
大阪 ・OSAKA

2019
留学生募集要項
留学生奨学金制度

入学願書 ・推薦書在中

アニメ･ゲーム･CG･映像･IT･AI･VR･e-sports
マンガ･デザイン･イラスト･音楽･作曲･コンサート･

テレビ･舞台･映画･ダンス･俳優･声優･
動物･海洋･環境保護･製菓･製パン･カフェ･調理･

ブライダル･ホテル･観光･エアライン･
鉄道･ホスピタリティ･スポーツ･医療･美容･福祉

Animation / Game / CG / Video / IT / AI / VR / e-sports / Manga / Design /
Illustration / Music / Music Composer / Concert / TV / Stage / Movie /
Dance / Actor / Voice Actor / Animal / Marin Animal / Environmental /
Confectionery / Bread Making / Café / Chef / Bridal / Hotel / Travel / Airline /

Railway / Hospitality / Sport Science / Medical / Total Beauty / Welfare

・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

动画·游戏·CG·映像·IT·AI·VR·e-sports·漫画·设计·插画·音乐·作曲·演唱会·电视·舞台·电影·舞蹈·演员·配音·
动物·海洋·环境保护·西点制作·面包制作·咖啡·烹饪·婚礼策划·饭店·旅游·航空·铁路·日式服务·体育·医疗·美容·福祉

動畫·遊戲·CG·映像·IT·AI·VR·e-sports·漫畫·設計·插畫·音樂·作曲·演唱會·電視·舞臺·電影·舞蹈·演員·配音·
動物·海洋·環境保護·西點製作·麵包製作·咖啡·烹飪·婚禮策劃·飯店·旅遊·航空·鐵路·日式服務·體育·醫療·美容·福祉

 

滋慶学園 滋慶国際交流COM
Jikei COM International Center

〒550-0013 大阪市西区新町1-18-14  1F

http://www.jikei.asia/com/jp

06-6536-7351

jcicosaka@jikeicom.jp

国内･海外からのお問合わせ

国内
＋81-6-6536-7351海外
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2019学科紹介 OCA大阪デザイン&IT専門学校 （2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

３
年制

■ マンガ専攻

■ アニメーション専攻

■ ライトノベル・小説専攻

Manga Course

Animation Course

Light Novel/Novel Course

漫画专业/漫畫專攻/

动画专业/動畫專攻/

轻小说･小说专业/輕小說･小說專攻/ ・

MANGA・ANIMATION・NOVEL DEPARTMENT／漫画・动漫・小说科／漫畫・動漫・小說科／
マンガ・アニメ・小説科

３
年制

■ ゲームグラフィック＆キャラクター専攻

■ CG&映像クリエーター専攻

■ ゲームプログラマー専攻

■ e-sportsプロゲーマー専攻

■ e-sportsイベントスタッフ専攻

Game-Graphic and Character Course

CG & Image Creator Course

Game Programmer Course

E-Sports Professional Gamer Course

E-Sports Event Staff Course

游戏角色设计专业/遊戲角色設計專攻/

CG＆映像设计师专业/CG＆映像設計師專攻/

游戏工程师专业/遊戲工程師专业/

电竞职业选手专业/電競職業選手專攻/

電競赛事工作人员专业/電競賽事工作人員專攻/

GAME・CG CREATOR DEPARTMENT / 游戏・CG设计师科／遊戲・CG設計師科／
ゲーム・ＣＧクリエーター科
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■ ネット動画クリエーター専攻

