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校⻑ご挨拶

インテンシブコース

 初級クラス

 中級⽂化芸術クラス

 上級ビジネスクラス

 各レベルの学習内容

 2023年度�⽇程/選考⽇程

 国外応募

 国内応募

 学⽣⽣活

 年間スケジュール

スペシャルコース

夏期集中コース

よくあるご質問

京都⽇本語学校のあゆみ

クーリングオフ

⽬次

個⼈情報の取り扱いについて
「個⼈情報の保護に関する法律」の施⾏にともない、
出願書類に記載された個⼈情報は⼊学選考、⼊学⼿続
き、在籍管理などの当センターの⾏う管理業務または
「在留資格認定証明書」交付申請等の法務省出⼊国在
留管理庁が⾏う⼊国および在留資格審査関係業務のた
めにのみ利⽤するものとし、その適正な管理と保護を
⾏います。
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ご
挨
拶

君の夢は何だろう。
京都の⼤学で⽇本の社会や⽂化を
学ぶことだろうか。伝統を引き継
ぐ会社であるいは最先端の技術を
誇る企業で、⾃分の可能性を思う
存分発揮することだろうか。魅⼒
的なキャラクターをコンピュータ
で描きだすことだろうか。ゆっく
り流れる時間の中で、⼼⾏くまで
京都を味わうことだろうか…。

どんな夢であろうと実現するのは
君⾃⾝だ。けれども、そのお⼿伝
いをさせてくれないか。

そのために、
私たちは、ここにいる。

校⻑
丸⼭�敬介

01
https://www.youtube.com/watch?v=QiWVblCi0mA

https://www.youtube.com/watch?v=QiWVblCi0mA


⽇本で進学や就職をめざす⽅、⽇本の⽂化芸術を学ぶ⽅など、⾼度の⽇本語運⽤能⼒を
習得したい⽅のためのフルタイムのコースです。少⼈数クラス編成でコミュニケーショ
ンを重視した授業を通して「読む」「書く」「聞く」「話す」の四つの技能をバランス
よく勉強します。中級と上級のレベルに「⽂化芸術クラス」と「ビジネスクラス」とい
うクラスを設置し、京都という地域の特⻑を活かしながら、⽇本語を学びます。

インテンシブコース
⽇本語⻑期コース

インテンシブ
コース
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Intensive Course



2 0 2 2年 6⽉

� 陶芸体験
中級⽂化・芸術クラス
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Kyoto Japanese Language School

https://www.youtube.com/watch?v=zI8n7NHWCZs

https://www.youtube.com/watch?v=zI8n7NHWCZs


初級クラス
インテンシブコース

運⽤練習として、学内外でタスクをこなしたり、
様々な⼈との交流をしたりします。
これらの実践的な活動を通して、
⽇本語の基礎⼒を⾝に付けることを⽬指します。
学習者の⽬標や⽇本語⼒を考慮して、柔軟に
クラススケジュールを設定しています。
⽇本語能⼒試験（ J L P T）N 4∼N 5程度

特⾊
特⾊様々なタスクをこなしながら、学習した⽂法
と⾔葉を運⽤する時間があります。

� | � 嵐⼭散策 | �

� | � 漢字ミュージアム � | �

活動例
◆レストランで店員に質問する練習をする
◆ゲ ス ト と し て ⼤ 学 ⽣ に 授 業 に 参 加 し て も ら い � � � � � �
会話の⼒をつける
◆錦市場へ⾏き、京野菜や京料理など⾷⽂化
についての理解を深める
◆和菓⼦作り体験から、⼿順や味などを説明
する⼒をつける
◆漢字ミュージアムへ⾏き、漢字についての
理解を深める
◆学 校 周 辺 の 地 図 を 作 り 、 地 域 と の つ な が り を
作る など

インテンシブ
コース
初級クラス
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https://www.youtube.com/watch?v=CiywJIczi_Y

https://www.youtube.com/watch?v=CiywJIczi_Y


インテンシブコース

中級⽂化芸術クラス

� | � 御朱印帳作り体験 � | �

� | � 陶芸体験 � | � � | � 京友禅体験 � | �

⽂化体験例
◆建築   建築家による⽇本建築の⾒⽅についての講義と⾒学
◆染⾊   染⾊家による配⾊についての講義と着物の試着
◆いけばな お花の先⽣による表現についての講義と実
◆マンガ  マンガの研究員によるマンガの表現についての講義と体験
◆お酒   お酒の会社によるお酒と⾷⽂化についての講義と⾒学

中級レベルで必要とされている⽂法と語彙の習得はもちろん、エッセイ、⼩説などを読み、
⽇本語の表現の⾯⽩さを発⾒したり、味わったりします。また、外部専⾨家による講義や
課題の提出を通して、⾔葉の背景にある⽇本⽂化の理解を深めることを⽬指します。
⽇本語能⼒試験（ J L P T）N 2∼N 3程度

インテンシブ
コース

中級クラス

特⾊
特⾊外部の専⾨家による講義と体験を通して⽇本⽂化を学ぶ時間があります。

� | � 絞り染め体験 � | �
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https://www.youtube.com/watch?v=x6uO9krbTC8

https://www.youtube.com/watch?v=x6uO9krbTC8


インテンシブコース

上級ビジネスクラス

ビジネスクラスの授業は総合⽇本語⽬、
ビジネス⽇本語科⽬、⽇本⽂化と歴史に
関する科⽬の３つの科⽬の学習を通して、
⽇本語⼒の向上を⽬指します。ビジネス
⽇本語科⽬では、京都という地域で独特
の活動を⾏ってきた企業のあり⽅も学び
ます。
⽇本語能⼒試験（ J L P T）N 1∼N 2程度

� | 企業⾒学 | ⾦箔の会社 | � � | � 滋賀県⾼島市との授業 � | �

インテンシブ
コース
上級クラス

特⾊
企業訪問、ゲストスピーカーの招聘を通して
⽇本のビジネスを学ぶ時間があります。

06



各レベルの学習内容

⽇常的な会話や簡単な⽂の読み書き
を習得します。授業ではロールプレ
イやタスクリスニングを多く⽤い、
コミュニケーションの成⽴に重点を
おいて授業を進めます。
学習総時間数：約400時間

