
                               

 

 

 

 

 

 

 

I.コース概要 

●スケジュール 

入学時期 修学期間 申請期間 在留資格認定証明書 

交付時期 

4 月 2 年 前年 9 月～11 月 10 日 2 月中旬 

7 月 1 年 9 か月 2 月～3 月 10 日 5 月下旬 

10 月 1 年 6 か月 3 月～5 月 10 日 8 月下旬 

1 月 1 年 3 か月 前年 6 月～9 月 10 日 11 月中旬 

※どのコースも卒業は 3 月です。 

●授業時間 

月曜日～金曜日（日本の祝日を除く） 

午前：9:00～12:20 または午後：13:10～16:30 

●クラスについて 

1 日に 45 分ｘ4 回の授業があります。レベルによってクラスが決まります。また、3 か月ごとに

クラス替えがあります。1 クラスは 15～20 人程度です。 

●カリキュラム 

クラス 期間 レベル 到達目標 主要教材 副教材 

初級Ⅰ 3 か月 

初級 

Ｎ４レベルに達す

る。簡単な日常会

話と読み書きがで

きる。 

『学ぼう！ 

にほんご』 

初級Ⅰ、Ⅱ 

『学ぼう！にほんご』練習問題集 初級Ⅰ、Ⅱ   

『学ぼう！にほんご』漢字練習帳 初級Ⅰ、Ⅱ    

『学ぼう！にほんご』聴解練習問題集 初級

Ⅰ、Ⅱ『学ぼう！にほんご』作文練習帳 初級

Ⅰ、Ⅱ 
初級Ⅱ 3 か月 

初中級 3 か月 

中級 

Ｎ２レベルに達す

る。 日常会話がで

き、テレビや新聞

が理解できる。 

『学ぼう！ 

にほんご』 

初中級、中級 

『学ぼう！にほんご』練習問題集 初中級、中

級  『学ぼう！にほんご』漢字練習帳 初中

級、中級  『学ぼう！にほんご』聴解 CD 初

中級、中級 

『「あいうえお」でひく日本語の重要表現文型』 

「日本語能力試験Ｎ２／Ｎ３対策問題」 

「留学試験対策問題」 

中級 3 か月 

中上級 4 か月 

上級 

Ｎ１レベルに達す

る。社会生活や大

学で使われる総合

的な日本語力を身

につけます。 

『学ぼう！ 

にほんご』 

中上級、上級 

『「あいうえお」でひく日本語の重要表現文型』 

「日本語能力試験Ｎ１対策問題」          

「留学試験対策問題」                  

「オリジナル生教材（新聞・テレビ・小説等）」 上級 4 か月 
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II.出願資格 

●本国で 12 年以上の学校教育課程を修了した者 

●日本語能力試験 N5 または同程度の能力(証明書必要)を有する者 

●上記の条件を満たし、ICA の指示に従い、東京出入国在留管理局提出用の書類を用意できる者 

●過去の日本滞在歴、日本へのビザ申請歴があるが、その内容及び関連する資料を提出できる者 

 

III.選考方法 

●書類審査及び面接選考 

●応募者数が定員数を上回った場合、ICA 選考の基準を満たしても出願できない場合がありますのでご 

了承ください。 

 

IV.申請から入学までの流れ 

 

申請者：申込み・選考申込書と高校/大学の成績証明書のコピーを提出してください。 

 

ICA : 書類審査 

ICA : 面接選考・ICA 担当者より合格の通知をいたします。 

 

申請者：申請書類提出・郵送する前に提出書類のスキャンコピーを Email 等で事前に ICA 担当者に見せ 

て、内容の確認を受けてください。 

・選考料の支払い 

 

東京出入国在留管理局 : 審査 

・国または、申請者によって、追加書類の提出を求められる場合があります。その場 

合には、ICA 担当者より連絡します。 

 

東京出入国在留管理局：審査結果発表＋在留資格認定証明書交付 

 

