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EBISU日本語学校

EBISU JAPANESE 
LANGUAGE SCHOOL

えびす日本語学校

EBISU日本語学校概要
本校の教育理念は「人間を尊重し ，学生を尊重する」ことです。学生の立
場に立ち、日本語学習の目的を十分に理解して、学生のみなさんの理想
と目標を実現するために一緒に努力します。　　　　　　　　　　　　
えびす日本語学校は「株式会社福和楽」が設立しました。この会社は日本
を理解し、日本との友好をめざし、そして日本での自己実現をはかる外国
人の若者を支援してきました。そのため、学生の負担を軽減するように、授
業料の時間単価は安く設定されています。独自の奨学金制度や皆勤賞、
努力賞など多くの奨学金があります。
日本語学校は「安心・安全な住環境づくり」を目指す大阪市の東成区に
あります。この区は交通が便利で、環境は静かで穏やかです。学校の周辺
には大阪市東成区市役所、大阪市東成区警察署、大阪市東区郵便局、大
阪城公園などがあります。学校はコンビニから歩いて1分ぐらいです。近く
にラーメン屋、焼肉屋、韓国料理店、居酒屋などの飲食場所があります。



EBISU
日本語学校
えびす日本語学校

ABOUT US

辻本義輝
EBISU日本語学校   運営責任者兼校長
明治学院大学社会学部卒業

日本に留学したあと、日本又は母国で能力を発揮

し、活躍している人を私はたくさん知っています。み

なさんに「がんばろう！」という気持ちさえあれば、

きっと同じような未来があるでしょう。えびす日本

語学校は「一人一人を大切に」という理念のもとで

、みなさんを一生懸命サポートします。

謝子恒
EBISU日本語学校   事務主事
大阪成蹊大学

我是えびす日本語学校事务主事担当谢子恒。千里

之行始于足下，请不要担心前方还未知的困难，因

为我会和大家一起并肩前行，共同奋战。在大家逐

梦、筑梦的路上，时刻准备着，尽一份绵薄之力。这

里一切就绪，随时欢迎大家到来。



OUR TEAM

喜多　志保美

大阪市立大学　文学部 
人間行動学科　社会学

専任講師

徐怡
事務員

陈锋

国立大学法人　
大阪教育大学 教育学部

理事長

NGUYEN THANH 
HUYEN
事務員

中野　伸明
専任講師

大倉　瑠美

大阪大学大学院　
言語文化研究科博士

専任講師
松井　敦子

東亜大学　
総合人間・文化学部卒

専任講師

横木 博和
事務顧問

林蓓
EBISU日本語学校   事務員

大家好。我是えびす日语学校事务所的林蓓。2003

年，在樱花纷飞的4月 ，我开启了日本的留学之路。

大学四年 ，我在完成学业的同时，还参加了日本国

内外的企业实习。丰富了生活，开阔了眼界。而12年

的职场经历也让我更加了解日本社会 。我的经验，

可以帮到你 。えびす日语学校的全体老师，可以協

助你实现梦想。我们在大阪。你在哪里?

榊原 健司
EBISU日本語学校   専任講師 
大阪工業大学

大阪羽衣国際大学

どうして日本語を勉強しますか？「日本語が好き」「

日本の大学へ行きたい」「日本で働きたい」「日本

人と話したい」いろいろあると思いますが、一番大

切なのは強い気持ちです。強い気持ちがあれば、う

まくいきます！皆さんと、皆さんの強い気持ちに会

えるのを楽しみにしています！！！

中林由希子
EBISU日本語学校   教務主任
京都外国語大学外国語学部日本語学科

アニメが好き。日本文化が好き。日本を旅行したい

。「好き！」「したい！」を日本語で理解したら、もっと

楽しいですよ☆日本語でわかったら、今度はあな

たのことやあなたの国のこと、あなたが考えている

ことを日本語で教えてください。あなたに会えるこ

とを楽しみにしています。えびす日本語学校で会い

ましょう。



スケジュール
COURSE ARRANGEMENT 入学後、日本語能力がN 3に達したら、クラス分けで進学と就職を目指して

勉強することができます

2年    コース： 4月入学　　学習期間：2年
1.5年  コース： 10月入学　　学習期間：1.5年

月～金　　一日５限（45分×５）
9:00　～　13：10　　13：40　～  17：50

１時限～3時限

４時限＆５時限
（中級レベル以上の方）

JGP（JAPANESE FOR GENERAL PURPOSE）
各クラスで、基礎的な日本語（聞く・話す・読む・書く）

JSP（JAPANESE FOR SPECIFIC PURPOSE）
目的によってクラスを分けて勉強します

進学コース（4年大学進学希望の方）
◎日本留学試験（ＥＪＵ）で、高得点を狙う。
一般コース（就職希望、または大学院進学希望の方）
◎日本語能力試験（JLPT）に、高得点を狙う。

