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インターカルト日本語学校 

SUMMER COURSES 2018

おススメポイント 

☺ 自分のサマーコースを自由にカスタマイズ

☺ 楽しいアクティビティーが盛りだくさん

☺ すぐに使える日本語授業

☺ 宿泊サポートあり

☺ 多国籍な学習環境

☺ 日本語集中プログラム

期間 

7月サマーコース： 

2018年7月2日～7月28日 

フィギュアコース：

2018年7月30日～8月11日

アニメコース：

2018年8月13日～8月25日
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ウィークリーコース

日本語の授業はウィークリーコースの学生と一緒に行います。

ウィークリーコースはその日から使いたくなるような使用頻度

の高いフレーズを実践的に勉強するコースです。受講者は世

界各国から来ているので、勉強した日本語を使って異文化交

流を楽しむことができるでしょう。 

Asia
62%

Europe
26%

North America
9%

Oceania
2%

South America
1%

Late 10's
29%

20's
48%

30's
10%

40's
8%

50's and up
5%

Female
52%

Male
48%

Nationalities Age Gender 

どんな学生がウィークリーコースで勉強しているの？ 

どんなレベルがあるの？ 

入門レベルから上級レベルまであります。 

日本語を勉強したことがあればどの週からでも入学

できます。その場合は、事前に日本語のテストをして、

レベルを決めます。

入門レベルの人は7月2日（月）か7月30日（月）か

ら入学できます。

どんな教科書を使っているの？ 

ウィークリーコースのカリキュラムがとても独特なの

で、既製の教科書ではなくてインターカルト日本語学

校で作成した教科書を使っています。国に帰った後も

自分で勉強できます。
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日本での時間を満喫してもらうために、いろいろな種類の

アクティビティを授業の後や週末に用意しています。学校の

スタッフや日本人のサポーターが一緒に行って日本の文化

などをもっと理解できるようにお手伝いをします。 

アクティビティの一部をご紹介します。

1. 和太鼓体験 2. 一泊温泉旅行（7月）

5. 浴衣体験 6. 染色体験

8. 茶道体験

3. メイドカフェ

4. 東京タワー キャンドルナイト

7. 明治神宮・原宿

1. 和太鼓体験：  初心者でも大丈夫。みんなで一緒に太鼓の演奏をします。

2. 一泊旅行： インターカルト日本語学校の全学生（約500名）と一緒に温泉旅行をします。

3. メイドカフェ： 秋葉原のメイドカフェで萌え体験。

4. 東京タワー： 7月7日の七夕の夜にあるキャンドルイベントに行きます。

5. 浴衣体験： 自分の好きな浴衣を着て盆踊りの練習をします。着た浴衣はプレゼント！

6. 染色体験： 自然の染料を使ってかばんを作ります。

7. 明治神宮・原宿： 人気の街でインスタ映えな写真を撮ろう！

8. 茶道体験： アクティビティの中で一番人気があります。
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【観光】 参加料金 【文化体験】 参加料金 【旅行】 参加料金 

