日本語学校 JVCアカデミー
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JVCアカデミー
〒584-0092
大阪府富田林市昭和町1-239-2
TEL : 0721-25-5335
FAX : 0721-25-5336
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JVCアカデミー入学案内2021年度

教育理念 ： 言葉は文化です。
ことばを学ぶことは、その国の文化を身につける事です。
今や世界が急速にグローバル化し、日本へ若者がアジアをはじめ
世界各国から留学を希望しています。
その背景には急速な経済成長を遂げつつあるアジア各国の若者が世界に
羽ばたこうとしている現実があり、日本の経済〃学術面の影響だけではなく、古
くは日本のわびさび、新しくはアニメ等といった多様化する日本文化の
影響が多々あります。
そして、その目的のため大学、大学院、専門学校を目指す者、
また日本企業への就職を希望する者などさまざまです。
当校はその予備教育としての日本語習得を目指す留学生に対し、
それぞれの目標達成に役立つ日本語を習得させることを目標に
日本語教育機関としてスタートしました。

世界の成功者たちはそれぞれが独自の道
を歩みます。その道のりは、毎日一つ一つ
積み重ねられたものによって、最終的に成
功までの道へと変わります。一度明確な
ゴールを決めたら、計画を実行するために、
精一杯、そして辛抱強く一歩一歩進まなけ
ればなりません。大変で困難な道のりです
が、それを超えた未来に素晴らしい成功を
収めることができます。それこそが人生に
おける成功と言えるでしょう。
そのような成功を求める熱心な学生を、
JVCアカデミーはいつでも待っています
（是非入学してください）。JVCアカデミー
は成功への道のりの最初の一歩のような
ものです。そう考えると、JVCアカデミー
は言語や文化、生活スキルなどを学ぶた
めの場所というだけではなく、何よりも、み
なさんが成功を収めるための第一歩とし
て学ぶべき事を習得するまで、JVCアカ
デミーは皆さんに寄り添います。JVCアカ
デミーを通じて、みなさんはこの国際社会
において、社会的で才能あふれた人物に
なれるでしょう。それこそが我々JVCアカ
デミーの使命であり、存在意義でもあるの
です。

寮施設 〃 Q？コーナー

寮〃4人部屋タイプ

寮〃３人部屋タイプ
入居の人数に合わせて個別の部屋があり、共有ス
ペースもあります。寮内に生活の設備を設置してい
ますので、安心して生活できます。

他に２人部屋タイプも有ります
校舎まで近く、通学に便利です。
学校の寮は全て火災保険に加入してい
ますので、万が一のときも安心です。
寮の周辺にはコンビニやスーパー、薬
局などもあり、生活しやすいです。

寮から学校ま
ではどのくらい
遠いですか？

寮から学校までは
自転車で10分くらいです。
自転車は学校から無料で
貸し出しをしています。

寮には必ず
住まなければ
いけません
か？

怪我や病気をしたと
きが心配です。
入学して最初の6ヶ月は必ず寮に
住まなければなりません。それ以降は、寮に住
み続けるか、他の場所に住むか選ぶことができ
ます。
※ただし在日親族がいる場合は
この限りではない。

皆さんが入国してすぐに健康保険の
手続きをします。また、学校でも健康
診断を毎年実施します。困った時は
いつでもJVCアカデミーのスタッフに
相談してください。

学校の周辺
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交通案内
阿部野 橋駅（ 近鉄 南大阪 線 準急） ～富田林 （ 約30分）
なんば（御堂筋線）～富田林（近鉄南大阪線） （約50分）
梅田（御堂筋）～富田林（近鉄南大阪線）（約1時間）

