ミャンマー

東瀛学院

入学案内

TOEI Institute of Japanese Language School ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္
入学資格
ေက်ာင္း၀င္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
日本国籍を有しない者で、以下の条件を満たす者
ဂ်ပန္နိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ၊ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္ျပည့္စံုေသာသူ

１．本国において通常の課程による 12 年以上の学校教育を終了している者。
မိမိနိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး ၁၂ နွစ္နွင့္အထက္ရွိေသာ အတန္းပညာကို ျပီးထားေသာသူျဖစ္ရမည္။

２．日本語能力試験の 5 級、J-TEST F 級、NAT-TEST5 級以上に合格している者。またはそれと同等の日本語能力のある者。
Japanese Language Proficiency Test【JLPT】ေခၚဂ်ပန္ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈစာေမးပြဲ၏ အဆင့္ ၅ ၊ J-TEST အဆင့္ F
NAT-TESTအဆင့္၅နွင့္အထက္ ေအာင္ျမင္ထားေသာသူျဖစ္ရမည္။သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔နွင့္တန္းတူညီမွ်ေသာ ဂ်ပန္စကားတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

３．東瀛学院の選考に合格し、その後も入国前まで母国で勉強をしっかりと続けた者
（「書類審査・筆記試験等」の選考により判断し、その後も勉強をしっかりと続けているかを面談時に試験等で判断します）
TOEI ေက်ာင္း၏စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျပီး၊ထို႔ေနာက္တြင္လည္း ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ မ၀င္မွီအထိတိုင္ေအာင္မိမိနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျပီးေကာင္းမြန္စြာပ
ညာသင္ၾကားေနေသာသူ။
(စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ေရးေျဖစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔အေပၚမူတည္ျပီး စီစစ္သံုးသပ္ကာ ထုိ႔ေနာက္တြင္လည္း
ေကာင္းမြန္စြာဆက္လက္စာသင္ယူျခင္းရွိမရွိကိုလူေတြ႔စစ္ေဆးေသာအခါ စာေမးပြဲစစ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ စီစစ္ဆံုးျဖတ္သြားမည္။)

４．結核等の法定伝染病にかかっておらず、健康な者。
（
「健康診断について」参照）
တီဘီေရာဂါအစရွိေသာကူးစက္ေရာဂါမ်ားနွင့္ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေသာသူ။ (「က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး」ကို ၾကည့္ရန္)

課程・申請期間・結果通知時期
သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ၊ေလွ်ာက္လႊာကန္႔သတ္ခ်ိန္ ၊ရလဒ္အသိေပးမည့္အခ်ိန္ကာလ

課程

コース

修業年限

募集時期

結果通知

入学時期

သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း

ေက်ာင္း၀င္မည့္လ

ေက်ာင္းျပီးမည့္ကာလ

ေလွ်ာက္လႊာေခၚခ်ိန္

ရလဒ္အသိေပးျခင္း

ေက်ာင္း၀င္မည့္ကာလ

会話課程
စကားေျပာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

4 月生

2年

8 月− 10 月

2 月下旬

4月

၄လပိုင္းေက်ာင္းသား

၂ နွစ္

၈လပိုင္း မွ ၁၀ လပိုင္း

၂လပိုင္းလကုန္

၄လပိုင္း

7 月生

2年

12 月− 1 月

5 月中旬

7月

၇လပိုင္းေက်ာင္းသား

၂ နွစ္

၁၂လပိုင္း မွ ၁ လပိုင္း

၅လပိုင္းလလယ္

၇လပိုင္း

10 月生

2年

2 月− 4 月

8 月下旬

10 月

၁၀လပိုင္းေက်ာင္းသား

၂ နွစ္

၂လပိုင္း မွ ၄ လပိုင္း

၈လပိုင္းလကုန္

၁၀လပိုင္း

1 月生

2年

5 月− 7 月

11 月上旬

1月

၁လပိုင္းေက်ာင္းသား

၂ နွစ္

၅လပိုင္း မွ ၇ လပိုင္း

၁၁လပိုင္းလအစ

၁လပိုင္း

4 月生

2年

8 月− 10 月

2 月下旬

4月

၄လပိုင္းေက်ာင္းသား

၂ နွစ္

၈လပိုင္း မွ ၁၀ လပိုင္း

၂လပိုင္းလကုန္

၄လပိုင္း

တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္

7 月生

1 年 9 ヶ月

12 月− 1 月

5 月中旬

7月

ဆက္တက္ရန္ျပင္

၇လပိုင္းေက်ာင္းသား

၁နွစ္ ၉ လ

၁၂လပိုင္း မွ ၁ လပိုင္း

၅လပိုင္းလလယ္

၇လပိုင္း

10 月生

1 年 6 ヶ月

2 月− 4 月

8 月下旬

10 月

၁၀လပိုင္းေက်ာင္းသား

၁နွစ္ ၆ လ

၂လပိုင္း မွ ၄လပိုင္း

၈လပိုင္းလကုန္

၁၀လပိုင္း

進学課程

ဆင္ေသာသင္ရိုး ညႊန္းတမ္း
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出願書類
ေလ်ွာက္လႊာစာရြက္မ်ား
入学手続き（申請書類）ေက်ာင္း၀င္ရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား( ေလ်ွာက္လႊာမ်ား)
１．母国内で発行された文書は入国管理局に提出する前の３ヶ月以内のものに限ります。
မိမိနိုင္ငံအတြင္းထုတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ လ၀က ကို မတင္မွီ ၃လအတြင္းထုတ္ထားေသာအရာျဖစ္ရမည္။

２．
［日本］日本国内で発行された文書は１ヶ月以内のものに限ります。
ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္းထုတ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ၁လ အတြင္းထုတ္ထားေသာအရာျဖစ္ရမည္။

３．書類は本人が自分で必ず記入してください。
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ေရးပါ။

・黒のボールペンか万年筆ってください。消えるボールペンは使えません。
ေဘာပင္အနက္ေရာင္ျဖင့္ေရးပါ။ဖ်က္လို႔ရေသာေဘာပင္မသံုးပါရန္။

・塗りつぶしたり書きなぞったり手を入れて訂正したりしないでください。
ဖ်က္ျခင္း၊အမွားျပင္ျခင္း မ်ားမလုပ္ပါနဲ႔။

・訂正するときは修正液を使わないでください。二重線を引いて訂正印を押してください。
အမွားျပင္ေသာအခါ ဖ်က္ေဆးမသံုးပါနဲ႔။မ်ဥ္းနွစ္ေၾကာင္းတားကာ တံဆိပ္တံုးထုေပးပါ။

・履歴書を記入する際には、インクの色や字体を変えずに記入してください。申請を拒否される場合があります。
ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကိုေရးသည့္အခါမွင္အေရာင္နွင့္စာလံုးကိုအေျပာင္းအလဲမရွိေအာင္ေရးပါ။ သုိ႔မဟုတ္လ်ွင္ေလ်ွာက္လႊာပယ္ခ်ျခင္းခံရ နိုင္သည္။

４．学校や会社、政府発行の書類など、その他の機関が出した証明書について
ေက်ာင္းနွင့္ကုမၸဏီ၊အစိုးရမွထုတ္ေပးေသာစာရြက္စာတမ္းစသည္မ်ား၊အျခားအခန္းက႑မ်ားမွထုတ္ေပးေသာေထာက္ခံစာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး 〜

・専用用紙のレターヘッドや公印、機関名称など全て一致していることを確認してください。
ရံုးသံုးစာရြက္ရဲ့Letterheadနွင့္တံဆိပ္တံုး၊အဖြဲ ့အစည္းအမည္နာမ စသည္မ်ား ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိုအတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။

・落款と公印の順序は、必ず落款の後に公印を押してもらってください。
တံဆိပ္နွင့္တရား၀င္တံဆိပ္တံုးရဲ့အစဥ္္မွာေတာ့ မျဖစ္မေန တံဆိပ္၏ေနာက္တြင္တရား၀င္တံဆိပ္တံုးကိုနွိပ္ပါ။

・発行人の肩書き、署名、捺印を必ず確認してください。
ထုတ္လုပ္သူ၏ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္၊ အမည္၊ တံဆိပ္တုံးကိုမျဖစ္မေန အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။

・専用用紙に機関の連絡先電話番号や住所が印刷されていない場合、別紙によりそれらの情報を書いた書類を発行してもらっ
てください。
ရံုးသံုးစာရြက္၏အဖြဲ ့အစည္းကိုဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္နွင့္လိပ္စာ ေရးမထားပါကပူးတြဲစာ ျဖင့္၎တို့၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေရးသားထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းကိုထုတ္လာပါ။
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申請者提出書類

ေက်ာင္းေလွ်ာက္္မည့္သူ၏တင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ား

入学願書

● 本人が自筆で記入してください。パソコン等によりデータ入力をした場合でも、
内容をよく確認し、
日付・名前・署名については、自筆で記入してください。

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္
ေလ်ွာက္လႊာ

ကာယကံရွင္မွ လက္ေရးျဖင့္ေရးပါ။ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ေရးပါကအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသခ်ာစီစစ္ျပီး ေန႔စြဲ၊အမည္၊လက္မွတ္
မ်ားကိုမူ လက္ေရးျဖင့္ျဖည့္ေရးပါ။

● 出生地は戸籍にあるように～市まで記入してください。
ေမြးဖြားသည့္ေနရာကိုမူ သန္းေခါင္စာရင္းတြင ္ပါသည့္အတိုင္း 〜 ျမဳိ့အထိ ေရးပါ။

● 現住所は各種証明書と必ず一致していることを確認してください。
ေနရပ္လိပ္စာသည္ ေထာက္ခံစာမ်ားအားလံုးတြင္ပါေသာလိပ္စာနွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်မက် ကိုစစ္ေဆးပါ။

● 連絡先は東瀛学院からの手紙等が確実に届く住所であること。また、電話番号についても必ず、
連絡が取れる番号を記入してください。
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ TOEI Institute of Japanese Language School မွပို႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာစာမူမ်ား
အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိနိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္းအမွန္တကယ္
ဆက္သြယ္လို႔ရေသာနံပါတ္ကို ေရးပါ။

