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―日本語教育機関に在籍中の方／在籍していた方対象― 

 熊本外語専門学校 国際科 募集要項【2022 年４月入学】 

Ⅰ．科の内容 

１．目的 

この科は日本または母国において「通訳」として働くことを目的としており、そのために必要となる力

を育てる。日本語レベルの向上を目指し、更には、「通訳」をするうえで必要となる知識を提供する。将

来、国際人として立派に社会で活躍できる人材を育成することを目的としている。 

２．入学と修学期間 

４月入学：２年（24 カ月）が卒業に必要である。 

３．卒業要件 

  原則として 90%以上の出席と学期末に行われる試験科目のそれぞれにおいて 60%以上の成績を上げること。

1700 時間以上 107 単位が卒業に必要である。 

４．授業時間について 

夏休み、秋休み、冬休み、春休み、土、日、祝日を除き、授業は月曜から金曜まで毎日行われる。 

  １時限 ２時限 ３時限 ４時限 

昼食 

５時限 6時限 

開始時間 9:00 10:00 11:00 12:00 13:40 14:40 

終了時間 9:50 10:50 11:50 12:50 14:30 15:30 

     ※１年のスケジュールは、６ページに記載。 

Ⅱ．試験要領 

１．募集定員 

最大：30 名／年 

２．入学資格  

原則的にこの科は、このプログラム終了後、日本、または母国において「通訳」として働くことを目的と

する。志願者は次の要件をすべて満たさなければならない。 

（１） 年齢が 20 歳以上である者。 

かつ、心身ともに健康であり、日本国法令および本校の学則・諸規定を順守する者。 

（２） 入国管理法及び難民認定法の定めるところにより、在留資格「留学」を有する者及び取得見込み

の者。（ただし「研修ビザ」の者は不可） 

（３） 母国あるいは海外において、高等学校以上の教育の卒業者。 

（初等中等教育において最低限 12 年の教育を修了した者） 

（４） 日本において日本語教育機関で２年、1.5 年、１年コースを修了した者。及び、修了見込みの者。 

（５） 日本語能力試験 N３取得、もしくはそれと同等以上の日本語能力を有する者。 

（６） 日本語教育機関における出願時及び卒業までの出席率が通算 90%以上の者。 

（５ページ「入学取り消し」の４）を参照） 

（７） 日本での学費及び生活費を含む必要経費を支払う能力のある者、あるいは必要経費を支払うこと

ができる金融面の支援者がいる者。 

（８） 本科の選抜試験によって入学の資格ありと認められた者



 2 

３．出願書類について 

以下のすべてを提出しなければならない。 

※①、②、③、⑫の記入はすべて日本語で行うこと。本人直筆（＝自分で書くこと）で黒のボールペンで記入すること。 

※「出願書類チェックシート」は出願書類に同封すること。 

番号 必要書類 形式 備考 

① 入学願書 本校所定書式 ・写真を添付 

※写真に関しては⑭記載 

② 履歴書 本校所定書式 ・９．「本校卒業後の予定」は明確に記入する 

③ 志望理由書 本校所定書式 ・学習目的、将来に関して明確に記入する 

④ パスポート コピー ・顔写真記載ページと入国記録、在留資格記載のあるページすべて A４ 

サイズでコピー 

⑤ 在留カード コピー ・表裏両方を A４サイズでコピー 

⑥ 日本語学校出席状況及

び成績証明書 

原本 ・現在在籍している（もしくは在籍していた）日本語教育機関の発行する出席

状況証明書、成績証明書を提出（開封無効） 

※出席状況に関しては、入学前再度提出（5ページ「入学取り消し」を参照） 

⑦ 日本語学校の卒業見込

み証明書または卒業証

明書 

原本 ・日本語教育機関における卒業見込み証明書または卒業証書を提出 

（開封無効） 

⑧ 本国または外国での最

終学歴の卒業証明書、

成績証明書 

コピー 

 

・本国または外国での最終学歴の卒業証明書、成績証明書を提出 

・日本語訳を添付 

※試験の際に原本を持参する 

⑨ 現在の日本語能力を証

明する書類 

コピー ・日本語能力試験成績通知書もしくは日本留学試験成績通知書のコピーを

提出 

※試験の際に原本を持参する 

⑩ 

 

