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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人数クラス
ベテランの先生による丁寧な授業

神戸 YWCA 学院

Lessons focusing on daily Japanese
Comprehensive lesson curriculums.
Small-size communication focused class
Lively lessons by professional ,
experienced teachers.

日本語コース

2020 年度コース案内
レギュラー初級コース

Regular Beginner Course

This course is recommended if:
日
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.

☆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

授業日
授業時間帯

Ⅰ期：4 月 6 日～7 月 3 日
Ⅱ期：9 月 7 日～11 月 27 日
Ⅲ期：12 月 7 日～3 月 5 日
9:30～13:00（45 分レッスン×4）
22,000 円

（初回のみ）

授業料

232,650 円

（1 学期あたり）

毎月分割払い
の場合

1 回目
2 回目
（1 学期あたり） 3 回目

Term I: April 6- July 3
Term II: September 7- November 27
Term III: December 7-March 5

Terms

月曜日〜金曜日（週 5 日）

入学金

99,550 円（入学金を含む）
77,550 円
77,550 円

Lesson Days
Lesson Time
Enrolment Fee

間

Ⅰ期：4 月 7 日～7 月 3 日
Ⅱ期：9 月 8 日～11 月 27 日
Ⅲ期：12 月 8 日～3 月 5 日

Lesson Fee
Installment
Plan
(per term)

Term I: April 7- July 3
Term II: September 8- November 27
Term III: December 8-March 5

Terms

授業時間帯

9:30～13:00（45 分レッスン×4）
13,200 円

Lesson Time
Enrolment Fee

138,600 円

Lesson Fee

59,400 円（入学金を含む）
46,200 円
46,200 円

Installment
Plan

授業料
1 回目
2 回目
（1 学期あたり） 3 回目
毎月分割払い
の場合

＊最少開講人数：5 人
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。

週3

This course is recommended if:
you want to step up in Japanese learning.
日
you hope to improve your career.
you want to get better at reading and writing.

Lesson Days

（1 学期あたり）

(1)99,550 yen (Enrollment fee incl.)
(2)77,550 yen
(3)77,550 yen

*Minimum number of students required: 3

火曜日・水曜日・金曜日（週 3 日）

（初回のみ）

232,650 yen

(per term)

授業日
入学金

22,000 yen

Regular Intermediate Course

☆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

Monday-Friday (5 days/week)
9:30-13:00 (4 x 45 minute lessons)

(First time only)

＊最少開講人数：3 人

レギュラー中級コース

週5

(First time only)
(per term)

(per term)

Tuesdays, Wednesdays, Friday
(3 days/week)

9:30-13:00 (4 x 45 minute lessons)
13,200 yen
138,600 yen
(1)59,400 yen (Enrollment fee incl.)
(2)46,200 yen
(3)46,200 yen

*Minimum number of students required: 5
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.

プライベートレッスン
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Private/Semi-Private Lessons
初級～上級

This course is recommended if:
週 1 日～
you wish to have private lessons.
you want to study business Japanese.
you know exactly what you want to study.

☆こんな方におすすめ！
Beginner ・個別レッスンを希望する方
Advanced
・ビジネス日本語を勉強したい方
・勉強したいものがはっきりとある方
授業日

月曜日～土曜日のお好きな曜日

授業時間帯

9:30～18:00 のお好きな時間

Lesson Days
Lesson Time

Monday - Saturday
9:30～18:00

Private lesson（1 student）

プライベートレッスン（1 人）
入学金（初回のみ）

13,200 円

授業料（90 分レッスン x10 回）

66,000 円

Enrolment Fee (First time only)
Lesson Fee (10 x 90 minute lessons)

Semi-Private lesson (2-4 students) /Prices are per

セミプライベートレッスン（2～4 人）/ 1 人あたり
入学金（初回のみ）

person.

13,200 円

2 人の場合

授業料
3 人の場合
（90 分レッスン x10 回）
4 人の場合

13,200 yen
66,000 yen

Enrolment Fee (First time only)
2 students
Lesson Fee
(10 x 90 minute
3 students
lessons)
4 students

52,800 円
46,200 円
39,600 円

13,200
52,800
46,200
39,600

yen
yen
yen
yen

＊ご家族かお友だちと一緒に、2～4 人でお申し込みください。

日本語能力試験対策講座
毎年 7/12 月の日本語能力試験に
向けて効果的な学習方法を学べる
8 回のコースです。

JLPT Preparatory Course

週1日
Course to prepare for semi-annual (Jul./Dec.)
Japanese Language Proficiency Test.
You can learn how to study efficiently in 8 lessons.

N3～N1

This course is recommended if:
you are considering taking the Japanese Language
Proficiency Test.
you will take the Japanese Language Proficiency Test for
the first time.
you hope to improve your career skills.

☆こんな方におすすめ！
・日本語能力試験受験を考えている方
・初めて受験する方
・仕事のキャリアアップを考えている方
月～土の間で週 1 回
（45 分レッスン x2 コマ）

授業日
入学金（初回のみ）
授業料
（90 分 x8 回）

N3

1,650 円

N2～N1

2,200 円

N3

18,700 円

N2～N1

22,000 円

Enrolment Fee
(First time only)
Lesson Fee
(8 lessons)

*Minimum number of students required: 3

＊最少開講人数：3 人

キリスト教の日本語クラス

Christianity Related Japanese Course
Bible Class (for Intermediate sudents)

聖書クラス（中級）
キリスト教に関連した日本語を学ぶクラス。
通常の日本語レッスンや教科書には出てこない、
教会礼拝や説教、聖書の中の独特の表現や語句を
学びます。
授業日時

45 分レッスン×2

入学金（初回のみ）

5,500 円

授業料（90 分 x8 回）

16,500 円

＊時間などは変更になる場合があります。

礼拝・説教原稿日本語添削
日本の教会で礼拝や説教を行っている宣教師対象
の、原稿添削レッスン。
登録費（初回のみ）＊
費用（1 原稿につき）

Once a week between Mon.-Sat.
(2 x 45 minute lessons)
N3
1,650 yen
N2～N1
2,200 yen
N3
18,700 yen
N2～N1
22,000 yen

Lesson Day

5,500 円
6,600 円（学院修了生は 4,400 円）

＊神戸 YWCA 学院日本語コース修了生は登録費不要。

You will learn expressions and vocabulary used in church
services, sermons and the Bible that you don’t see in
regular Japanese lessons and textbooks.
Lesson Day/Time
Enrolment Fee
(First time only)
Lesson Fee (8 lessons)

2 x 45 minute lessons
5,500 yen
16,500 yen

Correction of Japanese Scripts for Church
Services and Sermons in Japanese
Script correction lessons, for missionaries who give
church services and sermons in Japanese churches.
Registration Fee
(First time only)*
Fees

5,500 yen
6,600 yen per script

(4,400yen for graduates)
* Waived for graduates of Kobe YWCA College Japanese
courses.

*外国人社員に対する日本語レッスン・研修も行っています。ご相談ください。

