
 

 

 

 

 

学 生 募 集 要 項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        学校法人貝畑学園 

専門学校岡山ビジネスカレッジ 日本語学科 

 

 

 

 

 
 



■募集学科・募集定員 

 

■出願資格 

(１)自国の学校教育により、１２年間の正規の教育課程を修了しており、または日本の高等学校卒業と同等以上

の学習能力を有する者で、書類審査で本校の選考に合格した者。 

(２)基礎的な日本語能力保持者で、申請時点で最低１５０時間以上の日本語受講歴があるか、または日本語 

 能力検定試験 N5以上・J.TESTF 級以上・TOPJ初級以上・NAT-TEST５級以上・GNK 初級以上等の認定者。 

(３)出願時の年齢は、高校卒業者は２２才まで、大学卒業者は２６才までが望ましい。 

(４)日本語を学ぶ強い意志を有する者。特に職歴がある者は履歴書の留学理由を具体的に書くこと。 

(５)心身ともに健康であること。学校では毎年健康診断があります。入学後に、もし病気にかかり留学生活に深

刻な影響がある時には、帰国して治療する必要があります。 

(６)日本の法律と学校の規則を遵守できる人であること。誠実で約束を守れる人であること。 

(７)日本での学費や生活費等の経費支弁者がいること。自立した生活を送ることができる能力を持っている人。 

 

■授業期間 

コース 大学進学２年コース 大学進学１．５年コース 

入学時期 ４月 １０月 

級 別 初級 中級 上級 特上級 初級 中級 上級 

修業期間 4月～9月 10月～3月 4月～9月 10月～3月 10月～3月 4月～9月 10月～3月 

週当たり 20時間 20時間 20時間 20時間 20時間 20時間 20時間 

総授業 

時間数 
400時間 400 時間 400時間 400時間 400時間 400時間 400時間 

 

■授業時間 

  月曜日～金曜日   午前の部 :   ９:１０～１２:４０ (45分授業 ４コマ) 

            午後の部 : １３:２５～１６:５５ (45分授業 ４コマ) 

 

■入学選考料・学納金・その他の費用 

（１）入学選考料    20,000円 

（２）学納金 

コース 大学進学２年コース（４月入学） 大学進学１．５年コース（１０月入学） 

 1年次 ２年次 1年次 ２年次 

入学金 50,000円 - 50,000円 - 

授業料 
680,000円 

 

340,000円 

680,000円 

 

340,000円 

（後期学費 9月支払い） 

（前期学費 3月支払い ） 

340,000円 

（後期学費 9月支払い ） 

合計 730,000円 680,000円 680,000円 340,000円 

（３）健康診断、傷害保険及び一年目の国民健康保険料として、入学時に 30,000円必要です。２年目の国民健康保

険の費用は実費通り各自で支払います。 

（４）母国の高校・大学の成績優秀な学生に対して、50,000～250,000円の入学前奨学金制度があります。 

（５）１年間学費を納付している学生が、入学後半年で大学(院)に進学した場合、後期学費の一部を返金します。 

（６）本校の専門コース課程（国際文化学科を除く）に進学する場合、日本語学科在籍期間に応じて、専門課程の授

業料より 25,000～100,000円を免除します。 

学科名 コース 修業年限 入学時期 募集定員 

日本語学科 進学コース 
２年 ４月期生 ８０名 

１．５年 １０月期生 ６０名 



出願から入学まで 
      ●一次選考（現地筆記試験・現地面接試験） 

      ●二次選考（書類審査） 

 

１.一次選考（現地試験或いはオンライン面接） 

（1）資料請求（学校案内） 

    本校又は、現地募集代理機関に資料をご請求下さい。 

（2）出願書類の中の入学調査表及び履歴書を本校に送付して下さい。 

出願期間  ※日本在住の申請者は入学時に留学ビザを取れる人に限ります。 

 

 

 

 

（3）試験日程が決まり次第、試験の案内をセンターや紹介人経由で本人に通知します。 

   （４月生は９月中旬から１１月中旬、10月生は 3月中旬～5月中旬予定） 

    ※一次選考に合格された方には、二次選考のための書類を提出していただきます。 

（4）選考方法   

・日本語の筆記試験 

・英数の筆記試験（入学時奨学金を申請する高卒者） 

・面接試験 

 

２.二次選考（書類審査） 

（１）出願書類 

○出願書類は出願者本人、経費支弁者本人それぞれが自筆で、各項目についてもれなく記載。パソコン入

力の場合は、本人署名が必要です。３か月以内のものとする。 

○出願書類の訂正は不可。 

○銀行残高証明書は本人に返却しません。 

○外国語により作成されているものはすべて日本語訳を添付してください。 

（２）出願方法 

【出願書類提出先】 

Ⅰ 本校の指定する募集代行機関 

Ⅱ 本校 

   ①郵送の場合は、日本国内では「書留」、海外からは「EMS」等でお送りください。 

 ②本校への直接持参の場合は、本人又は代理の方が出願書類を直接持参してください。 

     受付時間：日曜・祝日を除く平日の午前 10時から午後 5時まで。 

土曜の出願については事前にお問い合わせください。 

（３）選考方法 

書類による選考。書類選考に合格した方には、現地募集代行機関や紹介人宛てに合格を通知します。 

※書類不備で申請が間に合わない場合はご容赦ください。 

（４）在留資格認定証明書  

入学許可者については、本校が志願者に代わり、広島入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請 

手続きを行います。審査結果は約２か月後に本校に通知されます。審査の結果、留学資格が認めら 

れた者に対しては、「在留資格認定証明書（留学）」が交付されます。 

※学内選考に合格しても、入国管理局の審査で在留資格が認められない場合があります。 

※交付されなかった方には、不交付通知を送ります。 

（５）学費、保険料の納付 

「在留資格認定証明書」が届き次第、本校から現地募集代行機関に連絡します（コピー送付）。志願者は、 

通知後直ちに選考料（20,000円）、入学金（50,000円）、１年目の授業料（680,000円）、保険料（30,000

円）の合計 780,000円を、本校指定の口座に送金してください。 

 

