
岩永学園グループ

KOKORO COLLEGE 日本語科 http://www.japanese.ac/

〒850-0048
長崎県長崎市上銭座町11番8号

0120-100-770
長崎校

〒857-0051
長崎県佐世保市浜田町1番22号

0120-935-756 ☎0957-65-5561
佐世保校

〒 855-0864
島原市秩父が浦町丁2669-22

島原校

進学先リスト
〈提携校は減免があります〉

☆提携校

東京福祉大学
日本ウェルネススポーツ専門学校
中野スクールオブビジネス
国際デュアルビジネス専門学校

☆日本経済大学　東京渋谷キャンパス

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

柏木実業専門学校

神戸国際大学
☆ 日本経済大学

四日市情報外語専門学校

東海学院文化教養専門学校

ELICビジネス&公務員専門学校
保育介護ビジネス名古屋専門学校

ToBuCo専門学校

専門学校エール学園
東亜経理専門学校神戸駅前校
駿台観光＆外語ビジネス大阪

日本ウェルネススポーツ専門学校　広島校

☆吉備国際大学

専門学校コンピュータ教育学院
☆大原昴自動車・スポーツ専門学校
☆日本経済大学福岡キャンパス
国際アニメーション専門学校

☆折尾愛真短期大学
☆香蘭女子短期大学

☆こころ医療福祉専門学校
☆ウエスレヤン大学
☆長崎国際大学

☆第一工業大学

九州工科自動車専門学校

東京

千葉

神奈川

兵庫

三重
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愛知
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岩永学園グループ

KOKORO
COLLEGE

長崎で学びませんか！

日本語

学校の特色　School Features

● 働きながら学べる学習環境

● 学校の隣に学生寮があります

午前または午後の半日集中授業

時間割 始業時間

9：30 AM

1：40 PM

12：40 PM

4：50PM

月～金
Mon-Fri

終業時間

午前

曜 日

● 入学時期が選べる 4月入学と10月入学が選べます。

学生寮
Dormitory

部屋区分
Rooms Pricing(monthly)

6～１０人部屋
6～１０ people/per room

¥１5,000

¥15,000/per person

お一人様料金

シャワー、炊事場完備、キッチン、多目的ルーム、
自習室、無料洗濯機、全室wi-fi完備（ （
hot shower, common kitchen, multipurpose room, study 
solarium, free laundry machine, and free wireless internet（ （

アルバイトができます。
You can work at a part-time job

Environment for working students A class will be set in either morning or afternoon（We arrange part time jobs）

Class

Morning

午後
Afternoon

Start End Days

Morning Class

Afternoon Class

Choice of entering seasons

On-campus dormitory at KOKORO College!

You can start from April or October.

※including utility fees
　(water, electricity, gas)
　（except air conditioning  fee）

※水道光熱費込み
　エアコンのみ使用料に応じ
　電気代を追加徴収します。

▶介護福祉 科  ▶柔 道 整 復 科  ▶健 康 鍼 灸 科  ▶ス ポ ー ツ セ ラ ピ ス ト 科  ▶整 体 セ ラ ピ ス ト 科

▶柔道整 復 科  ▶日 本 語 科

〒850-0822 長崎市愛宕3丁目19番23号　tel.095-895-9760　   fax.095-823-5560

こころ美健福祉専門学校（付帯教育）

〒850-0057 長崎市大黒町10番10号（KoKoRoビル）　tel.095-818-4622　   fax.095-801-5033

こころ未来高等学校

〒850-0822 長崎市愛宕3丁目19番23号　tel.095-822-7733　   fax.095-822-6611　   koko rom i ra i@p ro - ka re . j p

〒850-0048 長崎市上銭座町11-8　tel .095-846-5561　   fax.095-846-5560

〒857-0051 佐世保市浜田町1番22号　tel.0956-24-5569　   fax.0956-24-5539

（平成29年4月開校予定）

〒811-5544 壱岐市勝本町布気触818番地68

〒855-0864 島原市秩父が浦町丁2669-22　tel .0957-65-5561　   fax.0957-65-5560　   info@kokoro.ac. jp

Kokoro College Japan

Lists of academic career
〈The partner schools have reduction of taxes.〉 The partner school
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ようこそ！！Welcome to Nagasaki ! 長崎。g

