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  Japan's Education Ministry approved school.

‣法務省承認申請取次校
  Mediate school application for approval of the Ministry of  justice.
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　・　1995年6月　
　　 GLOBAL NETWORK EDUCATION SOCIETY設立
　・　1998年6月カナダ国際教育センター
　・　CANADA GLOBAL EDUCATION CENTER に     
     名称変更
　・　2003年CANADA LIBERAL ART COLLEGE 運営
  ・  2011年8月
　　 千葉県市原市の企業との外国語教育指導協力

日本企業協力（ＪＣＣ）日本語学校沿革

    Japanese college for cooperation with companies's history

　学校からの挨拶

　日本企業協力(JCC)日本語学校は、千葉県市原市にあります。五井駅より徒歩8分の場所に位置してお
り、東京駅まで1時間、船橋駅から35分で、交通が便利です。留学生にとって良い学習環境と快適な周辺環
境で充実した留学生活を送ることができます。
　国境と越えて多面的な交流が進むグローバル化の時代には、多様な価値観や世界観をお互いに認め合
い、それぞれの未来を切り開いていく力が求められます。多くの若者が本校で学び、自立精神を以て未来を切り
開く力をつけるよう望みます。　
　JCC日本語学校は「国境」という概念が意味論的に薄れている昨今、語学力を基にグローバル社会の
ニーズに応えられる人材育成という新たな理念を加え、教師を始めスタッフ一同、常により充実した教育プログ
ラムの開発に取り込んでいます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＣ日本語学校職員一同
 Greeting
 Japanese college for Cooperation with Companies (JCC) is located in Ichihara-city, Chiba-prefecture, and is 8 
minutes to Goi Station on foot. It is a convenient place to live for international students, the school is 60 
minutes away from Tokyo Station and 35 minutes away from Funabashi station by train. Students will lead a 
fulfilling life with a good learning environment. We would like to provide students with the chance to learn to 
succeed in the international marketplace. 　

In recent times it has become easier to cross the border and back. The need for foreign workers to effectively 
communicate in the Japanese language has become greater. At JCC, the faculty make an effort to create an 
excellent program that meets the needs of students who will be employed by a Japanese company in the near 
future. 

・June 1995　
   Global Network Education Society estabilished
・June 1998 Canadian International 
   Education Center
・Rename to Canada Global Education Center
・2003　Rename to Canada Liberal Art College     
   estabilished
・August 2011 Business cooperation with             
  companies in Ichihara City, Chiba Prefecture
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日本企業協力（ＪＣＣ）日本語学校は, 世界各国の人材を養成して輩出するのに 尽力しています。日本語だけでなく、 各

種文化体験活動を通して 外国人留学生達に、 日本の文化と言語を同時に習得できるように努力しています。 また卒業生

が日本の優秀な大学に進学できるようまた、多くの企業と連携し国内の大手企業や海外の日系企業へ就職し活躍できるように

進学・就職相談および対策に努めており、有能な人材育成に力を注いでいます。

　　We are committed to producing and fostering superior human resources from all over the 

world. We make an effort for students to learn not only the Japanese language but also Japanese 

culture through culture experience program. We work in closely with many companies to assist 

students in gaining employment with leading companies throughout Japan or Japanese overseas 

affiliated companies. Students will receive consultation should they wish to pursue higher 

education or seek employment after graduation.

学校紹介
School　introduction

市原市紹介　　　　　In
troduction of Ichiharashi

　市原市は年間を通じて温暖な気候に
恵まれています。豊かな自然があり、
中心部は急速に発展している町です。
また、日本第2の工業地帯がありま
す。
　学校の近くには飲食店、スーパーも
多くとても便利で住みやすい町です。

Ichihara-City
Ichihara-City is a blessed with comfortable 
weather and rich natural environment. 
Ichihara city and the surrounding districts 
are the second largest industrial district in 
Japan. The city center is also developing 
rapidly. It is a comfortable and convenient 
place to live in as there are many 
restaurants and grocery stores around 
school.



▼
施設紹介
Introdution to Educational Facilities
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校舎
School

教室classroom

エントランスホール　Lobby

寮 　Dormitory

運動室 Recreation Room

自習室
Study 
Lounge

教務室
Office



コース案内
Course Introduction

申請期間　　　　　　　　　　
Application Period

一般 ビジネス
General business course

2年 (1,600時間 80週)
2 years
(1600 hours 80 weeks)

前年度8月～11月
Between August and November 
prior to the year of intake.

1年6か月(1,200時間 60週) 
1 year and 6 months 
(1200 hoursand 60 weeks)

当年  3月～５月
Between March and May of the 

year of intakef

課外授業 　Activities
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コースとレベル別授業内容
Prep courses＆lesson program

授　業　風　景
Classroom Environment

コース　　　　　
Course 



レベル別授業内容
lesson program
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レベル別学習プログラム　learning programs for each level

初級 Ⅰ-Ⅱ
　日常生活の日本語の習得を目指してアクセント, 発音と基本的な文法を学ぶ。

　基礎作文を学び, 口頭練習を通して読み, 書き, リスニングを練習する。
　漢字学習 300～500字程度　

Students will learn basic conversation skills necessary in everyday life. The core 
course curriculum consists of pronunciation and basic grammar. Additionally, 
students will learn basic writing, practice reading, and listening through verbal 

training. Approximately 300 to 500 kanji characters will be learned. 

中級 Ⅰ-Ⅱ
　着実に語彙, 表現を増やすとともに, 相手の意思を

　正しく理解し日常のコミュニケー ション力完成を目指す。
　日本語能力試験N3またはN2を目指す。漢字学習800～1000字程度

Students will steadily increase knowledge of vocabulary, idioms and expressions. 
Students will acquire skills to successfully communicate in conversations with 

others. The final goal will be to pass the JLPT N3. Approximately 800 to 1000 kanji 
characters will be learned. 　