● 氏名欄は Last Name(Family name), First Name, Middle Name の順に記入してください。
အမည္ ကို ေနာက္ဆံုးအမည္၊ ပထမအမည္၊ အလယ္အမည္ စသည္ျဖင့္အစဥ္လိုက္ေရးပါ။

確認書
အတည္ျပဳျခင္း

● 必ず自筆で記入してください。パソコンによるデータ入力後の署名等は認められません。
မျဖစ္မေနလက္ေရးျဖင့္ေရးပါ။ကြန္ျပဴတာျဖင့့္ ေရးျပီး လက္မွတ္ထိုးျခင္းကိုလက္မခံပါ။

● 仲介者：
မိတ္ဆက္သူ

仲介会社または仲介者に支払うことを約束した金銭の名目及び額を記入
してください。
မိတ္ဆက္ေပးေသာကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္မိတ္ဆက္ေပးေသာသူထံသို႔
ေပးေဆာင္ရေသာေငြေၾကး ပမာဏနွင့္ဘာအတြက္ေပးေဆာင္ရသည္ကိုေရးပါ။

● 学費返金：
ေက်ာင္းလစာ
ျပန္အမ္းျခင္း

この募集要項にある「学費返金について」をよく読み、以下の内容に募
ついて、
「同意・同意しない」旨を選び、日付・氏名記入・サインをし
てください。
また、健康診断書を願書に添えて提出してください。
ဒီ「ေလ်ွာက္လႊာလိုအပ္ခ်က္မ်ား」တြင္ပါ၀င္ေသာ「ေက်ာင္းလစာျပန္အမ္းျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး」
ကိုေသခ်ာဖတ္၍ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကိ「
ု သေဘာတူပါသည္၊ မတူပါ」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ေန႔စြဲ၊ အမည္ေရးျပီးလက္မွတ္ထိုးပါ။

● 学校 HP 等の掲載：
ေက်ာင္း၏HPစေသာ
ပံုနွိပ္ျခင္း

この募集要項にある「学校 HP（ホームページ）などへの学生写真等の
掲載について」をよく読み、以下の内容に募ついて、
「同意・同意しない」
旨を選び、日付・氏名記入・サインをしてください。
ဒီ「ေလ်ွာက္လႊာလိုအပ္ခ်က္မ်ား」တြင္ပါ၀င္ေသာ「 ေက်ာင္း၏ HP(Home Page)
အစရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဓာတ္ပံုကို တင္ျခင္းနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး」
ကိုေသခ်ာ ဖတ္ကာပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကိ「သေဘာတူ
ု
ပါသည္၊မတူပါ 」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ေန႔စြဲ၊ အမည္ေရးျပီးလက္မွတ္ထိုးပါ။

● 健康診断：
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း

この募集要項にある「健康診断について」をよく読み、以下の内容に募
ついて、
「同意・同意しない」旨を選び、日付・氏名記入・サインをし
てください。
また、健康診断書を願書に添えて提出してください。
ဒီ「ေလ်ွာက္လႊာလိုအပ္ခ်က္မ်ား」တြင္ပါ၀င္ေသာ「က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး」
ကိုေသခ်ာဖတ္ကာပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကိ「သေဘာတူ
ု
ပါသည္၊မတူပါ 」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ရက္စြဲ၊အမည္ေရးျပီးလက္မွတ္ထိုးပါ။ထို႔ေနာက္က်န္းမာေရးစစ္ထားေသာစာရြက္ကို
ေလွွ်ာက္လႊာနွင့္ အတူပူးတြဲတင္ျပပါ။
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● 注意事項
သတိျပဳရန္

この募集要項にある「注意事項」をよく読み、以下の内容に募ついて、
「同意・同意しない」旨を選び、日付・氏名記入・サインをしてください。
ဒီ「ေလ်ွာက္လႊာလိုအပ္ခ်က္မ်ား」တြင္ပါ၀င္ေသာ「သတိျပဳရန္」
ကိုေသျခာဖတ္ကာပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကိ「သေဘာတူ
ု
ပါသည္၊မတူပါ」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ရက္စြဲ၊ အမည္ေရးျပီးလက္မွတ္ထိုးပါ။

● 確認事項
အတည္ျပဳျခင္း

この募集要項にある「確認事項」をよく読み、以下の内容に募ついて、
「確認した・確認してない」旨を選び、日付・氏名記入・サインをして
ください。
ဒီ「ေလ်ွာက္လႊာလိုအပ္ခ်က္မ်ား」တြင္ပါ၀င္ေသာ「အတည္ျပဳျခင္း」
ကိုေသျခာဖတ္ကာပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကိ「
ု သေဘာတူပါသည္၊မတူပါ」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ရက္စြဲ၊ အမည္ေရးျပီးလက္မွတ္ထိုးပါ။

● 募集要項のすべての内容 この募集要項のすべてをよく読み、
「確認した・確認してない」旨を選び、
を
日付・氏名記入・サインをしてください。
ေလ်ွာက္လႊာအားလုးံ
၏ေၾကာင္းအရာ

履歴書
ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း

ဒီေလ်ွာက္လႊာအားလုးံကုိဖတ္ျပီး၊「သေဘာတူပါသည္၊မတူပါ」ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ရက္စြဲ၊ အမည္ေရးျပီး လက္မွတ္ထိုးပါ။

● 本人が自筆で記入してください。パソコン等によりデータ入力をした場合でも、
内容をよく確認し、
日付・名前・署名については、自筆で記入してください。
ကာယကံရွင္မွ လက္ေရးျဖင့္ေရးပါ။ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ေရးပါကအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသျခာစီစစ္ျပီး ေန႔စြဲ၊ အမည္၊ လက္မွတ္
မ်ားကိုမူ လက္ေရးျဖင့္ျဖည့္ေရးပါ။

● 現住所 / 出生地：
ယခုေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးရပ္

● 内容：
အေၾကာင္းအရာ

各種証明書と必ず一致していることを確認してください。
ေနရပ္လိပ္စာသည္ ေထာက္ခံစာမ်ားအားလံုးတြင္ပါ၀င္ေသာလိပ္စာနွင့္
တစ္ထပ္တည္းက်မက် ကိုစစ္ေဆးပါ။

願書などの申請書類と内容が一致し、学歴及び経歴はすべて記入してく
ださい。
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာ အစရွိေသာေလ်ွာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္အေၾကာင္းအ
ရာမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ပညာေရးအက်ဥ္းနွင့္အလုပ္အကိုင္အက်ဥ္းကိုအားလံုးေရးပါ။

● 学歴：
ပညာေရးသမုိင္း

東瀛学院に入学する前に、現在の学校を卒業する予定の人は卒業予定年
月の欄に予定の卒業年月と（予定）と記入してください。
学校名、入学卒業年月は卒業証書に記載されている年月と同じであるか
確認し記入してください。
TOEIေက်ာင္းသို႔မ၀င္ခင္လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းကိုျပီးေျမာက္မည့္သူသည္ေ
က်ာင္းျပီးေျမာက္မည့္ခုနွစ္၊ လ ေရးရန္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းျပီးမည့္ခုနွစ္လကို(ၾကိဳတင္ခန္႔မွ
န္းခ်က္) ဟုေရးပါ။
ေက်ာင္းအမည္၊ေက်ာင္း၀င္ေက်ာင္းျပီးသည့္ ခုနွစ္/လမ်ားမွာ ေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္တြင္
ပါေသာရက္စြဲနွင့္ တူညီမႈရွိမရွိကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။

● 経歴：
အလုပ္အကိုင္

職歴 職場の名称など在職証明書の内容と必ず同じに記入してください。
日本語学習機関名、入学卒業年月は日本語学習証明書を見て記入してく
ださい。
来日歴に関してパスポートを参照して正確にすべて記入してください。
အလုပ္အကိုင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္နွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာေနရာ၊ အမည္ စသည္မ်ားသည္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္နွင့္တူညီရမည္။
ဂ်ပန္စာသင္ယူခဲ့ေသာသင္တန္းအမည္၊ ေက်ာင္း၀င္၊ ေက်ာင္းျပီးျခင္း၏ ခုနွစ္၊လသည္
ဂ်ပန္စာသင္ယူျပီးေျမွာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကိုၾကည့္ျပီး ေရးပါ။
ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးကိုမူ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုကိုးကားျပီးတိ
က်ေသခ်ာစြာ ေရးပါ။

● 住所：
လိပ္စာ

省略せず詳しく記入してください。
（例 ××市××区××号）
လိပ္စာကိုအတုိေကာက္မဟုတ္ဘဲ တိက်ေသခ်ာစြာ ေရးပါ။
(ဥပမာ ** ျပည္နယ္ ** တိုင္း ** ျမိဳ့နယ္ ** ျမိဳ့** အိမ္နံဘတ္)
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● 留学理由：
ပညာေတာ္သင္ သြားသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္

日本留学の動機と理由をはっきりと書いてください。現在学んでいる専
門分野と関連付けて、また卒業後の仕事において身につけた知識と関係
して具体的に何をどのように学習したいか、そして学習後の計画を筋道
立てて理屈がたつように記述してください。日本語は学ぶ手段です。目
的・理由は日本語を学んでどうするかです。大げさに書かず、実情をそ
のまま正直に記入してください。
ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားခ်င္ရသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈအေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းစြာေရးပါ။
လက္ရွိသင္ယူေနေသာဘာသာရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး ေက်ာင္းျပီးသြားသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္မည့္ အလုပ္နွင့္ဆက္စပ္ျပီးသင္ယူခ်င္ေသာ ပညာရပ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး
အဘယ္အေၾကာင္း အရာကို အဘယ္ကဲ့သို့ သင္ယူခ်င္ေၾကာင္းနွင့္ ေက်ာင္းဆင္းျပီး
ေနာက္ပိုင္းစီမံကိန္းကို ေရးပါ။ ဂ်ပန္စာသည္ေလ့လာသင္ယူခ်င္ေသာ
အရာမ်ား၏အစျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာမူ ဂ်ပန္စာကိုသင္ယူျပီးဘာ
ဆက္လုပ္မည္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီးမေရးဘဲ တကယ့္ အေျခအေန ကိုိေရးရပါမည္။