富田林市の図書館

募集案内 学費諸費

施設案内

Recruit Notice

入学申し込み〃手続期間

School Facilities

学校について
各授業クラス

各授業クラス
入学
時期

書類受付
期間

入国管理局
申請

審査結果
発表

来日時期

4月期生

10月～11月

12月上旬

2月末

3月下旬

10月期生

4月～5月

6月上旬

入学資格

8月末

9月下旬

コース
進学
コース

資格内容
〃日本語能力試験
〃Ｊ－ＴＥＳＴ
〃ＮＡＴ－ＴＥＳＴ

Ｎ５
Ｆ級
５級
各授業クラス

注意
出願までに日本語能力N5相当（JLPT、 Top-J 初級A、 Nat-test N5等）の試験に合格している必要があります。ただ
し、受験申込の遅れ等の理由により、申請までに合格を証明できない場合は、受験票の提出も認めます。ただし、日本入
国までにN5レベル以上の試験に合格していない場合は、入学が取り消しとなります。

出願から入学までの流れ
1

申請人（留学生）提出書類

2

書類提出
ＪＶＣアカデミーに
書類を提出する

3

入国最終審査
ＪＶＣアカデミーが選考、
入国管理局に代理申請
後、最終審査が行われる

5

6

在留資格認定
証明書発送
ＪＶＣアカデミーが在留資格認定
証明書を学生に発送する

4

在留資格認定
証明書交付
入国管理局より在留資格
認定証明書が交付される

学費納付
学校に入学金〃学費等
の納付金を納める

7

ＶＩＳＡ取得申請
在外日本大使館、領事館
にVISA取得の申請に行く

8

来日
入国審査後、日本
へ入国

入学願書〃履歴書〃就学理由書
最終学歴の卒業証明書〃成績証明書
在職証明書
日本語学習証明書
日本語能力試験N５以上の認定証明書

第１～第４教室まであります。クラスはレベル別に分かれており、効率よく学
習できるようになっています。
教員室

経費支弁者
入学
ＪＶＣアカデ
ミーに入学

在職証明書
年収を確認できる書類
納税証明書
銀行預金通帳の写し（過去3年）
銀行の預金残高証明書

教室

学費〃その他諸経費
1.5 年コース

2年コース

前期授業料

後期授業料

前期授業料

後期授業料

選考料

33,000 円

--

33,000 円

--

入学金

55,000 円

--

55,000 円

--

授業料

693,000 円

346,500 円

693,000 円

693,000 円

教材費

22,000 円

11,000 円

22,000 円

22,000 円

施設費

22,000 円

11,000 円

22,000 円

22,000 円

その他（課外活動）

11,000 円

5,500 円

11,000 円

11,000 円

合 計

836,000 円（税込）

1.5年コースの学費については総合計 1,210,000円（税込）となります。
2年コースの学費については総合計 1,584,000円（税込）となります。
■上記のほかに来日までに必要な初期費用として送迎費、印鑑代、
保険代等がかかります。

寮費
部屋タイプ

1ヶ月料金

6ヶ月分

2人部屋タイプ

25,000円

150,000円

3人部屋タイプ

23,000円

138,000円

4人部屋タイプ

20,000円

120,000円

その他

保証金（入寮時のみ）

30,000円

374,000 円（税込）
注
意

836,000 円（税込）

図書室では、自習したり日本の小説や漫画を読むことができます。また、大学や専
門学校の募集要項も閲覧できます。
インターネット検索などができるように学生用のパソコンもあります。

図書室

事務所

748,000 円（税込）

学費を支払う場合は、必ず送金料は自己負担となります。
表示金額の全てに消費税（１０％）が含まれています。
個人的な諸事情、或いは領事館でのビザ不許可などの
理由により、入学辞退となった場合、入学金と選考料に加
え、送金手数料を差し引いた学費を返金いたします。

 寮費については６ヶ月分の前払いとなります。ガス代や水道光熱費は
使用した分を部屋の人数割りにし、月払いとなります。
 寮費には次の設備費も含まれています。洗濯機〃冷蔵庫〃電子レンジ〃
カーテン等。
■ その他消耗品として布団一式、炊飯器等の費用が別途かかります。
■ 部屋の空き状況によっては希望に沿えない場合があります。
■ 寮費（途中退寮の場合）及び保証金は返金致しません。