初級段階で学習した⽂法事項を整
理し、より機能性を重視した表現
を習得します。「聞く」「話す」
ではまとまった談話ができること
を、「読む」「書く」では⾝近な
話題についてまとまった⽂章の理
解ができることをめざし、かなり
⻑い⽂章が書けるように学習しま
す。
学習総時間数：約800時間

上級への準備段階として、読解を
中⼼に、より複雑な場⾯での会話
能⼒、レポート、論⽂等の書き⽅
の基礎を習得します。「読む」で
は評論や⼩説等で精読を⾏い、
新聞等で速読を⾏います。
学習総時間数：約1200時間

⽇本語を使った専⾨分野の学習や
⾼度な研究が可能な程度まで
⽇本語運⽤能⼒を⾼めます。
読解教材は⽂学作品、評論、
時事的なものを扱い、レポート、
論⽂を書くための⽂章構成⼒も
習得します。「話す」では⾼度な
内容の課題について議論、⼝頭
発表ができることを⽬標に学習し
ます。また、⽇本語、⽇本事情に
ついて体系的な知識を習得しま
す。
学習総時間数：約1600時間

上級１の学習内容を基礎に、
学習者のニーズに合わせ、さまざ
まな専⾨的分野での複雑な内容を
も理解できる⽇本語運⽤能⼒を
⾝につけます。
学習時間総数：約2000時間

上級2

上級1

中級2

中級1

初級

JLPT�:�N1以上
CEFR�:�C1

漢字：1200字以上JLPT�:�N1
CEFR�:�C1
漢字：1200字

JLPT�:�N2∼N1
CEFR�:�B2∼C1
漢字：1000字

JLPT�:�N3∼N2
CEFR�:�B1∼B2
漢字：800字

JLPT�:�N5∼N4
CEFR�:�A1∼A2

漢字：400字

それぞれのレベルの学習期間は1学期（6ヶ⽉）です。
聞く・話す・読む・書く�の４つの技能をバランスよく勉強します。

インテンシブ
コース
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後�期
１０⽉１２⽇（⽊）   ⼊学式・オリエンテーション
１０⽉１３⽇（⾦）��  �授業開始
１２⽉２２⽇∼１⽉９⽇ 冬期休暇
（2024）１⽉１０⽇（⽔）授業再開
（2024）３⽉１２⽇（⽕）授業終了
（2024）３⽉１３⽇（⽔）修了式

学�期
◆前期�４⽉ １⽇∼９⽉３０⽇�
◆後期�１０⽉ １⽇∼３⽉３１⽇

前�期��
４⽉３⽇（⽉）    ⼊学式・オリエンテーション
４⽉４⽇（⽕）    授業開始
７⽉４⽇∼８⽉１５⽇���夏期休暇
８⽉１６⽇（⽔）   授業再開
９⽉２６⽇（⽕）   授業終了
９⽉２６⽇（⽕）   修了式

前期、後期とも⼊学式・オリエンテーションは午前11時からです。

2023年度

インテンシブ
コース

⼊学時期
４⽉／10⽉（１年２回）

08

⽇程

Kyoto Japanese

インテンシブ



授業時間
午前クラス：

午前9時00分∼午後12時30分（45分×４）

午後クラス：

午後1時15分∼午後�4時45分（45分×４）

クラスによって時間帯が決められています。
午前、午後いずれかの時間帯を
当センターより指定します。

授業曜⽇
⽉曜⽇∼⾦曜⽇（週5⽇）週20レッスン

定�員
１３０名

クラス定員
初級13名・中級18名・上級13名

クラス決定
プレースメントテスト及び⾯接

選考⽅法 
書類選考（及び⾯接）

インテンシブ
コース
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修業年限�������������������������
２年／１年半�
６カ⽉単位でお⽀払いいただきます。
2年制プログラムへの⼊学は毎年4⽉、修了は⼊学から2年後の3⽉です。
1.5年制プログラムへの⼊学は毎年10⽉、修了は⼊学から1.5年後の3⽉です。

Language Scchool

⼊学資格 
◆外国で１２年以上の学校教育（⽇本の⾼等学校に
相当する）課程を修了した１８歳以上の⽅
◆上記と同等の学⼒があると当センターが認めた⽅

コース
https://www.youtube.com/watch?v=gyC0801BJeo

Traditional�Performing�Arts�Experience�in�Kyoto↑↑

https://www.youtube.com/watch?v=gyC0801BJeo


国外応募

 2023年3⽉1⽇∼2023年4⽉28⽇
 校内選考結果通知 書類受理2週間後

国内応募

 2023年3⽉1⽇∼2023年9⽉20⽇
 結果通知     書類受理1週間後

2023年度 前期⽣（4⽉期⽣）

2023年度 後期⽣（10⽉期⽣）

選考⽇程

国外応募

 2022年9⽉1⽇∼2022年10⽉31⽇
 校内選考結果通知 書類受理2週間後

国内応募

 2022年9⽉1⽇∼2023年3⽉22⽇
 結果通知     書類受理1週間後

授業開始⽇ 2023年4⽉4⽇

授業開始⽇ 2023年10⽉13⽇

◆出⼊国在留管理庁規則により、⽇本国内では「短期滞在」

から「留学」への在留資格変更はできません。

◆⽇本国内に滞在されていても、「短期滞在」の⽅は

国外応募の⼿続きに従って出願してください。

◆各学期とも定員になり次第締め切ります。

インテンシブ
コース

10



受付
�

事務局の業務時間は⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前9時から午後5時までです。
なお、⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇と下記休業期間は事務取扱を休⽌します。
・夏期休業期間   2023年8⽉5⽇∼14⽇
・年末年始休業期間 2023年12⽉28⽇∼2024年1⽉8⽇

