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新宿 1-5-23

Ⅰ．コース

◇進学コース
進学コースとは：
入学者が日本の大学院、大学、専門学校に進学できるようにカリキュラムが組まれたコー
スです。
入学手続き後クラス編成試験を行い、適正なクラスを決定し、レベル別に授業を行います

・進学 1.6 年コース 10 月入学
・進学 ２年コース 4 月入学
Ⅱ．進学コース概要
1.6 年コース

2 年コース

入学月

10 月

4月

クラス定員

15～20 名

15～20 名

週時間数

20 時間

20 時間

総時間数

1,200 時間

1,600 時間

募集定員

20 名

20 名

授業時間 ： 週５日制（月～金）１日４時間 ※土日・祝祭日は休いみ
午前クラス 9：00～12：30 ／

午後クラス 13：15～16：45

長期休暇 ： 夏休み 7 月下旬 ～8 月中旬
冬休み 12 月下旬 ～1 月初旬
春休み 3 月中旬 ～4 月初旬
当校は春学期・夏学期・秋学期・冬学期､3 ヶ月毎の 4 学期制です。

本国で通常の課程によ
る 12 年以上の学校教育

大学院

を終了した方。

大学

またはこれに準じると

・ 1.6 年コース

認められた方。

・

就労ビザの取得

２年コース
専門学校

又は
既に日本での在留ビザ
をお持ちの方
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Ⅲ．学校納付金

1.６年コース
入学検定料

20,000 円

20,000 円

入学金

50,000 円

50,000 円

授業料

567,600 円

567,600 円

42,000 円

42,000 円

20,000 円

20,000 円

主教材・副教材費等
初年度学校納付金

２年コース

施設費・学生福利厚生費
[施設維持・冷暖房費等]
[留学生保険加入費]
[校外事業・社会見学費等]
初年度納付金 小 計

699,600 円

699,600 円

入学金

0円

0円

授業料

283,800 円

567,600 円

21,000 円

42,000 円

主教材・副教材費等
次年度学校納付金

施設費・学生福利厚生費
[施設維持・冷暖房費等]
[留学生保険加入費]

10,000 円

20,000 円

[校外事業・社会見学費等]
次年度納付金 小 計

314,800 円

合計

1,014,400 円

学校納入金

629,600 円
1,329,200 円

初年度納付金については分割不可、必ず一括納付 次年度のみ半年分割が可能
返金規定：下記学院規定に従い返金に応じます。
1．在留資格認定証明書が不交付の場合
→在留資格認定証明書が不交付の場合、入学検定料は返還します。
2．在留資格認定証明書は交付されたが、入国査証（ビザ）の申請を行わず不来日の場合
→入学検定料以外入学金を含む全学校納入金を返還する。ただし、入学許可書、在留資格
認定証明書の当校への返却がなされない場合は返還されない。
3.在外公館で入国査証の申請をしたが認められず、来日できなかった場合
→入学検定料以外入学金を含む全学校納入金を返還する。ただし、入学許可証の返却と
在外公館において査証が発給されなかったことの証明が必要。
4.入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合
→入国査証が未使用で、かつ失効が確認できた後、入学検定料と入学金を除く全学校納入
金を返還する。ただし、入学許可書の当校への返却が必要。
5.入国査証を取得後、来日し入学した学生が中途退学した場合
→入学検定料、入学金、授業料、他すべての納入金は返還されない。
6.来日後、不入学の場合
→中途退学と同等とみなし５項の規定に従うものとする。
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Ⅳ.申し込みから入国までの流れ

①申し込み
（１）応募資格と日本語能力についての入学許可目安
1. 母国で通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方又はそれに準じると認められる
方で最終学歴卒業後から５年以内の方
2.母国で日本語教育施設に在席し、150 時間以上の日本語学習時間証明書が当該校から発行
できる方又は海外で行われる下記、入管が日本語能力の判定目安として認可している日本
語検定等で、いずれかひとつ下記水準を証明できる認定書を入管に提出できる方、又その
見込みがある方〔下記日本語検定の受験票をお持ちで、入管の指定する日までにその合格
認定書の提出が間に合う方〕
①ＪＬＰＴ〔日本語能力試験〕：N5 級以上
②NAT- TEST：N5 以上
③Ｊ.TEST〔実用日本語検定〕：Ｆ級以上の認定または点数が 250 点/500 以上
④PJPT トップ J〔実用日本語運用能力試験〕：初級 A 以上
⑤STBJ〔標準ﾋﾞｼﾞﾈｽ日本語テスト〕：350 点
⑥GNK〔生活･職能日本語検定試験〕：B コース検定の中級,準中級以上
⑦BJ T〔ビジネス日本語能力テスト〕・J LRT〔聴読解テスト〕
⑧中国「高考」：概ね 450 点/750（6 割が基準）
＊450 点を下回る場合第 3 ランクの成績を超えている場合は可
（２）申し込み方法：
当校の入学願書等を記入し、当校の現地指定代理店に提出してください。
②選