■ グラフィックデザイン＆IT専攻

■ イラストレーター専攻

Internet Video Creator Course

Graphic Design & IT Course

Illustrator Course

网络视频设计师专业/網路視頻設計師專攻/

平面设计＆IT专业/平面設計＆IT專攻/

插画家专业/插畫家專攻/

３
年制 CREATOR DEPARTMENT／设计师科／設計師科／
クリエーター科

３
年制

■ コミックイラスト専攻
Comic Illustration Course
插画专业/插畫專攻/

COMIC ILLUSTRATION DEPARTMENT / 插画科／插畫科／
コミックイラスト科

Super Game Creator Course

Super CG Creator Course

AI Creator Course

White Hacker Course

e-sports Management Course

SUPER游戏设计师专业/SUPER 遊戲設計師專業/

超级CG设计师专业/超級遊戲CG設計師专业/

AI 设计师专业/AI設計師专业/

网络安全专家专业/白帽駭客专业/

e-sports 管理专业/e-sports管理专业/

4
年制 IT SUPER GAME DEPARTMENT／SUPER游戏IT科／SUPER 遊戲IT科／
スーパーゲームIT科

■ スーパーゲームクリエーター専攻

■ スーパーCGクリエーター専攻

■ AIクリエーター専攻

■ ホワイトハッカー専攻

■ e-sportsマネジメント専攻

■ ドッグマスター専攻

■ こどもアウトドアインストラクター専攻

Dog Master Course

Child Outdoor Instructor Course

狗狗综合专业/狗狗綜合專攻/

儿童户外活动指导专业/兒童戶外活動指導員专业/

３
年制

2019学科紹介 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

 PET SPECIALIST DEPARTMENT／宠物专家学科／寵物專家學科／
ペットスペシャリスト学科

■ 動物看護師専攻
Veterinary Nurse Course
动物护士专业/動物護士專攻/

2
年制
動物医療学科

2
年制
ペットビジネス学科

■ ペットトリマー＆エステティシャン専攻

■ アニマルカフェ専攻

■ ドッグトレーナー専攻

Pet Grooming and Esthetician Course

Animal Café Course

Dog Trainer Course

宠物美容师专业/寵物美容師專攻/

动物咖啡店专业/動物咖啡店專攻/

狗狗训练师专业/狗狗訓練師專攻/

2
年制
動物&海洋学科

■ 動物園・動物飼育専攻

■ 動物園公務員専攻

■ 野生動物＆環境保護専攻

Zoo Keeping ・ Animal Feeding Course

Zoo Public Servant Course

Wild Animals & Environmental

动物园・动物饲养专业/動物園・動物飼養專攻/ ・

动物园公务员专业/動物園公務員專攻/

野生动物＆环境保护专业/野生動物＆環境保護專攻/

■ ドルフィントレーナー専攻

■ 水族館･アクアリスト専攻

■ 海洋生物保護専攻

Dolphin Trainer Course

Aquarium･Aquarist Course

Marine Life Conservation Course

海豚训练师专业/海豚訓練師專攻/

水族馆・热带鱼水族店员专业/水族館・熱帶魚水族店員專攻/ ・

海洋生物保护专业/海洋生物保護專攻/

VETERINARY CARE DEPARTMENT／动物医疗学科／動物醫療學科／

PET BUSINESS DEPARTMENT／动物经济学科／動物經濟學科／

ANIMAL　AND MARINE　ANIMAL DEPARTMENT／动物＆海洋学科／動物＆海洋學科／

４年制／高度専門士　　３年制／専門士
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＜ヴォーカルパフォーマンスワールド＞
〈Vocal Performance World／ ／ ／ 〉