選考料 ��31,900円�

⼊学⾦ ��52,800円

授業料 344,900円

保険料 ��13,000円

出願時に納⼊ください。ご返⾦はいたしません。

⼊学時にのみ必要です。

1学期（6ヶ⽉分）教育活動費と教材費が含まれています。

1学期（6ヶ⽉分）

◆教育活動費とはクラス費⽤、課外活動、福利厚⽣、施設等の為の費⽤です。

クラス費⽤とは、初級クラスは京都の⽂化を学ぶための特別活動、

中・上級クラスは各クラスの活動（⾒学やゲストスピーカー、体験等）のための費⽤です。

すべてのクラスの⽅にお⽀払い頂きます。

◆教材費とは授業で使⽤する教科書やプリント等の資料等すべてに係る費⽤です。

もし同じものをすでにお持ちの場合でも返⾦はできません。あらかじめご了承ください。

◆保険料とは、⽇本語教育振興協会が保険契約者となって運営する、

東京海上⽇動⽕災保険会社の「⽇本語学校学⽣災害補償制度」の保険料です。

基本的に「留学」の在留資格の学⽣のみ加⼊できます。

そのほかのビザの⽅は、⺟国の海外旅⾏者⽤保険に必ず加⼊ください。

クーリングオフおよび途中解約�詳細は26⾴をご覧ください。

税込⾦額（消費税率10％）

選考料及び学費

インテンシブ
コース
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※保険料は変更の可能性がございます。
 保険会社が新保険料決定後確定します。



在留資格認定証明書、
⼊学許可書等を申請者に送付

来⽇！！

留�ビザが必�な�

国外応募 ⼊学の流れ
（留学ビザが必要な⽅）

Point 4
�志願者は有効なパスポートと
「在留資格認定証明書」を在
外⽇本公館へ提出し「留学」
の査証（ビザ）の発給を受け
てください。なお、「在留資
格認定証明書」の有効期間は
発⾏⽇より3ヶ⽉です。有効
期間内に来⽇できない場合は
その効⼒が失われますので注
意をしてください。

在外⽇本公館に⾏き、
ビザ申請、受領�

必要書類・選考料を
当センターへ送付

当センターにて選考�

出⼊国在留管理庁への申請

在留資格認定証明書交付�

学費⽀払（1学期分）�

プレースメントテスト

⼊学式・オリエンテーション

授業開始！！

志願者本⼈が出願書類を郵送
するか、志願者あるいは⾝元
保証⼈が来校し、出願書類に
選考料を添えて提出してくだ
さい。出願書類に不⾜のある
場合は受付できないことがあ
ります。
＊出願書類を郵送された⽅に
は、後⽇、当センターから選
考料納⼊などについて詳細を
連絡します。
＊⾝元保証⼈が出願書類を出
される場合は⾝元確認の出来
る書類（免許証、パスポー
ト、在留カード）をお持ち下
さい。

�当センターは出願書類の確
認（及び⾯接の）後、2週間
程度以内に選考を⾏いま
す。選考合格者について
は、⼤阪出⼊国在留管理局へ
「在留資格認定証明書」交付
申請を⾏います。審査に要す
る期間は約3ヶ⽉です。

�出⼊国在留管理庁の審査終
了後、審査通過者に「在留
資格認定証明書」が交付さ
れ、当センターに通知され
ます。1学期分の学費の⼊⾦
確認後、「在留資格認定証
明書」を本国に郵送しま
す。

志願者は各学期の授業開始⽇
の1週間程度前に来⽇してく
ださい。来⽇する予定の⽇時
が分かり次第、当センターに
お知らせください。来⽇後、
指定された⽇時にパスポート
と在留カードを持参し⽇本語
インタビューを受けてくださ
い。

Point 1

Point 2

Point 3

Point 5

インテンシブ
コース
国外応募
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査証(ビザ)と
在留資格について

国外応募
（留学ビザが必要な⽅）2�

査証（ビザ）は本来、⼊国（上陸）の許可
そのものではなく、「⼊国の推薦状」のよ
うなものです。「⼊国の推薦状」というの
は、査証が付与された外国⼈の⽇本への⼊
国、滞在が査証に記された条件下において
適当であることを認めるだけのものだから
です。査証を取得した後、⽇本に⼊国（上
陸）した時点で決定されるのが「在留資
格」と「在留期間」です。⽇本語学習を⽬
的に滞在する⽅の在留資格を「留学」とい
います。在留期間は6ヶ⽉、1年あるいは1
年3ヶ⽉です。この在留期間は当該期間ご
とに更新することができます。「留学」の
在留資格で⽇本語教育機関に在籍できるの
は最⻑で2年間です。

（当センターの場合は4⽉⼊学⽣のみ2年間
在籍できます。）

インテンシブ
コース

国外応募
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国外応募
出願に必要な書類

志願者に関する書類
１ ⼊学願書
２ 最終学歴にあたる教育機関の卒業証明書（原本）
３ 最終学歴にあたる教育機関の成績証明書（原本）
４ 就学理由および⽇本語習得後の予定
５ ⽇本語能⼒証明書※
６ 在職証明書（または離職証明書）
７ 写真（４cm×３cm）�4枚
８ パスポートの写し
９ 健康診断書��

経費⽀弁者に関する書類
�１ 経費⽀弁書
�２ 職業を証明する書類�
�３ 年間所得を証明する書類�� 
�４ 預⾦残⾼証明書
�５ 志願者との関係を証明する書類

⾝元保証⼈に関する書類
�１ ⾝元保証書

インテンシブ
コース
国外応募
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・公益財団法⼈⽇本国際教育⽀援協会および
独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦が実施する「⽇本
語能⼒試験」を受験された⽅は「合否結果通
知書」と「⽇本語能⼒認定書」を提出してく
ださい。

・⽇本語能⼒試験N5相当以上の⽇本語能⼒に相当する以下の試験に合格された⽅は、
 証明書を提出ください。
 ※印のある試験については、地⽅出⼊国在留管理局提出⽤の証明書を提出ください。

該当する⽇本語試験
・BJTビジネス⽇本語能⼒テスト、JLRT聴読解テスト（筆記テスト）３００点以上�
・J.TEST実⽤⽇本語検定F級以上⼜はFGレベル２５０点以上※�
・⽇本語NAT-TEST�５級（旧４級）以上※�
・標準ビジネス⽇本語テスト３５０点以上※
・TOPJ実⽤⽇本語運⽤能⼒試験�初級Ａ以上※�
・J-cert�⽣活・職能⽇本語検定初級以上※�
・JLCT外国⼈⽇本語能⼒検定�ＪＣＴ５以上
・実践⽇本語コミュニケーション検定・ブリッジ（PJC�Bridge）C＋及び�C−以上※�
・JPT⽇本語能⼒試験�３１５点以上