浅草 500円 和太鼓 6,000円 一泊温泉旅行 27,000円 

東京タワー展望台 2,500円 浴衣着付け 5,500円 東京夜景バスツアー 10,000円 

刀剣博物館 2,500円 江戸染物 4,000円 

迎賓館赤坂離宮 1,500円 侍ミュージアム 4,000円 

スカイツリー展望台 3,500円 茶道 3,000円 

お台場 4,000円 メイドカフェ 3,500円 

明治神宮・原宿 500円 

アクティビティ料金

特典① 来日後5,000円キャッシュバック！ 総額183,000円が実質178,000円になります。 

特典② 教材費無料！ 平均3,000円分の教材費が無料になります。 

特典！ 4週間受講 + 全アクティビティ参加で素敵な特典があります。

7月のサマーコースは好きな期間に好きなアクティビティを選んで参加することができます。 

観光、文化体験、旅行の中から好きなものを選んであなただけのサマーコースにしましょう。 

期間 申込金 コース基本料金

① 7月2日～7月7日

10,000 円 

25,000円 

② 7月9日～7月14日 25,000円 

③ 7月17日～7月21日 20,000円 

④ 7月23日～7月28日 25,000円 

● 入門レベルは7月2日の週に開講します。

● 日本語の授業は土曜日、日曜日、7月16日は
お休みです。 

● 申し込み金は1回のみのお支払いです。

● 上記金額には授業料のみ含まれています。授
業は10：00～13：10です。 

● 教材費は別途お支払いください。

コース料金

７月のスケジュール 

期間 

① 7月2日～7月7日

【入門レベルあり】 
日本語授業 + （浅草 / 和太鼓 / 浴衣着付け / 東京タワー展望台） 

② 7月9日～7月14日 日本語授業 + （刀剣博物館 / 江戸染物 / 迎賓館赤坂離宮 / 侍ミュージアム） 

③ 7月17日～7月21日 日本語授業 + （スカイツリー展望台 / 一泊温泉旅行 / お台場） 

④ 7月23日～7月28日 日本語授業 + （茶道 / メイドカフェ / 東京夜景バスツアー / 明治神宮・原宿） 

※緑色は土曜日に行う予定のアクティビティです。

1) 期間と参加したいアクティビティを『7月のスケジュール』から選んでください。

2) 各アクティビティの料金は『アクティビティ料金』を参照ください。（1週間に必ず一つは参

加してください。）

● 天候などにより、アクティビティーの内容は変更になる場合があります。
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午前は秋葉原で日本語授業！ 

午後は『第２の秋葉原』中野でフィギュアとアニメの授業！ 

勉強だけでは足りない人はアクティビティもお勧めです。 

2. お台場

① フィギュア制作工程、素材の解説、自由作成

② 顔の作り方① 基本的な少女キャラ 

③ 顔の作り方② 顔のパーツと髪の制作 

④ ZBrushを使って３D原型を作成 

① キャラクターの顔の描き方

② キャラクターの体の描き方

③ アニメの描き方① 動く絵を模写する

④ アニメの描き方② アニメの中割りテクニック

3. ヘリコプター
体験フライト

1. 大阪USJ一泊旅行

インターカルト日本語学校の学生アンケートの結果で一番

人気があったフィギュアとアニメが学べるコースです。

1. 大阪USJ一泊旅行： 東京だけじゃ満足できない
あなたにピッタリ！

金曜日： 授業後東京出発 / 大阪で一泊 

土曜日： 日中USJ / 夜大阪出発  

2. 台場： 新しいガンダムに会いに行きます。

4. ジブリ美術館

3. ヘリコプター体験フライト： バスツアー、印刷博物
館でのノート作り、美味しいバイキング、ヘリコプ
ターのフライト体験ができます。

4. ジブリ美術館： プロの仕事を見ましょう。

必要日本語レベル： 入門～上級 

必要日本語レベル： 初級～上級 

アニメコース + アクティビティ（オプション）

フィギュアコース + アクティビティ（オプション）
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【観光】 参加料金 【旅行】 参加料金 