留学理由を別紙に書く場合、別紙に記入し , わかるように留学理由書に
記入して、別紙にその留学理由を記入するとともにその別紙にも本人の
氏名と記入年月日を書き捺印してください。
ပညာသင္ယူရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပူးတြဲစာရြက္ျဖင့္ေရးမည္ဆိုပါက ပူးတြဲစာရြက္တြင္
ေရးထားသည္ဟု နားလည္နိုင္ရန္ ၎ပူးတြဲစာရြက္တြင္လည္း ကာယကံရွင္၏အမည္
နွင့္ေရးသည့္ရက္စြဲကိုေရးပါ။

● 進学を希望する人は、自分でインターネット等を使い進学先を調べてその学校名と学部・学科を
正確に必ず記入してください。
ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ဆႏၵရွိေသာသူသည္ မိမိဘာသာအင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳျပီး ဆက္တက္မည့္ေက်ာင္းကိုရွာကာ
ထိုေက်ာင္း၏အမည္နွင့္ ဘာသာရပ္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ေရးပါ။

卒業証書と成績証明書
ေအာင္လက္ မွတ္နွင့္အမွတ္
စာရင္း

● 高校などの最終卒業校の卒業証書と成績証明書を提出してください。
အထက္တန္းေက်ာင္းအစရွိေသာ ေနာက္ဆံုးျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္း၏ေအာင္လက္မွတ္ နွင့္အမွတ္စာရင္းကို တင္ျပပါ။

● 最終学校の卒業証書に記載ミス（例えば、氏名、年齢、生年月日、学校の印章が不鮮明である、
整理番号が記入されていない等）があるときは、その学校が間違いの内容を訂正・説明する証明
書を提出してください。
ေနာက္ဆံုးျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း၏ ေအာင္လက္မွတ္တြင ္အမွားပါရွိပါက (ဥပမာ-အမည္၊အသက္၊ေမြးသကၠရာဇ္၊
ေက်ာင္းတံဆိပ္က ထင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာနံပါတ္မပါျခင္းစသည္မ်ား) ထိုေက်ာင္းမွ အမွားကို ရွင္းျပေပးေသာ
ေထာက္ခံစာကိုတင္ျပပါ။

● ３年制の普通中学校と高校において、その在籍期間が３年未満または３年を超えているときは、
その学校の発行する証明書が必要です。
ပံုမွန္အားျဖင့္၃ႏွစ္တက္ရေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း
တက္နွစ္ထက္နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ားေနလ်ွင္ထိုေက်ာင္းမွထုတ္ေပးေသာေထာက္ခံစာလိုအပ္သည္။

● 高校卒業見込みの学生は卒業見込み証明書と成績証明書を、大学在学生は在学証明書と成績証明
書を提出し、卒業後はすみやかに卒業証書を提出してください。
အထက္တန္းေအာင္ျမင္မည့္ေက်ာင္းသားမွာ ေအာင္ျမင္မည့္ေထာက္ခံစာနွင့္ အမွတ္စာရင္းကိုတင္ရန္၊ တကၠသိုလ္
တက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမွာမူ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာနွင့္ အမွတ္စာရင္းကိုတင္ျပရန္၊ ေက်ာင္းျပီးကာ
ဘြဲ႕ရျပီးသားျဖစ္ပါကဘြဲ႕လက္မွတ္ကိုတင္ျပပါ။
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日本語学習証明
ဂ်ပန္စာသင္ယူထား
ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ

● 学習時間（150 時間以上）、学習期間、使用教材、出席率、学習成績と能力が記載されている日本
語学習証明書を提出してください。
သင္ယူထားေသာအခ်ိန္(၁၅၀နာရီနွင့္အထက္)၊ သင္ယူထားေသာအခ်ိန္ကာလ၊ အသံုးျပဳေသာဖတ္စာအုပ္၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၊
အမွတ္စာရင္းနွင့္စြမ္းရည္ကို ေရးမွတ္ထားေသာ「ဂ်ပန္စာသင္ယူထားေျကာင္းေထာက္ခံစာ」ကိုတင္ျပရမည္။

● 高卒・短大卒・専門学校卒の場合には、
『日本語能力試験』N5 以上に合格、J-TEST 準 F 級以上、
NAT-TEST 5 級以上の合格証明書（原本）を提出してください。
အထက္တန္းေက်ာင္း၊ေကာလိပ္နွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တုိ႔ျပီးေျမာက္ထားေသာသူျဖစ္ပါက JLPT အဆင့္၅နွင့္အထက္
ကိုေအာင္ျမင္ထားသူ၊ J-TEST အဆင့္F၊NAT-TEST အဆင့္5 နွင္အ
့ ထက္၊ ကိုေအာင္ျမင္ထားေသာေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းကို
တင္ျပရပါမည္။

在職証明書
အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း
ေထာက္ခံစာ

パスポートのコピー
နို္င္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ

● 在職している人のみ提出してください。
အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားသာ တင္ျပရန္။

● パスポートを所有している人のみ、写真と身分事項が記載されているページのコピーを提出して
ください。
နိင
ု င
္ က
ံ းူ လက္မတ
ွ က
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ထားေသာသူမ်ားက ဓာတ္ပန
ုံ င
ွ ့္ ကိယ
ု ေ
္ ရးအက်ဥ္းပါေသာ စာမ်က္နာွ ၏မိတဴၱ ကို တင္ျပရပါမည္။

● 以前日本に来たことがある人は、
ビザ（在留資格、
在留目的、
在留期間が記載されている）のあるペー
ジと出入国年月日のスタンプがあるページのコピーを提出してください。
ယခင္ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ဖူးေသာသူျဖစ္ပါကဗီဇာ(ဗီဇာအမ်ိဳးအစား၊ေနထိုင္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ဗီဇာသက္တမ္း)ေရးသား
ထားေသာစာမ်က္နွာနွင့္ျပည္အ၀င္အထြက္ရက္စြဲပါေသာတံဆိပ္ရွိရာစာမ်က္နွာကို တင္ျပရမည္။

証明写真８枚
ဓာတ္ပံု၈ပံု

● ３ヶ月以内に撮影された同一の写真（横３ｃｍ×たて４ｃｍ）を８枚提出してください。
၃လအတြင္းရိုက္ထားေသာပံု၊အရြယ္အစား (အလ်ား ၃စင္တီမီတာ*အနံ၄စင္တီမီတာ)ကို၈ပံု တင္ပါ။

● 正面を向き、上半身、無帽、無背景の写真を撮ってください。
အေရွ႕ကိုမ်က္နွာမူျပီး၊ ကိုယ္တစ္္ပိုင္း၊ ဦးထုပ္မပါ၊ ေနာက္ခံမပါ ေသာဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။

● 裏面に氏名・生年月日を必ず記入してください。
အေနာက္ဘက္တြင္အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ကို မျဖစ္မေန ေရးပါ။

健康診断書
က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးျခင္း

● 健康診断書の英語または日本語の翻訳をつけて提出してください。
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးထားေသာ ေထာက္ခံစာတြင္အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ ကိုပူးတြဲျပီး ထည့္ေပးပါ။
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日本国外に住む経費支弁者の提出書類
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ၏ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
経費支弁者提出書類

(ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ၏ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား)

経費支弁書

● 経費を負担する人、本人が自筆で記入してください。パソコン等によりデータ入力をした場合でも、
内容をよく確認し、日付・名前・署名については、自筆で記入してください。

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုန္က်စရိတ္ကိုတာ၀န္ခံမည့္သူ ကာယကံရွင္က လက္ေရးျဖင့္ေရးရမည္။ကြန္ျပဴတာျဖင့္ေရးသားထားပါက
ပါ၀င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသျခာဖတ္ျပီးမွ ေန႔စြဲ၊အမည္၊လက္မွတ္မ်ားကိုမူ လက္ေရးျဖင့္ေရးပါ။

● 経費を負担するに至ったいきさつをはっきりと具体的に書いてください。経費支弁書の所定の欄
に書ききれない場合は、別紙に記入し、別紙に記入する旨をその欄に書き、別紙には経費支弁者
の氏名、記入年月日などを書き、捺印してください。
ကုန္က်စရိတ္ကိုတာ၀န္ယူရသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္နွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ပံ့ပိုးရသည္ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္
ခိုင္လံုတိက်စြာေရးပါ။ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္သူ၏ေလ်ွာက္လႊာတြင္ျဖည့္၍မဆံ့ပါကပုူးတြဲစာရြက္ျဖင္ ့တင္ျပျပီးထိုပူးတြဲစာ
တြင္လည္းအမည္၊ေရးသည့္ရက္စြဲစသည္မ်ားကိုေရးျပီး လက္မွတ္ထိုးပါ။

● 経費支弁者が、両親ではない場合、なぜ両親ができないのかについても書いてください。
ေထာက္ပံ့သူက မိဘမဟုတ္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္မိဘမဟုတ္သည္ကိုေရးပါ။

● 住所は各証明書の住所と同じ住所を記入してください。
လိပ္စာသည္ ေထာက္ခံစာတိုင္းတြင္ပါေသာ လိပ္စာနွင့္တူေသာ လိပ္စာကိုေရးပါ။

● 生活費は生活費として学生に送る毎月の平均金額を書いてください。
ေန႔စဥ္ေနထိုင္စရိတ္ကို ေနထိုင္စရိတ္အေနျဖင့္ေက်ာင္းသားထံသို႔ လစဥ္ေပးပို႔မည့္ ေငြပမာဏကိုေရးပါ။

● 送金方法を具体的に書いてください。特に、留学のための貯蓄を預けている銀行から海外送金が
できない場合には、どのように送金をするかについても具体的に記入してください。
ေငြလႊဲမည့္နည္းကိုတိက်ေသခ်ာစြာေရးပါ။အထူးသျဖင့္ပညာေတာ္သင္ဖို႔ရန္ေငြစုထားေသာဘဏ္မွနိုင္ငံျခားသို႔ေငြလႊဲမရပါက
အဘယ္ကဲ့သို႔ေငြလႊဲေပးမည္ကို တိက်စြာေရးပါ။