■ シンガーソングライターコース

■ ソロヴォーカルコース

■ バンドヴォーカルコース

■ ヴォーカル＆ダンスコース

■ K-POPアーティストコース

■ J-POPアーティストコース

Singer-Songwriter Course

Solo Vocal Course

Band Vocal Course

Vocal and Dance Course

K-POP Artist Course

J-POP Artist Course

创作歌手专业/創作歌手專攻/

独唱歌手专业/獨唱歌手專攻/

乐队主唱专业/樂隊主唱專攻/

歌手＆舞蹈专业/歌手＆舞蹈專攻/

K-POP艺术家专业/K-POP藝術家專攻/

J-POP艺术家专业/J-POP藝術家專攻/

2
年制 PRO-MUSICIAN DEPARTMENT／专业音乐家科／專業音樂家科／
プロミュージシャン科

＜プロミュージシャンワールド＞
〈Pro Musician World／ ／ ／ 〉

■ ギターテクニックコース

■ ベーステクニックコース

■ ドラムテクニックコース

■ キーボードテクニックコース

Guitar Technique Course

Bass Technique Course

Drum Technique Course 

Keyboard Technique Course

吉他技巧专业/吉他技巧專攻/

贝斯技巧专业/貝斯技巧專攻/

架子鼓录音室演奏专业/錄音室演奏專攻/

键盘弹奏技巧专业/鍵盤彈奏技巧專攻/

＜コンサートライブワールド＞
〈Concert Live World／ ／ ／ 〉

■ PAエンジニアコース

■ 照明スタッフコース

■ コンサート企画制作コース

■ スタッフ＆ミュージシャンコース

■ 舞台制作＆ステージデザイナーコース

■ ライブツアーマネージャーコース

■ プロマネージャーコース

PA Engineer Course

Lighting Staff Course

Concert Planning Course

Staff & Musician Course

Stage Set Course 

Live Tour Manager Course

Pro Manager Course

PA工程师专业/PA工程師專攻/

照明工作人员专业/照明工作人員專攻/

演唱会企划专业/演唱會企劃專攻/

工作人员&音乐人专业/工作人員&音樂人專攻/

舞台制作专业/舞臺製作專攻/

巡演经纪人专业/巡演經紀人專攻/

专业经纪人专业/專業經紀人專攻/

2
年制 COMMERCIAL MUSIC DEPARTMENT／商业音乐科／商業音樂科／
商業音楽科

＜デジタルメディアワールド＞
〈Digital Media World／ ／ ／ 〉

■ メディアクリエーターコース

■ デジタルコンテンツ制作コース

TV Program Skill・Production Course

Desital Contents Production Course

TV节目技术･制作专业/TV節目技術･製作專攻/ ･

电子数字传媒制作专业/數字音樂傳媒製作專攻/

2019学科紹介 大阪スクールオブミュージック専門学校

＜スーパーマネージャーワールド＞
〈Super Manager World／ ／ ／ 〉

■ スーパーマネージャーコース
Super Manager Course
超级经纪人专业/超級經紀人專攻/

＜スーパーアーティストワールド＞
〈Super Artist World／ ／ ／ 〉

■ アーティスト＆プロデューサーコース

■ アーティストエンジニアコース

■ デジタルアーティストコース

Artist and Producer Course

Artist Engineer Course

Digital Artist Course

音乐家＆音乐制作人专业/音樂家＆音樂製作人專攻/

音乐家＆工程师专业/音樂家＆工程師專攻/

电子藝術家专业/數位藝術家專攻/

３
年制 COLLEGE MUSIC DEPARTMENT／学院音乐科／學院音樂科／
カレッジ音楽科

＜スーパークリエーターワールド＞
〈Super Creator World／ ／ ／ 〉

■ 音楽プロデューサーコース

■ 作曲＆アレンジャーコース

■ ゲームミュージックコース

■ 作詞＆作曲コース

■ レコーディング＆ＰＡコース

Music Producer Course

Composition and Arranger Course

Game Music Course

Lyrics&Composition Course

Recording and PA Course

音乐制作人专业/音樂製作人專攻/

作曲＆编曲专业/作曲＆編曲專攻/

游戏音乐专业/遊戲音樂專攻/

作词&作曲专业/作詞&作曲專攻/

录音＆PA专业/錄音＆PA專攻/
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2019学科紹介

＜ダンスプロフェッショナルワールド＞
〈Dance Professional World／职业舞蹈系／職業舞蹈系／ 〉

＜アクター・声優ワールド＞
〈Actor･Voice Actor  World／表演･声优系／表演・聲優系／ 〉

大阪ダンス＆アクターズ専門学校

2
年制 DANCE & ACTORS DEPARTMENT／舞蹈・表演科／舞蹈・表演科／
ダンス＆アクターズ科

■ 俳優／タレントコース

■ ミュージカル俳優コース

■ 声優コース

■ 声優アーティストコース

■ 声優＆俳優コース

■ アニソンアーティストコース

Actor/Talent Course

Musical Actor Course

Voice Actor Course

Voice Acting Artist Course

Voice Actor and Actor Course

Animation Song Artist Course

演员/艺人专业 / 演員/藝人專攻 /

音乐剧演员专业/音樂劇演員專攻/

声优专业/聲優專攻/

声优艺人专业/聲優藝人專攻/

声优＆演员专业/聲優＆演員專攻/

动漫歌手专业/動漫歌手專攻/

■ ダンスプロフェッショナルコース

■ バックダンサーコース

■ ダンス＆ヴォーカルコース

■ テーマパークダンサーコース

■ チアダンサーコース

Dance Professional Course

Back Dancer Course

Dance and Vocal Course

Theme Park Dancer Course

Cheer Dancer Course

职业舞蹈专业/職業舞蹈專攻/

伴舞舞者专业/伴舞舞者專攻/

舞蹈＆歌手专业/舞蹈＆歌手專攻/

主题乐园舞者专业/主題樂園舞者專攻/

啦啦队舞者专业/啦啦隊舞者專攻/

＜スーパーダンスワールド＞
〈Super Dance World／ ／ ／ 〉

3
年制 SUPER DANCE DEPARTMENT／超级舞蹈科／超級舞蹈科／
スーパーダンス科

■ ダンスクリエーターコース
Dance Creator Course
舞蹈设计师专业/舞蹈設計師專攻/
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2019学科紹介 大阪アニメーションスクール専門学校