申請者：学費支払い 

 

ICA：在留資格認定証明書、入学許可書等を送付 

 

申請者：在外日本公館(大使館や領事館)にてビザ申請・追加書類提出や面接がある場合があります。 

 

在外日本公館：ビザ発給＋来日準備・航空券の手配 

・寮や宿泊先の確保 

 

来日＋入学・来日したら、入学までに住んでいるところの区(市)役所で住民登録と国民健康保険の加入

手続きをしましょう。 

 

ICA の入学選考ポリシー：  

ICA では、入学希望者の選考にあたり、学生に関する以下の項目による区別を行いません。 

  ・年齢・性別・人種・宗教・階級・出身地・ハンディキャップ 



                               

 

 

 

V.申請書類 

 

申請者に関する書類 

１ 入学願書(ICA 様式)(原本) 

 ・経歴に空白期間がある場合には、別途説明書を提出すること 

 ・氏名はパスポートと同じもの、学歴、職歴含め、全ての住所は番地まで詳しく記

入すること 

 ・各名称は省略することなく正式名称を記入すること 

 ・学歴：小学校入学時より最終学歴まで含め、各在学期間は年月日まで記入するこ

と。現在も在学中の場合には年月日の欄には「現在」と記入すること 

 ・修了後の希望：進学希望の場合、必ずしも具体的な学校名は必要ありませんが、

希望の学部、学科は記入すること 

 ・日本への渡航歴：すべての履歴をきちんと記入すること。 

 ・記入することがない場合には「なし」とし、空欄にしないこと 

 

２ 最終学歴の卒業証書もしくは卒業証明書(原本) 

 ・卒業証書は ICA でコピーを取った後、返却いたします。 

 

３ 最終学歴の成績表もしくは成績証明書(原本) 

 ・入学時から卒業時までに取得した全ての単位等の状況が含まれていること 

 

４ 在学証明書、卒業見込み証明書(原本)(在学中の学生のみ)  

５ 高校の成績表もしくは成績証明書(原本) 

 ・入学時から申請時点までに取得した単位等の状況が記載されていること 

 ・大学院に在学中の場合には、直近の卒業校(大学)の成績証明書も合わせて提出する

こと 

 

６ 日本語能力試験もしくは同等の検定試験の合格証明書(原本もしくはコピー) 

 ・認められる試験の種類についてはお問い合わせください 

 

７ 150 時間以上の日本語学習証明書(原本) 

 ・学習機関発行のもの。①学習期間②出席率③履修内容④コース名称⑤当該 

コースの終了目標レベル⑥使用教材名が記載されていること 

 

８ 願書に書かれている経歴を証明する書類 

・在職証明書(原本)(現在、在職中もしくは過去に職歴がある場合) 

・各種資格証明書など 

 

９ 写真 10 枚 

 ・４ｘ３ｃｍ ・3 か月以内に撮影したもの ・裏面に名前を記入すること 

 

１０ パスポートコピー 

 ・写真と身分が書かれているページ 

 ・出入国スタンプが押されているページ 

 

１１ 学歴認証文書 

 ・必要かは国・経歴によって異なります。事前にお問い合わせください。 

 

１２ 説明書及びそれを立証する資料等 

 ・過去に日本滞在歴がある場合 

 ・過去に日本の在留資格申請歴がある場合 

 ・上記１～７のいずれかの書類が提出できない場合 

 

 

 



                               

 

 

 

 

経費支弁者に関する書類 

１ 経費支弁書  

２ 経費支弁者の家族一覧表 

・国籍、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、居住地、同居別居の有無を含む 

・別居している家族も含めること。経費支弁者が作成し、作成日と署名をすること。 

 

３ 経費支弁者と申請者との関係を立証する公的機関から立証された文書 

 ・家族全員の戸籍の写し 

 ・出生証明書(原本もしくは写し) 

・身分証明書の写し 

・親族関係公証書 

 

４ 預金残高証明書(原本)  