● 支払い方法として、時期を具体的に記入してください。例えば、『在留資格認定証明書を取得した
ら 1 年目の学費等を学院指定の口座に振り込みます。日本での生活費は６ヶ月ごとに、また２年
目の学費をビザ更新の前に本人の口座に振り込みます。
』など
ေငြလႊဲနည္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးအခ်ိန္ကာလကိုတိက်စြာေရးပါ။ဥပမာ「ျပည္၀င္ခြင့္ရသည္နွင့္တျပိဳင္နက္
တစ္နွစ္စာေက်ာင္းလခကိုေက်ာင္း၏ သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္သို႔လႊဲေပးပါမည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ မည့္
စရိတ္ကို၆လတစ္ခါ၊ ထို႔ေနာက္ဒုတိယနွစ္၏ေက်ာင္းလခကိုဗီဇာ သက္တမ္းမတိုးမွီေက်ာင္းသား၏ ဘဏ္သို႔လႊဲေပးပါမည္」
စသျဖင့္။

親族関係公証書
မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသ
အေထာက္အထား

● 公証書に関係人の氏名 , 性別 , 生年月日及び住所がはっきりと書かれていることを確認してください。
မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသ(အိမ္ေထာင္စုစာရင္း) တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏အမည္၊က်ားမ၊
ေမြးသကၠရာဇ္နွင့္ေနရပ္လိပ္စာ မ်ားက ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေရးသားထားျခင္းရွိမရွိကိုစစ္ေဆးပါ။

● 両親が経費負担をするときは、本人と両親双方との関係を証明し、親戚が経費負担をするときは、
本人と両親、両親と親戚のそれぞれの関係を証明する公証書がそれぞれ必要です。
မိဘမ်ားကေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ပါကကာယကံရွင္နွင့္မိဘမ်ား၏ပတ္သက္မႈကိုသက္ေသျပျပီး၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားကေထာက္ပ့ံေပးမ
ည္ျဖစ္ပါကာယကံရွင္နွင့္မိဘ၊မိဘနွင့္အမ်ိဴးေတာ္စပ္ပံုကိုသက္ေသျပနိုင္ေသာ「 မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသအေထာက္အ
ထား」လိုအပ္ပါသည္။

● 現住所は各種証明書の住所と同じであること。もしも違う場合はなぜ違うのかの説明書をつけて
ください。
ေနရပ္လိပ္စာသည္ေထာက္ခံစာတိုင္းတြင္ပါေသာလိပ္စာနွင့္တူညီရမည္။ အကယ္၍မတူညီခဲ့ပါက
အဘယ္ေၾကာင့္မတူညီရသည္ကိုရွင္းျပေသာစာကို ပူးတြဲတင္ျပပါ။
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銀行預金残高証明書
及び 預金証書
ဘဏ္ေငြလက္က်န္

● 預金は現地通貨、外国通貨を問いません。預金金額は、学費と毎月の生活費を算出し合計金額を
計算して、それに見合う額が必要で、1 年間の学費が約 80 万円と１か月の生活費が約 10 万とす
ると 2 年間で 4,000,000 円が必要です。
စုေငြမွာမိမိနုိင္ငံ၏ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ေစ နိုင္ငံျခားေငြျဖစ္ေစျပသနာမရွိပါ။ စုေငြသည္ ေက်ာင္းလစာနွင့္လစဥ္သံုးေနထိုင္စရိ
တ္ကိုတြက္ခ်က္ျပီးစုစုေပါင္းကာ ထိုပမာဏနွင့္ကိုက္ညီဖို႔ လိုျပီး
တစ္နွစ္စာေက်ာင္းလစာကယမ္းျဖင့္ေသာင္း၈၀ခန္႔နွင့္တစ္လစာေနထိုင္စရိတ္သည္ယမ္း၁၀ေသာင္းဆိုပါက၂နွစ္တာအတြက္
ယမ္း ၄၀၀၀ဝ၀၀ လိုအပ္သည္။

預金通帳の写しなど
ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ

● 留学費用を負担する能力があることを証明するものです。
ပညာေတာ္သင္ကုန္က်စရိတ္ကိုတာ၀န္ယူနိုင္စြမ္းရွိသည္ကို သက္ေသျပေပးေသာအရာျဖစ္သည္။

● 預金残高証明書の預金金額をどのように形成したかがわかる過去 3 年分の通帳のコピー。鮮明な
第１次コピー（Ａ４版）か、銀行より発行された原本を提出してください。
ဘဏ္လက္က်န္၏ စုေငြပမာဏက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ျမင္သာနိုင္ရန္ ၃နွစ္စာဘဏ္စာအုပ္ မိတၱဴ၊
ရွင္းလင္းေသာတစ္ျကိမ္သာကူးထားေသာ မိတၱဴ ( A4)သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မွထုတ္ေပးေသာမူရင္းကို တင္ျပပါ။

在職証明書
အလုပ္လုပ္ေျကာင္း
ေထာက္ခံစာ

● 所属する職場から発行されたもので、就職年月・職種が記載されているかを確認してください。
သက္ဆိုင္ရာအလုပ္မွ ထုတ္ေပးေသာအရာျဖစ္ျပီးအလုပ္၀င္ခဲ့ေသာနွစ္လ၊အလုပ္အမ်ိဳးအစားေရးသားထား ျခင္းရွိမရွိကို
အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။

● 自営業の方は、営業許可書のコピーが必要です。
ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္မိတၱဴလိုအပ္ပါသည္။

● 営業許可書等のコピーはＡ４サイズに統一してください。
လုပ္ငန္းလိုင္စင္၏မိတၱဴကို A4 ဆိုဒ္ျဖင့္ ကူးပါ။

● 営業許可書等のコピーの、文字が読めない部分については、補足説明をつけてください。
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မိတၱဴ၏ မရွင္းလင္းေသာစာေၾကာင္းပါရွိပါက ရွင္းလင္းခ်က္ကို ပူးတြဲတင္ျပပါ။

収入証明書
၀င္ေငြအေထာက္အထား

納税証明書
အခြန္ေပးေဆာင္သည့္
အေထာက္အထား

● 過去３年間の所得収入が詳しく記載されているものを提出してください。
လြန္ခဲ့ေသာ၃နွစ္တာ၏ အသားတင္၀င္ေငြ ကို အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာအရာ ကိုတင္ျပပါ။

● 過去 3 年分の税務署等が発行する納税証明書で収入または所得金額、納税額が記載されているも
のを提出してください。
လြန္ခဲ့ေသာ၃နွစ္တာ၏အခြန္႒ာနကထုတ္ေပးေသာအခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္အေထာက္အထားတြင္ ၀င္ေငြ သ္ို႔မဟုတ္
အသားတင္က်န္ေငြ၏အခြန္ေပးေဆာင္ထားေသာပမာဏေရးထားေသာအရာ ကိုတင္ျပပါ။

● 納税の義務がない職業の場合には、その法律の記されている、公的な資料をつけてください。
အခြန္လြတ္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါကထိုဥပေဒပါေသာတရား၀င္အစိုးရစာကို တြဲတင္ျပပါ။
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日本国内に住む経費支弁者の提出書類
ေထာက္ပ့ံသူသည္ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာသူျဖစ္ပါကတင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
経費支弁者提出書類

ေထာက္ပံ့သူမွ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

経費支弁書

● 「日本国外に住む経費支弁者の提出書類」を確認してください。

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

「ဂ်ပန္နိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာသူ၏တင္ျပရေသာစာရြက္စာတမ္း」ကိုစစ္ေဆးပါ။

● 生活費の支払いの具体的な方法を記入してください。例えば、『日本滞在中の学費や生活費は全て
支払う。お小遣いとして月３万円を本人に手渡す。
』など
ေနထုင
ိ စ
္ ရိတေ
္ ပးေဆာင္ျခင္း၏ အေသးစိတန
္ ည္းလမ္းကိေ
ု ရးပါ။ ဥပမာ (ဂ်ပန္နင
ုိ င
္ တ
ံ ြငေ
္ နထိင
ု စ
္ ဥ္အတြငး္ ေက်ာင္းလခနွငေ
့္ န
ထိုင္စရိတ္ကိုအားလံုးေပးေဆာင္ပါမည္။နအသံုးျပဳရန္လစဥ္ယမ္း၃ေသာင္းကိုကာယကံရွင္လက္ထဲသို့ေပးပါမည္) စသည္ျဖင့္

親族関係証明書
မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသ
အေထာက္အထား

銀行預金残高証明書
ဘဏ္ေငြလက္က်န္

在職証明書
အလုပ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေထာက္ခံစာ

● 「日本国内に住む経費支弁者の提出書類」を確認してください。
「ဂ်ပန္နိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာသူ၏တင္ျပရေသာစာရြက္စာတမ္း」ကိုစစ္ေဆးပါ။

● 「日本国内に住む経費支弁者の提出書類」を確認してください。
「ဂ်ပန္နိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာသူ၏တင္ျပရေသာစာရြက္စာတမ္း」ကိုစစ္ေဆးပါ။

● 会社代表・役員の場合、登記の証明書として「登記事項証明書」の原本を提出してください。
ကုမၸဏီတာ၀န္ခံ၊အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ပါကမွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္းသက္ေသအေနျဖင့္
(အစိုးရရံုးတြင္မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ)၏မူရင္းကိုတင္ျပပါ။

● 自営業の方は、本人の氏名が記載されている「許可書」
「確定申告書」のコピーを提出してください。
ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေသာသူသည္ ကာယကံရွင္၏အမည္ပါေသာ「 ခြင့္ျပဳခ်က္」နွင့္「အသိမွတ္ျပဳေၾကာင္းလက္မွတ္」
မိတၱဴကိုတင္ျပပါ။

● 日本の法律上の、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される場所で働く者
や、その業務に従事している者は経費支弁者にはなれません。
ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ဥပေဒအရ Act on Control and Improvement of Amusement Business, etc.
တြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာသူနွင့္ထိုလုပ္ငန္းနွင့္အဆက္ရွိေသာသူသည္ေထာက္ပံ့သူမျဖစ္ရပါ။

● その他の職業の方は、「在職証明書」を提出してください。
ထိုလုပ္ငန္းမွအပအျခားအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနေသာသူျဖစ္ပါက「အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာ」ကိုတင္ျပပါ