■ アニメ声優コース

■ アニメソングコース

■ 声優＆アニソンコース

■ アニメミュージカルコース

■ アイドル声優コース

■ 声優＆スタッフコース

Animaiton Voice Actor Course

Animaiton Song Course

Voice Acting & Anime Song Course

Anime Musical Course

Idol Voice Acting Course

Voice Acting and Staff Course

动漫声优专业/動漫聲優專攻/

动漫歌手专业/動漫歌手專攻/

声优&动漫歌曲专业/聲優&動漫歌曲專攻/

动漫音乐剧专业/動漫音樂劇專攻/

偶像声优专业/偶像聲優專攻/

声优＆工作人员专业/聲優＆工作人員專攻/

2
年制 VOICE ACTING DEPARTMENT／声优科／聲優科／
声優科

3
年制

2
年制SUPER MEDIA CREATOR DEPARTMENT／超级媒体设计师科／超級媒體設計師科／

スーパーメディアクリエイター科

■ TV番組制作コース

■ TV番組技術コース

■ ラジオ番組制作コース

■ ライブイベント制作コース

■ タレントマネージャーコース

■ 総合スタッフコース

■ お笑いスタッフコース

■ 映画ドラマ制作コース

■ テレビ舞台美術コース

TV Program Production Course

TV Program Engineering Course

Radio Program Production Course

Live Event Production Course

Entertainer Management Course

General Staff Course

Comedy Staff Course

Movie Drama Production Course

TV Stagedesign Course

TV节目制作专业/TV節目製作專攻/

TV节目技术专业/TV節目技術專攻/

广播电台节目制作专业/廣播電台節目製作專攻/

现场活动制作专业/現場活動節目製作專攻/

艺人经纪人专业/藝人經紀人專攻專攻/

综合工作人员专业/綜合工作人員專攻/

喜剧工作人员专业/喜劇工作人員專攻/

电影电视剧制作专业/電影電視劇製作專攻/

电视舞台美术专业/電視舞臺美術專攻/

2
年制 MEDIA CREATE DEPARTMENT／媒体科／媒體科／
メディアクリエイト科

■ メイク＆スタイリストコース

■ 俳優コース

■ ヴォーカリストコース

■ ダンスパフォーマンスコース

■ お笑い芸人コース

■ DJ＆アナウンスコース

■ 総合タレントコース

Makeup and Stylist Course

Actor Course

Vocalist Course

Dance Performance Course

Comedian Course

DJ and Announcer Course

General Entertainer Course

化妝＆造型师专业/化妝＆造型师專攻/

演员专业/演員專攻/

歌手专业/歌手專攻/

舞蹈表演专业/舞蹈表演專攻/

搞笑艺人专业/搞笑藝人專攻/

DJ＆播音员专业/DJ＆播音員專攻/

综合艺人专业/綜合藝人專攻/

ENTERTAINER DEPARTMENT／艺人科／藝人科／
タレント科

2019学科紹介 放送芸術学院専門学校

■ 総合ゲームコース

■ スーパーメディアクリエイターコース

General Game Course

Super Media Creator Course

综合游戏专业/綜合遊戲專攻/

超级媒体设计师/超級媒體設計師/

■ アニメーション制作コース

■ アニメスタッフコース

■ 3DCGクリエーターコース

■ コミックイラストコース

■ マンガコース

■ ノベリストコース

■ 総合アニメコース

Animation Production Course

Animation Staff Course

3DCG creator Course

Comic Illustration Course

Manga Course

Novelist Course

General Animation Course

动漫制作专业/動漫製作專攻/

动漫工作人员专业/動漫工作人員專攻/

3DCG设计师专业/3DCG設計師專攻/

插图专业/插圖專攻/

漫画专业/漫畫專攻/

小说作家专业/小說作家專攻/

综合动漫专业/綜合動漫專攻/

2
年制 CREATIVE DESIGN DEPARTMENT／创作设计科／創作設計科／
クリエーティブデザイン科



66

2019学科紹介 大阪キャリナリー製菓調理専門学校

■ パティシエ＆ショコラティエコース

■ ブーランジェ＆ベーカリーコース

■ 製菓＆製パンコース

Pâtissier & Chocolatier Course

Boulanger & Bakery Course

Confectionery and Bread Making Course

糕点师&巧克力师专业/糕點師&巧克力師專攻/

面包烘焙师&面包店专业/麵包師＆烘培坊專攻/

糕点＆面包专业/糕點＆麵包專攻/

2
年制 CONFECTIONERY・BREAD MAKING DEPARTMENT／制糕点・面包科／製糕點・麵包科／
製菓･製パン科 2

年制

■ カフェ総合コース
General Café Course

Café Cooking&Sweets Course

Café Barista Course 

咖啡综合专业/咖啡綜合專攻/

（２年次に専攻を選択）
・ カフェ調理＆スイーツ専攻

・ カフェバリスタ専攻
咖啡调理&甜点专业/咖啡調理&甜點專攻/

咖啡调制师专业/咖啡調專攻/

GENERAL CAFÉ DEPARTMENT／咖啡综合科／咖啡綜合／
カフェ総合科

2
年制
製菓・調理科
CONFECTIONERY·COOKING DEPARTMENT／糕点·烹饪科／糕點·廚師科／

■ 製菓&調理コース

■ 日本語通訳＆製菓・調理コース（留学生のみ対象コース）

Confectionery and Cooking Course

Japanese Interpreter & Confectionery・Licensed Cook Course

糕点＆烹饪专业/糕點＆廚師專攻/

日语口译&制糕点･厨师专业/日語口譯&糕點製作･料理專攻/ ･

■ 調理師コース ※調理師免許取得
Licensed Cook Course　※License Acquisition
厨师专业※取得厨师执照/廚師專攻※取得廚師執照/

2
年制 LICENSED COOK DEPARTMENT／厨师科／廚師科／
調理師科

■ カフェデザイン＆開業コース

■ バリスタ  マスターコース

Café Design & Business Start-up Course

Barista Master Course

咖啡馆设计&开店专业/咖啡館設計&開店專攻/

专业咖啡调制师专业/專業咖啡調製師專攻/

3
年制 CAFÉ PROFESSIONAL DEPARTMENT／咖啡专门科／咖啡專門科／
カフェ プロフェッショナル科

2019学科紹介 大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校 （2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