初級クラス/スケジュール

中級クラス/スケジュール

月

文字・語彙

総合 総合 総合 総合 総合

総合 総合 総合 総合 総合

総合 総合 総合 総合
作文

読解 読解 読解 読解

文字・語彙 文字・語彙 文字・語彙 文字・語彙1

2

3

4

5

火 水 木 金

月

文字・語彙

総合 総合 総合 総合 総合

総合 総合 総合 総合 総合

EJU/JLPT
対策

EJU/JLPT
対策文章表現読解 聴解

総合 文字・語彙 文字・語彙 総合1

2

3

4

5

火 水 木 金



TEACHING 
ENVIRONMENT

授業料について：年間コース

具体的な費用の内訳

契約期間：1年

奖学金制度

申し込み条件

※以下の状況に該当する申請者は、本校に連絡してください

2年コース（4月入学）

624,000円

50,000円

624,000円

50,000円

724,000円 674,000円

入学時に納付
した金額（初回）

次年度
納付金

入学時に納付
した金額（初回）

次年度
納付金

入学金 50,000円

624,000円 312,000円

25,000円

337,000円

50,000円

724,000円

50,000円

学费

教材设施费

合  計

12年以上の正規教育を修了したか、卒業見込み証明書のある方。

1.5年コース（10月入学）

項　目 金额

10,000円

120,000-180,000円

150,000-210,000円

チェックイン料 20,000円

施設費（出ていく時の返却料）

家賃（六ヶ月）

合  計

入学時の年齢は原則として18歳から40歳の方。

その他の費用：上記の費用を除いて、毎月の電気代、
水道代、ガス代は入居者個人が負担します。

申请条件：  ①本校で1年以上在学している学習者。
　　　　　②成績優秀者。
　　　　　③留学生活での態度が端正で、突出し
                           ている者を示す。
申请人数：  ①入学2年コース　1～2名。
                      ②入学1.5年コース　0～1名。
申请金额：  一人当たり20万円
その他、学生は日本で勉強している間に、日本入管
局の規定に従ってアルバイト出来ます、様々な面で
異国の生活を体験することができます。

本学校の特色：＊一学期中に三ヶ月連続で勤務でき
る人は5000円を奨励する。

学生たちの学習意欲を引き出すために、本校には
以下の奨学金制度があります。

※一日の授業は4時限（4×45分間）の学校に比べ
ると、うちの学校は一日の授業は５時限があります。

（５×45分間）1時限ごとに45分です。これを計算す
ると、授業料は17%近く安くなります。

3.日本語能力検定N 5合格者、実用日本語検定（J-TEST）のF級合格者、または大学、
専門学校、中学校、語学学校などの教育機関で、日本語を180時間以上学習し、その
証明書がある方。
備考：日本語能力証明書がない方は自国内にいる間に日本語能力検定（JLPT）など
の日本語試験を受けてください。試験の申し込みについて問題があったら、本校に連
絡してください。
経費支弁者に学生の在学中の必要な費用（学費、生活費など）を賄う能力のある方。

本校以外の日本語教育機関で学び、すでに日本ビザを取得している在留者。

日本での技能実習の経験がある方。

DORMITORY ENVIRONMENT

学校には留学生のアパートがあります。
一室に1-2人で、台所や浴室などを共用
しています。環境が快適で、部屋が広くて
明るいです。明るくて、学校から近いです。
自転車で15-20分で行けます。             