考

（１）学校審査
選考方法：１．書類審査
２．現地面接 （ⅰ）筆記試験
（ⅱ）本人及び経費支弁者の面接
（ⅲ）提出された申請関係書類の真偽確認
選考に合格した志願者に合格を通知
合格者は、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類〔別添申請書類リスト参照〕を当校の
現地指定代理店に提出してください。
在外領事館等で日本への留学ビザ申請時に必要な『在留資格認定証明書』の交付を受けられ
るよう当校が申請者にかわり東京入国管理局への申請を取り次ぎいたします。
（２）入管審査
交付結果発表（申請後概ね３ヶ月後）
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③入国
Ⅰ在留資格認定証明が交付された方：
（１）入学許可書・在留資格認定証明書スキャンコピー・学費請求書スキャンコピーをメール、
Fax 等でお送りいたしますので当行指定銀行に初年度納付金をお送りください。
（２）初年度学費納付金の全額入金を確認次第、入学許可書原本・在留資格認定証明書原本・
学費請求書原本〔海外送金時銀行で必要な大切な書類です。
〕資格外活動許可申請書〔成
田、羽田空港用で在留カード交付手続きと一緒に到着空港で申請できます。
〕をお送りい
たします。
初年度学校納付金の振込み
初年度学校納付金を下記の銀行にお振込みください。

<Payment to>
Name of the bank: MIZUHO BANK, LTD. Branch name: CHIBA BRANCH
Address: 1000 SHINMACHI CHUO-KU CHIBA-SHI CHIBA JAPAN
Bank Swift Code: MHCBJPJT
Account number: 280-2187656
Account Name: AID CO., LTD
AID International Academy
Account Addres:1-5-23 SHINJUKU CHUOU-KU CHIBA-SHI CHIBA JAPAN
※振込人の欄は必ず振り込み人ではなく学生本人の名前をフルネームでご記入下さい。
※ 送金に関わる下記手数料は振込人負担でお願いいたします。
ⅰ）振込銀行手数料（Bank Transfer Fee）
ⅱ）円為替手数料

(Lifting Charge)

（３）在外公館（大使館・領事館）でのビザ申請
（４）ビザ発給
ビザが発給され、航空券のチケットを購入し、入国日が決まりましたら至急指定代理店に通
知してください。尚、土日祝日は学校がお休みのため、学校職員がいません。空港送迎ができ
ないため、入国日は土日、日本の祝日を必ず避けてください。
（５）入国：
『入国当日の出迎え』が必要な方は遅くとも入国一週間前に指定代理店に通知し､
手続きを済ませておいてください
：入国当日の『宿舎の用意』が必要な方は遅くとも一週間前に指定代理店に通知し、手続きを
済ませておいてください。
Ⅱ在留資格認定証明が交付されなかった方

卒業証書、日本語能力試験合格認定書、中国統一試験の結果など再発行がされない原本を
除き、一度入管に提出された原本資料は入管規定により申請者に返却されません。あらか
じめご了承ください。入管発表の不交付理由と入管が返却する再発行できない原本証書を
申請者に返送します。
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◇一般在日外国人コース
短期滞在ビザや、既に有効なビザをお持ちで、日本にお住まいの方向けコースで随時
入学可能です。
1.授業期間
・１か月単位
・継続の可否は終了１週間前にご希望を伺います。
2.授業時間
・１か月６０時間（1 日４時間：４５分×4）
3.納入金
・入学金

0円

・授業料 48,000 円／１か月
・施設費
・教材費

1,500 円／１か月
実費

⇒入学時一括前払いでのお支払をお願いします。２か月目以降も同様です。
4.入学時必要書類
・入学願書（当校指定様式）
・写真１枚（入学願書貼付用、縦 4cm×横 3cm、６か月以内に撮影したもの）
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー

◇プライベートコース
ご希望の曜日、時間、内容によりコースを設定することができます。
社会人の方にお薦めします。詳しくは当校スタッフにご遠慮なくお問合せください。

ご不明点等のお問い合わせ先
〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿１－5－23
エーアイディ国際学院
学務課
電

話：Japan81-043-302-8003

ＦＡＸ：Japan81-043-302-8802
Ｅmail：info@aid-academy.jp
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