にほんご一般コース

日本に住む外国人のための
１．対象 / Prerequisites
①満１７歳以上の方

Be 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
Have a basic understanding and ability to read and write Hiragana and Katakana

２．学習期間 / Course Duration
３か月、６か月、１年、１年６か月、２年
3 month, 6 month, 1 year, 1.5 year, 2 years

※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 discuss with us if you would like to study for other durations than these.

３．入学時期 / Starting Dates
 ４月 9 日（春学期） April 9th, 2019 (Spring term)
 １０月 8 日 （秋学期） October 8th, 2019 (Fall term)
４．授業時間 / Session Schedule
①午前クラス 月～金曜日 ９：００～１２：３０
Morning session, Monday to Friday, 9:00~12:30

②午後クラス

月～金曜日 １３：３０～１７：００

Afternoon session, 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 / Cost
学習期間
Course duration

入学金

授業料

教材費

合計

Enrollment fee

Tuition

Books

Total

3 ケ月
3 months

6 ケ月
6 months

30,000 円

1年
1 year

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

６．受付期間 / Application Deadline
学期

応募〆切

Terms

Deadline

春学期

３月３１日

Spring term

March 31st

秋学期

９月３０日

Fall term

September 30th

７．学習内容 / Learning Contents
1 限目
2 限目
初級
主教材クラス（15 時限/週）
Beginner

3 限目

Lesson using main textbook（15 classes/week）

中級

主教材クラス（15 時限/週）

Intermediate

Lesson using main textbook（15 classes/week）

中上級
Advanced
Intermediate

Skill-based Classes
（5 classes/week）
“Listening and Speaking”

Lesson using main textbook（15 classes/week）

“Reading and Writing”.

Lesson using main textbook

Advanced

技能別クラス（5 時限/週）

主教材クラス（15 時限/週）

主教材クラス（10 時限/週）

上級

4 限目

（15 classes/week）

選択クラス（10 時限/週）
（アカデミック・ビジネス・カルチャー）
Elective Subjects (10 classes/week)
（Academic・Business・Culture）

※６か月毎に、初級⇒中級⇒中上級⇒上級となります。
Students are expected to move to one higher course level every 6 months after the completion of

each term.

※各レベル終了時には、次のレベルに到達します。
After completing each level, students are expected to reach the following Japanese proficiency level:

・初級レベル修了 Beginner level
：N4 レベル（JLPT N4）
・中級レベル修了 Intermediate level
：N3 レベル（JLPT N3）
・中上級レベル修了 Intermediate-Advanced ：N2 レベル（JLPT N2）
・上級レベル修了 Advanced level
：N2 または N1 レベル（JLPT N2 or N1）

８．応募について / How to apply
以下を提出してください。
Please submit the following:

□ 入学願書 （所定様式：本人直筆のもの）
Application Form (prescribed form) *must be handwritten by the applicant.

□ 写真３枚 （4ｃｍ×3ｃｍ）
Three photographs ( 4cm×3cm )

□ パスポート、または外国人登録カードのコピー
Copy of passport or residence card

□ 学費 （学校指定口座へお振込みください）
Tuition (Please pay by bank transfer)

学校法人名古屋ＹＭＣＡ学園 名古屋ＹＭＣＡ日本語学院
Nagoya YMCA Japanese Language School
〒451-0062 名古屋市西区花の木 1 丁目 1-18
1-1-18, Hananoki, Nishi-ku, Nagoya, 4510062
Hours: Monday - Friday 9:00 am-6:00 pm
PHONE (052)531-0077 / FAX (052)531-0071
Email: nihongo@nagoyaymca.org
Website: https://nagoyaymca.ac.jp/nihongo

