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入試事務局 

◇住所：〒262－0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2丁目 5 番 19 号 

◇TEL：043-276-5828     

◇FAX：043-307-5524 

Admissions office 
Address：2-5-19 Minamihanazono, Hanamigawa-ku, Chiba-shi,Chiba Pref., 262-0022, Japan 
Phone number：（+81）43-276-5828  Fax number：（+81）43-307-5524 
URL：http://www.shintomi.jp  
Email：info@shintomi.jp/jimu@shintomi.jp 
Facebook：https://www.facebook.com/shintomikokusai/ 
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●新富国際語学院の理念、教育目標 

1 理念 

新富国際語学院は「生命だけは平等だ」の理念の基、日本で活躍できる人材育成を図る為、

進学を目指す留学生に対して「実用的日本語学習」、「日本の生活習慣及び商慣習の理解促進」

を実践することにより、留学生個々の夢を実現します。そして、学生全員がお互いに助け合

う精神に基づく人間尊重の気風を堅持できる心豊かな人材育成を図ります。 

2 教育目標 

次の目標を掲げて「自主自立」に基づき常に進歩と向上にまい進する心逞しい人材を育成

します。 

(1) 日本語能力試験Ｎ２を取得する。 

(2) 日本の社会規範を身につける。 

(3) 人間尊重の価値観を高める。 
 

●学生受け入れ方針 

日本での進学就職の夢を持ち、日本留学を目指している学生を求めております。ぜひ一緒

に、新富国際語学院で学びませんか？ 

個々の夢の実現に向けて、教職員が全力で皆さんの支援を行います。 

当学院は「留学生を安心して預けられる日本語学校」、「的確な生活指導や進路指導により

留学生を守る日本語学校」を目指します。 
 

●教育課程 

1 コース(2022 年度新カリキュラム予定) 

(1) 進学 2年コース（4月入学）：学習時間 2年間で 1600 時間。 

学習レベル：「初級Ⅰ、初級Ⅱ、初中級Ⅰ、初中級Ⅱ、中級Ⅰ、中級Ⅱ、中上級Ⅰ、中 

上級Ⅱ」 

(2) 進学 1年 6 か月コース（10 月入学）：学習時間 1年 6か月で 1200 時間。 

学習レベル：「初級Ⅱ、初中級Ⅰ、初中級Ⅱ、中級Ⅰ、中級Ⅱ、中上級Ⅰ」 

(3) 短期コース 

  別示します。 

2 教育内容 

(1) 言語行動（「聞く」「読む」「話す」「書く」の 4技能）、言語知識（「文字」、「語彙」、「文

法」）の均衡的、段階的な学習。 

(2) 日本語能力試験（JLPT）、日本留学試験（EJU）、実用日本語検定（J.TEST）などの各種試

験対策を主要学習に取り入れた学習。 

(3) 日本文化や社会規範体験を通じた授業連動型の校外学習の実施。 

(4) 学期毎に習得レベルを判断するための定期試験（会話含む）の実施。 

3 教育方法 

(1) 入学時のプレイスメント・テスト後の面接で個々の学習目標を設定し、個々のレベルに

あったクラスでの教育。 

(2) 体系的な基礎学習に加え、課題を与えて自主的に取り組ませる主体的、協働的な学習。 

(3) 初級から中上級までのクラス毎の担任制による個々の進度の把握と親身な指導。 

(4) ２年目最終学期における進路別卒業クラス編成による入管法等関係法令及び商慣習の

指導。 

(5) 学生個々の希望進路把握による定期的な説明会・セミナーや進路イベントの開催等。 
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4 学習成果（育成すべき能力） 