・⽇本語能⼒試験あるいはそれに代わる⽇本
語検定試験を受験されてない⽅はこれまでに
⽇本語を学習した教育機関から直近の⽇本語
能⼒証明書（所定⽤紙）を発⾏してもらって
ください。

※志願者に関する書類： 5⽇本語能⼒証明書の補⾜

http://www.kjls.or.jp/document/

必要書類はこちらからダウンロードしていただけます�。
「インテンシブコース正規⽣（⻑期⽣）」をご確認下さい。

http://www.kjls.or.jp/document/


�出⼊国在留管理庁の新⽅針で、進学または
就職をせずに⽇本語学校を修了する留学ビ
ザの学⽣は、修了までに以下のいずれかの
⽇本語テストを受験し、結果を報告しなく
てはならなくなりました。受験する⼈は、
必ず学校に結果をお知らせください。
受験料はおよそ5,000円です。

該当する⽇本語試験

⽇本語能⼒試験�N４以上
⽇本語NAT-TEST�４級以上
実⽤⽇本語検定J.TEST�E級以上
J-cert⽣活・職能⽇本語検定�準中級以上
TOPJ実⽤⽇本語運⽤能⼒試験�初級A−４以上
JLCT�Japanese�Language�Capability�Test�JCT4以上
⽇本留学試験の⽇本語の科⽬における「読解，�聴解・聴読解」について２００点以上
STBJ標準ビジネス⽇本語テスト�BJ４以上TOPJ実⽤⽇本語運⽤能⼒試験�初級A−４以上

帰国時などに必要な
⽇本語能⼒証明について

インテンシブ
コース
国外応募

15

留学ビザを取得して来⽇される学⽣様へ

国外応募



国内応募 ⼊学の流れ
（⽇本に滞在可能なビザをお持ちの⽅）

必要書類を当センターへ
持参または送付

⼊学式・オリエンテーション

授業開始！！

当センターにて選考�

学費⽀払（1学期分）�

プレースメントテスト

・⽇本に居住
・「留学」への在留資格の変更を必要としない在留資格の⽅
 （定住者、⽇本⼈の配偶者等、教授、宗教、ワーキングホリデーなどで来⽇）

インテンシブ
コース

国内応募
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必要書類
１�⼊学願書
２�就学理由書
３�パスポートの写し
４�在留カードの写し 
５�写真（４cm×３cm）
 ��2枚

http://www.kjls.or.jp/document/

必要書類はこちらからダウンロードしていただけます�
「インテンシブコース期間聴講⽣（短期⽣）」をご確認下さい。

http://www.kjls.or.jp/document/


出席と進級

・インテンシブコースは毎⽇授業に出席しなければなりません。病気などでやむをえず⽋席する場合
は必ず当センターに連絡してください。なお、出席状況が⾮常に悪い場合、当センターは出⼊国在留
管理庁への報告が義務づけられています。在留期間が短縮されたり、在留期間の更新が許可されない
場合があります。
・各学期の進級については定期テスト、学習状況、出席状況により総合的に判定します。�学習状況、
出席状況、学業成績が著しく芳しくない場合、また、当センターの諸規則や�法務省出⼊国在留管理庁
規則を遵守できないと判断された場合は進級もしくは継続学習�が認められないことがあります。
・成績優秀者には奨学⾦制度があります。

進学・就職

当センターでは⽇本の⼤学、⼤学院等への進学を
希望する⽅に対して進学説明会を実施するととも
に、個別に進学指導を⾏います。同様に就職希望
者に就職指導を⾏います。
�＊⽇本の⼤学等の⾼等教育機関へ⼊学するには正
規の学校教育における12年の課程を修了している
ことが必要です。国によっては、⽇本の⾼等学校
に相当する学校の課程を11年で修了する場合があ
りますが、この場合には⽇本の⾼等教育機関への
⼊学資格はありません。

宿舎

・当センターには契約アパートが２カ所、提
携する学⽣会館が1カ所あります。京都市内
での留学⽣の１カ⽉の⽣活費は、家賃、光熱
費、⾷費、電話・通信費などを含めて1１万
円程度は必要ですので、来⽇の際には⽣活費
を⼗分考慮にいれて経済的な準備をしてくだ
さい。なお、修了後、契約アパートに滞在す
ることはできません。
 ＊⾃⾝でアパートを借りる場合、⽇本には
「敷⾦」「礼⾦」という制度があり、家賃と
は別に、⼊居時に家賃の数ヶ⽉分に相当する
⾦額を納めます。
・ホームステイプログラムを設けていますの
で、希望される⽅はお問い合わせ下さい。

学⽣⽣活

インテンシブ
コース
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健康管理

当センターでは⼊学後、留学⽣全員に健康診断を実施しています。また、「国⺠健康保険」への加⼊を
指導しています。外国⼈の⽅であっても、１年以上⽇本に滞在する予定の⽅は国⺠健康保険に加⼊しな
ければなりません。なお、⽇本の医療費は⾼額です。⽇本滞在予定期間が１年未満の⽅であっても保険
は必要ですので、⽇本国内でも有効な⺟国の医療保険に加⼊の上、来⽇してください。

「⽇本語学校学⽣災害補償制度」は⽇本語教育機関で学ぶ学⽣のための保険です。疾病やけが
などにより国⺠健康保険で医師の治療を受けた場合の⾃⼰負担分３０％について、契約する保
険⾦額を限度に補償します。また、法律上の損害賠償責任（⾃動⾞・バイク等の運転に起因す
るものは対象外）は３億円を限度に補償されます。さらに⼤病などで⼊院した場合にはその治
療費と本国から親族が来るための渡航費⽤等（「治療・救援者費⽤」）が最⾼３００万円まで
補償されます。

アルバイト

留学⽣がアルバイトを希望する場合は、事前に出⼊国在留管理庁から「資格外活動」の許可を
受けることが必要です。許可された内容について週28時間以内のアルバイトが可能ですが、外
国⼈留学⽣がアルバイトを探すことは難しく、また、アルバイトが認められている職種も限ら
れています。例えば、勤務時間が深夜におよぶものや遊技場等でのアルバイトは認められてい
ません。学校を修了した⼈がアルバイトをすることも禁じられています。

