。
5. 每年的学校活动 ※（

）为举行预定日期

开学典礼，分班考试，入学说明会（4 月・9 月）， 健康诊断（5 月・10 月），运动会（6 月）
日本留学考试（6 月・11 月）， 定期考试（7 月・1 月）， 日语能力测试（7 月・12 月），
学园祭（10 月），圣诞晚会（12 月），发表会（1 月），毕业典礼（3 月），暑假（8 月）,
寒假（12 月中旬～1 月初旬），春假（2 月～3 月）等
6. 报名资格 提交申请时 必须具备以下各项条件
①修满 12 年以上正规学校教育者。
②有住在广岛市或者是广岛市近郊的身份保证人。（对本校的保证人）
③有能力支付在本校学习期间所有学费及生活费者。
7. 身份担保人的资格与义务
资格

必须具备以下条件。

① 必要时能来校，和学生保持日常的接触。（最好居住在广岛市及其近郊。）
② 如果担保人是在日的外国人，其必须在广岛工作且在职 2 年以上者或在广岛工作且具有永
住定住等签证者。 ※留学生不能作担保人
③ 如果担保人是在日的外国人，必须能流利地使用日语对话。
④ 企业，公益法人等团体作保时，必须有一个代表人作保证人。
＊保证人的义务
① 担负留学生生活起居等一切所有的责任。
② 如果留学生不能缴纳费用，保证人代替付清。
8. 费用及交费方法

入学期

六个月

一年

两年

一年半

四月/十月

四月

四月

十月

1.入学费

100,000 日元

100,000 日元

100,000 日元

100,000 日元

2.教学费

300,000 日元

600,000 日元

1200,000 日元

900,000 日元

3.教材费

17,500 日元

30,000 日元

55,000 日元

42,500 日元

4.保险费

4,000 日元

7,000 日元

14,000 日元

11,000 日元

421,500 日元

737,000 日元

1,369,000 日元

1,053,500 日元

合计
＊学费缴纳办法

直接到本校办公室缴纳、或者请用银行汇款方式交付。

＊学费缴纳日期
①入学金 − 于本校指定日期内（ 发入学通知书之后约 2 个星期以内）缴纳。
②学费, 教材费和保险费 −在入学仪式之前，请把 2010 年的金额一次性付清。
＊缴纳学费的注意事项

所交金额概不退款。

【志愿书受理期限】
2012 年 4 月入学

：2011 年 11 月 14 日(星期一) 〜

2012 年 3 月 31 日(星期六）

2012 年 10 月入学

：2012 年 5 月 14 日(星期一) 〜

2012 年 8 月 31 日(星期五）

【受理时间】星期一〜星期五 10:00〜18:00

星期六

10:00〜17:00 (休息日：节假日)

＊就算在受理期限内，当申请数超过招生名额时，有提前报名截止的可能，请尽早提交申请志愿。
【报名资料】
① 入学报名书 【规定格式】( 报名学生本人填写 )
② 照片４张 (４㎝×３㎝, 报名书上贴一张)
③ 护照的复印件 ＊提交护照上记载的所有内容
④ 在留卡 或者 外国人登录证的复印件（请提交正反两面的复印件）
⑤ 健康保险证的复印件
⑥ 高中或者大学的毕业证明书
⑦ 高中或者大学的成绩证明书 ( 在校期间每年度的成绩证明书 )
⑧ 经费支付书 【规定格式】
⑨ 身分保证书 【规定格式】
⑩ 关于个人信息保护的确认书 【规定格式】
＊根据现在所持在留资格的种类，有可能需要追加提出别的文件资料。
＜另注＞
＊在申请者提交申请志愿书后，学校将把入学许可证明书以及关于入学手续方面的指导说明等资料
给申请者寄送去。寄送时期将在申请者提交申请志愿书时告知。
＊入学后，将与留学生一样按照学校日程表，参加学校活动及上课。
＊同时也接收参加 3 个月之内的短期课程申请。关于入学时间和学费等则另有安排和通知，欢迎直
接或来电来信咨询。

广岛 YMCA 专门学校
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语言交流学科 日语课程
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http://www.hymca.jp/ch/
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hyj@hiroshimaymca.org