3
年制 HOTEL & RESORT DEPARTMENT／酒店＆休闲设施管理科／酒店＆休閒設施管理科／
ホテル＆リゾート科

■ ブライダルスペシャリストコース
Bridal Specialist Course
婚庆专门专业/婚宴專門專攻/

＜ブライダルワールド＞
〈Bridal World／婚庆系／婚慶系／ 〉

■ ホテルコース

■ ホテル＆レストランコース

■ 旅館・リゾート＆ホテルコース

Hotel Course

Hotel&Restaurant Course

Japanese Style Hotel・Resort Hotel Course

酒店管理专业/酒店管理專攻/

酒店&饭店专业/酒店&餐廳專攻/

旅馆&休闲设施&酒店专业/旅館･度假村&飯店專攻/ ･

＜ホテルワールド＞
〈Hotel World／酒店管理系／酒店管理系／ 〉

＜ホスピタリティワールド＞
〈Hospitality World／日式服务系／日式服務系／ 〉

■ ホスピタリティ総合コース

■ グローバルホスピタリティコース

Hospitality General Course

Global Hospitality Course

日式服务综合专业/日式服務綜合專攻/

国际服务专业/國際服務專攻/

2
年制 TRAVEL & LEISURE DEPARTMENT／旅游＆休闲科／旅遊＆休閒科／
トラベル＆レジャー科

＜エアライン・鉄道ワールド＞
〈Airline・Railway World／ ・ ／ ・ ／ 〉

■ キャビンアテンダントコース

■ グランドスタッフコース

■ 鉄道･旅客サービスコース

Cabin Attendant Course

Ground Crew Course

Railway・Passenger Service Course

空服人员专业/空服人員專攻/

地勤人員专业/地勤人員專攻/

铁路·旅客服务专业/鐵路·旅客服務專攻/ ･

■ ブライダル総合コース

■ ブライダルプランナーコース

■ ドレススタイリスト＆ビューティーコース

General Bridal Course

Bridal Planner Course

Dress Stylist&Beauty Course

婚庆综合专攻/婚慶綜合專攻/

婚礼策划专业/婚禮策劃專攻/

婚纱专门&化妆专业/婚紗造型師&化妝專攻/

2
年制 GENERAL BRIDAL DEPARTMENT／婚庆综合科／婚慶綜合科／
ブライダル総合科

＜ブライダルワールド＞
〈Bridal World／ ／ ／ 〉



7

2019学科紹介 京都医健専門学校

■ Ⅰ 部（昼間）コース

4
年制 OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT／作业疗法科／作業療法科／
作業療法科

Daytime Program I
Ⅰ部[午间]/Ⅰ部[午間]/

3
年制 JUDO THERAPY DEPARTMENT／推拿整复科／推拿整復科／
柔道整復科

■ Ⅰ 部（昼間）午前集中コース

■ Ⅰ 部（昼間）午後集中コース

Daytime Program I - Morning Intensive Course

Daytime Program I - Afternoon Intensive Course

Ⅰ部[午间]上午集中班/Ⅰ部[午間]上午集中班/

Ⅰ部[午间]下午集中班/Ⅰ部[午間][下午集中班/

■ Ⅰ 部（昼間）午前集中コース

■ Ⅰ 部（昼間）午後集中コース

3
年制 ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION DEPARTMENT／针灸科／鍼灸科／
鍼灸科

Daytime Program I - Morning Intensive Course

Daytime Program I - Afternoon Intensive Course

Ⅰ部[午间]上午集中班/Ⅰ部[午間]上午集中班/

Ⅰ部[午间]下午集中班/Ⅰ部[午間][下午集中班/

■ Ⅰ 部（昼間）コース

3
年制 ORTHOPTIC DEPARTMENT／视能训练科／視能訓練科／
視能訓練科

Daytime Program I
Ⅰ部[午间]/Ⅰ部[午間]/

■ エステティックコース

■ メイクアップアーティストコース

■ ビューティーアドバイザーコース

■ ビューティー総合コース

2
年制 TOTAL BEAUTY DEPARTMENT／综合美容科／綜合美容科／
トータルビューティー科

Esthetic Course

Makeup Artist Course

Beauty Advisor Course

Beauty General Course

美容专业/美容專攻/

化妆师专业/化妝師專攻/

美容顾问专业/美容顧問專攻/

美容综合专业/美容綜合專業/

2
年制 SPORTS SCIENCE DEPARTMENT／体育科学科／體育科學科／
スポーツ科学科

■ アスレティックトレーナー専攻

■ スポーツトレーナー専攻

■ パーソナルトレーナー専攻

Athletic Trainer Course

Sports Trainer Course

Personal Trainer Course

运动竞技教练专业/運動競技教練專攻/

体育教练专业/體育教練專攻/

私人教练专业/私人教練專攻/

＜スポーツトレーナーコース＞
〈Sports Trainer Program／ ／體育教練系／ 〉

＜スポーツインストラクターコース＞
〈Sports Instructor Program／体育指 系／體育指導員系／ 〉

■ フィットネスインストラクター専攻

■ チャイルドスポーツ専攻

■ スタジオダンスインストラクター専攻

■ スポーツメディカルコース

■ スポーツビジネスコース

Fitness Instructor Course

Child Sports Course

Studio Dance Instructor Course

Sports Medical Course

Sports Business Course

健身教练专业/健身教練專攻/

儿童运动专业/兒童運動專攻/

室内舞蹈教练专业/室內舞蹈教練專攻/

体育医疗专业/體育醫療專攻/

体育经济专业/體育經濟專攻/

４年制／高度専門士　　３年制／専門士

■ Ⅰ 部（昼間）コース

4
年制 PHYSICAL THERAPY DEPARTMENT／物理疗法科／物理療法科／
理学療法科

Daytime Program I
Ⅰ部[午间]/Ⅰ部[午間]/
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2019専門士がとれる！

授予「高度專門士」稱號的4年制

OCA・大阪ECO・OSM･DA･ＢＡＣ・OAS・大阪キャリナリー・大阪ウェ
ディング・京都医健は学校教育法第124条に規定される専修学校の中
で、専門課程に属し、文部科学省管轄で大阪府・京都府の認可を受けた
「専門学校」です。
OCA/OsakaECO/OSM/DA/BAC/OAS/OsakaCulinary/OsakaWedding/KyotoIken are defined as "Technical colleges with 
specialized courses," as authorized by Osaka and Kyoto Prefectural Government under the jurisdiction of the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology as well as established under Article 124 of the School Education.

OCA、OsakaECO、OSM、DA、BAC、OAS、OsakaCulinary、OsakaWedding、KyotoIken，在學校教育法第124條所規定的專修學校之中，
屬於專門課程，隸屬於文部科學省(相當於台灣的教育部)管轄，併得到大阪府·京都府認可的專門學校。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・

OCA、OsakaECO、OSM、DA、BAC、OAS、OsakaCulinary、OsakaWedding、KyotoIken在学校教育法第124条所规定的专修学校之中，
属于专门课程，隶属于文部科学省(相当于中国的教育部)管辖，并得到大阪府·京都府认可的专门学校。

専門士 Diploma / 专门士 / /專門士

「高度専門士」の称号が授与される4年制
授予「高度专门士」称号的4年制 / /

The graduates who finish 2-year or 3-year course and given the title "Diploma" may use an admission system for entering university.

