
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-34-2 

Tel：048-420-9833 Fax：048-299-6633 

URL：www.hongo-edu.com 

E-Mail：info@hongo-edu.com 

Facebook：www.facebook.com/hongoschool/ 
 

 

 



 

 

本郷国際学院について 

教育理念 

「本郷国際学院」は、自らの人生を自分の力で切り開き、自己実現ができる「グロ

ーバル人材の育成」を理念とします。 

学生は、自らの文化的アイデンティティを保ちながら、日本社会で通用する寛容さ

と規律、コミュニケーション力、幅広い視野を持った思考力、主体的で能動的な行動

力を養います。 

教職員は、教育法、管理法を常に見つめ直し、学生に実用的かつ日本社会で通用す

る日本語及び日本式マナーを習得させ、日本社会に適応する人材を育てます。 

 学校の使命は、学生一人一人の「夢」を実現し、出身国と日本社会の架け橋となる

人材を育てることである。 

教育目標 

1）日本と諸外国の架け橋となるグローバル人材に育てること。 

2）規律とコミュニケーション能力を高めること。 

3）実践的・実用的な日本語教育を行うこと。 

校長挨拶 

皆さんに育てていただきたい 3 本の木があります。 

まず 1 本目は元気という木です。 

元気はパワーの源です。元気があれば何でも解決し、前向きになります。 

次の 2 本目は勇気という木です。 

勇気は強くなるための源です。仲間を助け、家族を守る大事な気持ちです。 

次の 3 本目はやる気という木です。 

やる気はあきらめないための源です。頑張って、最後まで自分の気持ちを貫く大事

な強い心です。 

この 3 本の木が育った時に皆さんはとっても素晴らしい大人になるでしょう。皆さ

んのお父さん、お母さんは皆さんが素晴らしい人生を送ることができるように、心か

ら祈っているはずです。 

授業時間 

午前クラス 1・2 限 09:00～10:30 3・4 限 10:45～12:15 

午後クラス 5・6 限 13:15～14:45 7・8 限 15:00～16:30 



 

 