(1) 日本の高等教育機関や企業で通用する実践的な日本語コミュニケーション能力。 

(2) 学生全員がお互いに助け合い、信頼し、人間を大事にする気風を持ち、目標達成の喜び

を分かち合える心豊かな人材。 

(3) 自主自立に基づき進歩と向上にまい進し、総合的に日本社会で活かせる人間力。 

●授業時間 

 １限：45 分間 / １日：4限 / 月曜日～金曜日  

限 午前クラス 午後クラス 

1 09：10～09：55 13：10～13：55 

2 09：55～10：40 13：55～14：40 

3 11：00～11：45 15：00～15：45 

4 11：45～12：30 15：45～16：30 
 

●応募資格 

(1) 本国で 12 年以上の正規課程教育（期間は国によって異なる）及びその他同様の学校教

育を修了した者で日本入国時に原則として満 18 歳以上の者。 

(2) 本国で大学等の高等教育機関への入学資格（高校卒業又は高校卒業と同等の資格保持者）

を持つ者。 

(3) 出願時点で 150 時間以上の日本語学習履修証明書を提出できる者又は、日本語能力試験

N5 レベル相当以上と認められる者。 

(4) 最終学歴修了後 5年以内であること、但し、看護師資格や他の資格を保有し、勤務歴が

明確であれば応募可とします。 

注１：上記第 3 号の「日本語学習履修証明書」：日本語学習証明文書により、立証する場

合は受講した「総学習時間」と「実際に出席した実学習時間」が明記されたもので、

「学習時間、出席率、履修内容、コース名称、当該コースの終了目標レベル、使用教材

名」が記載された証明文書を提出して下さい。 

注２：上記第 3 号の「N５レベル相当以上」：「J.TEST の F 級（FG レベル試験 250 点）以

上」、「日本語 NAT-TEST の 5 級以上」、「TOP-J 実用日本語運用能力試験の初級 A 以上」

や「J-cert（生活日本語検定）」の初級以上の認定も含みます。その他の日本語認証試

験も含めて、それぞれの証明書（原本）を提出して下さい。 
 

●出願期間 

入学時期 資料提出時期 在留資格認定書交付 在学期間 

04 月 9 月中旬～11 月中旬 02 月下旬 2 年 

10 月 3 月中旬～5月中旬 08 月下旬 1 年 6 か月 

 

●募集定員 

コース 募集定員 到達目標 備考 

進学 2年コース 60 JLPTN2 以上取得  

進学 1年 6か月コース 40 JLPTN2 以上取得  

総計 100   
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●入学選考要領 

入学希望者は入学願書「７頁 入学希望者提出書類一覧」を当学院へ送って下さい。 

選考方法は次の通りです。 

選考方法 実施方法 結果通知 

一次選考 

書類審査（最終学歴成績、経費支弁能力、日本語

学習時間）、日本語能力無資格者は筆記試験「文

字（ひらがな、カタカナ）、語彙、文法（疑問詞、

助詞）」を行います。 

書類到着後速やかに書

類審査を行い結果通知 

二次選考 
現地面接が困難な場合は、当学院の職員がオン

ライン面接を活用します。 

面接後 3 日以内結果通

知 

※一次選考はエージェントにおいて実施します。二次選考は当学院担当者が原則として Skype、Zoom によるオ

ンライン面接を行います。 
 

●出入国在留管理局の審査 

本学院の入学適格の書類審査に合格した場合、本学院が東京出入国在留管理局で在留資格

認定証明書を代理申請します。約 2 ヵ月半後、本学院が東京出入国在留管理局で在留資格認

定証明書の交付・不交付の結果を確認し、在留資格認定証明書を受理します。 
 

●在留資格認定証明書交付後の手順 

(1) 在留資格認定証明書の受領後、本学院より学費等の請求書を申請者宛てに送ります。申

請者は学費を期日までに銀行送金でお支払いください。 

(2) 学費等の入金を確認後、在留資格認定証明書の原本、入学許可書、留学のご案内等を申

請者宛てに送付いたします。 

(3) 申請者は、在留資格認定証明書受領後、現地の日本大使館または領事館で「留学ビザ」

を申請してください。 

(4) 自分の航空券を予約し、到着便名・到着時間を本学院（入試事務局）にご連絡くださ

い。 
 

●納付金 

申請人は「在留資格認定証明書」の交付通知を受けましたら、原則として初年度納付金

740,000 円（入学検定料免除）を一括納付して下さい。入金確認が取れ次第、学校から「在

留資格認定証明書」及び「入学許可書」を送付します。 

 尚、特に経済的事情がある者は事前相談可。 
（税込み 日本円） 

項目 
初年度 次年度 

全コース 2 年コース 1 年 6か月コース 

入学検定料（注 1） 20,000 ― ― 

入学金 30,000 ― ― 

授業料（注 2） 610,000  610,000  305,000   

教材費 30,000 30,000 15,000  

その他施設費等(注 3) 70,000 70,000       35,000 

合計    760,000     710,000   355,000 
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新型コロナ禍の状況を勘案し、2022 年 4 月期生及び 10 月期生に限り次の減免を行います。 

注 1 入学検定料 2 万円を免除します。 

注 2 出願時点で JLPTN4（同レベル相当資格）を取得済みの方は 6 万円を初年度の授業料

から、JLPTN5（同レベル相当資格）を取得済みの方は 4 万円を初年度の授業料からそれぞ

れ減額します。（条件：コース毎の規定期間在籍、毎月出席率 90％以上維持） 

注 3 「その他施設費等」の合計金額（１年分）の内訳は次の通りです。 
（税込み 日本円） 

細部項目 施設費 設備費 課外活動費 保険料 健康管理費  ビザ更新 合計額 

金 額 15,000 15,000 15,000 10,000 5,000 10,000 70,000 

※ 納付金振込みの手数料は、全て振込人負担となります。 

※ 教材費は授業内容によって一部実費負担の場合があります。 
 

●費用の振込先 

項目 

The item 

日本国内で振込む場合 

When you send money in Japan 

国外から振込む場合 

When you send money from overseas 

銀行名      

Name of Bank 
三井住友銀行 千葉支店/(066） 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

CHIBA BRANCH/(066) 

SWIFT CODE SMBCJPJT SMBCJPJT 

住所 

Address 

千葉県千葉市中央区富士見  

2 丁目 25 番 1 号 

2-25-1 Fujimi Chuou-Ku, Chiba-Shi, 

Chiba-Ken 260-0015, JAPAN 

受取人    

Account Name 

ソフィアグローバル株式会社 

代表取締役 徳田 秀子 

Sophia Global Inc. 