５ 資金系形成過程立証資料(４に記載された金額の形成過程を証明する資料) 

 ・通帳の写し、出入金明細書 

 ・過去 3 年分 

 

６ 経費支弁者の職業を立証する文書 

 ・在職証明書 

 ・営業許可書、事業者登録証明書、法人登記簿謄本写し 

 ・その他公的機関から発行された証明文書 

 

７ 経費支弁者の収入を立証する文書 

 ・個人所得税を管轄する公的機関から発行された 3 年分の収入証明書 

 ・総収入額と諸税金等控除後の実収入額の両方が記載されたもの 

 

８ 経費支弁者の個人所得に対する納税状況を立証する文書 

 ・公的機関から発行された 3 年分の納税証明書 

 

 

※書類作成時の注意 

 ●黒色か濃青色のボールペンもしくはインクペンでご記入ください。(鉛筆不可) 

 ●申請のために発行された書類は発行日が 3 か月以内のものを提出してください。 

 ●外国語の文書には日本語の翻訳が必要です。翻訳は Word 等のデータでの提出も可能です。 

 ●各種証明書には、発行機関の所在地、連絡先(TEL など)、発行者名および署名があるものが望ましい

です。 

 ●原本の写しを提出する場合には、以下を記載してください 

  ・片面印刷 ・A4 サイズ ・写し作成日、作成者氏名、申請者との関係 

 ●指定された書類が提出できない場合には、説明書を用意してください。その際には、作成者、作成日、

作成者署名を含めてください。 

 ●上記以外にも国や経歴によって、特に指定される書類がある場合があります。用意する書類につい

ては、必ず事前にご相談ください。また、ICA が東京出入国在留管理局に書類を提出した後に、東京

出入国在留管理局から追加書類の提出を求められることがあります。 

 ●書類について不明な点がある場合には、原本を郵送する前に、ICA に必ずご相談ください。 

 ●不当な機関で作成された書類、不正な書類の事実が発覚した場合には、 

   ・当該申請について無条件で却下とし、今後の再申請を一切認めません。 

   ・当該申請の紹介者からの他の書類も同様に、すべて却下させていただきます。 

   ・選考料の返金はありません。 

 



                               

 

 

 

VI.卒業規定 

 

１）日本国内の大学院に進学をする場合には、在籍 6 か月以上を卒業とします。 

２）日本国内の大学(学部レベル)に進学をする場合には、在籍 1 年以上で卒業とします。 

３）日本国内の短期大学・専門学校に進学をする場合は、在籍 1 年 3 か月以上を卒業とします。 

４）いずれの場合も、卒業時の出席率が 90%以上で卒業となります。 

        

VII.その他 

 

●空港送迎サービス（ICA の寮を希望する学生が対象です） 

成田国際空港   15,000 円 （片道、日本国内の交通費込） 

東京国際空港(羽田)  6,000 円 （片道、日本国内の交通費込） 

※空港までの出迎えを希望する人は、航空券の手配が済み次第、ICA に連絡をしてください。なお、こ

のサービスは平日のみ承ります。 

●住居について 

   学生寮やアパートを紹介できますので、ご希望の方は、在留資格認定証明書交付通知後、早めにご

連絡ください。 

 ●携帯電話（スマホ）契約について 

   取扱い業者を紹介いたします。ご希望の方は、入学時にお知らせください。 

    

Ⅷ.お問い合わせ 

 

●対応言語：日本語、英語、中国語 

●申請については、E-mail にてお問合せください。 

 

 

ICA 国際会話学院 International Conversation Academy 
住所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-31-8 池袋ウェストビル 2 階 

TEL：81-(0)3-3984-2476 

Fax：81-(0)3-3986-0088 

Email：contact@icaschool.jp 

URL：https://icaschool.jp/ica/ 

Facebook ページ：https://www.facebook.com/ICAnihongo/ 

Wechat ：ica1955 

Skype：Nihongo ICA 
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