納税証明書
အခြန္သြင္းေဆာင္ျခင္း
ေထာက္ခံစာ

● １ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
တစ္နွစ္အတြင္းထုတ္ထားေသာ ေထာက္ခံစာကိုတင္ျပရမည္။

● ３年間の年間総所得金額の記載のある「納税証明書」または「課税証明書」を提出してください。
（市・区役所で取得）
၃နွစ္အတြင္းအသားတင္၀င္ေငြပါေသာ「အခြန္သြင္းေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာ」နွင「၀င္
့္
ေငြခြန္ေဆာင္ထားေသာေထာက္ခံစာ」
ကိုတင္ျပပါ။ (ျမိဳ့နယ္၊ရပ္ကြက္ရံုးတြင္ယူရန္)

住民票
ရပ္ကြက္ေနထိုင္မႈေထာက္ခံစာ

● １ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
တစ္လအတြင္း ထုတ္ထားေသာ ေထာက္ခံစာကိုတင္ျပပါ။

● 世帯全員の記載のある住民票を提出してください。
အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလံုးပါေသာ ရပ္ကြက္ေနထို္င္မႈေထာက္ခံစာ ကိုတင္ျပပါ။

在留カードのコピー
နိုင္ငံျခားသားကဒ္မိတၱဴ

● 在留資格を持って日本に在留している場合は「在留カードのコピー」
ေနထိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္ထားျပီးဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနေသာသူျဖစ္ပါက「နိုင္ငံျခားသားကဒ္မိတၱဴ」
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納付金について
ေငြေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
■会話課程
စကားေျပာသင္တန္း
入学期

支払時期

支払方法

ေက်ာင္း ၀င္ခ်ိန္

ေငြသြင္းခ်ိန္သတ္ကန္႔ခ်က္

ေငြေပးေဆာင္မ

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

4 月生

翌年 2 月末

海外送金・現金

၄လပိုင္း

ေနာက္တစ္နွစ္၂လပိုင္းကုန္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

選考料

入学金

စီစစ္ ေရြးခ်ယ္ခ ေက်ာင္း၀င္ ေၾကး

30,000

50,000

授業料

保険料

သင္တန္း ေၾကး

အာမခံ

690,000
345,000

合計

စုစုေပါင္း

770,000
10,000

355,000

1,470,000

ေငြသား

翌年 9 月中旬

海外送金・現金

ေနာက္တစ္နွစ္၉လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

345,000

345,000

690,000

770,000

ေငြသား

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

7 月生

翌年 6 月中旬

海外送金・現金

၇လပိုင္း

ေနာက္တစ္နွစ္၆လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

30,000

50,000

345,000

10,000

355,000

1,470,000

ေငြသား

翌年 12 月中旬

海外送金・現金

ေနာက္တစ္နွစ္၁၂လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

345,000

345,000

690,000

770,000

ေငြသား

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

10 月生

翌年 9 月中旬

海外送金・現金

၁၀လပိုင္း

ေနာက္တစ္နွစ္၉လပိုင္းလ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

လယ္

ေငြသား

翌々年 2 月末

海外送金・現金

30,000

50,000

345,000

ေနာက္နွစ္ရဲ့ေနာက္တစ္နွစ္၂ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊
လပိုင္းလကုန္

ေငြသား

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

1 月生

同年 12 月中旬

海外送金・現金

၁လပိုင္း

ထိုနွစ္ရဲ့၁၂လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

30,000

50,000

10,000

355,000

345,000

345,000

690,000

770,000

345,000

10,000

355,000

ေငြသား

翌年 6 月中旬

海外送金・現金

ေနာက္တစ္နွစ္၆လပိုင္း

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

လလယ္

ေငြသား

345,000
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345,000

1,470,000

1,470,000

■進学課程
တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ဆက္တက္ရန္ျပင္ဆင္ေသာသင္တန္း
入学期

支払時期

支払方法

ေက်ာင္း ၀င္ခ်ိန္

ေငြသြင္းခ်ိန္သတ္ကန္႔ခ်က္

ေငြေပးေဆာင္မ

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

4 月生

翌年 2 月末

海外送金・現金

၄လပိုင္း

ေနာက္တစ္နွစ္၂လပိုင္းကုန္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

選考料

入学金

စီစစ္ ေရြးခ်ယ္ခ ေက်ာင္း၀င္ ေၾကး

30,000

授業料

保険料

သင္တန္း ေၾကး

အာမခံ

50,000

690,000
345,000

合計

စုစုေပါင္း

770,000
10,000

355,000

1,470,000

ေငြသား

翌年 9 月中旬

海外送金・現金

ေနာက္တစ္နွစ္၉လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

345,000

345,000

690,000

770,000

ေငြသား

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

7 月生

翌年 6 月中旬

海外送金・現金

၇လပိုင္း

ေနာက္တစ္နွစ္၆လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

ေက်ာင္းသား

30,000

50,000

345,000

10,000

355,000

1,297,500

ေငြသား

翌年 12 月中旬

海外送金・現金

ေနာက္တစ္နွစ္၁၂လပိုင္းလလယ္ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊

172,500

172,500

690,000

770,000

ေငြသား

10 月生
၁၀လပိုင္း
ေက်ာင္းသား

入国前

海外送金

ဂ်ပန္နိုင္ငံသိုမ၀င္မွီ

နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း

翌年 9 月中旬

海外送金・現金

30,000

50,000

1,120,500
345,000

ေနာက္တစ္နွစ္၉လပိုင္းလ နိုင္ငံျခားေငြလႊဲျခင္း၊
လယ္

5,500

350,500

ေငြသား

※ 上記金額の単位は円になります。
အထက္ပါက်ေငြပမာဏမ်ားသည္ ယမ္းေငြျဖစ္သည္။

※ 費用には別途消費税がかかります。
ကုန္က်စရိတ္တြင္အခြန္ကိုမူသီးသန္႔ေပးေဆာင္ရပါမည္။

※ 入学後の「支払時期」は入学時から起算した時期になります。
ေက်ာင္း၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင「သြ
္
င္းရမည့္အခ်ိန္ကာလ」သည္ ေက်ာင္း၀င္ျပီးမွတြက္ခ်က္ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ျဖစ္ပါမည္။

※ 各 4 月・7 月・10 月・1 月の学期始めには別途、教材費が必要になります。受付にて現金で購入します。
但し、カリキュラム・シラバスの変更により、教材費は変更となる場合があります。
（参照別紙：使用教材一覧）
၄လပိုင္း၊၇လပိုင္း၊၁၀လပိုင္း၊၁လပိုင္း အစရွိေသာပညာသင္ကာလမ်ားအစျပဳသည့္အခါဖတ္စာအုပ္ဖိုးမ်ားသီးသန္႔ကုန္က်ပါမည္။
ေကာင္တာတြင္ေငြသားျဖင့္၀ယ္ယူရပါမည္။ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္သင္ရိုးညြန္းတမ္း၊သင္ရိုးမာတိကာ၏အေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ျပီး
ဖတ္စာအုပ္မ်ား အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္သည္။ (ပူုးတြဲစာရြက္ကိုၾကည့္ရန္းအသံုးျပဳမည့္ဖတ္စာအုပ္မ်ားဇယား)

※ 1 年目の留学生保険費用を含みます。2 年目は各自が別に支払います。
ပထမနွစ္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏က်န္းမာေရးအခြန္သည္ပါျပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယနွစ္မွာမူသီးသန္႔ေပးေဆာင္ရမည္။
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学費返金について
ေက်ာင္းလချပန္အမ္းျခင္းနွင့္ဆက္လ်ဥ္းျပီး
入学前の辞退、中途退学のものに対して、学費の一部を返還する。
ေက်ာင္းမ၀င္ခင္မိမိဘာသာရပ္စဲျခင္း၊တက္ေနစဥ္ေက်ာင္းထြက္ျခင္း မ်ားကိုမူေက်ာင္းလစာ၏တစ္၀က္ျပန္အမ္းမည္။

入学前辞退：
ေက်ာင္းမ၀င္ခင္ရပ္စဲျခင္း

「在留資格認定証明書」取得後、次のいずれかの場合、入学金と選考料以外の授業料等を返還する。
ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာရရွိျပီးေနာက္တြင္ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေက်ာင္း၀င္ေျကးနွင့္ေက်ာင္းစီစစ္ေရြးခ်ယ္ခမွအပ သင္တန္းေၾကးအစရွိ
သည္မ်ားကိုျပန္အမ္းပါမည္။

① 入学式前に入学を辞退した場合。但し、入学式以降は中途退学の扱いになります。
အတန္းမစမွီေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကိုရပ္စဲျခင္း၊အတန္းစျပီးမွရပ္စဲျခင္းကို တက္ေနစဥ္အတြင္းေက်ာင္းထြက္ျခင္း အေနျဖင့္
မွတ္ယုူပါမည္။

② 大使館、領事館にてビザ発給が不交付の場合
သံရံုး၊ေကာင္စစ္ရံုးမ်ားတြင္ဗီဇာမေအာင္ျခင္း

「入学許可書」と「在留資格認定証明書」の返還が確認されてから払い戻し手続きを始める。払い戻し
手続きにかかる費用は本人負担とする
္ ကိုျပန္လည္အပ္နွင္းျပီးျဖစ္ေျကာင္းကိုအတည္ျပဳျပီးမွေငြျပန္အမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကိုလုပ္ကိုင္သြား
「ေက်ာင္း၀င္ခြင့္」နွင့္「ျပည္၀င္ခြင့」
ပါမည္။ျပန္အမ္းရာတြင္ကုန္က်ေသာသင့္ေငြကိုမူ ကာယကံရွင္မွေပးေဆာင္ရပါမည္။

中途退学：

中途で自主退学する場合、学費の一部を返還する

တက္ေနစဥ္အ
တြင္းေက်ာင္းထြက္ျခင္း

တက္ေနစဥ္အတြင္းမိမိသေဘာျဖင့္ေက်ာင္းထြက္ပါက ေက်ာင္းလခ၏တစ္၀က္ကိုျပန္အမ္းပါမည္။

■ 納付金返還規程
ေငြေၾကးျပန္လည္အမ္းျခင္းမူ၀ါဒ

１ 一旦納めた入学金と選考料は理由のいかんによらず返還しない。
သြင္းျပီးသားေက်ာင္း၀င္ခနွင့္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ခကိုအဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွျပန္မအမ္းပါ။