インテンシブ
コース
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在留カード

⽇本に中⻑期間在留する外国⼈（「留学」「⼈⽂知識・国際業務」「⽇本⼈の配偶者等」
「定住者」「特定活動」などの在留資格）の⽅に、（空）港での⼊国（上陸）審査時に
「在留カード」が交付されます。在留カードが交付された⽅は、居住地を決めてから１４
⽇以内に、所定⽤紙（「住⺠異動届」）、パスポート、在留カードを持参して、居住地を
管轄する市役所や区役所等の担当課窓⼝で居住地を届け出ることが必要です。なお、この
在留カードは、⽇本滞在中、常に携帯することが義務づけられています。

在留期間の更新

「留学」の在留期間は、６カ⽉、１年あるいは１年３カ⽉毎に、「在留期間更新許可申請
書」「在学証明書」「成績および出席状況証明書」「アルバイト雇⽤（在職）証明書」を
出⼊国在留管理庁に提出し、更新をします。また、更新申請の際には、以下にあるいずれ
かの「過去の経費⽀弁状況を⽴証する書類」をもって、出願時に提出した「経費⽀弁書」
の記載内容通りに留学経費を⽀弁してきたことを出⼊国在留管理庁に証明することが必要
です。
�◆本国（海外）に居住する経費⽀弁者からの送⾦により経費を⽀弁している場合
����経費⽀弁者からの送⾦事実がわかる（学⽣）本⼈名義の預⾦通帳と経費⽀弁者からの
����送⾦の証明書（「外国送⾦計算書」等）
�◆⽇本に居住する経費⽀弁者から経費⽀弁を受けている場合
����経費⽀弁者からの振込み事実がわかる（学⽣）本⼈名義の預⾦通帳
�◆（学⽣）本⼈が経費を⽀弁している場合
� 奨学⾦の給付に関する証明書あるいは（学⽣）本⼈名義の預⾦通帳

Since 1950Since 1950

インテンシブ
コース
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なつやすみ

にほんご発表会
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あげましておめでとうございます。
スピーチコンテスト 最優秀賞
https://www.youtube.com/watch?v=RVOTWSQDbB0

https://www.youtube.com/watch?v=GyXPD8_7IuQ

https://www.youtube.com/watch?v=RVOTWSQDbB0
https://www.youtube.com/watch?v=GyXPD8_7IuQ


Q�&�Aよくあるご質問

インテンシブコースの
⽂化芸術クラス、ビジネスクラスについて

国⺠健康保険は？

・少⼈数制でアットホームな環境です。
・多様な国籍の学⽣が在籍しています。
・京都御苑がすぐ近くにあります。
���⾃然、⽂化、歴史に囲まれた環境です。
・横は病院、前は薬局で安⼼です。

京都⽇本語学校の強みは？

学⽣の国籍は？

アルバイトはできますか？

住むところは？

⽇本で進学、就職がしたいです。

奨学⾦はありますか？

⻑期⽣は国⺠健康保険に加⼊します。年間20,000円
くらい必要です。そのほか、「⽇本語学校学⽣災害補償
制度」にも加⼊するので、 国保の⾃⼰負担分３０％も
補償されます。
短期⽣は国保に⼊れません。⽇本でも使える旅⾏者保険
などに加⼊してきてください。

寮のほか、不動産会社のご紹介もしてい
ます。各不動産会社には各国語可能な
社員さんがいます。直接やりとりして
いただけるので安⼼です。
ホームステイプログラムもあります。

フランス、台湾、中国、イタリア、
インドネシアなど

・学校の奨学⾦
2020年から毎学期複数名。
・⽂部科学省外国⼈奨励費

⽇本で進学する優秀な学⽣。年1名程度。

・就職、進学の担当先⽣がいます。
���気軽に相談してください。

中級クラスと判定された⽅は「⽂化芸術
クラス」、上級クラスと判定された⽅は
「ビジネスクラス」に⼊学します。
中級では⽂化そのものを、上級ではビジ
ネスの背景にある⽂化を勉強しながら、
確実に⽇本語⼒を上達させます。

留学ビザの学⽣：出⼊国在留管理庁にアル
バイトの許可を受け、１週間28時間以内
であれば可能です。ただし、学校での勉強
を最優先にしてください。
短期滞在の学⽣：できません。

24

・海外の⼤学等を卒業し、当センター
 在学中に就職活動するなど⼀定条件を
 満たした⽅は就職活動のためのビザ
（特定活動）を当センター卒業後申請可能です。



�都⽇����のあゆみ

�都⽇�����立。

I.B.C.(Interboard for Christian Work in Japan)が��師に�する⽇����を⽬
的として�立。

ｱﾘｽ･ｸﾞｲﾝ ��に�任。ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ各�、ｶﾄﾘｯｸ各���師への⽇����を開�。
ｴｽﾃﾙ･ﾋﾊﾞｰﾄﾞ ��に�任。
ﾘｰｽﾞ･ｷﾞｭｰﾘｯｸ ��に�任。
I.B.C.より��が��のｽﾀｯﾌへ��される。林⽶� ��に�任。
ﾍﾞﾃﾗﾝｽ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝからの�頼により����への⽇����を��。

�⽥� ��に�任。
⼤�ｱﾒﾘｶ�領事�の�頼により�都ｱﾒﾘｶﾝｾﾝﾀｰ��への⽇����を��。

英国��ｾﾝﾀｰ��への⽇����を��。

ﾜｼﾝﾄﾝ⼤�｢A Japanese Cultural Studies Program in Kansai area｣の⽇����
を担当。

ｶｰﾙﾄﾝ⼤�｢Asian Studies Program｣の⽇����を担当。
ﾊﾜｲ⼤�東⻄��ｾﾝﾀｰの�頼により奨�⽣への⽇����を��。

ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ⼤�の�頼により�⽣への⽇����を��。

国�����協��（CIEE）の�頼により ｼﾗｷｭｰｽﾞ⼤�の夏期⽇�研�の⽇��
��を担当。

ｺﾛﾝﾋﾞｱ⼤�の�頼により Department of Asian Studies の�⽣への⽇����を
��。

ｶﾘｿﾝ⼤�の�頼により�⽣への⽇����を��。

ｺﾛﾗﾄﾞ⼤�の�頼により⽇������。 ｢A.K.P｣(Associated Kyoto Program
Center)の⽇����担当。
国��流基金の奨�⽣への⽇����を��。