●２年制または３年制のコースを修了し、 「専門士」の称号を受けた卒業生は大学編入制度を利用することができます。

完成了2年制或3年制的課程，取得「專門士」稱號的畢業生，可利用大學的編入制度報考大學的編入插班。
完成了2年制或3年制的课程，取得「专门士」称号的毕业生，可利用大学的编入制度报考大学的编入插班。

A 4-year program for which the title of “Advanced Diploma” is awarded.

You will develop comprehensive skills as well as receiving the title of Advanced Diploma when you choose this 4-year program.The title 
of Advanced Specialist is the equivalent to a university undergraduate degree and enables you to continue your studies at a postgraduate 
level, within Japan or overseas.

发挥自我，能够更加提高综合能力的4年制，将授予和大学毕业的「学士」学位同等的「高度专门士」称号。将来，还可以升入国内外的大学院。

發揮自我，能夠更加提高綜合能力的4年制，將授予和大學畢業的「學士」學位同等的「高度專門士」稱號。將來，還可以升入國內外的大學院。

●あなたを活かし、総合力をさらに磨く４年制で、大学卒業の「学士」同等の「高度専門士」が授与され、将来、（国内外の）
大学院進学も可能になります。



9

2019

●18才以上、12年間の学校教育（高等学校相当）を修了した外国籍の方で、以下の条件のいずれか1つに該当する方。 
 ・日本語能力試験N1、またはN2に合格した方 
 ・日本留学試験の日本語科目200点以上取得した方
 ・BJT４００点以上取得した方 
 ・法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方
 ・日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた方（幼稚園を除く）
● Foreign students eligible to study at our college must have completed at least 12 years of primary and secondary education, and have 
satisfied one or more of the following:
 ・Passed the N1 or N2 grade of the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)
 ・Have a score of 200 points or more on the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
 ・BJT400 points and above.
 ・Studied Japanese for 6 months or more in a Japanese language program approved by　Japan Ministry of Justice.
 ・Received at least a year of education at a school recognized by Section 1 of the Japan School Education Act (excluding kindergartens)  

● 
 ・  
 ・

・
 ・
 ・

● 18 岁以上 , 拥有外国国籍并完成 12年以上学校教育（相当于高中毕业程度）,
　 还满足下列条件中的任何一项的人 .
 ・日本语能力试验 1级 , 或是 2级的合格者
   ・日本留学考试的日语科目达到 200 分以上者
   ・BJT 考试达到 400 分以上
   ・在法务省公告的日语教育机构具有 6个月以上的留学经历者
   ・在日本学校教育法第一条中规定的学校中接受过 1年以上的教育（除了幼儿园）

● 18歲以上，在本國受過12年學校教育(等同高中學歷)者，
　 與以下任一條件符合即可
 ・日本語能力試驗1級或2級合格者
 ・日本留學考試的日本語科目分數達200分以上者
 ・ BJT考試分數達到400分以上者
 ・在法務省所公告的日語教育機構就讀6個月以上者
 ・在日本學校教育法第一條所規定的學校就讀一年以上者(幼稚園除外)

入学選考（日本語の試験と面接試験及び書類選考）

10月から1カ月に2回、3月まで行います。ただし、定員になり次第、締め切ります

出願期間は下記の通りです。出願期間内でも、定員になり次第、募集を締め切ります。
入学願書受付は10月1日（月）より行います。

※選考日につきましては滋慶国際交流COM（     0120-191-806）までお問合わせください。

The entrance examination will be administered twice a month from October to March. Testing will cease for the year when the admittance cap for new students is reached.
从10月开始至次年3月为止，每个月举行两次。注:额满为止。 / 從10月開始至次年3月為止，每個月舉行兩次。額滿為止。
10    , 3  . ,    .

Entrance Examination (Japanese Examination and Interview/Document Selection)

入学資格
Admission Requirements

留学生特別奨学金制度
下記の条件にあてはまる留学生に対して、奨学金として正規学費から減免いたします。

１． 日本語学校出席率が80%以上の方
２． 日本語能力試験でN2レベルに合格した方または日本留学試験の日本科目で200点以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得した方
３． 本校独自の日本語テストの合格者及び将来に対しての目的をしっかり持っている方

●在留資格「留学」を有する外国の方（留学資格へ変更する方を含む）が対象となります。
●但し、国費留学生は対象となりません。

1.Students whose attendance at Japanese school was 80% or higher.
2.Students who have passed the JLPT level 2, or who get more than 200 points on the EJU, or who get more than 400 points on the BJT.
3.Students who have passed the OCA,Osaka ECO,OSM,DA,BAC,OAS,Osaka Culinary and Osaka Wedding Japanese test, and are certain of their future goals.

●Foreign students with “College Student” visa status (or any other status which can be changed to “College Student”) are eligible. 
●Government-sponsored foreign students are excluded. 

Students who meet one of the following criteria will receive a scholarship, with the following amount being deducted from your school fees.

1.
2.

3.