預金通帳の写し コピー ・記載のあるページをすべて記帳し、A４サイズでコピー 

※複数の通帳で管理している場合は、そのすべてをコピーすること 

⑪ 学費納入状況証明書 自由 ・現在在籍している（もしくは在籍していた）日本語教育機関の学費支払い状

況を示す書類を提出 

⑫ 経費支弁書及び 

アルバイト調査 

本校所定書式 

 

・支弁方法に関して明確に記入する 

・アルバイト調査に関しては、経験したものをすべて記入すること 

⑬ 健康診断書 本校所定書式 ・必ず医療機関において受診 

（X線胸部撮影を含む） 

⑭ 写真１枚 原本 ・①の入学願書に添付すること 

・縦４cm×横３cm。過去１カ月間に撮られ、正面、無帽、上半身、無背景で明

瞭なもの 

・写真の裏に出願者の氏名を記載する 

※修正を加えたものは使用しない。 

⑮ 学生成績・人物評価表 本校所定書式 ・現在在籍している（もしくは在籍していた）日本語教育機関の担当教師が記

入すること 

・記入後、封をする（開封無効） 

⑯ 合否通知用封筒 本校指定 ・宛名を記入する 

・簡易書留速達用切手「694円」を添付 

【注意事項】※書類に不備があった場合受験できないことがあるので、事前にきちんと確認をすること 

          ※一度受け取った書類に関しては返却しないので注意すること
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４． 出願について 

（A） 出願期間と入学試験日 

  以下に出願期間と入学試験日を記載する。 

    出願受付開始日 出願受付締め切り日 入学試験日 

第１回 2021年10月12日（火） 2021 年 10 月 27 日（水） 2021年 10月 30日（土） 

第２回 2021 年 11 月１日（月） 2021 年 11 月 17 日（水） 2021年 11月 20日（土） 

第３回 2021年11月30日（火） 2021 年 12 月 15 日（水） 2021年 12月 18日（土） 

第４回 2022 年 1 月 11 日（火） 2022 年 1 月 19 日（水） 2022 年 1 月 22 日（土） 

第５回 2022 年 2 月７日（月） 2022 年 2 月 16 日（水） 2022 年 2 月 19 日（土） 

【注意事項】 

―出願に関して 

※月曜日から金曜日までの平日に限る 

９時から 16 時まで（土・日・祝日は除く） 

  ―入学試験日に関して 

※入学試験は、本校で行う。別会場は設けていないので注意すること 

※午前９時より試験を開始する 

※集合場所については、出願時に伝える 

（B）出願方法 

必要書類を本人が本校１階の窓口へ持参すること。 

遠隔地に住んでいるなどで持参ができない場合は、郵送も可能。 

【送付先】 

 

     学校法人 辛島学園 専修学校 熊本外語専門学校 

     〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町８-14 

 

    【注意事項】 

※封筒に「入学願書在中」と朱書き（＝赤いペンで書くこと）すること 

※「書留」で送ること（封筒に「書留」と朱書きすること） 

※出願受付締め切り日までに必着のこと 

 

（C） 入学選考料と支払方法 

    ―入学選考料 

入学選考料：15,000 円 

※入学選考料はいかなる理由があっても返金しない 

―支払方法 

願書を提出する際に、本校１階の窓口で支払うこと。  

     →直接持参できない場合は、入学選考料を普通為替にして出願書類に同封すること。 
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５．選抜方法  

選抜方法は以下のとおりである。 

選抜方法 内容 時間 

①書類審査 提出書類を基に審査する  

②面接試験 提出書類を基に面接を行う 10 分程度 

③筆記試験 N３程度の試験 

（文字・語彙／文法／読解／作文） 

※選択式・記述式の両方を含む 

50 分程度 

※入学試験当日は、人数次第で試験の順番等変わる場合がある。 

６．合否通知 

選考結果は、選考結果通知書（合否通知書）の発送によって行う。 

電話等による問い合わせには一切応じない。 

７．入学手続き 

※入学関係書類は合格通知書と共に送付する。 

※合格者は通知を受け取った日から２週間以内に入学金を本校１階の窓口で支払うか、または、 

指定口座に振り込むこと。本校確認後入学を認める。 
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Ⅳ. 学費 