２ 入学後退学になった者については、納付金のうち授業料を学期割りにし、授業を受けていない学
期の分を返還する。
ေက်ာင္း၀င္ျပီးေနာက္ျပန္လည္ရပ္စဲျခင္းကိုမူေပးေဆာင္ထားေသာပမာဏထဲမွ သင္တန္းေၾကးကိုပညာသင္ ကာလမ်ားအလို
က္ခြဲျပီးအတန္းမတက္ရေသးေသာကာလစာကိုတြက္ခ်က္ျပီးျပန္အမ္းပါမည္။

4 月期
၄လပိုင္းေက်ာင္းသား

7 月期

4 月 1 日から 6 月末日まで
၄လပိုင္း၁ရက္ မွ ၆လပိုင္းလကုန္အထိ

7 月 1 日から 9 月末日まで

၇လပိုင္းေက်ာင္းသား

၇လပိုင္း၁ရက္ မွ ၉လပိုင္းကုန္အထိ

10 月期

10 月 1 日から 12 月末日まで

၁၀လပိုင္းေက်ာင္းသား

1 月期
၁လပိုင္းေက်ာင္းသား

၁၀လပိုင္း၁ရက္ မွ ၁၂လပိုင္းကုန္အထိ

1 月 1 日から 3 月末日まで
၁လပိုင္း၁ရက္ မွ ၃လပိုင္းလကုန္အထိ

３ 入学後除籍処分となった者については、一切返金しない。
ေက်ာင္း၀င္ျပီးေနာက္တြင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရပါက လံုး၀ျပန္မအမ္းပါ။
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学生寮
ေက်ာင္းသားမ်ားအေဆာင္
● 学生寮への入寮を希望する者は、以下の内容を確認し、所定の申込用紙により申し込みを行ってください。
ေက်ာင္းသားမ်ားအေဆာင္တြင္ေနရန္ ဆႏၵရွိေသာသူမ်ားမွာေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးျပီးမွအေဆာင္ ေလ်ွာက္လႊာကိုျဖည့္ပါ။

● 申し込みは、メールにて受け付けます。指定の期日までに申し込まない場合は、入寮できない場合があります。
ေလ်ွာက္လႊာကို အီးေမးလ္ျဖင့္ပို႔ပါ။သတ္မွတ္ထားေသာကာလမတိုင္မွီ ေလ်ွာက္မထားပါက အေဆာင္၀င္လို႔မရေတာ့ျခင္းရွိနိုင္သည္။

■ 東瀛学院学生寮 (TOEI အေဆာင္)
名称

南大塚学生会館

椎名町学生会館（女子のみ）

အမည္

Minami-Otsuka အေဆာင္

Shinamachi အေဆာင္ - မိန္းကေလးသီးသန္႔

場所

東京都豊島区南大塚 1-35-3

東京都豊島区長崎 1-5-14 カワシマ長崎ビル 3F

ေနရာ

1-5-3, Minami-Otsuka,
Toshima-ku, Tokyo, Japan

3F Kawashima-Nagasaki Buld. 1-5-14,
Toshima-ku, Tokyo, Japan

最寄駅

JR 山手線大塚駅

西武池袋線 椎名町駅

အနီးဆံုးဘူတာ

JR Yamate-Line, Otsuka ဘူတာ

Seibu-Ikebukuro-Line, Shinamachi,ဘူတာ

■ 寮費 အေဆာင္
申込種別
ေလ်ွာက္လႊာအမ်ဳိးအစား

3 ヶ月分の場合
၃လစာ

6 ヶ月分の場合
၆လစာ

初回納入額
ပထမအၾကိမ္တြင္

内訳 အေျကာင္းအရာ

သြင္းရသည့္ပမာဏ

入寮費 အေဆာင္၀င္ေၾကး

寮費 အေဆာင္ေၾကး

ふとん代 ေစာင္ဖိုး

122,000

20,000

32,000 × 3

6,000

198,000

0 ※ 免除 ကင္းလြတ္ျခင္း

32,000 × 6

6,000

※ 上記金額の単位は円になります。また、税込金額です。
အထက္ပါပမာဏသည္ ယမ္းေငြျဖင့့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခြန္ပါျပီးျဖစ္သည္။

※ 6 か月分の申し込みをした際には、入寮費を免除します。
၆လစာ ေလ်ွာက္ထားမည္ဆိုပါက အေဆာင္၀င္ေၾကးကိုကင္းလြတ္ေစပါမည္။

※ 光熱水費：寮費に含みます
ေရ၊မီး၊Gas :အေဆာင္ေၾကးတြင္ပါျပီးျဖစ္သည္။

■ 支払方法：ေငြေပးေခ်ပံု
● 3 ヶ月分の費用または、6 か月分の費用を入国前に送金してください。
၃လစာ က်သင့္ေငြနွင့္၆လစာ က်သင့္ေငြကိုဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔မ၀င္ခင္တြင္ လႊဲေပးပါ။

● 学費と合わせて送金していただいて構いません。
အေဆာင္ေၾကးနွင့္ေပါင္းျပီးလႊဲလ်ွင္လည္းရသည္။

● 3 か月または 6 か月後は、前家賃として、毎月月末までに 1 か月分の寮費を事務所に直接支払います。
၃လ နွင့္ ၆လစာ ျပီးဆံုးျပီးေနာက္တြင္မူ တစ္လၾကိဳေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ လစဥ္လမကုန္ခင္ ေနာက္တစ္လစာကို ေကာင္တာတြင္ေပးေဆာင္ရပါမည္။
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■ 確認事項

以下の内容を承諾の上、入居を申し込んでください。

ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သေဘာတူလက္ခံမွသာ အေဆာင္၀င္ျခင္း ကုိေလွ်ာက္ပါ။

１ 入寮をキャンセルした場合、入寮費に相当する 20,000 円は返還されない（入寮費が免除された場合も同様）事
အေဆာင္၀င္ရန္ေလွ်ာက္ျပီးမွ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္လွ်င္ အေဆာင္၀င္ေၾကးယမ္း ၂၀၀၀၀ ကုိျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ၊၊ (အေဆာင္ေၾကးေလွ်ာ့ေပးထားျခင္း
ခံထားရသူလည္း အလားတူပင္)။

２ 入寮後に途中退去した場合、入寮費に相当する 20,000 円は返還されない（入寮費が免除された場合も同様）事
အေဆာင္ဝင္ျပီးမွ ျပန္ထြက္လွ ်င္ လည္းေကာင္း ဤအေဆာင္၀င္ေၾကးယမ္း ၂၀၀၀၀ကုိျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ၊၊ (အေဆာင္ေၾကးေလွ်ာ့ေပးထားျခင္း
ခံထားရသူလည္း အလားတူပင္)။

３ 入居できる者は東瀛学院の学生につき、東瀛学院の学生の身分を失った場合は即時退去となる事
အေဆာင္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသူမွာ TOEI ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသား/သူျဖစ္ရမည္။ TOEI ေက်ာင္းသား/သူျဖစ္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိရက္မွစျပီး
အေဆာင္မွ ထြက္ေပးရပါမည္။

４ 申込書の記載事項に虚偽 ･ 相違があった時には、入寮の前後を問わず、入寮の権利を失う事
အေဆာင္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ရာမွာ လိမ္ညာျပီးျဖည့္ျခင္း၊ ကြဲလြဲျခင္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ အေဆာင္ဝင္ျပီးမွျဖစ္ေစ၊ မဝင္ခင္မွာျဖစ္ေစ အေဆာင္ ေနျခင္းအခြင့္မွ ျပန္လည္
ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

５ 入寮申込みについては、貸主の都合により不承諾となる場合がある事、また、その際に一切の異議を申立てない事
အေဆာင္ ဝ င္ ရ န္ ေ လ်ွ ာ က္ ထ ားျခင္ း နွ င ့ ္ ပ တ္ သ က္ ၍ အေျခအေနအရ လက္ ခ ံ ရ န္ ျ ငင္ း ဆိ ု ျ ခင္ း ရွ ိ န ိ ု င ္ သ ည္ ။ ထိ ု သ ိ ု ႔ ျ ဖစ္ ခ ဲ ့ ပ ါကညည္ း ညဴျခင္ း မလု ပ ္ ဘ ဲ
နားလည္လက္ခံေပးပါရန္။

６ 借主が暴力団対策法にて定義されている関係団体等に所属が判明した段階で貸主は契約を解除する事
Anti-Organized Crime Law(1991) အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ကိုက်ဳးလြန္သည္ဟုေတြ႔ရွိရပါက ခ်က္ျခင္း စာခ်ဳပ္ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။

７ 寮はシェアルームであることから、貴重品は借主が各自責任を持って保管する事
အေဆာင္သည္ (shared room) အျခားေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အတူေနရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားသည္မိမိ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

８ シェアルーム内にある貸主より貸し出された物品により、何らかの被害を借主が被っても貸主に責任を問わない事
အေဆာင္ပုိင္ရွင္မွ အေဆာင္သုံးအျဖစ္ထားေပးေသာ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးေစျခင္းရွိပါက မိမိတာ၀န္ျဖစ္သည္။

９ 寮費については、1 日でも滞在した場合は、その月 1 か月分の料金を支払う必要がある事
အေဆာင္ေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၁ရက္သာေနရင္လည္း ၁လစာေပးရန္ျဖစ္သည္။

10 4 月・7 月・10 月・1 月に貸主の計画に基づき部屋の移動があることを了承する事
၄လပုိင္း၊ ၇လပုိင္း၊ ၁၀လပုိင္း၊ ၁လပုိင္းမ်ားတြင္ အေဆာင္ပုိင္ရွင္မွ စီမံသည့္အတိုင္း အခန္းအေျပာင္းအလဲရွိနိုင္သည္ကို နားလည္လက္ခံေပးရန္။