3

学校内FREE Wi-Fi
学生用パソコン利用可能

講師〃職員紹介

Teacher Introduction

非常勤講師数
12人

日本語講師
JVCアカデミー
森 一貫 校長
日本語学校JVCアカデミーで学ばれる方へ

人が人に出会うことで「ことば」が生まれました。だからこそ「ことば」は人に支えられているのです。
そしてその人たちが文化を作ってきました。「ことば」を学ぶことはコミュニケーションを大切にして、
文化を学ぶことでもあるのです。日本のことをしっかりと学んでください。
また日本語学校へ入学しようとするのには目的があるはずです。JVCアカデミーを卒業したあとの進路につ
いては、大学や専門学校への進学や日本企業への就職が考えられますが、私たちはその相談や指導に力を
そそぎます。日本文化を学ぶだけではなく、未来も切り開いてください。
どうか皆さんの志を大切にしてください。私たちも大切にします。

カリキュラム
授業について
コース名

期間

コース内容

進学
1.5年
コース

1年
6ヶ月

入学：10月
卒業：3月

進学２年
コース

2年

入学：4月
卒業：3月

月曜～金曜 週 ２０時間
年間授業時数 ７６０時間以上

2年コース 4月生
入学式

春の校外学習

5月

6月

日本語は勉強すればするほど面
白い言語です。ただのコミュニ
ケーションの手段としてではなく、
言葉の面白さを知り、日本の文
化や伝統にも触れてほしいと思
います。皆さんが夢を叶えるた
めにスタッフ一同全力でサポー
トしていきます。

タイで3年半、日本語を教えて
いました。外国で生活すること
の大変さはよく知っています。
みなさんの日本での留学生活
が素晴らしいものとなるように、
しっかりサポートしていきます
ので、困ったことがあれば、勉
強のこと、進学先のことなどい
つでも相談してくださいね。

学生課 友渕 先生

学生課 タンコン 先生

私もアメリカに長期滞在してい
た経験があります。学生として来
日後、不安な事もあるとおもい
ます。わからない事や心配事が
あれば、いつでも私に聞いて下
さい。皆さんが安心して勉強で
きる環境つくりをお手伝いさせ
て頂きます。

ベトナムでは、建築士として活
躍していた技術肌。ベトナムか
らの留学生経験を持ち、日本で
の生活も長いので、学生の皆さ
んの相談役にはピッタリ。どん
な相談にも優しく答えてくれる
ので、安心です。
何か困ったことがあれば、いつ
でも相談してください。

8月

9月

11月

生徒先輩の声

来日直後のサポート
12月

住民登録、国民健康保険、銀行
口座開設、携帯電話の契約、健
康診断など、安心できる生活のた
めに、みなさんをサポートします。
1月

私は、2年生のJVCアカデミーのタ
オです。これから皆さんのように2
年間日本に住んでいます。先輩とし
て皆さんが日本に来る前に色々な
事を紹介したいと思います。現在、
皆さん緊張しているでしょうか、楽
しみにしているでしょう、心配はしな
いでください。私もそういう気持ち
で過ごすことにありました、日本へ
来たばかりのころ在校生や先生た
ちが色々な事を手伝ってくれました
ので日本での生活にだんだん慣れ
てました。今日本での留学を準備し
ているなら皆さんはしっかり日本語
を勉強しておいてください。それは
日本に来てきっと役に立つと思いま
す。

中間試験
進学説明会〃オープンキャンパス
開始

第一回JLPT試験
第一回EJU結果発表
第二回EJU申し込み

授業開始
第一回JLPT結果発表
第一回JLPT申し込み

秋休み開始
進学説明会
第一回JLPT締め切り

1.5年コース 10月生入学式
健康診断
授業開始

School Life Support

生活支援

ベトナム学生
グエン タン タオ

お花見〃サバーファーム
BBQ

七夕〃夏休み開始

7月

10月

生活サポート

ネパール学生
コイアラ スバス
何かに困った時は、ま
ず最初に先生に相談
してください。日本語
のことでも、生活のこ
とでも、何でも助けて
くれます。
JVCアカデミーに入学
して、自分が成長した
ことがよく分かります。

ベトナム学生
チュオン ヴァン ロイ
私はいい学校だと思いま
す。先生たちは熱心で教
え方がいいし、カリキュラ
ムもいいです。困ってい
る時先生たちがよく手
伝ってくれました。JVCア
カデミーで学べれば先輩
からも色々な事を教えて
くれます。例えば、日本語
を教えてくれし、アルバイ
トを紹介してくれます。