以下に一年次（2022 年４月～2023 年３月）に必要となる納入金について記載する。 

【注意事項】 

※「学生災害保険」（２年分）の他、入学後、学校行事、レントゲン写真撮

影、日本語能力試験申し込み等にかかる費用を別途請求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に支払いのスケジュールに関して記載する。 

Ⅰ. 入学前の経費 

  金額 支払い時期 備考 

入
学
前
の
経
費 

① 入学選考料 15,000 円 出願時 
３ページの「４．出願について」の

（C）を参照すること 

② 入学金 50,000 円 合格が通知された日から２週間以内 
４ページ「７．入学手続き」を参照

すること 

 次に、一年次納入金の③から⑥の支払いスケジュールを以下に記載する。 

Ⅱ．一年次納入金 

２
０
２
２
年
度
分 

  一括支払い 
分割支払い 

備考 
第１回 第２回 

③ 授業料 490,000 円 245,000 円 245,000 円 

本校の１階の窓

口で払うか、また

は、指定口座に振

り込まなければ

ならない 

④ 施設維持費 50,000 円 50,000 円   

⑤ 教材費 40,000 円 40,000 円   

⑥ 補習費 20,000 円 20,000 円   

総計 600,000 円 355,000 円 245,000 円 

支払い期限 
合格が通知された日

から２週間以内 

合格が通知された日

から２週間以内 
2022 年 7 月 29 日 

入学関係書類の中に含まれる指定用紙の中で「一括支払い」か「分割支払い」を選択する。 

※支払いについて ：期日の変更は認めない。指定された期日までに支払いがなかった場合は入学を辞退したものとする。 

          「分割支払い」の者で、2022 年 7 月 29 日までに支払いがなかった場合は「退学」となることもあり得る。 

※入学辞退について：３月末日までに入学辞退の申し出があった場合、入学選考料と入学金以外の費用（授業料・施設維持費・

教材費・補習費）を全額返金する。 

―「入学取り消し」 

以下の場合は入学取り消しになることもあるので注意すること 

１）出願書類に虚偽の事実が認められたとき 

２）合格通知を受けた後、連絡をせずに必要な手続きを行わないとき 

３）決められた期日までに入学金、授業料、施設維持費、教材費、補習費の納入がなかったとき 

４）入学前再度出席率の提出が必要である。その際の出席率が出願時より低くなっていたとき 

内訳 金額 

①入学選考料 15,000 円 

②入学金 50,000 円 

③授業料 490,000 円 

④施設維持費 50,000 円 

⑤教材費 40,000 円 

⑥補習費 20,000 円 

総計 665,000 円 
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Ⅴ． 主な年間行事予定 
 

行事内容 実施時期 

入学式・オリエンテーション ４月 

プレスメントテスト ４月 

親睦会 ５月 

日本留学試験 ６月、11月 

日本語能力試験 ７月、12月 

定期試験 ２月、８月（９月） 

スポーツデイ 10月 

辛島祭 12月 

卒業式 ３月 

              ※このほか夏休み、秋休み、冬休み、春休みがある。 

Ⅵ．アルバイト（資格外活動）について  

アルバイトに関しては許可された範囲を超えてアルバイトをした場合は、違法となり罰せられる。 

①労働時間は、週 28 時間以内である。（長期休暇期間中は、１日８時間以内） 

②法律に違反するアルバイトは禁止されている。バーやパチンコ店など（風俗関係）で働くことはできない。 

Ⅶ．宿所（住居） 

住居に関しては、相談することができる。 

※本校日本語科の修了生は、そのまま同じ部屋に住み続けることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 専修学校 熊本外語専門学校 

〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町８-14  

 URL：https://www.kfla-nihongo.com（国際科） 

TEL：096-326-0291  FAX：096-326-0299 Mail：kfla@kfla.ac.jp  