ｲﾘﾉｲ⼤�と甲南⼤�の｢Year-in-Japan｣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ の⽇����を担当。
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの�頼により�国�奨�⽣への⽇����を��。

�都ﾄﾞｲﾂ��ｾﾝﾀｰ��への⽇����を��。

⽇������(JSPS)の奨�⽣への⽇����を��。
�都�の�頼により中国�国�児��への⽇����を��。

�都����員�の�可を受け、財団���都⽇����ｾﾝﾀｰ�立(3⽉12⽇)。
�⽥�男 理事�に�任。⽇���師�成��開�。
｢ことば・こころ｣�刊�発⾏。

�国���⽣受���協���盟�となる。

�⽥�男 ��に�任。
⼤�⽊正� 理事�ならびに��に�任。
⻄��� ��に�任。�都�の�頼により��都�⻄��の��留�⽣への⽇
������。

(財)⽇������協�の�持�員�となる。
『⽇��の��材』を株式��凡��より発⾏。

(財)⾃�体国��協�のJET⻘年⽇����研�ｺｰｽの��指�等を担当。
⽇������ｼﾘｰｽﾞvol.1『ことばの�理1』vol.2『ことばの�理2』発⾏（株式
��凡��）

��篤義 理事�に�任。
��男 理事�に�任。
⽇������ｼﾘｰｽﾞvol.3『さまざまな�現1』vol.4『さまざまな�現2』vol.5
『�え�の基�』発⾏。

⼤津��び(財)⼤津�国���協�主�｢⽇����｣の⽇����を担当。
(財)国�研�協⼒�構(JITCO)の�頼により�国�研�⽣への⽇����を��。
⻄����� 龍�⼤������任�授�任。
立��⼤�｢The Kyoto Summer Language Program｣の⽇����を担当。
�都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女�⼤�｢Summer Study in Japan Program｣の⽇���び異��理
���担当。

�国���国���研�� (JIAM) ⾃�体�員協⼒�流事業の協⼒�流研�員へ
の⽇����担当。

ｶﾅﾀﾞ��省の�頼により⼤使�員に�する｢Immersion Program｣の⽇����
を担当。

永保�� ��に�任。
(財)国�研�協⼒�構(JITCO)の�援する技�研�⽣への⽇����を��。
ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ⼤�ﾛｰﾀﾞｰｲﾝｽﾃｨﾃﾕｰﾄ夏期⽇��研�ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを担当。

EU�州�員�による���業研�ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(EABIP)の⽇����を担当。

1950. 9.  

1955. 9. 
1956. 9.  
1957. 9. 
1966. 9.  
1967. 3.
1968. 9.  
1968. 9.  
1969. 4.  

1969. 9.  
1972. 4.  
1972. 7.      

1973. 1.  

1973. 9. 
1974. 9. 

1975. 9.  
1976. 9.  
1979. 9. 
1980. 6.  
1980. 9.  
1982. 1. 
1984. 3. 
1984. 4.            
1984. 6. 
1986.12. 
1987. 4.  
1987. 6. 
1988. 4.  

1989. 8. 
1991. 4. 
1993.10. 
1994. 3. 

1994. 4. 
1995. 2.  
1995. 4.  

1995. 6. 
1995.10. 
1996. 4. 
1996. 5.  

1996. 6.  

1997. 2.  

1998. 4. 
1998. 5. 
1998. 6.  
1999. 7.    

�都精華⼤�の�頼により同⼤���決�者(｢�北��中�｣｢中華�����業�
�｣�別������者)への��前⽇����を��。
�都精華⼤�の�頼で���北��中�⽇��科⽣の夏期�期留�ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇��

��担当。

ｶﾄﾘｯｸ･ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ����女�奨�⽣への⽇����を��。

⻄��� ��に�任。
立��⼤�(BKC)理⼯�⼤���国�留�⽣⽇��ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇����を担当。
�都精華⼤�の�頼によりﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ奨�⽣への⽇����を��。

立��⼤�CLAの�頼により｢Summer Japanese Program｣の⽇����を担当。
立��⼤�CLAの�頼により��国立���⼀科技⼤��期⽇��ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇��
��担当。

立��⼤�����前��ｸﾗｽの⽇����を担当。

ｲﾀﾘｱ ﾍﾞﾈﾂｨｱ⼤�のｶ･ﾌｫｽｶﾘ�⽇���科�⽣への⽇����を��。
�都����員�の�頼により�都�立⼩��の⾏う⽇����への担当�師��。

�都�立��⼩��との�流授業開�。

立��⼤�の�頼により����情�研�科の⽇������指�を担当。

⽇������ｼﾘｰｽﾞvol.6『授業の�み立て』を株式��凡��より発⾏。
ｲﾀﾘｱ国立東��研��と�⽣���び受け�れに�する協�を�ぶ。

⽇�����品⼯業協同�����が⾏う｢中国�研�⽣共同受�事業｣の⽇����

研�を担当。

⼀�労働者��事業�可�(�26-300060)�得。
⽇���師�成��420時間ｺｰｽを開�。
�都精華⼤�の�頼によりｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立⼤�ﾃﾞｰﾋﾞｽ�⽇���中ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇����

を担当。

英国��省��研��の�頼により英国⼤使�員への⽇����を��。

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ内にﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽを��。

永保�� 理事�に�任。
立��⼤�(ｱｼﾞｱ�財�金構想・�度専⾨留�⽣�成事業)の⽇����を担当。
『上���者向け⽇���材・⽇���を�む』を株式��ｱﾙｸより発⾏。

『�でわかる⽇��場⾯別�現205』を株式��ｱﾙｸより発⾏。
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ��省の�頼により⼤使�員への⽇����を��。

����協�(EPA)に基づき来⽇した�国�看�師・��⼠への⽇����を��。
ﾄﾞｲﾂ⼤使�の�頼により⼤使�員への⽇����を��。

�都�の�可を受け、��財団���都⽇����ｾﾝﾀｰ�立。⻄��� 代�理事に
�任。

�都精華⼤�とのあらたな����協�を�ぶ。

ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ⼯科⼤�の夏期⽇��研�ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇����を担当。

『中上���者向け⽇���材・⽇���を�む』を株式��ｱﾙｸより発⾏。

ﾐｼｼｯﾋﾟ⼤�の夏期⽇��研�ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの⽇����を担当。

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ内に����ｸﾗｽを��。『�中���者向け⽇���材・⽇���を�

