
 

★文部科学省制定 専門学校 

★大学３年次編入学 資格付与校 
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★法務省 日本語教育機関 告示校

 

2023 年 4 月生/10 月生 

海外募集 留学生用 学校案内 

   



 

 

 

 

本校は、学校教育法の規定に基づき、外国の語学及び日本語を教授し、更に、専門技術

及び理論を習得させると共に、職業もしくは実際生活に必要な能力と国際教養を体得させ、

国際社会に貢献せんとする「全人的＊な社会人」を育成することを目的としています。 

（＊知識・感情・意志が調和して備わった人） 

 

 

学校沿革 

   

１９６５年 田口孝雄が、東京国際学園を創立し、校長に就任。 

１９６６年 各種学校として、埼玉県知事より認可。 

１９７６年 専修学校として、埼玉県知事より認可。 

２００３年 田口秀樹が、校長に就任。 
 

 

 

 

 

  

 

 

Ⅰ．日本語科／日本語本科（日本語課程 ２年： 入学定員 午前 110 名 / 午後 110 名） 

日本語科では、習熟度に応じたクラス編成で、２年間で、初級から上級まで、着実に実力

が着くカリキュラムになっています。 

文法 読解 文字語彙 聴解・日本事情 会話・記述・検定…  
 

＊有名大学・大学院 進学指導 

上記通常カリキュラムの他に、オプション（半年１３万円）として有名大学・大学院進学を目

標とした日本語各種試験対策、理数系科目等も含めた留学試験対策や、大学院進学のための個別

指導および研究会、TOEFL・TOEIC 対策なども設けています。現役大学講師に加えて、経験

豊富な講師陣が、進学に的を絞った講義を行うので、限られた時間の中で、効率よく、有名大学・

大学院進学への進学準備が進められます。（＊本校の担当講師と面談をします。） 

 

 

  

 

 

通常授業の他に、日本語能力試験や留学試験の校内模擬

試験の実施、春のお花見、ボーリング、半年に一度の遠足

などがあります。遠足は、最近では、東京ディズニーラン

ド、東京ディズニーシー、富士山バス旅行、富士急ハイラ

ンドなどに行ってきました！ 

 

 

学科・内容 

学校沿革 

＊本校を卒業すると「専門士」が取得できます。 

また、4 年制大学の 3 年次に編入が可能です。 

教育理念 

学校行事 



 

１．出願資格 

１）外国において 12 年の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる者。 

２）在学中に必要となる経費をすべて支弁する能力のある者。 

３）日本の法律や習慣を守り、本校の秩序・規則を守る者。 

２．出願手続 

１）本学が定める書類に必要な事項を記載し、申請費２５,０００円を添えて出願する。 

２）出願手続きを修了した者の中で選考を行い、東京入国管理局へ「留学ビザ(２年)」を申請します。 

３）東京入国管理局より本校に「在留資格認定証明書」が届き次第、すぐに連絡をします。連絡後、２

週間以内に学費を本校の指定銀行口座へ納入すること。本校の指示に従って手続をしない場合は、

仮入学許可を取り消します。学費の納入を確認した後に、入学許可書を発行します。 

３．出願方法：「来校」と「郵送」の 2 通りあります。※定員になり次第、終了します。 

・来校の場合は、本校の窓口へ出願書類を提出する。※受付時間：月～金の 9 時～13 時 

・郵送の場合は、EMS で、本校に出願書類を郵送する。 

４．出願書類  

※国により必要書類が異なりますので、詳しくは必要書類チェックリストをご確認下さい。 

  ※全ての書類に日本語訳が必要です。 

① 入学願書〔本校所定〕 

Application〔prescribed by the school〕 

② 申請人の写真 ３枚（縦４cm×横３cm、６ヶ月以内に撮影されたもの） 

Three photos of the applicant (taken within 6 months. 4cm.H×3cm.W) 

③ パスポートのコピー Applicant’s Passport Copy (If its available)   

④ 申請人の卒業証書写し（原本）：高校の卒業証書の写し及び学業成績表（大学・短大・専門等卒業者は、 

  その卒業証書及び学業成績表） 

Applicant’s Copy of the graduation certificate and academic transcript (the original of high school must be shown in  

addition to the University etc)  

⑤ 申請人の日本語能力証明書：日本語学習証明書（150 時間以上）及び、いずれかの日本語能力試験合格証のコピー：

日本語能力試験（４級/N５以上）、J.TEST 実用日本語検定（F 級 ２５０点以上）、日本語 NAT-TEST（5 級/(旧

4 級)以上）、TOP・J（初級 A 級以上）、J-cert（初級以上）、など  

In addition to the Certificate of Learning Japanese (over 150 hours) , Either of the Certificate of Japanese 