■指定期間内までに入金が確認できない場合、入学許可を取り消すこともあります。 

 

入学 願書受付期間（留学ビザを申請する人） 願書受付期間（日本在住者） 

4月生 前年 07月 10日 ～ 前年 11月 10日 前年 07月 10日 ～ 当年 03月 01日 

10月生 当年 02月 10日 ～ 当年 05月 10日 当年 02月 10日 ～ 当年 09月 01日 



■学校寮に申し込む学生は下記の費用も一緒に振り込んで下さい。 

※岡山にいる親戚と一緒に住む予定がある学生以外は原則来日時入寮しなければならない。 

      

 

 

 

 

 

※半年後から、寮の家賃と公益費と光熱費は毎月払いになります。 

※入寮する人は原則卒業まで入居します。半年未満の退寮はできません(半年未満の退寮の場合は

違約金が発生します)。半年後、退寮を希望する人は、退寮願を提出した後、学校で審査します

（出席率、日本語能力、同居人等の条件がある）。 

   ※上記の光熱費は基本料金です。規定量以上使用の場合は追加料金がかかります。 

   ※１号棟を希望する場合は入学後 48,000円追加徴収（半年分）します。 

 

■下記の口座へ振り込んで下さい ※日本での銀行手数料 4,000円は各自負担になります。 

銀行名    中国銀行本店 (THE CHOUGOKU BANK LTD HEAD OFFICE) 

銀行住所     1-15-20MARUNOUCHI.KITA-KU.OKAYAMA-CITY.JAPAN 

口座名    専門学校岡山ビジネスカレッジ日本語学科（OKAYAMA BUSINESS  

COLLEGE JAPANESE COURSE） 

口座番号    普通預金 №3214537 

SWIFT      CHGKJPJZ 

銀行電話    086-223-3111 

受取人住所   2-11,IWATA-CHO,KITA-KU,OKAYAMA-CITY,JAPAN 

受取人電話番号 086-801-5007 

（６）在留資格認定証明書の送付 

本校は入金確認後、現地募集代行機関や本人宛てに「在留資格認定証明書」原本を送付します。 

（７）VISAの申請と交付 

本人は、次のような書類を持参して最寄りの日本の公館に行き、「留学生ビザ」の申請手続きをしてくだ

さい。（公館により、必要書類が異なりますので、事前に各地区の公館に問い合わせて確認してください） 

必要書類： ①在留資格認定証明書 ②入学許可証 ③パスポート等 

（８）来日予定の連絡 

・本校からの質問書（住居、来日予定、空港への出迎え等）は早目にご返送ください。 

・岡山空港への出迎えを希望される方と入寮希望者は、本校指定日に来日してください。 

・申請手続きが完了したら、必ず来日予定を本校に連絡してください。 

（９）来日・入学手続き 

来日後、直ちに本校で入学手続きをしてください。 

 

※注意事項 

①入国管理局申請後のキャンセルは原則認められません。 

②入国管理局に提出した書類は、結果のいかんにかかわらず返却されません。 

③「在留資格認定証明書」交付後は、在外公館でビザが交付されなかった場合や不可抗力の場合を除いて、 

  いかなる理由があっても納入した学費は返金しません。不可抗力で入学できない場合は、在留資格認定 

証明書を返却する必要があります。在外公館でビザの発給を拒否された場合は、拒否印の押印されたパ 

スポートのコピーを送る必要があります。学校は確認した後、2か月以内に納入された学費を返金しま 

す（但し、選考料 2万円を除く。送金手数料は本人負担）。 

④入国後１週間以内に来校してください。来校しない場合は入学を取り消します。 

⑤日本入国時に一定期間の生活費を持参しなければなりません。（30万円以上） 

⑥入学後、正当な理由がない限り、他の日本語学校或いは専門学校の日本語学科、大学の別科への転校は 

認められません。大学への進学は期間の限定はありませんが、専門学校の専門課程への進学は在籍 

1年間以上を条件としています。（本校国際文化学科を除く） 

⑦出席率 90％以下、又は成績不良者の場合、退学して帰国していただくことがあります。 

⑧日本語学科在学中は原則として、バイクと自動車の運転および免許取得は禁止です。 

⑨学校諸規則が守れない場合は退学処分となります。納入された授業料は返金しません。 

寮の家賃（2・3号棟） 半年総額 90,000円 

寮の光熱費、公益費 半年総額 54,000円 

寮の入居費 入寮時のみ 20,000円 

寮管理維持費 入寮時のみ 20,000円 

寮関係 送金合計  184,000円 



⑩アルバイトは入国管理局へ資格外活動許可を申請、許可を受けた者に限り、1週間に 28時間以内の 

範囲（長期休暇期間中は１日８時間、週 40時間以内）で可能です。 

⑪日本語学校在学中は原則として、配偶者の呼び寄せ申請を行いません（配偶者がいる場合）。 

■ 入試に関するお問い合わせ先 

専門学校岡山ビジネスカレッジ 第３校舎  

〒700-0022岡山県岡山市北区岩田町 2-11  

TEL:086-801-5007  FAX:086-801-5008   

http://www.obcnet.ac.jp/jp 

E-mail:nihongo@obcnet.ac.jp  

 


