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募集要項・提出書類 
 

入学願書受付期間 

進学２年コース（４月入学希望者）   ⇒入学希望年の前年８月上旬～１０月下旬 

 

進学１年６か月コース（１０月入学希望者） 

一般１年６か月コース（１０月入学希望者）    ⇒入学希望年の２月上旬～４月下旬 

 

 

コース紹介・出願資格 

コース名 進学2年コース 進学1年6か月コース 一般1年6か月コース

就学期間 2年

総授業時間数 1600時間 1200時間 1200時間

教育目標
・教育内容

自動車整備士2級を取得するため
の専門学校・短期大学への進学を
目的とした日本語教育

自動車整備士2級を取得するため
の専門学校・短期大学への進学を
目的とした日本語教育

自動車関連の日本企業への就
職を目的とした日本語教育

学習到達目標
・日本語能力試験N2合格
・日本留学試験（日本語科目）
  250点以上の取得

・日本語能力試験N2合格
・日本留学試験（日本語科目）
  250点以上の取得

日本語能力試験N2合格

定員 60名 20名 20名

海外に お いて １２ 年以 上の
学校教育もしくは、それに準
ずる課程を修了している者、
又は修了する見込みの ある
者。日本語を150時間 以上
履修し、日本語能力試験N5
程度以上の日本語能力を有
する者

海外にお い て １２ 年以 上の
学校教育もしくは、それに準
ずる課程を修了している者、
又は修了する見込みの ある
者。日本語を150時間 以上
履修し、日本語能力試験N4
程度以上の日本語能力を有
する者

海外におい て１ ２ 年以上の学校
教育もしくは 、それに準ず る課程を
修了してい る者で現地の高等教
育機関を修了している者、又は修
了する見込みのある者。日本語を
150時間以上履修し、 日本語能
力試験 N4程度以上の日本語能
力を有する者

出願期間
（入学希望年の前年）
8月上旬～10月下旬

学内選考結果通知
（入学希望年の前年）
9月上旬～10月下旬

ビザ申請結果通知 2月下旬

入学時期 4月

卒業時期

選考方法

在留資格

出願資格

＊原則として最終学歴卒業から5年以内の者。日本留学に必要な学費・生活費を確実に負担する者
がおり、その者の資産形成過程を通帳などの資料で証明できる者。

2月上旬～4月下旬

3月上旬～4月下旬

1年6か月

10月

書類審査・筆記試験・面接審査

留学

8月下旬

３月
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募集対象・将来の展望 

①「進学 2 年コース」、「進学 1 年 6 か月コース」 

自動車技術について学ぼうとする意欲が高く、日本の自動車整備士２級を取得したいと考えている学生が本学 

院において進学先で必要となる日本語能力・コミュニケーション能力を身に付けます。その後、自動車整備士 2 

級を取得するための専門学校・短期大学へ進学し、自動車の専門的な知識を学ぶことで自動車整備士 2 級 

の受験資格が得られます。専門学校・短期大学を卒業後、自動車整備士 2 級試験を受験し自動車関連の 

日本企業へ就職する流れになります。（就職先は自動車関連の日本企業であり、具体的には自動車整備士 

や自動車販売員などとしての就職を目指します。） 

 

 

②「一般 1 年 6 か月コース」 

現地の高等教育機関を卒業した者で、日本語学校卒業後すぐに自動車関連の日本企業へ就職したいと考 

えている学生が本学院において就職先で必要となる日本語能力・コミュニケーション能力を身に付けます。その 

後、自動車関連の日本企業へ就職する流れになります。（就職先は自動車関連の日本企業であり、具体的 

には自動車整備士や自動車販売員などとしての就職を目指します。）就職後に自動車整備士 2 級を取得する 

ことも可能ですが、最短でも就職してから 4 年後の取得となります。 

 

 

※自動車整備士 2 級を取得することのメリット 

（1）自動車整備士としての「国家資格」を有することになる 

（2）自動車整備士として自動車に関わる一般的な整備が可能になる 

（3）自動車整備士以外の職種に就く場合でも、採用面接時のアピールできる点となる 

（4）自動車関連の日本企業へ就職した際、職種に関わらず手当がつくことがある 

 

 

 

 