Language : Japanese Language Proficiency Test (over Level 4/N5), Practical Japanese (over 250 points, Level F),  

The Japanese NAT-TEST (over level 4/5), TOP・J（over primary A-5), J-cert (over course B), etc 

⑥ 経費支弁者作成の経費支弁書〔本校所定〕  

Letter of Financial Support from the supporter〔prescribed by the school〕 

⑦ 申請人と経費支弁者との関係証明書（親族関係公証書等） 

   Certificate of relationship verification 

⑧ 経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書（200 万円以上） 

Supporter’s Bank account verification (over USD 20,000) 

       ⑨ 1 年分の出入金明細書又は、1 年分の預金通帳の写し 

         Bank Balance Certificate for last one year(deposit and withdraw details of Supporter's bank account). 

⑩ 経費支弁者の在職証明書[企業等に勤務する者の場合]、又は、法人登記簿謄本等[企業等の役員である場合]、 

又は、営業許可書等[個人経営者である場合] Supporter’s Certificate of Employment [in the case of a person  

working in the companies] or Certified copy of incorporation register book [when it is an officer such as a company]  

or Certified copy of business license document [when it is a private management person] etc. 

⑪ 過去 3 年の資産形成説明書 Supporter’s annual expenses for last 3 years 

⑫ 収入証明書（勤務先や公的機関からの証明書）Supporter’s Certificate of income for last 3 years 

⑬ 納税/免税証明書 tax payment / Tax Exemption certification 

※ 追加の提出書類が必要な場合があります。Additional required documents if necessary 

海外 留学生 募集 日本語科 



    

 

 

 

★本校の特典★ 

1. 専門士の取得が可能（＊就職ビザが可能） ◎ 

2. 高卒の学生の大学 3 年次に編入学が可能 ※大学３年次編入学 資格付与校 ◎ 

3. 在留資格認定証明書：留学ビザ 在留期間 最高 2 年 3 月 ◎ 

4. 現役大学講師や経験豊富な講師陣によるプロな進学指導対策 ◎ 

★学費が安い・分納可能★ 
 1 年次学費は年額 77.5 万円です。（２年次学費年額 70 万円が、費用減免適用後は年額 60 万円です。） 

   1 年次 2 年次 

(1) 申請料 ２５,０００円 ————     ————     

(2) 入学金 ５０,０００円 ————     ————     

(3) 授業料 ６００,０００円（年額） ３００,０００円（半年） ３００,０００円（半年）

(4) 教育施設費 

備品教材実習費等 
１００,０００円（年額） ５０,０００円（半年） ５０,０００円（半年） 

合 計 ７7５,０００円（年額） ３５０,０００円（半年） ３５０,０００円（半年）

費用減免の適用後の場合 ----- ３００,０００円（半年） ３００,０００円（半年）

＊費用減免の適用者：出席率 90％以上で、授業態度・生活態度の良好な学生で、指定期日までに学費を納入した者等 

※納入の指定期日は、毎年、春学期学費 3 月 16 日まで、秋学期学費 9 月 16 日までです。 

※留学ビザの更新申請をする場合は、在留期限の１月前までに、次回学費 35 万円（学費減免なし）を納入すること。 

  ※申請後の辞退については手数料が発生します。※別途、学生保険料 900 円/年が掛かります。 

★落ち着いた環境★ 

東京の池袋から東武東上線で３０分の距離にあります。校舎は静かな住宅街の中にあり、勉強に

専念できます。新河岸駅からは徒歩５分、途中に大手スーパーもあり、とても便利ですよ！東京郊

外なので、東京より家賃も安く、生活しやすい環境です。（＊通学定期券を購入できます。） 

★家庭的な雰囲気★ 
当学園は、学校全体が一つのファミリー（家族）のような温かい雰囲気です。学生と教職員のつ

ながりも強く、何でも気さくに話せる関係を築いています。（※宿舎完備） 

授業は月曜日から金曜日までです。午前クラスは 9：00～12：20 までで、午後クラスは 

13：00～16：20 までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆池袋から東武東上線で３０分 新河岸駅 ◆ 
◆新河岸駅 東口徒歩５分◆ 

 
東京国際学園外語専門学校 

〒350-1133 埼玉県川越市砂 1071-5  

TEL&FAX：049-245-2882 

携帯：080-3466-5686（Line, Viber 対応可） 

E メール：tilcinfo@tilcollege.com 

http://www.tilcollege.com/ 

＊お気軽に相談・質問下さい。 

学校の特徴 出席率 90％以上の優秀な留学生に費用減免を適用！