11 寮内については管理者が定期的に巡回し、部屋の使い方が悪い場合には借主に対し、指導または退去を命じること

がある事

အေဆာင္တြင္ေနထိုင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေဆာင္တာဝန္ခံမွ လွည့္ပတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ အခန္းအသံုးျပဳပံုနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး
မသင့္ေတာ္ေသာအရာမ်ားကိုေတြ႔ရွိပါက သတိေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ အေဆာင္မွထုတ္ျခင္း ရွိနိုင္သည္။

12 寮を退去したいときは、必ず１か月前に貸主に告知し、退去日１か月前より、次の入居希望者に貸主が部屋を見せ

る事に同意する事

အေဆာင္မွထြက္လုိလွ်င္ အေဆာင္ပုိင္ရွင္ဆီကုိ မျဖစ္မေန တစ္လၾကဳိတင္ေျပာရန္၊ အေဆာင္မွမထြက္ခင္တစ္လအလိုမွ ေနာက္၀င္မည့္သူကအခန္း၀င္ျကည့္
ရႈျခင္းရွိနိုင္သည္။

13 シェアルームの性格上、セキュリティーが万全ではない事を理解し、借主自身においてセキュリティーに気をつけ

る事、万一、寮内で、盗難等の被害に遭っても貸主には責任が無い事

အမ်ားနဲ႔အတူေနရသည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ အားလုးံအတြက္လုံျခဳံေရးကုိ သပ္သပ္ထားေပးတာမဟုတ္ေၾကာင္းကုိသိရွိနားလည္ထားျပီး အားလုးံလုံျခဳံေအာင္ ကုိ
ယ့္ဘာသာကုိယ္သတိထားျပီးေနရမည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္ျခင္း၊ အခုိးခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ရင္လည္း အေဆာင္ပုိင္ရွင္၏တာ၀န္မဟုတ္ပါ။

14 退去の際は鍵を全て必ず貸主に直接返却する事とし、違反の場合は金 30,000 円の鍵交換費用を支払う事
အေဆာင္မွထြက္လွ်င္ အေဆာင္ေသာ့ကုိ အေဆာင္ပုိင္ရွင္ထံ အပ္ႏွံရန္၊ အကယ္၍ေသာ့ေပ်ာက္ျခင္း၊ ေသာ့ပ်က္ျခင္းရွိပါက ေသာ့ေၾကး ယမ္း၃၀၀၀၀
ေရာ္ေၾကးေပးရပါမည္။

15 退去の際は各自部屋の掃除をし、私物は残さない事
အေဆာင္မွထြက္လွ်င္ မိမိအခန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခဲ့ရန္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းကုိ လုံးဝမထားခဲ့ရန္။

16 寮費を滞納し、かつ、１週間以上、貸主との話し合いに応じない場合、貸主は借主との入寮契約を解除することが

できる事

အေဆာင္ေၾကးကုိ အေဆာင္ပုိင္ရွင္ထံေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ အေၾကာင္းမဲ့တစ္ပတ္ေက်ာ္မေပးဘဲပ်က္ကြက္လွ်င္ အေဆာင္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရမည္။

17 貸主が別途定めた入居のルールに従う事
အေဆာင္ပုိင္ရွင္မွ အေဆာင္ေနသူမ်ားလုိက္နာရန္ ထုတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ လုိက္နာရန္။

─ 14 ─

学生出迎え
ေက်ာင္းသားၾကဳိပုိ႔ျခင္း
無料出迎え

無料の出迎えの日を入金後に案内します。

အခမဲ့ၾကဳိပုိ႔ျခင္း

အခမဲ့ၾကဳိေပးသည့္ရက္စြဲကုိ ေငြသြင္းျပီးမွ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

確認事項
(စစ္ေဆးရန္)

１ 到着時間が 8：00 ～ 18：00 以外の場合は申し込むことができません。
ဆုိက္ေရာက္မည့္အခ်ိန္က မနက္ ၈း၀၀ မ ွညေန ၆း၀၀နာရီၾကား ကုိသာလက္ခံပါသည္။ ၎အခ်ိန္မွလြဲျပီး ျပင္ပအခ်ိန္
လက္မခံပါ။

２ 出迎えは成田空港または羽田空港、降車場所は東瀛学院とします。
Narita သို႕မဟုတ္ Haneda ေလယာဥ္ကြင္းအထိ လာၾကိဳမွာျဖစ္ျပီး TOEI ေက်ာင္းတြင္ ခ်ေပးမွာျဖစ္သည္။

３ 申し込み後キャンセルを希望する場合は、到着日の 2 日前（休日の場合はその直前の平日）の
17：30 までに学校に電話をしてください。
ၾကဳိပုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းလုိလွ်င္ ဆုိက္ေရာက္မည့္ရက္ ၂ရက္အလုိ (ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ပါက၎ရံုးပိတ္ရက္
မတိုင္မွီရံုးတက္ရက္) တြင္ ညေန ၅နာရီ၃၀မိနစ္ မတိုင္မွီေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားပါ။

有料出迎え

料金：5,000 円（平日）／ 8,000 円（土日祝）

အခေပးၾကဳိပုိ႔ျခင္း

အခေၾကးေငြ : ၅၀၀၀ ယမ္း (တနလၤာေန႔ ~ ေသာၾကာေန့) : ၈၀၀၀ ယမ္း (စေန႔၊တနဂၤေႏြ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္)

確認事項
(ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း)

１ 有料出迎えは無料出迎え日以外の日に希望する方対象です。
「入寮等案内料」がかかります。
အခေပးၾကိဳပို႔ျခင္းသည္အခမဲ့ၾကိဳပို႔ေပးသည့္ရက္မဟုတ္ေသာအျခားရက္ကိုဆႏၵရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
「အေဆာင္သို႔လမ္းညႊန္ပို႔ေပးေၾကး」ေပးေဆာင္ရပါမည္။

２ 「入寮等案内料」は、平日 5,000 円 /1 人、
土日祝日 8,000 円 /1 人です。当日現金でお支払いください。
「အေဆာင္သို႔လမ္းညႊန္ပို႔ေပးေၾကး」သည္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ဆုိလွ်င္ တစ္ဦးကို ယမ္း ၅၀၀၀၊ စေန
၊တနဂၤေႏြနွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားဆုိလွ်င္ တစ္ဦးကို ယမ္း၈၀၀၀ ျဖစ္ျပီး ထိုေန႔မွာပင္ ေငြသားျဖင့္လက္ငင္း ေပးေခ်ရပါမည္။

３ 有料出迎えは最低 2 名以上からお願いします。1 名の場合には 2 名分の料金を請求いたします。
အခေပးၾကဳိပုိ႔ျခင္း တြင္ အနည္းဆုံး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၂ဦးနွင့္အထက္ ရွိမွေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။ အကယ္၍
၁ဦးသာဆုိလွ်င္ ၂ဦးေၾကးေပးေဆာင္ရပါမည္။

４ 到着時間が 8：00 ～ 18：00 以外の場合は申し込むことができません。
ဆုိက္ေရာက္မည့္အခ်ိန္က မနက္ ၈း၀၀ 〜 ညေန ၆း၀၀နာရီၾကားကုိသာ လက္ခံပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ျပင္ပ
ေလ်ွာက္လႊာတင္ျခင္းကိုမူ လက္မခံပါ။

５ 出迎えは成田空港または羽田空港、降車場所は東瀛学院とします。
Narita သို႔မဟုတ္ Haneda ေလယာဥ္ကြင္းအထိ လာၾကိဳျပီး TOEI ေက်ာင္းတြင္ ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

６ 申し込み後キャンセルを希望する場合は、到着日の 2 日前（休日の場合はその直前の平日）の
17：30 までに学校に電話をしてください。それ以降のキャンセルは入国後キャンセル料として料
金全額をお支払いいただきます。
ၾကဳိပုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းလုိလွ်င္ ဆုိက္ေရာက္မည့္ရက္ ၂ရက္အလုိ
(ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ပါက၎ရံုးပိတ္ရက္မတိုင္မွီရံုးတက္ရက္) တြင္ ညေန ၅နာရီ၃၀မိနစ္
မတိုင္မွီေက်ာင္းသို႔ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားပါ။၎ေနာက္ပိုင္း ဆိုပါက ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္၀င္ျပီးေနာက္ပုိင္း
ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းျခင္း အေနနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းခ အခေၾကးေငြ ကိုေပးေဆာင္ရပါမည္။
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送金
ေငြပုိ႔ျခင္း
以下の口座に送金してください。
ေအာက္ပါဘဏ္ျဖင့္ ေငြလႊဲရန္။

銀行名

(ဘဏ္နာမည္)

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

支店名 (ဘဏ္ခြဲ နာမည္)

TAKADANOBABA BRANCH

銀行住所 (ဘဏ္လိပ္စာ)

1-27-7

口座番号 (ဘဏ္နံပါတ္)

TAKADA-NO-BABA，SHINJUKU-KU，TOKYO

（普通）4654631

口座名義人 (ဘဏ္ပုိင္ရွင္ နာမည္)

TOEIGAKUIN

SWIFT CODE (ေငြလႊဲဂဏန္း)

SMBCJPJT

※ 送金にかかる費用はすべて本人負担とする .
ေငြလႊဲရာတြင္ကုန္က်မည့္ ေငြလႊဲခသည္ ကာယကံရွင္က ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
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学校 HP（ホームページ）などへの学生写真等の掲載について
ေက်ာင္း၏ HOME PAGE အစရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ဓာတ္ပံုကိုတင္ျခင္းနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး
● 東瀛学院では、学校のことを広く知ってもらうために、学生の授業風景や学校生活、各種行事などの写真や映像、

また、氏名、出身国、コース、卒業後の進路などを、学校のホームページやパンフレット等に掲載しています。
TOEI ေက်ာင္းတြင္မူ ေက်ာင္း၏အေၾကာင္းကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိေစနိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာသင္ေနပုံႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈ
အစရွိေသာ ဓါတ္ပုံနွင့္ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ား၊ထုိ႔အျပင္ အမည္၊ ႏိုင္ငံ၊ သင္ရိုး နွင့္ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ပိုင္းဆက္လက္
တက္ေရာက္မည့္ေကာလိပ္၊တကၠသိုလ္စသည္မ်ားကို ေက်ာင္း၏ HOME PAGE နွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ အစရွိေသာအရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပအသံုးျပဳပါသည္။

● 入学後、授業風景等の映像や氏名、出身国等の情報を下記の条件で無償にて掲載、使用させていただくことを希望

しております。

ေက်ာင္းဝင္ျပီးေနာက္တြင္ စာသင္ေနပံု ျမင္ကြင္း ၏ ဗီဒီယုိဖုိင္ႏွင့္ အမည္၊ ႏိုင္ငံ စေသာအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳခြင့္ ျပဳမျပဳကို ကာယကံရွင္ရဲ့ ဆႏၵ
ရယူပါမည္။

● 下記条件にて、あなたの肖像や情報を使用することについて、同意していただけるか否か、ご回答をお願いします。

なお、この件に関する問い合わせは次の通りです。toei@toeigakuin.jp までお願いします。

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပတ္သက္၍ သင့္၏ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ မ်ားအသုံးျပဳျခင္း သေဘာတူ၊ မတူကုိ ေျဖေပးပါ။ ၎အျပင္ အဲ့ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းျခင္းကုိ toei@toeigakuin.jp အီးေမးလ္ကေနျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

１ あなたの肖像が撮影されている写真、動画等の映像や、氏名、出身国、学科、卒業後の進路などの情報は、学校のホー

ムページ、フェイスブック、パンフレット等、東瀛学院の広報のためにのみ使用します。

သင္ပါသည့္ဓာတ္ပံု နွင့္ဗီဒီယို၊အမည္၊ေမြးရပ္နိုင္ငံ၊ဘာသာရပ္၊ေက်ာင္းျပီးလွ်င္ ဆက္တက္မည့္ ေကာလိပ္၊တကၠသိုလ္ အစရွိေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကိုေက်ာင္း၏ HOMEPAGE ၊လက္ကမ္းစာေစာင္ စေသာ TOEI ေက်ာင္းကို ေၾကာ္ညာျခင္းအတြက္သာ အသံုးျပဳပါမည္။

２ あなたの肖像や情報について、あなたから削除依頼の申し出があったときは、ホームページやフェイスブックに掲

載されたものについては、すみやかに削除します。パンフレット等の印刷物については、申し出以降に印刷、発行
するものについて掲載しません。
သင့္ရဲ့အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ မထည့္ခ်င္ေသာ၊ မပါလုိေသာ၊ ဖ်က္ေစလုိေသာ ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ HOME PAGE နွင့္ FACEBOOK မွ
ျပန္လည္ဖ်က္ေပးပါမည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္လည္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည္မဟုတ္ပါ။
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健康診断について
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး
東瀛学院では、学生が日本政府で定められた伝染病のとき、出校停止を命ずることがあります。よって、入国前に各自が健康診
断を実施し、もしも以下の病気にかかかっている場合には、入国前に治療し、治った後、または人に移す可能性が完全になく
なってからの入国となります。これらのことを確認するために、健康診断書の提出をしてください。なお、この出校停止期間や、
入国が遅れたことによる授業料等の返金はしません。
TOEI တြင္မူဂ်ပန္အစုိးရမွ ကူးစက္ေရာဂါ ဟုသတ္မွတ္ထားေသာေရာဂါျဖစ္လ်ွင္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို ရပ္နားေစျခင္းရွိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္မဝင္ခင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျပီးအကယ္၍ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားရွိခဲ့ပါက ဂ်ပန္သို႔မဝင္မွိီ ထိုေရာဂါကိုေပ်ာက္ေအာင္ကုသရပါမည္။ ေဆးကုသျပီးေနာ
က္လံုး၀ေပ်ာက္ဆံုးကင္းရွင္းျပီး အျခားသူမ်ားသို႔ကူးစက္နိုင္ေျခ မရွိေတာ့ေၾကာင္းေသခ်ာမွ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ၎ကို ေသခ်ာေစႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးစစ္
ထားေသာေထာက္အထားကို
တင္ျပပါ။ ထို႔ေနာက္ ဤေရာဂါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကုိေနာက္က်မွဝင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေနာက္က်မွတက္ေသာေၾကာင့္ သြင္းျပီးသား
ေက်ာင္းလစာ ကို ျပန္အမ္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

第一種
Category1

●

エボラ出血熱

Ebola hemorrhagic fever.

●

クリミア・コンゴ出血熱

Crimean Congo hemorrhagic fever

●

痘そう（天然痘ウイルス

Variola virus）

●

南米出血熱

●

ペスト

South American Hemorrhagic Fevers

plague

●

マールブルグ病

●

ラッサ熱

●

急性灰白髄炎

●

ジフテリア

●

重症急性呼吸器症候群

Marburg hemorrhagic fever

Lassa fever
Heine Medin disease; poliomyelitis
diphtheria
Severe acute respiratory syndrome SARS

（病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。
）
(Only SARS coronavirus,SARS-CoV)

第二種
Category2

第三種
Category3

●

鳥インフルエンザ

●

インフルエンザ

●

百日咳

whooping cough

●

麻しん

Measles

●

流行性耳下腺炎

●

風しん

●

水

●

咽頭結膜熱

●

結核

●

髄膜炎菌性髄膜炎

●

コレラ

●

細菌性赤痢

●

腸管出血性大腸菌感染症

●

腸チフス

●

パラチフス

●

流行性角結膜炎

Avian influenza (Only N5N1)
influenza ( without N5N1 )

Mumps

German measles

chicken pox
pharyngoconjunctival fever

tuberculosis
meningococcal meningitis

cholera
shigellosis
enterohemorrhagic Escherichia coli infection

typhoid fever
paratyphoid

●

急性出血性結膜炎

●

その他の感染症

Epidemic keratoconjunctivitis
Acute hemorrhagic conjunctivitis
Another infection
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注意事項
သတိျပဳရန္
１ 提出書類の中に偽造または改ざんされた書類が見つかった場合は、入学を取り消す。たとえすでに入学手続きが終

わった後でも、東瀛学院は入学を取り消せるものとする。その際には、すでに支払い済みの学費等の一切を返金し
ない。
ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ အတု၊ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ထုတ္ထားေသာ စာရႊက္စာတမ္းမ်ားေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းဝင္
ျခင္းမွပယ္ဖ်က္ပါမည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္း၀င္ရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ျပီးျဖစ္လ်ွင္လည္း TOEI ေက်ာင္းသို႔၀င္ခြင့္ကို
ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါမည္။ထုိ႔သို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သြင္းထားျပီးေသာ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကုိ ျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

２ 申請後、卒業証書と日本語能力試験合格証明書等、重要原本以外は返却しない。
ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီးလွ်င္ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း ႏွင့္ဂ်ပန္စာေအာင္လက္မွတ္ (e.g.N1,N2,N3,NAT-TESTN4,N5 ေအာင္လက္မွတ္ ) အစရွိေသာ
အေရးၾကီးေသာ မူရင္းမ်ား ကလြဲျပီး ျပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

３ 来日後、日本の法律に従うこと。
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝင္ျပီးေနာက္္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ဥပေဒ မ်ားကုိ လုိက္နာရန္။

４ 来日後、犯罪行為を行った場合には、即刻除籍処分となることを了解し、帰国すること。
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝင္ျပီးေနာက္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္္ ေက်ာင္းမွခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပီး ႏူိင္ငံကုိျပန္ပါမည္။

５ 来日後、東瀛学院のルールを守ること。
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ျပီးေနာက္ TOEI ေက်ာင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္။
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確認事項
စစ္ေဆးရန္
以下の内容について、説明を受けた場合には、「確認書」の「確認事項」欄にその旨を記載すること。
ေအာက္ေဖၚျပေသာအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိစစ္ေဆးျပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္။

１ 教育課程の種類及び内容
သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ။

２ 入学金、授業料、教材費その他の名目のいかんを問わず入学することにより生徒が支払うこととなる料金の費目

及び額

並びにその支払時期、支払方法

及び払戻し条件

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ သင္တန္းေၾကး၊ စာအုပ္စာတမ္းေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား မွ ေပးေဆာင္ရန္လုိအပ္ေသာ အျခားေၾကးမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ေန႔တြင္ေပးရန္၊ ေငြေၾကးေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ ျပန္အမ္းေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ား။

３ 校舎の所在地、概要及び立地条件
ေက်ာင္း၏လိပ္စာ၊ တည္ေနရာအၾကမ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္။

４ 沿革及び実績
သမုိင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ။

５ 設置者及び校長の概要
ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ရာထူးအပ္ႏွံျခင္း၏အၾကမ္းဖ်င္း။

６ 入学の条件及び入学者の選考方法
ေက်ာင္းဝင္လက္ခံမည့္နည္းလမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း။

７ 寄宿舎の有無並びにその概要

及び使用料

အေဆာင္ေနမည့္သူ၊ မေနမည့္သူ၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း။

８ 在籍中の就労は、原則として週 28 時間（学則で定める長期休業期間中は、1 日 8 時間）の範囲内で、地方入国管理

局の許可を受けた場合に限って許されること。

လူဝင္ၾကီးၾကပ္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အလုပ္လုပ္ခြင့္မွာ တစ္ပတ္တြင္၂၈နာရီ (ရက္ရွည္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ တြင္၁ရက္ကုိ ၈နာရီ)
သာျဖစ္သည္။

９ 在学中の一般的な生活費用その他入学希望者の参考となる事項
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အေထြေထြလူေနမႈစရိတ္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္လမ္းညႊန္ျခင္း။

東

瀛

学

院

TOEI Institute of Japanese Language
The 1st school building 171-0052

東京都豊島区南長崎 6-18-1

6-18-1 Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo 171-0052 JAPAN
The 2nd school building 171-0052

東京都豊島区南長崎 4-20-5 アーバン南長崎ビル

Arban Minami-Nagsaki Buld., 4-20-5, Minami-Nagasaki
Toshima-ku, Tokyo, 171-0052, JAPAN
TEL +81-(0)3-3954-1146
FAX +81-(0)3-3954-1683
URL http://www.toeigakuin.jp
E-mail toei@toeigakuin.jp
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