ベトナム学生
ファン ゴック アン
母 国 で JVC ア カ デ
ミーを紹介してもらい、
入学しました。効率の
良い授業を受けられ、
課 外 活動 も充 実 して
います。先生は厳しく
も丁寧に教えてくれま
す。日本語だけでなく、
日本の習慣や生活も
学ぶことができました。

午後
授業

1時限目

9:00 ～ 9:45

2時限目

9:55 ～ 10:40

3時限目

10:50 ～ 11:35

4時限目

11:45 ～ 12:30

1時限目

13:00 ～ 13:45

2時限目

13:55 ～ 14:40

3時限目

14:50 ～ 15:35

4時限目

15:45 ～ 16:30

各クラスの授業は上記のスケジュールで
進められます

年間スケジュール Yearly Schedule
イベント〃試験など

健康診断
授業開始

専任講師 藤木 先生

午前
授業

日本の大学、大学院及び専門学校に入学するためだけの勉強ではなく、日本文化や日本
社会の習慣を学びます。
また、日本社会に対応できる生活〃ビジネスの日本語能力を身につけます。日本の大学、大
学院及び専門学校入学や日本留学試験、日本語能力試験N１〃N２の合格を目指します。

4月

主任講師 佐々木 先生

Curriculum

2月

3月

入学手続き
第二回EJU試験

秋の校外学
冬休み開始
第二回JLPT試験
第二回EJU結果発表

授業開始
第二回JLPT結果発表

卒業〃期末試験
第一回EJU申し込み
節分（豆まき）

卒業〃期末試験
第一回EJU申し込み
節分（豆まき）

クラス
各クラスには、担任講師と担当講師がいます。学習レベルに合わせた授業を行い、新聞
や映画などの生教材も取り入れ、興味が持てる授業を行います。
＜初級前半＞
又、皆さんの学習アドバイス、生活相談も行い、留学をサポートします。
上級 ６ヶ月クラ
〃日本語５０音をひらがなとカタカナで読み書き
初級 ６ヶ月クラ
〃日本語能力試験Ｎ５レベルの漢字と文型を学び、簡
ス
単な
単文の作成ができる
〃日常生活で最低限必要なコミュニケーション能力の
習得
＜初級後半＞
〃日本語能力試験Ｎ４レベルの語彙〃文法を学び、コ
ミュニ
ケーション能力を身につける
中級 ６ヶ月クラ
ス
＜中級前半＞
〃初級文型を復習しながら、中文〃長文の読解力を養う
〃日本語能力試験Ｎ３レベルを学び、それらを使って会
話練習をする
＜中級後半＞
〃Ｎ２、３レベルの中文〃長文の読解力を養う
〃日本語能力試験 Ｎ２程度の語彙〃文法を学び、それ
らを使って会話練習をする
〃自分の意見や考えを論理的に述べられる力を養う

ス
＜上級前半＞
〃日本留学試験、日本語能力試験Ｎ１の対策授業を行う
〃日本語能力試験Ｎ１、N２の文字〃語彙、文法を学び、
それらを使って会話練習をする
〃日本語を実用的に運用できる力を身につける
＜上級後半＞
〃Ｎ１の中文〃長文で重要なポイントや若者の主張を読み
解くことが出来る
S級 ６ヶ月クラ
ス
〃新聞や小説、専門的な語を学び、論文の読解などが
できるようにする
〃論文の構成をマスター、大学院の研究計画書を作成す
る
〃パワーポイントによる論文発表の練習をする
〃ビジネス日本語による待遇表現の練習〃進学先別受験
対策を行う

面接対策
大学〃大学院〃専門学校の入試にお
いて、面接試験は避けて通れない
関門のひとつです。学科試験の成
績だけではなく、受験生の日本語
力〃人物像や進学意欲が重視され
ます。各学校の傾向に沿った個人
面接〃集団面接という形で本番と同
じように練習します。服装の指導及
びマナー指導も行います。

