名古屋ＹＭＣＡ日本語学院
NAGOYA YMCA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

募集要項
留学ビザ以外の方のための日本語一般コース
日本在住の外国人の方のためのにほんごステップコース

名古屋ＹＭＣＡ

留学ビザ以外の方のための

日本語一般コース

１．対象 / Prerequosities
①満１７歳以上の⽅
17 years old or older
②３か⽉以上のビザをお持ちの⽅、または取得予定の⽅
Have or will have a visa with a duration of three months or longer
③ひらがなとカタカナが読める⽅から上級レベルの⽅まで
The Japanese level of the applicants can vary from beginners who can read Hiragana and Katakana to
advanced learners

２．学習期間 / Enrollments
６か⽉、１年、１年６か⽉、２年
6month, 1year, 1year 6month, 2year
※授業⽇カレンダー参照
Please cheek the lesson schedule
※上記以外の学習期間をご希望の場合はご相談ください。
Please consult us if you wish to study for the shorter or longer terms.

３．⼊学時期 / Admission Period
４⽉、１０⽉
（年２回）
April, October

( 2 times a year )

４．授業時間 / Class day
①午前クラス
⽉〜⾦曜⽇

９：００〜１２：３０
Morning class, Monday to Friday, 9:00~12:30
②午後クラス
⽉〜⾦曜⽇ １３：３０〜１７：００
Afternoon class, Monday to Friday, 13:30~17:00
※１限４５分・１⽇４限・週２０時限
1 class 45 minutes・4 class per day・20 classes per week

５．学 費 / Tuition Fees
学習期間
Enrollments
3 ケ⽉
3month
6 ケ⽉
6month
1年
1year

⼊学⾦
Admission

30,000 円

６．受付期間 / Period of Application
⼊学⽉
Admission
４⽉
April
１０⽉
October

授業料
Tuition

教材費
Material

合計
Total

141,000 円

15,000 円

186,000 円

282,000 円

30,000 円

342,000 円

564,000 円

60,000 円

654,000 円

応募〆切
Application deadline
３⽉３１⽇
May, 31
９⽉３０⽇
September, 30

７．学習内容 / Period of Application
初級
主教材クラス（15 時限/週）
技能別クラス（5 時限/週）
Beginner
Lesson using main textbook（15class/week）
中級
主教材クラス（15 時限/週）
Skill-based Classes
Intermediate
Lesson using main textbook（15class/week）
（5class/week）
中上級
“Listening and Speaking”
主教材クラス（15 時限/週）
Advanced
“Reading and Writing”.
Lesson using main textbook（15class/week）
Intermediate
選択クラス（10 時限/週）
主教材クラス（10 時限/週）
上級
（アカデミック・ビジネス・カルチャー）
Lesson using main textbook
Advanced
Elective Subject
（15class/week）
（Academic・Business・Culture）

日本在住の外国人の方のための

にほんごステップコース

忙しくて時間がないけど、日本語の勉強がしたい。少人数のクラスでしっかり学びたい。会話だけではなく、読み書きもでき
るようになりたい。そんな人におすすめの（セミ）プライベートレッスンです。1 名クラスは 1 回から、2 名以上のクラスは 1 か
月から受講が可能で、気軽に日本語の勉強を始めることができます。
Private (semi-private) lessons designed for busy individuals who want to learn Japanese in a small class and develop not only
conversational skills but also reading and writing skills. This course allows students to begin learning Japanese avoiding any hassle,
as private lessons (tutoring) are available from one-time use and non-private lessons are available from one-month use.
クラス
STEP1
STEP2
STEP3
初めて日本語を学ぶ人
Beginners
対象者
Levels

曜日
Day
時間と回数
Hours and number
of classes

日常生活に必要な情報を得るた
めに、簡単なやりとりができる
人。JLPTN5 程度。
Designed for those who are
capable to communicate
enough to obtain
information necessary for
daily life. Equivalent to
JLPTN5.
水・金
Wednesday・Friday
9:30～11:40 (60 分×2 コマ)
(60 min x 2)
全 40 回(8 回／1 か月)
Total 40 classes (8 classes/month)

ひらがな、カタカナが書け、簡単
な日常会話が理解できる人
Designed for those who
can write hiragana,
katakana, and understand
simple daily conversation

火・木
Tuesday・Thursday
9:30～11:40 (60 分×2 コマ)
(60 min x 2)
全 32 回(8 回／1 か月)
Total 32 classes
(8 classes/month)

入学金
Enrollment Fee

10,800 円

授業料
Tuition Fees

教材
(実費で購入)
Textbooks
(actual cost)
期間
Terms
申込締切
Application deadline

★1 名クラス（プライベート）
１０,000 円／1 回（120 分）
★Tutoring (Private)
10,000 yen/class (120min)
★２名クラス（プライベート）
45,000 円／1 か月
★Class with 2 students (Private)
45,000 yen/month
★３～5 名クラス（セミプライベート）
30,000 円／1 か月
★Class with 3-5 students (semi-private) 30,000 yen/ month
『まるごと 日本のことばと文化
『まるごと 日本のことばと文 『まるごと 日本のことばと文
化 初級 2A2 りかい』
入門 A1 りかい』
（三修社）
化 初級 1A2 りかい』
『同 かつどう』 （三修社）
『一人で学べるひらがな かたかな英語 『同 かつどう』 （三修社）
版』（スリーエーネットワーク）
Ⅰ期 4～８月
Ⅱ期 10～2 月
Ⅰ期 4～7 月
Ⅱ期 10～1 月
1st semester: April to August
1st semester: April to July
2nd semester: October to January
2nd semester: October to February
上記開始前月の 20 日まで
the 20th of the month preceding the month applicant intends to join the class

＊その他、ご希望に応じてクラスを設定いたします。ご相談ください。
Example of language skills you will develop joining the course.

STEP1

STEP2

STEP3

1 Month

2 Months

・Use simple expressions
to talk about yourself
and your family
・Place an order at
restaurant
・Talk about yourself
and your family
・Talk about seasons
・Have an ice-break
conversation to
establish good
relationships
・Talk about your
country’s cuisine

・ Talk about your daily
life
・ Invite friends to your
house

・Talk about your
hobbies
・Talk about directions

・ Talk about what you
did during your
holidays or on your trip
・Read simple emails

・Talk about your town
・Hang out with friends

・Introduce your own
and Japanese culture
・Plan a picnic
・Talk about seasonal
events and
celebrations in your
country
・Talk about online
shopping

・Have a simple business
conversation
・Talk about health
・Talk about the history
and the culture of
famous tourist
destinations
・Talk about
environment

・Talk about your
experience and give
advice
・Perform simple emcee
tasks at an event

3 Months

4 Months

信頼と実績の
YMCA ⽇本語学校ネットワーク

Kyoto
Kobe

Osaka

Tokyo

Hiroshima
Kitakyusyu
Fukuoka

Yokohama
Wakayama
Kumamoto

Nagoya
名古屋 YMCA ⽇本語学院

名古屋ＹＭＣＡ日本語学院
〒451-0062 名古屋市西区花の木 1 丁目 1-18

1-1-18,Hananoki,Nishi-ku,Nagoya
※地下鉄『浅間町』駅、北へ徒歩 3 分
※3 minutes north from The No.4 Exit of Sengencho Station.
●事務所 / Business Hours
月～金/Monday to Friday
9:00～17：00
●連絡先 / Access
TEL (052)５３１-００７７
FAX (052)５３１-００７1
●Email / nihongo@nagoyaymca.org
●お問合せ / Contact us