出願について 

留学ビザについて 
・外国から日本語学校で勉強する方は、留学ビザが必要です。 

・留学ビザを取得するには、日本の地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の取得が必要です。 

・当校が一括で「在留資格認定証明書」を地方出入国在留管理局に申請します。 

・入国時に地方出入国在留管理局空港支局で資格外活動許可を得ることで週 28 時間以内のアルバイトをす

ることができます。 

出願資格 

1）12 年以上の学校教育又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者。 

2）日本語を 150 時間以上履修し、日本語能力 N5 程度以上の日本語能力がある者。 

3）本学の理念及び教育方針に賛同し、誠実かつ勉学への意欲と勤勉性を有する者。 

4）申請は卒業後 5 年以内に限っている者（場合によって、経歴の説明が必要なときもあります）。 

5）日本へ留学する期間に、経費を負担できる保証人がいる者。 
 

入学時期 

（学習期間） 

4月入学 

（2年） 

10月入学 

（1年 6 ヶ月） 

申込締切の目安 前年 10 月下旬 5 月上旬 

申請資料の準備期間 前年 9 月上旬～11 月中旬 3 月中旬～5 月下旬 

入管局への申請時期 前年 11 月下旬 ６月上旬 

在留認定交付・学費支払時期 2 月下旬 ８月下旬 

在外日本大使館・領事館でビザの申請 ３月上旬 ９月上旬 

上陸日の目安 ３月下旬 ９月下旬 

※定員になり次第、受付を締め切らせて頂きますので、予めご了承ください。 

入学までの流れ 

1 出願書類を当校に提出し、当校での入学適格の書類審査に合格した場合、面接・筆記審査を行います。 

2 当校が審査後合格許可証を発行し、留学のお手続きを始めます。 

3 当校が指定日前に留学申請書類を提出し、東京入管局に在留資格認定証明書を一括代理申請します。 

4 約 2 ヶ月半後、東京入管局より在留資格認定証明書の交付結果を受理します。 

5 在留資格認定証明書の交付後、当校より学費等の請求書を発行します。期日までお支払いください。 

6 ご入金確認後、在留資格認定証明書の原本、入学許可証、来日のご案内等を送付致します。 

7 在留資格認定証明書到着後、在外日本大使館・領事館で「留学ビザ」を申請してください。 

8 「留学ビザ」交付後、航空券を予約し、到着日 2 週間前までに E-ticket を当校に送付してください。 

9 入学日前に来日し、当校で入学手続きを完了してから、日本での留学生活が始まります。 



 

 
 