条件 Conditions (for those who meet the following criteria)

Candidates/ 对象 / 對象者 /  

條件(滿足一下項目之中2項以上)/ 
以下の項目の内
２つ以上を満たした方（　　　　　 ）

対象者

1.
2.

3.

80

※進級時は年間出席率が80%以上の学生に対し上記奨学金を適応します。
※The above scholarship will also apply (upon passing to the next grade) to students who have an attendance rate of 80% or higher.
※
※
※

80

●
●

●留学生奖学金的申请资格是持有留学签证（将来准备换成留学签证）的外国的留学生.
●但是,公费留学生没有申请资格.
●持有留學簽證的外國的留學生(包含將來準備換成留學簽證)
●但是，公費留學生沒有申請資格

日語學校出席率在80%以上者
通過日語能力測驗N2（舊制2級）者、日本留學考試日語科目分數
達200分以上者，或是BJT商務日語能力考試分數達400分以上者
通過本校自行實施的日語考試,並且對未來持有堅定目標者

/ 符合以下條件的留學生，獎學金從正規學費中減免

/

1.
2.

3.

以上獎學金制度適用於隨著年級晉升，學期總出席率在80%以上的學生

Special Scholarship program for international students
留学生特别奖学金制度 / 留學生特別獎學金制度 /   

入學選考（日語考試和面試及資料審查）

入學資格

入学試験／入学資格

通过日语能力测验N2（旧2级）者、日本留学考试日语科目分数
达200分以上者，或是BJT商务日语能力考试分数达400分以上者
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●日本語学校推薦………本校を第一志望とされる、現在日本語学校に在学中の方は下記の3点の基準で学校から推薦を受けてください。
For students currently enrolled in a Japanese school, whose first preference is this school, 
please receive a recommendation from your school based on the following requirements:

・専願

●AO出願 ………………

● Japanese Language School Recommendation
●
●

※日本語学校推薦の方は、原則、他校との併願ができません。
※ You cannot apply to colleges other than OCA,Osaka ECO,OSM,DA,BAC,OAS,Osaka Culinary and JSH if you are a preferred
　 applicant from a Japanese  language school. 

※ 

※ 利用「日本语学校推荐」这种报名方式的学生、原則上不可以同时报考其他学校。
※ 利用「日語學校推薦」方式報名的學生，原則上不可以同時報考其他學校。

 Students who have been assessed as having no learning difficulties at this school with regard to Japanese ability.
　　　　　　　　　　　 　／能夠具備在本校就讀的日語能力。／

本校を第一志望として受験される方が対象となります。
This is available to students whose only preference is this school and who sit the entrance examination.

・併願

※編入学については、滋慶国際交流COMにお問い合わせ下さい。
About transferring the University, please contact the JIKEI Com International Center.※

※※ 关于插班入学，请向滋庆国际交流COM咨询　※ 關於插班入學請向滋慶國際交流COM咨詢

●一般………
● General
●
●
普通 / 一般

Application for this school only / 单一报名 / 單一報名 / 

Application for multiple schools / 多项报名 / 多項報名 / 

●指定校推薦……………本校の指定となっている日本語学校の卒業見込み者で、本校が第一志望の方を対象とした
 制度です。＊自分の学校が指定校かどうか、推薦基準等は在籍する学校に直接問合わせてください。

This is a system for students whose first preference is this school, who are about to graduate 
from a Japanese school designated by this school.
＊Please contact your school directly to find out whether it is a designated school.

● Designated School Recommendation
●
●

9090
 Students with an attendance rate of 90% or higher;
　　　　　　　　　 ／出席率在90%以上。／

/ 指定學校推薦

/ 日語學校推薦

● Admissions office application
●
●
AO报名 / AO報名

本制度適用於就讀於本校指定的具有推薦資格的日語學校，並且以本校為第一志願的學生。＊所就讀的學校是否具有推薦資格，請諮詢所就讀的日語學校。

現就讀於日語學校，以本校為第一志願的學生，在符合以下三個標準的前提下，請向就讀中的語言學校申請推薦信。
现在就读于日语学校，以本校为第一志愿的学生，在符合以下  三个标准的前提下，请向就读的日语学校申请推荐信。

本校の受験のほか、大学･短期大学等の受験をされる方が対象となります。
This is for students who have taken an university entrance exam or have taken an exam for our school.
除了报考本校之外，同时报考大学，短期大学的对象。/ 除了本校之外，同時報考大學，短期大學的對象，也可直接參加本校的入學考試。

/ 以本校為第一志願，直接參加本校的入學考試。

・

1. 出席率が90％以上の方

2. 自分が進みたい分野に、情熱を持って努力していける方

3. 日本語の能力が、本校の勉学に支障ないと判断される方

對自己想學的領域具有明確的目標，能夠努力進取。
 Students who will bring passion and effort to their desired field of study;
　　　　　　　　　　　　　　　　　／

出願方法
Methods of Application / 报名方法  / 報名方法 /

出願方法

指定校推薦の方は選考料30,000円免除
Preferred applicants from designated school are exempt the ¥3０,０００ examination fee. 
有指定学校推荐免收30，000日元选考费／有指定學校推薦免收30000日幣選考費／

優遇制度優遇制度

AO入学申请报名从6月1日开始 ※详细内容请向学校咨询 AO入學申請報名從6月1日開始 ※詳細內容請向學校諮詢

 AO正式报名从8月1日开始 AO正式報名從8月1日開始  

Register for AO Enrollment from June 1st ※Please contact the school for further details.