上級 Ⅰ-Ⅱ
　日本の大学院, 大学や専門学校で無理なく講義を
　受けられる程度の総合的な日本語の 習得を目指す。

　N1またはビジネスで通用する日本語力を目指す。漢字学習1,700～2,000字程度
This course is designed for students to gain comprehensive Japanese language 
skills to be used in Japanese higher education. Additionally, students will acquire 
the language skills for any professional setting. Approximately 1700-2000 kanji 

characters will be learned.　

クラスはレベルテストにより、振り分けられます。

A placement test will be conducted to determine level.
授業は毎週月曜～金曜, 3ヶ月で1学期の年4学期制。

Classes take place from Monday to Friday. Year is divided into four semesters. 

レベル別学習プログラム
Ｌｅａｒｎｉｎｇ ｐｒｏｇｒａｍｓ ｆｏｒ ｅａｃｈ level
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学 費 (tuition fees)

期間 
Terms

入学金
Entrance Fee

施設費 
Facility Fee

授業料
Tuition

健康診断料
Physical Checkup

1年
1 year

57,000円  48,000円   590,000円 6,000円

課外活動費
Excursion Fee

教材費 
Textbook Fees

傷害保険料 
Accident insurance

合計 
TOTAL

1年
1 year

22,000円　　    40,000円　　　     5,000円  768,000円

注１）これらの価格には消費税は含まれています。
　　　Prices include tax.
注２）学費を海外送金する際の銀行手数料は自己負担になります。
　　　Sender is responsible for all banking fees associated with international wire transfer.

        卒業後の進学先 Advancing to higher education after graduation

本校から推薦する専門学校、大学、大学院
University (including vocational schools) 

recommended by our school

卒業後の就職先　Finding work after graduation 

千葉県市原市の企業　約300社
Referral to one of Ichihara city’s 300 companies.

期間 
Tems

　　8＿JCC 

※選考料30,000円は書類受付時納付. The selection fee of 30,000 yen is paid when receiving documents.

 　　　　学費案内　
　　　　　　Tuition fees



  送迎＋布団
Pickup

+Blanket set

入寮費
Entrance Fee

家賃
Monthly Rent

3ヶ月
3months

団体室  
 Group    
　Room

30,000円
返金無し

 No refund

25,000円
光熱費込み

Utility fees are  
included 

75,000円
光熱費込み

Utility fees are 
 included 

10,000円 115,000円

※ 施設費にはエアコン,TV,ベッド等施設利用料と退室時クリーニング費用が含まれています。　　　　 
    Costs include air conditioning, TV, bed and other facilities and cleaning costs when leaving the room.
※ 入寮後3カ月後に更新する場合は、更新料￥10,000を頂きます。
　　If you wish to extend after 3 months, a payment of 10,000 yen extension fee is required.
※ 布団セットは（枕、掛布団、敷布団）各１つになります。
　　Bedding includes one pillow, blanket and mattress.
※ 寮内は土足厳禁ですので、室内用スリッパを支給致します。
　　We provide slippers for indoor use inside the dormitory.

合計
TOTAL

　　　　寮費案内　

　　　　　　Dormitory/Hostel fees　
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経費支弁者
1.経費支弁書(指定用紙)
2.在職証明書或いは営業許可証
3.過去3年間の納税証明と収入証明
4.銀行残高証明書(200万円相当）
5.戸籍のコピー(家族全員分)
　親族関係証明書
6.入学保証書(入学時提出)

申請人
1.入学申請書・履歴書(指定用紙)
2.最終学歴卒業証書 および最終　　
学歴成績証明書
3.日本語能力試験の合格証書　　 
　(J-Test . NAT-Testなど)
4.日本語学習証明書
5.写真８枚 (4×3cm)
6.以上の書類の日本語訳

Applicant
　1.　Completed application form ※
　2.　Resume ※
　3.　Graduation certificate (certificate of completion) or degree (evidence of course 
　　　completion) from most recent academic institution attended
　4.　Academic transcript from most recent academic institution attended
　5.　Copy of passport
　6.　Copy of family register 
　7.　8 photos (4cm x 3cm) of the applicant taken within the last 3 months
　8.　Certificate of Japanese language learning

Sponsor
1.　Letter of guarantee ※
2.　Certificate of employment or business.
3.　Certificate of Tax payment (For past 3 years)
4.　Bank Balance Certificate (Over $20,000 USD is desirable)
5.　Official document to prove relationship between sponsor and applicant. 

※入学願書はホームページからダウンロードして下さい。

※Available for download on website
Important: A Japanese translation must be attached to the original documents

留学申請に必要な資料リスト　              
Registration Document
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お問合せ先・メッセージ

　我々JCCは日本以外にも世界各地に支部があり、多く
の国の学生達が日本語や日本文化を学ぶ環境づくりに
努力しています。
　世界各国の学生達がお互いに尊重しつつ国際交流
できる場を提供することは、我々の務めであり最大の喜びで
す。日本で会いましょう！

問い合わせ　入学管理課
TEL：+81-436-37-6585

E-mail：collegejcc@yahoo.co.jp
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JCC
Homepage

〒290-0056　千葉県市原市五井2339
2339　goi,Ichihara-shi,Chiba,JAPAN

TEL：0436-37-6585　FAX：0436-37-6586
E-Mail：collegejcc@yahoo.co.jp

http://jcccollege.jp

交通案内　  Access

mailto:collegejcc@yahoo.co.jp
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