授業時間 

1限 9：00～9：45 1限 13：15～14：00

2限 9：45～10：30 2限 14：00～14：45

休憩 休憩

3限 10：45～11：30 3限 15：00～15：45

4限 11：30～12：15 4限 15：45～16：30

午
前
ク
ラ
ス

午
後
ク
ラ
ス

 

※授業は月曜日～金曜日の週 5 日行います。午前クラス・午後クラスの選択はできません。 
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出願・入学手続きの流れ 

① P.5 に記載の提出書類１～３を記入し、ウィン日本語学院へ提出します。（必ず日本語訳も添付する） 

② 提出書類１～３及び書類選考・筆記試験・面接の内容によって学内選考を行います。 

③ 学内選考合格者に対して「選考料」の請求を行います。請求書に記載された本校が指定する期日までに

納付してください。（指定された期日までに納付が確認できない場合、学内選考合格を取り消します。）「選

考料」を納付した方は p.4 に記載の提出書類を本校が指定した期日までに提出していただきます。（既に提

出済みの 1～3 は除く） 

④ すべての提出書類がそろった方の在留資格認定証明書交付申請を本校が代理で行います。 

⑤ 出入国在留管理庁による在留資格の審査後に在留資格認定証明書が発行された場合、その旨を直接

又は海外の代理店等を通してご連絡いたします。その後、請求書を郵送またはメールにてお送りしますので、

2 年コース入学生は「1 年次前期」費用を、1 年 6 か月コース入学生は「1 年次後期」費用をお支払いいた

だきます。 

⑥ 納付金の納付が確認され次第、本校より「在留資格認定証明書」・「入学許可証」を直接又は海外の代

理店等を通して郵送にてお送りします。 

⑦ 受け取った「在留資格認定証明書」・「入学許可証」を持参し、日本国大使館や領事館にてビザ申請をし

てください。同時に健康診断を受けるなど、日本へ留学する準備を進めてください。 

⑧ ビザが発行され次第本校へ連絡をし、日本への航空券を購入してください。本校職員が空港まで迎えに行

きますので必ず本校へ連絡をしてから航空券を購入してください。（空港への迎えは中部国際空港に限りま

す） 

 

出願にあたっての留意事項 

※応募が定員に達し次第募集は終了致します。 

※過去に在留資格申請して不交付になった申請者については必ず申告してください。（申告のない場合、 

  出入国在留管理庁において不交付となります） 

※指示があるもの以外のすべての証明書類は、コピーではなく原本を提出してください。 

※書類はすべて A4 サイズ・片面印刷で作成してください。 

※日本語以外で書かれた証明書には、それぞれ日本語訳を添付してください。翻訳者の氏名、住所、電話番 

号を日本語訳の下欄に記入し、氏名の右に捺印またはサインをしてください。 

※国によって必要書類が異なるものもございますので、詳細は本校にご確認ください。 

※公証書などの証明書は学内選考合格後に発行したものに限ります。 

※提出していただいた書類は卒業証書、日本語能力試験の合格証書等を除き原則返却されません。 

※p.5 に記載されている提出書類のほかに本校が必要だと認めた書類を追加で提出していただく場合がござい 

ます。 
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納付金 

※以下の料金表示は、基本的に税抜き表示であるが、実際の支払いは、税込みの金額とする。税込み表示

の金額は消費税１０％としての金額が示してある。税率は、その支払い年月の日本の法令に遵守するものとする。 

 

コース名 支払時期 選考料 入学金
授業料

（6か月分）
教材費等
（6か月分）

小計（税抜） 合計（税込）

学内選考後 27,000円 - - - 27,000円 29,700円
1年次前期 - 65,000円 300,000円 50,000円 415,000円 456,500円
1年次後期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
2年次前期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
2年次後期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
学内選考後 27,000円 - - - 27,000円 29,700円
1年次後期 - 65,000円 300,000円 50,000円 415,000円 456,500円
2年次前期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
2年次後期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
学内選考後 27,000円 - - - 27,000円 29,700円
1年次後期 - 65,000円 300,000円 50,000円 415,000円 456,500円
2年次前期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円
2年次後期 - - 300,000円 50,000円 350,000円 385,000円

進学
2年コース

進学
1年6か月

コース

一般
1年6か月

コース

 
 

