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水 野 外 語 学 院
MIZUNO GAIGOGAKUIN

日 本 語 科
JAPANESE COURSE

短期生募集要項

APPLICATION PROCEDURE
Short-Term COURSE

日本語教育振興協会認定校
JAPANESE EDUCATION SOCIETY
APPROVAL SCHOOL
〒272-0133

千葉県市川市行徳駅前 4-19-14
9-14-19 GYOTOKUEKIMAE
ICHIKAWA、CHIBA

TEL：047-397-9645 / 81-47-397-9645
FAX：047-397-3078 / 81-47-397-3078

URL：http://www005.upp.so-net.ne.jp/MIZUNOGAIGO/
E-Mail：mizuno＠ df7.so-net.ne.jp
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１ 出願資格 REQUIREMENTS FOR ADMISSION

（１）１２年以上の学校教育を修了している者、及び当該年度末に卒業見込みの者。

（２）日本の高等学校卒業以上に相当する学歴を有する者。

Completion of 12 years of formal school education or equivalent.

２ 入学時期 Admission

４月 ７月 10月 １月

April July October January

３ 出願書類 Over-all Explanation of Application Documents

① 入学願書 Application for Admission

② 身元保証書 Letter of Guarantee

③ 写真３枚（縦４㎝横３㎝）・・・裏に氏名を書くこと

３－Photographs ：4㎝ in length,3㎝ in width

Write your full name on the back of the other photo

④ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのコピー Passport Copy

＊手続時間短縮のため、入学願書についてはFAXで送っていただいても結構です。

Your application form can be accepted by fax for quick procedures.

４ 学費等 TUITION AND FEES （円：Yen）

下記３月分学費等を一括納入ください。

You are requested to pay full amount of money stated above in advance.

教材費については、クラス決定後、実費でご購入ください。

The above does not include textbook fee.

入学時 at the time of entrance into our college \140,000-

入学金 Admission Fee 20,000円:Yen

授業料 Tuition 120,000円:Yen
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５ 出願から入学まで Application Procedures

出願手続 上記出願書類を本学院宛に提出

Application Applicants send the above mentioned documents to our

college．

▽

▽

選考結果の通知 本学院で書類選考し、結果を本人に通知

Notification of We notify applicants of the result after screening

result of application documents.

screening

▽

▽

入学手続 学費、寮費（希望者のみ)等納入金を本学院宛に振り込む

Admission Applicants send money to our college by bank transfer.

Procedures

▽

▽

入学許可 本学院発行の入学許可証、身元保証書を本人宛に送付する。

Acceptance We send applicants Acceptance of Admission and

of Admission Letter of Guarantee issued by our school.

▽

▽

短期入国査証 入学許可証、身元保証書、パスポート等を持ち、 駐在日本大使館

取得手続 等の在外公館で、「短期滞在入 国査証(90日間)」を申請し、発給

Acquirement を受ける。（短期ビザをもらう）

of Visa Applicants apply for a short-term visa (90 days) at Over

seas Agencies of the Ministry of Foreign Affairs such

▽ as Japanese Embassy.

▽

▽

入国・入学 Applicants enter our school.

Entrance into

school. .



- 4 -

６ 振込先指定銀行 BANK NAME

銀行名 東京三菱銀行 Bank of Tokyo-Mitsubishi

支店名 新丸の内支店 SIN-MARUNOUTI BRANCH

銀行住所 東京都千代田区丸の内１－４－２

１－４－２ MARUNOUTI CHIYODAKU TOKYO

電話番号 TEL ： ０３－３２１１－２４７３

口座名 水野外語学院 MIZUNO GAIGOGAKUIN

口座番号 ＮＯ ４３４５５７７ 店 番 BRANCH NO ４２２