浅草 500円 大阪USJ 一泊旅行 40,000円 

お台場（ガンダム） 4,000円 ヘリコプター体験フライトツアー 14,000円 

周辺パワースポット巡り（ラブライブ！） 500円 

ジブリ美術館 3,000円 

アクティビティ料金（オプション）

特典① 来日後5,000円キャッシュバック！ 総額220,000円が実質215,000円になります。 

特典② 教材費無料！ 平均3,000円分の教材費が無料になります。 

特典！ フィギュア＆アニメコース全4週間受講 + 全アクティビティ参加で素敵な特典があります。

８月のサマーコースは、フィギュアやアニメを日本の学校で、日本語を使って勉強したい人のため
のコースです。 

オプションでアクティビティに申し込んで日本の夏を満喫しましょう。

コース名 期間 申込金 コース基本料金

フィギュアコース 7月30日～8月11日（2週間） 74,000円 

10,000 円 
アニメコース 8月13日～8月25日（2週間） 74,000円 

● 入門レベルは7月30日の週に開講します。

● 日本語の授業は土曜日、日曜日はお休みです。

● 申し込み金は1回のみのお支払いです。

● 上記金額には日本語授業（10：00～13：10）、フィギュア/アニメ授業（15：30～17：30）が含まれています。

● 教材費は別途お支払いください。

コース料金

８月のスケジュール 

期間 アクティビティ

フィギュアコース

7月30日～8月11日 

【入門レベルあり】 

日本語授業 + フィギュア授業4回+ （浅草 / 大阪USJ 一泊旅行 / お台場） 

アニメコース

8月13日～8月25日 

日本語授業 + アニメ授業4回 + （周辺パワースポット / ジブリ美術館 / 

ヘリコプター）

※オレンジ色は土曜日に行う予定のアクティビティです。

1) コースと参加したいアクティビティを『8月のスケジュール』から選んでください。

2) 各アクティビティの料金は『アクティビティ料金』を参照ください。

● 天候などにより、アクティビティーの内容は変更になる場合があります。
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宿泊 （オプション） 

ホテルマイステイズ亀戸

場所 

ホテルから学校まで電車と徒歩で40分くらいです。

設備 

無料インターネット/机もしくは折りたたみテーブル/空調/ドライヤー/ベッ
ド/テレビ/有料チャンネル/ミニ冷蔵庫/バス＆トイレ/電話など 

シングル ツイン

宿泊手配料 4,000円 / 室 

7泊～ 5,700円 /泊  【39,900円 /7泊】 4,100円 /泊  【28,700円 /7泊】 

30泊～ 5,100円 /泊  【153,000円 /30泊】 3,600円 /泊  【108,000円 /30泊】 

宿泊費 (料金は1名あたりのものです) 

ホームステイ
場所 

学校から通学1時間圏内です。 

おすすめポイント 

日本語の練習をするのに最適です。日本人のファミ

リーと一緒に、旅行者ではできない日本の生活を体

験しましょう。

2食プラン（夕食＆朝食） 

宿泊手配料 19,440円 

7泊～ 5,076円 /泊  【152,280円 /30泊】 

宿泊費 

● ツインは友達と一緒に申込むときのみ手配が可能です。友達と一緒に申し込む場合はインターカルトに相談して

ください。

● 6泊以下ご希望の場合はインターカルトに相談してください。

● 友達と一緒にホームステイをしたい場合は相談してください。

下記宿泊先の手配をインターカルトがお手伝いいたします。 

空港送迎 （オプション） 

ホテルマイステイズ亀戸、またはホームステイに宿泊の方には空港送迎のサービスもあります。

ホテルマイステイズ亀戸 ホームステイ

成田空港 24,000円（タクシー利用） 17,280円（電車利用） 

羽田空港 14,000円（タクシー利用） 17,280円（電車利用） 
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申込み方法 

期限 

7月サマーコース 2018年6月1日（金） 

8月サマーコース 2018年6月29日（金） 

申込み期限の時点で最小開講人数に満たない場合はコースをキャンセルとし、コース料金および学校が
手配した宿泊にかかる料金を全額返金いたします。ただし、航空券などにかかるキャンセル料などは一切
責任を負いません。 

個人の理由でコースをキャンセルする場合、キャンセル料は以下の通りです。 

A) コース開始日の３０日前～８日前にキャンセルした場合：

コース料金（航空券など除く）の２０％及び学校が手配した宿泊にかかる料金の３０％

B） コース開始日の７日前～２日前にキャンセルした場合：

コース料金（航空券など除く）の５０％及び学校が手配した宿泊にかかる料金の５０％

C) コース開始日の１日前～当日にキャンセルまたは無連絡不参加の場合：

コース料金（航空券など除く）の１００％及び学校が手配した宿泊にかかる料金の１００％

D) コース開始以降、途中でのキャンセルに対しては一切返金できません。

インターカルト日本語学校では学校の広報活動のためにホームページやマスメディアなどに載せる写真や
動画などを撮影することがあります。入学者の皆様には、撮影した写真・動画掲載についてご理解とご協
力をお願い致します。