在留資格認定証明書 提出書類一覧 
【注意事項】 

1) 証書を除き、書類は東京入管局の提出指定日から国内外で発行後 3 ヶ月以内の日付で、原本のみ有効です。 

 ※証書とは、卒業証書などをいい、一回しか発行されないものを指します。 

 ※証明書とは、申し込めば、何回でも発行されるものを指します。例えば卒業証明書・成績証明書・公証書・残高証明書など。 

2) 過去に在留資格認定証明書の申請をしたことがある方は、前回申請の情報が必要です。申込時に必ずお知らせください。 

3) 署名は本人が直筆で記入してください。申請書類において、修正液・ホチキスのご使用や署名以外のご記入は不可となります。 

4) 申請書類は必ず当校の提出締切日までに提出してください。EMS 等の国際郵便をご利用のうえ、追跡番号をお知らせください。 

5) 東京入管局に提出した書類は、証書を除き返却されません。返却を希望する場合は、出願時に当校までお知らせください。 
 

チェック 申請者本人の書類 詳細 

□ 入学願書（当校指定用紙） 

・申請者本人が必要事項を不備がないよう全てご記入ください。 

・経費支弁者の情報、空欄がないよう全てご記入ください。 

・氏名はパスポートに記載された氏名をご記入ください。 

□ 履歴書・留学理由書（当校指定用紙） 

・申請者本人が記入し、記載内容を確認した旨の申請者直筆の署名が必要となります。 

・学歴や職歴に空白の期間が 6 ヶ月以上ある場合は、理由を別紙に明記してください。 

※ 学歴や職歴が不規則な場合は、その証明書類も必要となります。 

□ 写真 6 枚（縦 4cmX 横 3cm） 
・過去 3 ヶ月以内に撮影されたもの。 

・正面向き、無帽・蕪背景、顔の輪郭が鮮明なもの。裏面に氏名をご記入ください。 

□ パスポートの写し 
・未所持者は身分証など公的機関から発行された資料を提出してください。日本への

出入国歴がある方は、出入国記録の記載がある全ページの写しも提出してください。 

□ 最終学歴の卒業証書原本 

・最終学歴の卒業証書（学位証書）の原本を提出してください。 

（原本は入管審査後に返却いたします。） 

・専門学校；短期大学・大学在学（休学）中の場合、または中途退学の場合は当該学校

の証明の他に高校の卒業証書も提出してください。 

・国により、可能な限り学歴等の認定報告も提出してください。 

□ 最終学歴の成績証明書原本 

・最終学歴の成績証明書原本を提出してください。 

・専門学校；短期大学・大学在学（休学）中の場合、当該学校の成績証明書の他に高校

の成績証明書も提出してください。 

□ 在学証明書（該当者のみ） 
・現在在籍している学校に、入学時期・専攻・卒業予定時期を明記した書類を発行して

提出してください。 

□ 日本語学習証明書 

・150 時間以上日本語を学習したという証明書を提出してください。 

・証明書には学習期間・学習時間数・出席率・履修内容・コース名称・当該コースの終

了目標レベル・使用教材名が明記されているかご確認ください。 

□ 日本語能力試験合格証明書の写し 
・日本語能力試験(JLPT、J-TEST など)合格者は、合格証の写しを提出してください。 

・結果待ちの場合は、受験票を提出してください。 

□ 在職証明書（該当者のみ） ・勤務期間・職種の記載があるものを提出してください。 

チェック 経費支弁者の書類 詳細 

□ 
経費支弁書・家族一覧表 

（当校指定用紙） 

・経費支弁者本人が記入し、内容をご確認の上、直筆で署名してください。 

・家族一覧表は、経費支弁者の家族(配偶者及び子、同居別居の有無問わず全員)及び経

費支弁者と同居する者を記入したものを提出してください。 

□ 
経費支弁者と申請者との関係を立証す

る資料 

・申請者と経費支弁者との関係が公的機関から立証した文書を提出してください。 

・親族関係公証書原本或は出生証明書原本、家族全員の戸籍簿と身分証の写し 

□ 預金残高証明書原本・存単写し ・経費支弁者の名義で、学習期間に見合う預金残高があるかご確認ください。 

□ 経費支弁者の在職証明書 ・個人経営の場合は営業許可書や法人登記簿謄本を提出してください。 

□ 収入・納税証明書 
・勤務先や公的機関から過去 3 年間の所得・納税額が確認できる証明書を提出してく

ださい。 

□ 過去 3 年間の資金形成過程立証資料 ・過去 3 年分の出入金明細書又は預金通帳の写し、資金形成説明書など 



 

 

学費について 
 

学費の内訳 単位：円（税込） 

選考料 入学金 授業料 設備費 教材費 その他 合計 

25,000 50,000 600,000 48,000 35,000 23,000 781,000 

※別途留学生総合保険料を来日時に徴収させて頂きます。在学中に次年度の学費が値上がりする場合があります。 

振込方法  

銀行(Bank)  MUFG  BANK,LTD. 

支店名(BRANCH) NISHIKAWAGUCHI  BRANCH 

SWIFT CODE BOTKJPJT 

銀行住所(Bank address) 1-7-1,NISHIKAWAGUCHI,KAWAGUCHI-SHI,SAITAMA  332-0021 JAPAN 

銀行連絡電話番号(Tel) 0081-48-253-4503 

受取人氏名(Recipient name) HONGO  INC. 

口座番号 (Account ) 289-0467846 

受取人住所(Recipient 

address) 
3-34-2,NAMIKI,KAWAGUCHI-SHI,SAITAMA,332-0034 JAPAN 

受取人電話番号(Tel) 0081-48-420-9833 

銀行(Bank)  MUFG  BANK,LTD. 

※注意事項 

1、「本郷国際学院」は「本郷株式会社」に所属している。 

2、銀行振込時に必要な 4,000 円手数料については学生本人が負担する。 

3、銀行振込時、必ず伝言欄に学生の COE 番号及び英文字氏名を記入する。 

キャンセル・返金規定  

事項 COE 交付結果通知後 

キャンセル日 留学ビザ取得前 
留学ビザ取得後、

来日前 

留学ビザを取得/来日

後、入学日前 
留学ビザ不交付 入学日以降 

選考料 返金なし 返金なし 返金なし 返金なし 返金なし 

入学金 返金なし 返金なし 返金なし 返金なし 返金なし 

学納金(授業料、

教材費など) 
100%返金 100%返金 70%返金 100%返金 

学則に準じる 解約手数料 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 

必要な確認事項 
入学許可証と

COE 返却 

留学ビザの返却 

ビザ未使用の確認 

帰国確認 

在留カードの失効確認 
ビザ不許可の確認 

※注意事項 

1、いかなるキャンセルも書面による申請のみ受理されます。キャンセル日は書面の受理日となります。 

2、返金時の銀行送金手数料は申請者にご負担いただきます。 

3、申請者の手続き不備による過払いなどにより返金処理が生じた場合、事務手数料 3,000 円を差し引いてご返金致します。 

4、返金はキャンセル手続き完了後、40 日以内に行います。また、入学日は、学校が設定している学期開始日とします。 

5、ゴールデンウイーク・お盆休み・年末年始は長期休暇で事務所が閉まりますので、早目に申請してください。 
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