む』発⾏。

ｺﾙｹﾞｰﾄ⼤�の�都ｽﾀﾃﾞｨｸﾞﾙｰﾌﾟの⽇����を担当。

ｴｺｰﾙﾎﾟﾘﾃｸﾆｯｸの夏のｺｰｽの⽇����を担当。

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽが（⼀財）⽇������協�の「⽇�協ﾋﾞｼﾞﾈｽ⽇����ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ」��

ｶｰﾙﾄﾝ⼤�の⽇����を担当。

平�女��⼤�「ｲﾀﾘｱ留�⽣⽇���別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を担当。

ﾃｷｻｽ⼤�ｵｰｽﾃｨﾝ�の⽇����を担当。

�都��者協�に��。

ｵﾝﾗｲﾝ授業開�。

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ⼤�の⽇��研�を担当。

���⽇����⼤�((WEB)の動�に⻄�����。
�都�の�頼により、�下の��の⽇����を担当。

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ上�ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽが�賀����と協働。

ウクライナ���の⽇��サポートを開�。

1999.10. 

2000. 7. 

2001. 4.
2001. 6.
2001.10.

2002. 6.
2002. 8.

2003. 1.
2003. 4.
2003. 9.
2003.10.
2004. ２.
2004. 3.
2004.12.
2005. 2.

2005. 4.
2006. 4.

2006. 5.
2007. 4.
2007. 6.
2007.10.
2008.10.
2009. 5.
2010. 6.
2011. 1.
2011. 4.
2011. 7.

2012. 7.
2012.10.
2013. 7.
2013.10.

2014. 8.
2015. 6.
2016. 2.

2017. 4.
2017. ５.
2018. ５.
201９. 2.
2020. 5.
2020.10.
2020.11.
2021. 1.
2021. 4.
2022. 5.
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https://www.youtube.com/watch?v=8xORpTb_gyA
70周年記念動画

https://www.youtube.com/watch?v=8xORpTb_gyA


        ６０２−０９１７

 

 �都�上��⼀����⻄�

 

  ��財団��
  �都⽇����センター  ⾏

１．役務提供事業者
�  名�称   � 公益財団法⼈ 京都⽇本語教育センター
�  住�所�    〒602-0917�京都市上京区⼀条通室町⻄⼊
�������電話番号 ��� ０７５−４１４−０４４９
�������代表者⽒名��� 代表理事 ⻄原純⼦

２．提供される役務の内容
�  ⽇本語教育�（インテンシブコース）

３．関連商品名
�  ⽇本語教材。それぞれのリストから教科書として複数冊。

  （インテンシブコース）
  みんなの⽇本語 初級Ⅰ     �¥2,750
  みんなの⽇本語 初級Ⅱ     �¥2,750
  みんなの⽇本語 中級Ⅰ     �¥3,080
  ⽇本⽂化を読む・初中級（⻘）  �¥2,640
  中級⽇本語 上         �¥2,200
  完全マスターＮ２ ⽂法     �¥1,320
  ⽇本⽂化を読む・中上級（緑）  �¥2,640
  中上級学習者のための⽇本語読解ワークブック�����¥2,640
  しごとの⽇本語 ビジネスマナー編�¥2,200
  ⽇本⽂化を読む・上級（⾚）   �¥2,640
  超⼀流の雑談⼒「超・実践編」  �¥1,518
  まるごと ⼊⾨A１�りかい    �¥1,870
  まるごと 初級１A２ りかい��������¥2,090
  まるごと 初級２A２ りかい��������¥2,090
  「話し⽅」「伝え⽅」ほど⼈⽣を左右する武器はない！��¥1,430
  TRY! ⽇本語能⼒試験N2 ⽂法から伸ばす⽇本語  �¥1,980
  ⽇本企業への就職 ビジネス会話トレーニング ������������¥1,980
  留学⽣のための時代を読み解く上級⽇本語����������������������¥2,200
  実⽤ビジネス⽇本語�       ¥3,080�
  中級を学ぼう 中級前期 �������  �¥2,420�
  ⼈を動かす！ 実践ビジネス⽇本語会話［中級２］ �����¥2,640

４．役務の対価，その他概算額（税込⾦額�(消費税率10%)）
  （インテンシブコース）
  選考料  ３１，９００円  出願時に納⼊ください。ご返⾦は致しません。
  ⼊学⾦  ５２，８００円  ⼊学時にのみ必要です。
  授業料 ３４４，９００円  １学期（６ヶ⽉分）
                教育活動費と教材費が含まれています。
  保険料  １１，０００円  １学期（６ヶ⽉分）

５．⾦銭の⽀払時期及び⽅法
  （インテンシブコース） 
  出願期間内に，銀⾏振込み、フライワイヤー払い、または現⾦払い。

６．役務提供期間�
  （インテンシブコース）
  学 期����前期� ４⽉１⽇∼９⽉３０⽇��
      �後期 １０⽉１⽇∼３⽉３１⽇
  ⽇ 程� 前期���４⽉３⽇（⽉）     ⼊学式・オリエンテーション
���������� ����    ４⽉４⽇（⽕）     授業開始
������������� �    ７⽉４⽇∼８⽉１５⽇  夏期休暇
 ����������    ����８⽉１６⽇（⽔）    授業再開
������������ ��    ９⽉２６⽇（⽕）    授業終了
���������� ��    ��９⽉２６⽇（⽕）    修了式

 �������   �後期����１０⽉１２⽇（⽊）   ⼊学式・オリエンテーション
         ��１０⽉１３⽇（⾦） ������授業開始
 � ������������������������１２⽉２２⽇∼１⽉９⽇���冬期休暇
�����   （２０２４）１⽉１０⽇（⽔）����������授業再開����
�����   （２０２４）３⽉１２⽇（⽕）����������授業終了
�����   （２０２４）３⽉１３⽇（⽔）����������修了式
��������
  授業曜⽇ �⽉曜⽇∼⾦曜⽇（週５⽇）�週２０レッスン