返金規定 

お申込み期限 

写真掲載承諾書 

年齢制限 

コーススタート時に15歳以上であること。

料金について 

● アクティビティ料金にはチケットや参加費が含まれています。

● 食事と交通費は含まれていません。

人数 

最小： 10名    最大： 45名 

１） ①コース申込書、②パスポートのコピー、③顔写真をメールでお送りください。

２） アクティビティ参加申込書のリンクをお送りします。（次のページの申込書でも利用可能です。）

３） アクティビティの申込みを確認後に請求書をお送りします。

４） 
お支払い確認後に入学許可書とオンラインテストのアカウントをお送りします。 

（日本語学習歴がない方はテストは不要です。） 
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SUMMER COURSE 

ID 登録日 

インターカルト日本語学校 入学願書 Intercultural Institute of Japan Application Form
✻は入力必須項目です。 ✻ are essential to fill in.

学生基本情報 Applicant’s Information 

✻姓
Family name

✻名
Given name

漢字名 
✻ニックネーム

Nickname
写真を貼ってください。 

✻国籍
Nationality

✻性別
Sex

☐男性 Male   ☐女性 Female Please attach your ID photo. 

✻生年月日

DoB (Y/M/D)

✻職業

Occupation

パスポートの情報 Passport 

番号 

Number 

有効期限 

Expiration date 

上記以外のパスポート情報 

Passport other than above (if you have) 

国名 

Country 

有効期限 

Expiration date 

連絡先 Contact Information 

本国 

Your home country 

住所 

Address 

TEL E-MAIL

✻緊急連絡先
Emergency contact

✻名前

Name

✻続柄

Relationship

✻住所
Address

✻TEL ✻E-MAIL

日本の滞在先 

Accommodation in 

Japan 

住所 

Address 

TEL E-MAIL

日本語学習計画 Plan for study 

✻受講期間
Period of study

✻開始年月日
Starting date (Y/M/D)

✻修了年月日
Ending date (Y/M/D)

週間 

weeks 

日本語学習目的 

Reason for study 

学習後の予定 

Plan after study 
☐帰国 Returning home ☐日本で就業 Working in Japan  ☐その他 Others

日本語学習歴 Japanese study background ✻ ☐ 無し / I have never studied. ☐ 有り / I have studied previously.

期間 

When to when 

学校の名前 

School name 

使用教材 

Name of books you used. 

学習頻度 （週あたり） 
Frequency of class per week 

1) 

2) 

日本語能力試験 JLPT ☐N5  ☐N4  ☐N3  ☐N2  ☐N1

言語レベル （第一言語、第二言語を書いて、当てはまるものにそれぞれに✔をしてください。 
Language skills (Please fill in language(s) you can speak and write, and ✔ each level.) 

レベル
✻日本語
Japanese

✻第一言語

Mother language 

第二言語 

Second language 

話す 

Speaking 

① まったくできない Just a few words here and there. Basically zero.

② あいさつ程度 Very basic Japanese. (Greetings, basic phrases etc.)

③ 簡単な会話であれば、日常会話をしたりある程度意思を伝えたりすることが
できる。
If the topic is not too difficult, I can have simple conversations and
communicate in Japanese.

④ 幅広い話題でも簡単な日常会話ができ、意思を伝えることができる。
I can hold basic conversations and communicate in a variety of topics.

⑤ 日常会話について会話をしたり、意思を伝えたりすることがほぼ問題なくできる。
I can hold conversations and communicate with basically no problem in
everyday life.

読み書き 

Reading/ 

writing 

① まったくできない Basically zero.

② 少しできる I can read and write a little.

③ よくできる I can read and write pretty well.

インターカルト日本語学校  |  〒110-0016 東京都台東区台東2-20-9  |  03-5816-4861 |  incul@incul.com
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SUMMER COURSE 

ビザ情報 Visa 

✻ビザの有無
Do you have a visa already?

☐ 有 / Yes, I do.

☐ 無 / No, I don’t.

種類 

Visa category 

有効期限 

Expiration date (Y/M/D) 

学校からの招へい状を希望しますか？ 

Do you need an invitation letter for a visa application? 