日本語科
Japanese Language Course

2 year course 1.5 year course
2年コース 1.5年コース

カリキュラム  Curriculum

学納金　Tuition Fee アルバイト　Part -Time Job

入学資格　Admission Qualification
2年コース（４月入学）

基本文型の修得、一般日常会話の習得
中級文型の修得、意見のやりとりが可能な会話力
上級文型の修得、大学等の高等教育の場で、必要な
コミュニケーション能力の習得
新聞、テレビの内容を充分理解する能力の修得・場
面に応じたコミュニケーション能力の修得・日本語
能力検定試験への対策
⇒日本語能力試験Ｎ１対策及び日本留学試験対策

①初級
②中級
③上級Ⅰ

④上級Ⅱ

2 year course(entrance in April)

1.5年コース（10月入学）1.5年コース（10月入学）
基本文型の修得、同左

中級文型の修得、同左
上級文型の修得、同左
⇒日本語能力試験Ｎ２対策及び日本留学試験対策

①初級
②中級
③上級Ⅰ

1.5 year course(entrance in October)

basic grammar
intermediate grammar
advanced grammar

Seeking Japanese language 
proficiency for good understanding 
of Japanese media such as the 
contents of Japanese newspaper 
and TV programs.
⇒ Aim for the Japanese Language 
Proficiency Test(JLPT) N1, and EJU.

①Beginner
②Intermediate
③Advanced Ⅰ
④Advanced Ⅱ

1.5 year course(entrance in October)
basic grammar
intermediate grammar
advanced grammar
⇒ Aim for the Japanese Language 
Proficiency Test( JLPT) N2 or 
above, and EJU.

①Beginner
②Intermediate
③Advanced Ⅰ

学　科
Subject

学　年
Grade

1年次（1st year）

2年次（2nd year）

1年次（1st year）

2年次（2nd year）

￥100,000

入学金
Entrance Fee

日本語科
2年コース

日本語科
1.5年コース

￥600,000

￥600,000

授業料
Tuition

2年間　合計  ￥1,420,000
2 year total 

1.5 year total 
1.5年間　合計  ￥1,090,000

￥60,000

￥60,000

教材費
Material Fee

・資格外活動の許可を受けることで1週に28時間
（長期休暇中は1日8時間）までアルバイトをする
ことができます。
・アルバイトできる職種は制限があります。

・You can work at a part-time job until 28 
hours a week (during a long vacation, 8 
hours a day) by getting permission from 
a qualification outside work.

・There are restrictions on part-time job 
depends on the job category.

アルバイトの一例

Examples of Part-Time Job

病院、介護施設、ホテル…清掃
コンビニ、スーパー ……商品補充、接客
レストラン ………………接客、調理、皿洗い
食品工場 ………………加工

● Hospital, nursing home and hotel
……Cleaning

● Convenience store and supermarket
……Replenishment of goods and service

● Restaurant
……Service, cooking and dish-washing

● Food factory
……Processing

￥600,000

￥300,000

￥60,000

￥30,000

￥100,000

Japanese Language
2 year course

Japanese Language
1.5 year course

・外国において学校教育における１２年の課程を
修了した者

・「在留中の一切の経費の支弁能力を証する文
書」を提出できる者

・入学に必要な関係書類（出願申込み時に説明）
を完備できる者

・Those who completed 12 years of formal 
school education.

・Those who can submit the documents 
to prove his/her cost payment support 
during his/her stay in Japan.

・Those who can submit all of requires 
documents in order to enter the school.
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〒850-0048 長崎市上銭座町11-8　tel .095-846-5561　   fax.095-846-5560

〒857-0051 佐世保市浜田町1番22号　tel.0956-24-5569　   fax.0956-24-5539

（平成29年4月開校予定）

〒811-5544 壱岐市勝本町布気触818番地68

〒855-0864 島原市秩父が浦町丁2669-22　tel .0957-65-5561　   fax.0957-65-5560　   info@kokoro.ac. jp

Kokoro College Japan

Lists of academic career
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岩永学園グループ