※選考料は学内選考に合格した時点でお支払いいただきます。その後、在留資格認定証明書が交付された

時点で 2 年コース入学生は「1 年次前期」費用を、1 年 6 か月コース入学生は「1 年次後期」費用をお支払

いいただきます。それ以降の納付金に関しては 6 か月ごとに前払いで納付していただきます。詳しくは本校にお

問い合わせください。 

※教材費等の金額には教材費の他に施設費・設備費・課外活動費・健康管理費などが含まれています。 

※上記金額のほかに日本で生活するために必要な費用や国民健康保険料の費用が必要です。 

※納付金は当校指定の銀行口座に振り込んでください。（振込手数料等は申請者様がご負担ください。） 

※既納の納付金については、原則として返還しません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありま

せん。納付金の返還手続きをする場合は必要とされるもの（納付金の領収証・未使用の在留資格認定証明

書など）を本校に提出または提示していただきます。 

（1）入学を辞退する場合、入学予定の前月（4 月入学の場合は入学年の 3 月 31 日まで、10 月入学の場

合は入学年の 9 月 30 日まで） までに書面にて入学辞退の旨を本校にご連絡ください。選考料・入学金を除

いた金額を返還します。 

（2）損害賠償額の予定、又は違約金の定めの性質を有する授業料等の平均的な損害を超えた部分を返還

する。 

（3）日本国政府により日本国内への入国が制限または禁止されており日本国への入国が困難な状況にお

いて、学生が書面にて入学を辞退した場合はその時期に関わらず選考料・入学金を除いた金額を返還しま

す。 
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提出書類 備考
1 入学願書 本校所定の様式で作成　署名は必ず自筆
2 履歴書 本校所定の様式で作成　署名は必ず自筆
3 就学理由書 本校所定の様式で作成　署名は必ず自筆
4 最終学歴の卒業証書 発行年月日・学校印があるもの
5 最終学歴の学校における成績証明書 全在学期間の成績が記載されているもの
6 ※在学証明書 申請者が現在在学中の場合のみ必要

7 ※学業成績証明書 申請者が現在在学中の場合のみ必要

日本語能力試験合格証・J.TEST成績証明書等
または日本語学習証明書　（詳細は要確認）

9 ※在職証明書 申請者が現在在職中の場合のみ必要
10 戸籍簿または出生証明書 学歴・職歴が更新されているもの
11 写真（3㎝×4㎝）6枚 3か月以内に撮影・裏面に氏名を記入したもの

本校所定の様式で作成　署名は必ず自筆
経費支弁者が両親以外の場合は要相談

13 申請者と経費支弁者の関係を証明するもの 戸籍謄本　等

14 申請者の出生証明書 詳細は要確認
15 申請者の戸籍簿及び身分証明書の写し 詳細は要確認
16 経費支弁者の身分証明書の写し 詳細は要確認

日本円で300万円以上に相当する貯金額が必要
300万円未満の場合は要相談
預金通帳の写し・給与以外の収入がわかる資料

・資産形成過程を説明する文書等の中のいずれか

在職証明書（経費支弁者が会社員の場合）

※「登録番号納税番号」も記載

事業登録証明書の写しや営業許可証の写し等

（経費支弁者が会社代表者や自営業の場合）

20 経費支弁者の家族構成を証明する資料 経費支弁者家族全員分の戸籍等
21 収入証明書 公的機関から発行された証明文書で過去3年分
22 納税証明書 公的機関から発行された証明文書で過去3年分

23 所得・課税証明書 各自治体が発行した証明書（詳細は要確認）
24 住民票（謄本） 在日経費支弁者の世帯全員が載っているもの

25 誓約書 本校所定の様式で申請者が作成・署名
26 身元保証書 本校所定の様式で身元保証人が作成・署名
27 旅券の写し 白紙のページ以外すべてのページ分必要

「※」についての詳細は当学院へ確認してください

申請者に関する書類

経費支弁者に関する書類

学校宛てに提出するため日本語翻訳が必要ない書類

経費支弁者が日本国外に居住している場合必要な書類

経費支弁者が日本国内に居住している場合必要な書類

8 日本語能力を証明する資料

19 経費支弁者の職業に関する資料

17 預金残高証明書

12 経費支弁書

18 資金形成過程を証明する資料
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