☐ はい （5,000円） / Yes, I do. (JPY 5,000)

☐ いいえ / No, I don’t.

航空券情報 Flight Tickets Information 

来日情報 

Arrival information 

来日日 

Arriving date (Y/M/D) 

フライト番号
Flight number

到着時間 

Arriving time 

到着空港 

Arriving airport 

帰国情報 

Departure information 

帰国日 

Departing date (Y/M/D) 

フライト番号
Flight number

出発時間 

Departing time 

出発空港 

Arriving airport 

✻宿泊先手配 Do you want us to arrange your accommodations?

☐ ホテルマイステイズ亀戸

Hotel Mystays Kameido

☐ ホームステイ

Homestay

☐ 不要

Not necessary

入居日 

Moving in date (Y/M/D) 

退去日 

Moving out date (Y/M/D) 

短期留学生保険に加入しますか？Would you like to buy foreign students insurance? 

☐1 ヶ月 6,500円 /

1 month JPY 6,500

☐2 ヶ月 9,500円 /

2 months JPY 9,500

☐3 ヶ月 12,600円 /

3 months JPY 12,600
☐不要 Not necessary

既往症について Do you have any pre-existing illness that we should know? 

☐いいえ
No, I don’t have any pre-existing illness.

☐はい / Yes

病名 / Name：

学費負担者 Payer 

本人負担 / Self-pay ☐授業料 Tuition ☐教材費 Textbooks

会社負担 

Company 

☐授業料 Tuition ☐教材費 Textbooks

会社名 

Company name 

住所 

Address 

部署 

Section 

担当者 

Person in charge 

TEL E-MAIL

アンケート Questionnaire

この学校をお知りになったきっかけはなんですか？ How did you find about this school? 

☐知人からの紹介 From friend or acquaintance   名前 Name

☐雑誌・新聞など Newspaper, magazines：      名前 Name 

☐ウェブサイト Website：  名前 Name   

☐その他 Others

同意書 Agreement form 

私は、インターカルト日本語学校でサマーコースを受講するにあたり、 以上の記入事

項に間違いがないことを確認します。また、9ページの記載事項を理解し、同意しま
す。

I confirm that above information given on this form is correct, and
that I understand and agree with the statement given page 9.

✻氏名 / Name

✻署名 / Signature

✻日付 / Date (Y/M/D)

インターカルト日本語学校  |  〒110-0016 東京都台東区台東2-20-9  |  03-5816-4861 |  incul@incul.com
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アクティビティ参加申込書 （オンラインでの申し込みもできます）

7月2日（月） 

～ 

7月7日（土） 

□浅草

□和太鼓体験

□浴衣体験

□東京タワー展望台

7月9日（月） 

～ 

7月14日（土） 

□刀剣博物館

□染色体験

□迎賓館赤坂離宮

□侍体験

7月17日（火） 

～ 

7月21日（土） 

□スカイツリー展望台

□一泊旅行

□お台場

7月23日（月） 

～ 

7月28日（土） 

□茶道

□メイドカフェ

□東京夜景バスツアー

□明治神宮・原宿

7月2日（月） 

～ 

7月28日（土） 

□全部参加します！

7月30日（月） 

～ 

8月11日（土） 

□浅草

□大阪USJ一泊旅行

□お台場

7月30日（月） 

～ 

8月11日（土） 

□全部参加します！

● 参加したいアクティビティにチェックをして、インターカルトにお送りください。

● 7月は、1週間につき必ず一つは選んでください。

● 日本語の授業を受講しない週のアクティビティには申し込みできません。

● 申し込み期限以降の変更やキャンセルはできません。 （9ページ参照）

● 課外活動の内容は天候などにより変更する場合があります。

学生氏名: 

国籍:

受講期間: 

7月サマーコース 8月フィギュアコース 

フィギュアコース □アクティビティに参加しません

8月13日（月） 

～ 

8月25日（土） 

□周辺パワースポット

□ジブリ美術館

□ヘリコプターフライト体験

8月13日（月） 

～ 

8月25日（土） 

□全部参加します！

アニメコース □アクティビティに参加しません

8月アニメコース 
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