
＊最少開講人数：3人 

 

 

 

神戸 YWCA学院 日本語コース 

2017年度コース案内 
 

 

☆こんな方におすすめ！ 

・すぐに使える日本語を習得したい方 

・海外からの短期滞在者 

・仕事で日本語を使用する予定がある方  

期 間 

Ⅰ期：4月 10日～7月 7日 

Ⅱ期：9月 4日～11月 24日 

Ⅲ期：12月 4日～3月 9日 

授業日 月曜日〜金曜日（週 5日） 

授業時間帯 9:30～13:00（45分レッスン×4） 

入学金 

（初回のみ） 
21,600円 

授業料 

（1学期あたり） 
228,420円 

*毎月分割払いの場合（1学期あたり） 

  1回目 97,740円（入学金を含む） 

2回目 76,140円 

3回目 76,140円 

  

☆こんな方におすすめ！ 

・ステップアップした日本語を勉強したい方 

・キャリアアップを目指している方  

・読み書きを上達させたい方 

期 間 

Ⅰ期：4月 11日～7月 7日 

Ⅱ期：9月 5日～11月 24日 

Ⅲ期：12月 5日～3月 9日 

授業日 火曜日・水曜日・金曜日（週 3日） 

授業時間帯 9:30～13:00（45分レッスン×4） 

入学金 

（初回のみ） 
12,960円 

授業料 

（1学期あたり） 
136,080円 

*毎月分割払いの場合（1学期あたり） 

  1回目 58,320円（入学金を含む） 

2回目 45,360円 

3回目 45,360円 

 

 

 

 

 

週5日 

Lessons focusing on daily Japanese 
Comprehensive lesson curriculums.  

Small-size communication focused class 
Lively lessons by professional , 

experienced teachers. 

 

This course is recommended if: 

you want to learn useful Japanese. 
you are staying in Japan for a short period of time. 
you plan to use Japanese in a business environment. 

レギュラー初級コース  Regular Beginner Course 
 

Terms 

Term I: April 10- July 7 

Term II: September 4- November 24 

Term III: December 4 -March 9  

Lesson Days Monday-Friday (5 days/week) 

Lesson Time 9:30-13:00 (4 x 45 minute lessons) 

Enrolment Fee 

(First time only) 
21,600 yen 

Lesson Fee 

 (per term) 
228,420 yen 

＊Installment Plan (per term) 

 (1) 97,740 yen (Enrollment fee incl.) 

(2) 76,140yen 

(3) 76,140yen 

 

This course is recommended if: 

you want to step up in Japanese learning. 
you hope to improve your career. 
you want to get better at reading and writing. 

レギュラー中級コース  Regular Intermediate Course 
 

Terms 

Term I: April 11- July 7 

Term II: September 5- November 24 

Term III: December 5 -March 9  

Lesson Days 
Tuesdays, Wednesdays, Fridays 

 (3 days/week) 

Lesson Time 9:30-13:00 (4 x 45 minute lessons) 

Enrolment Fee 

(First time only) 
12,960 yen 

Lesson Fee 

(per term) 
136,080 yen 

＊Installment Plan (per term) 

 (1) 58,320 yen (Enrollment fee incl.) 

(2) 45,360yen 

(3) 45,360yen 

 

週 3 日 

注意事項： 
＊金額はすべて消費税込みです。 
＊教科書代は含まれていません。 
＊分割払いの場合、1回目の支払い時に入学金の全額をお支払い
いただきます。 

＊最少開講人数に満たない場合は開講しません。 
＊全てのコースでレベルが合えば途中入学可能です。その場合、
授業料は個別に対応させていただきます。 

Note: 
* All prices include 8% consumption tax.  * Textbook fee is not included. 
* Enrolment Fee should be paid with the first payment for those using the   
installment plan. 

* Class cannot be opened if there are less than minimum students required. 
* In all courses, it is possible to enroll midway during the term if the level is   
appropriate. In such cases, the lesson fee will be determined on a  
case-by-case basis. 

生活ですぐに使える日本語が学べる。 

聞く・話す・読む・書くが総合的に学べる。 

いつでも質問できる少数人クラス 

ベテランの先生による丁寧な授業 

*Minimum number of students required: 3 

 

＊最少開講人数：3人 *Minimum number of students required: 3 

 

 

2017 