  授業時間����午前：�午前９時００分∼午後１２時３０分�（４５分×４）
���������    ��午後：�午後１時１５分∼午後 ４時４５分�（４５分×４）

７．クーリングオフに関する事項
（１）契約の内容を明⺬する書⾯（募集要項）を受領した⽇から８⽇（受�領した⽇も含み
ます）を経過するまでは，受講者は書⾯によって契約の解除を⾏うこと（以下「クーリン
グオフ」と⾔います）ができます。但し，講座期間が２か⽉を超え，かつ⽀払総額が５万
円を超える契約の場合に限ります。
 
（２）下記⾒本を参考にクーリングオフの書⾯を当法⼈にお送り下さい。�なお，クーリン
グオフの書⾯は確実に当法⼈に届くよう，簡易書留，特定記録郵便など履歴の残る⽅法で
送付して下さい。

（３）クーリングオフの書⾯は，８⽇以内に当法⼈に到着しなくとも，�８⽇以内の消印で有���
効となります。
（４）クーリングオフされた場合，当法⼈はこれに伴う損害賠償や違約�⾦の⽀払いを請求す
ることはありません。既に授業を提供した場合�にも，対価を請求することはありません。授
業料等の対価の⽀払を�受けている場合には，速やかにその全額を返⾦致します。
（５）クーリングオフされた場合，同時に関連商品である教材（書籍）�の購⼊契約も解除す
ることができます。その場合お⼿許にある教材�（書籍）を着払いにて当法⼈へ送付して下さ
い。この場合当法⼈は�これに伴う損害賠償の請求をすることはありません。
�代⾦の⽀払いを受けている場合には，速やかにその全額を返⾦致し�ます。なお，直接アマ
ゾンや書店等から購⼊された場合は購⼊契約を解除することはできません。
（６）上記（４），（５）で当法⼈が返⾦を⾏う⽅法として，⾦融機関への振込送⾦の⽅法
を指定される場合には，返⾦額の中から必要な振込⼿数料を差引くことと致します。

８．中途解約に関する事項
（１）契約の内容を明⺬する書⾯（募集要項）を受領した⽇から８⽇を�経過した後は，将来
に向かっての契約の解除を⾏うことができます。�但し，講座期間が２か⽉を超え，かつ⽀払
総額が５万円を超える契約の場合に限ります。
（２）中途解約された場合には，以下の費⽤を負担して頂くことになり�ます。
� ①受講開始前
�  契約締結及び履⾏のために要した費⽤として
�  ⾦ １万５０００円
� ②受講開始後
�  次のア，イ，ウの合計⾦額
�  ア，契約締結及び履⾏のために要した費⽤として� ⾦�１万５０００円
�  イ，既に授業が終了した期間の対価としての授業料
�  ウ，残存授業の期間の対価としての授業料の２０％
   （但し⾦５万円を限度とします）

（３）中途解約された場合，同時に関連商品である教材（書籍）の購⼊契約も解除すること
ができます。
但し，この場合はクーリングオフと異なり，既に当法⼈がお渡しした教材（書籍）について
は，損害賠償として代⾦相当額をお⽀払い頂くことになりますので，当法⼈へ送付されずに
そのままご使⽤下さい。
�なお，直接アマゾンや書店等から購⼊された場合は購⼊契約を解除することはできません。

９．割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
 当法⼈に対して⼊学⾦授業料等の⾦銭について，信販会社との間で�クレジット契約（⽴替
払）を締結された場合，当法⼈に対して⽀払いを拒絶される事由がある時は信販会社にも同
⼀の事由で⽀払請求を拒否することができます。
�但し，当法⼈は現在のところ信販会社との間で加盟店契約を締結して�おりませんのでクレ
ジットの利⽤ができません。

10．前受⾦についての保全措置
� 当法⼈は⼊学⾦はもとより授業料も受講に先⽴ちお⽀払頂くことにしておりますが，これ
らの⾦銭について，格別の保全措置は講じておりません。

以上

�都⽇�����内

（�����に�する�律�４２�１項に基づく��書⾯）

必ずお�みください

クーリングオフ

 （����）�知書
 
 

申�（��）年⽉⽇

 令和   年  ⽉  ⽇
 

���� ⽇����

 

 上�⽇付の申�は�回し��を��します。

  �のいずれかを�択して下さい。
 （��に〇をして下さい） 

 １．�材の購���の申�も同時に�回し��
します。⼿�にある�材は��にて�付します。

 ２．�材の購���は��しません。
 

  ご���〒

  ご���                   �

26

クーリングオフ
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SNS

https://www.youtube.com/channel/UCdYy5AYljoEVUNBgXPCXEfg

http://www.kjls.or.jp/

https://twitter.com/kjlsofficial

https://www.instagram.com/kyotojapaneselanguageschool/

https://www.facebook.com/kyoto.kjls

http://www.kjls.or.jp/
https://twitter.com/kjlsofficial
https://www.instagram.com/kyotojapaneselanguageschool/
https://www.facebook.com/kyoto.kjls
https://www.youtube.com/channel/UCdYy5AYljoEVUNBgXPCXEfg
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⼀般財団法⼈⽇本語教育振興協会認定校

公益財団法⼈
京都⽇本語教育センター�京都⽇本語学校
The�Kyoto�Center�for�Japanese�Linguistic�Studies
Kyoto�Japanese�Lnguage�School

〒602-0917京都市上京区⼀条通室町⻄⼊
Ichijo-dori,�Muromachi�Nishi,
Kamigyo-ku,�Kyoto�602-0917
TEL(075)414-0449��FAX(075)-441-9055
E-MAIL�office@kjls.or.jp
◆受付時間:�9:00�A.M.-5:00�P.M.(⽉曜⽇∼⾦曜⽇)

アクセス

JR京都駅より  地下鉄「今出川駅」まで約10分

阪急�烏丸駅より 地下鉄「今出川駅」まで約６分
地下鉄「今出川駅」6番出⼝から徒歩�約５分

駐⾞場はありません。
お⾞、バイクでのご訪問は
お控えください。

今出川駅から当センターまで

京都路線マップ

京阪出町柳駅より 
市バス201・203番「烏丸今出川」下⾞

check!
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https://www.youtube.com/watch?v=0fngus37dAk

mailto:office@kjls.or.jp
http://www.kjls.or.jp
http://www.kjls.or.jp
http://www.kjls.or.jp
http://www.kjls.or.jp
http://www.kjls.or.jp
https://www.youtube.com/watch?v=0fngus37dAk