KOKORO COLLEGE 日本語科 http://www.japanese.ac/

〒850-0048
長崎県長崎市上銭座町11番8号

0120-100-770
長崎校

〒857-0051
長崎県佐世保市浜田町1番22号

0120-935-756 ☎0957-65-5561
佐世保校

〒 855-0864
島原市秩父が浦町丁2669-22

島原校

進学先リスト
〈提携校は減免があります〉

☆提携校

東京福祉大学
日本ウェルネススポーツ専門学校
中野スクールオブビジネス
国際デュアルビジネス専門学校

☆日本経済大学　東京渋谷キャンパス

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

柏木実業専門学校

神戸国際大学
☆ 日本経済大学

四日市情報外語専門学校

東海学院文化教養専門学校

ELICビジネス&公務員専門学校
保育介護ビジネス名古屋専門学校

ToBuCo専門学校

専門学校エール学園
東亜経理専門学校神戸駅前校
駿台観光＆外語ビジネス大阪

日本ウェルネススポーツ専門学校　広島校

☆吉備国際大学

専門学校コンピュータ教育学院
☆大原昴自動車・スポーツ専門学校
☆日本経済大学福岡キャンパス
国際アニメーション専門学校

☆折尾愛真短期大学
☆香蘭女子短期大学

☆こころ医療福祉専門学校
☆ウエスレヤン大学
☆長崎国際大学

☆第一工業大学

九州工科自動車専門学校

東京

千葉

神奈川

兵庫

三重

茨城

愛知

岐阜

大阪

広島
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長崎

鹿児島
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岩
永
学
園
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G
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Tokyo
Osaka

Kyoto

Fukuoka

Nagasaki

岩永学園グループ

KOKORO
COLLEGE

長崎で学びませんか！

日本語

学校の特色　School Features

● 働きながら学べる学習環境

● 学校の隣に学生寮があります

午前または午後の半日集中授業

時間割 始業時間

9：30 AM

1：40 PM

12：40 PM

4：50PM

月～金
Mon-Fri

終業時間

午前

曜 日

● 入学時期が選べる 4月入学と10月入学が選べます。

学生寮
Dormitory

部屋区分
Rooms Pricing(monthly)

6～１０人部屋
6～１０ people/per room

¥１5,000

¥15,000/per person

お一人様料金

シャワー、炊事場完備、キッチン、多目的ルーム、
自習室、無料洗濯機、全室wi-fi完備（ （
hot shower, common kitchen, multipurpose room, study 
solarium, free laundry machine, and free wireless internet（ （

アルバイトができます。
You can work at a part-time job

Environment for working students A class will be set in either morning or afternoon（We arrange part time jobs）

Class

Morning

午後
Afternoon

Start End Days

Morning Class

Afternoon Class

Choice of entering seasons

On-campus dormitory at KOKORO College!

You can start from April or October.

※including utility fees
　(water, electricity, gas)
　（except air conditioning  fee）

※水道光熱費込み
　エアコンのみ使用料に応じ
　電気代を追加徴収します。

▶介護福祉 科  ▶柔 道 整 復 科  ▶健 康 鍼 灸 科  ▶ス ポ ー ツ セ ラ ピ ス ト 科  ▶整 体 セ ラ ピ ス ト 科

▶柔道整 復 科  ▶日 本 語 科

〒850-0822 長崎市愛宕3丁目19番23号　tel.095-895-9760　   fax.095-823-5560

こころ美健福祉専門学校（付帯教育）

〒850-0057 長崎市大黒町10番10号（KoKoRoビル）　tel.095-818-4622　   fax.095-801-5033

こころ未来高等学校

〒850-0822 長崎市愛宕3丁目19番23号　tel.095-822-7733　   fax.095-822-6611　   koko rom i ra i@p ro - ka re . j p

〒850-0048 長崎市上銭座町11-8　tel .095-846-5561　   fax.095-846-5560

〒857-0051 佐世保市浜田町1番22号　tel.0956-24-5569　   fax.0956-24-5539

（平成29年4月開校予定）

〒811-5544 壱岐市勝本町布気触818番地68

〒855-0864 島原市秩父が浦町丁2669-22　tel .0957-65-5561　   fax.0957-65-5560　   info@kokoro.ac. jp

Kokoro College Japan

Lists of academic career
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