申請から入学までの流れ

JOIN US

学費送金先（日本円を基準に送金）

申し込み書類

よくある質問。

11 月～12 月

2月～3 月

12 月

来年の2月末

3月中に本人が現地の日本
大使館（領事館）に留学

ビザ（VISA）を申請します

4月の初めに日本に着たら、
学校に来て入学の手続きをする

10月の初めに日本に着たら、
学校に来て入学の手続きをする

9月中に本人が現地の日本
大使館（領事館）に留学

ビザ（VISA）を申請します

8月末に在留資格認定
証明書を発行します

入学日期 【4 月入学】 【10 月入学】

5 月～6 月

8 月～9 月

6 月

学校審査資料

日本の出入国の在留管理庁に申請

来日の間 3 月末～4 月初 9 月末～10月初

合格通知を郵送する 
審査合格者に対して

[在留資格認定証明書交付申請]
審査に合格した学生は、出入国は

在留管理庁にいます
ビザの申請（VISA）

在留資格認定証明書
及び関連資料

入学の手続きをとる

日本国内での送金
銀行名　　　三井住友銀行　　（読み方）　ミツイスミトモ 銀行コード　 ０００９
支店名　　　立売堀支店　　　 （読み方）　イタチボリ 支店コード　 １２３
口座番号　　１２３－１５８４４８１
口座名義　　株式会社　福和楽 住所　　　　大阪市浪速区元町２－７－２

電話番号　　06-6537-9918

Bank　SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION、ITACHIBORI BRANCH
SWIFT　Code　 SMBCJPJT
Branch   No　　 １２３
A/C NO. １２３－１５８４４８１ A/C NAME　FUKUWARAKU CO.,LTD

ADDRESS　2-7-2 MOTOMACHI NANIWA-KU OSAKA-SHI OSAKA-FU JAPAN
TEL +81-6-6537-9918

ADMISSION PROCESS

「応募書類一覧」を参照してください。              
【入学願書】、【経費支弁書】、【理由書】、学校事務所に連絡し、交付する。              

[申込書類の内容説明]に提出する資料の内容を詳しく説明しましたので、よく読んでから準備してください。         
学校の審査を経て合格したら、申請書類を日本法務省出入国在留管理庁に提出します。したがって提出
した資料は事実と一致する必要があります。 
出入国の在留管理庁の方針によっては、国や地域によって提出する書類が異なります。申請書類に誤りや
漏れがあったら、修正に時間がかかり、学校の審査や出入国の在留管理庁の申請期限に間に合わない可
能性があります。これは出入国の在留管理庁の審査が通らない可能性があります。  
※ 記入する時は内容が正確で、省略しないでください。
※ 学校や会社が発行する証明書は、必ず単位名、住所、連絡先などがある専用の便箋を使います。（短冊
の手紙がない場合は、必ず証明書に団体名、住所、連絡先及び責任者名を明記してください。）
※ すべての材料は、申し込みの3ヶ月前までに準備したものです。（証明写真も三ヶ月以内に撮った写真
です。）
※ 記入済みの内容に誤りがあれば、別紙または間違ったところに横線を引いて捺印してください。              
※ 入学願書に記載されている内容は、他の関連証明資料の内容と一致しなければなりません。

連絡先は何ですか？
学生本人（申請者）の代わりに、日本国内に住む代理人のことです。              
申請者及び経費支弁者が海外に居住する場合は、申請、入学等の手続
きを円滑に行うために、日本国内に居住する代理人を申請者としての

「連絡者」を本校に連絡させてください。手続きをとる。 

経費支弁者は何ですか？ 
学生本人の学費や生活費を支払う人のことです。
経費支弁者は学生本人と密接な関係があり、経費支弁者としての理由
が非常に合理的であるべきです。普通は学生本人の両親が経費支弁者
をします。子供関係でない場合は、その理由を具体的に説明し、証明書
を提出しなければならない。 

「在留資格認定証明書」は何ですか？
日本語学校の正規の学生として日本に来る時は留学ビザが必要です。
留学ビザ（VISA）を取得するためには、まず日本で日本法務省出入国
管理庁の「留学」用の「在留資格認定証明書」を取得します。本校の事
務職員は本人の代わりに出入国の在留管理庁に申請します。審査を経
て、出入国在留管理庁は「在留資格認定証明書」を発行します。              
本校の事務職員はその証明書を連絡人を通して申請者に渡します。申
請者は本国の日本国大使館（または領事館）で「留学」ビザを申請しま
す。 
※「家族滞在」、「定住者」、「日本人配偶者」などの長期ビザを保有して
いる方は、申し込みの順番や方法が異なります。「国内出願」の方法に
よって申し込みます。詳細は本校にお問い合わせください。海外からの送金

えびす日本語学校　法務省認定校
電話番号：06-6147-5294
Http://IEBISU.COM/
住所：大阪市東成区中道3-15-24　福和楽玉造ビル