President Tokuda Hideko 

口座番号  普通口座 8515086 Savings account 8515086 
 

●納入金の返還 

在留資格

認定証明

書交付後 

入国査証の申請を行わず不来日の場

合 

入学検定料と入学金を除く全納付

金を返還する。 

入国査証の申請を認められず不来日

の場合 

入国査証を取得したが入学辞退の場

合 

来日後、入学前に入学辞退の場合 

注 

入学後に退学する場合 注 

入学検定料、入学金、保険料を除

く、全納付金を学期（3 か月）単

位で返還する。 

注：来日後に納付金の返還を行う場合は、帰国確認後に返還する。 
 

●学習奨励金及び褒賞 

この学習奨励金及び褒賞は「資格外活動等の法令違反及び学則違反がないこと」を前提に

しております。 

1 特別優秀者学習奨励金 

2 年生在学時の所定の期日「４月期生は受給対象年度の４月（10 月期生は受給対象年度の

9 月）」までに、日本語能力試験（JLPT）N3 以上の資格を取得し、累積出席率 98％以上を確

保した学生には選考審査の上「特別優秀者学習奨励金」の支給制度が適用されます。この細
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部の申し込み手続要領は別示します。 

(1) 支給額：月額 2 万円×12 カ月（10 月期生は 6か月） 

(2) 人数：若干名 
 

2 本学院には次のような各種褒賞制度があります。 

(1)「総合成績優秀賞」、JLPTN2 以上の取得に加えて、EJU の高得点（2 科目）取得者で出席

率 98%以上、成績が優秀な模範的学生には「総合成績優秀賞」（上位 3名）を卒業時に授与

します。 

(2) 学期毎の期末試験成績優秀者には、「期末試験成績優秀賞」を授与します。 

(3)「入学後 12 か月以内に JLPTN3 以上」、又は「入学後 16 か月以内に JLPTN2 以上」を取得

し、累積出席率 98％以上の学生はいずれか 1回「資格取得賞」があります。 

(4) その他、各コース期間の「皆勤賞」、「精勤賞」や学期間（3カ月間）100％出席の「学

習奨励賞」があります。 
 

●入学希望者提出書類一覧 

1 申請者 

(1) 入学願書（別紙 1） 

(2) 最終学歴の卒業証明書（注） 

(3) 最終学歴の成績証明書 

(4) 日本語能力立証資料（注） 

(5) 健康診断書「入国時の新型コロナワクチン接種証明書又は PCR 検査結果（陰性）」 

(6) パスポートコピー 

(7) 写真 6 枚 

 

2 該当者のみ 

(1) 就学理由書（卒業後 5年以上経過の場合） 

(2) 在学証明書（出願時在学中の者） 

(3) 在職証明書 (就労歴のある者) 

(4) 学歴認証報告書（中国） 
 

3 経費支弁者 

(1) 経費支弁書（別紙 2） 

(2) 経費支弁者と申請人の関係を立証する文書 

(3) 預貯金残高証明書（原本） 

(4) 経費支弁者の職業を立証する文書（原本） 

(5) 過去 1 年間の資金形成過程立証資料（過去 1 年分の出入金明細書又は過去 1 年分の預貯

金通帳の写し）（原本）（注） 

(6) 過去 1 年間の経費支弁者の収入を立証する文書「過去 1 年分の納税（課税）証明書又は

過去 1 年分の収入（所得）証明書」（原本）（注） 

   

注：書類提出を求めない場合があります。（細部は入試事務局へお問い合わせ下さい。） 
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●学校へのアクセス 

１ＪＲ総武線  新検見川駅から徒歩約 2分 

（1）駅南口の階段を下りる 

（2）右折 

（3）西友新検見川店手前の階段を下りる 

（4）右折 

（5）左手側に新富国際語学院 

 

 

 
S :西友スーパーマーケット新検見川支店 

：新富国際語学院 

連絡先 

入試事務局 
住所：〒262－0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2丁目 5番 19 号 

◇TEL：043-276-5828     

◇FAX：043-307-5524 

Admissions office, Shintomi International Language Academy 
Address：2-5-19 Minamihanazono, Hanamigawa-ku, Chiba-shi,Chiba Pref., 262-0022, Japan 
Phone number：（+81）43-276-5828 Fax number：（+81）43-307-5524 
URL：http://www.shintomi.jp Email：info@shintomi.jp/jimu@shintomi.jp 
Facebook：https://www.facebook.com/shintomikokusai/ 
 

２京成電鉄千葉線  検見川駅から徒歩約 8 分 

（1）駅出口を左折 

（2）約 50 メートル線路沿いを直進して左折し、踏切を横断

（3）桂林餃子店を右折 

（4）西友新検見川店付近まで直進 

（5）右手側に新富国際語学院 

 