AO Application start August 1st
AO出願開始8月1日～

AO入学エントリー6月1日～※詳細につきましては、学校までお問い合わせください。



2019出願手続き（日本居住の場合）
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必要書類を必ず持参してください。選考日は出願時にお知らせいたします。
Please make sure you bring the required documents. You will be informed of the date of your selection interview and examination
when you submit your enrolment application.

报名 提交报名文件时通知选考时间。
請務必準備好報名時所需文件。提交報名文件時通知選考時間。

出願書類 Application ●  ● 报名资料  ● 報名資料

◎关于居住在日本国内，而非日语学校在校生的报名者，有可能需要缴交额外资料，请于报名前咨询。
◎请本人持以上１～９所述“报名所需材料”来校。较远的地方，请咨询我们。
◎

◎關於居住於日本國內，而非日語學校在校生的報名者，有可能需要繳交額外資料，請於報名前詢問。
◎ 請本人持以上1~9所述“報名所需材料”來校。較遠地方,請咨詢我們。
◎ 提交材料及考試費用恕不返還。

・

◎Applicants who live in Japan and are not attending a Japanese language school may need to submit additional documents.
◎The guaranty principal must bring all of the documents 1～9 listed above to our school.  Those living afar, please contact us.
◎Documents submitted and examinations fee will not be returned.

◎日本に在住している入学希望者で現在日本語学校に通っていない方の出願必要書類については、追加書類が必要となる場合がありますので、
お問い合わせください。

◎上記の1～9の「出願手続きに必要なもの」を本人が本校へ持参すること。遠方の場合はご相談ください。
◎提出書類・選考料は返却いたしません。

２. 日本語学校の証明書
 ・在学証明書、又は卒業見込み証明書
 ・成績証明書・出席証明書
 ※JLPTN2以上・EJU日本語科目200点以上・BJT400点以上
 　の日本能力資格取得者は証明書コピー

3. 最終出身校（高等学校・大学等）の卒業証明書、
 または卒業証書のコピー

4. 送金の事実が確認できるもの（通知書等）
 もしくは、銀行残高証明書

1. 入学願書（本校所定のもの） P30 5. 在留カードのコピー（両面）

6. パスポートのコピー（全ページ）

Application for Admission
(Please use the form designated by our school) p30

1. 5.

6.

6.

1.

2.

Graduation Certificate from your last school 
(high schools and universities) or a copy of diploma

3.

3.

Something to verify remittance of money (such as notification) 
or certificate to show the balance in your bank account.

4.

4.

5.

5.
5.

6.
6.

7.

8.
8.

9. 選考費用30,000日幣（指定校推薦者免除）
※如果是郵局匯款，請在匯款之後將匯款證明附在材料中。（不可郵寄現金）可以持現金繳費。

A Copy of Resident Card(Both Sides)

A Copy of your passport (Full Page)

7. 国民健康保険証のコピー（両面）
7.

7.

7.
A Copy of your National Health Insurance Card(Both Sides)

8. 受験票（本校所定のもの）P36

9. 選考料30,000円（指定校推薦の方は免除）
 ※郵便の場合、郵便局に郵便振替後、郵便振替払込証明書を同封して
 　ください（現金での納入はできません）。持参の場合は現金可。

8.

8.

9.

※
9.

Admission Slip for Examination (Designated by our school)p.36

Examination Fee ¥30,000（Preferred applicants from designated schools are exempt）
※If forwarding by post, please enclose postal certificate proving 
　payment of money after transferring money to the post office. 
　You cannot send cash. Cash is permitted if bringing.

P 301.
1. 入學申請書(本校指定文件) Ｐ30

Forms and Certificates issued by Japanese Language School
・Student Registration Certificate or Proof of Expected Graduation Certificates
・Official Transcripts / Attendance Certificate
※An applicant who has passed the N2 level of the JLPT, or who scored 
200 points or more on the EJU, or who scored 400 points or more on 
the BJT must provide a copy of the respective certificate.

2.
･日語學校在學證明書或者畢業證明書
･成績證明書･出席證明書
※ 已取得JLPT N2以上・EJU日語科目200分以上・BJT400分以上等日語能力資格者請提交證書的影本

・
・ ・

2.

※ 已取得JLPT N2以上・EJU日语科目200分以上・BJT400分以上等日语能力资格者请提交证书的复印件

・
・ ・

2.

・ ・※

3. 最終畢業校（高中，大學等）的畢業證明書，或者畢業證書的影本
3. 最终毕业校（高中，大学等）的毕业证明书，或者毕业证书的复印件

4.
4. 海外匯款證明(如:匯款申請書)或者銀行存款餘額證明

9.

Admission Requirements
（In case of the residence in Japan）

报名手续
（在日本国内居住的情况）

報名手續
（在日本國內居住的情況）



2019出願手続き（海外から出願・ワーキングホリデービザ・短期ビザなどの場合）
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询问直接从海外报名事宜，请与滋庆国际交流COM联系。
詢問直接從海外報名事宜，請與滋慶國際交流COM聯繫。

※ If you wish to apply directly from your home country or if you have any questions, please contact the Jikei COM International Center.

※ 海外からの直接出願やお問い合わせは
　 滋慶国際交流COM（　 +81-6-6536-7351・　 jcicosaka@jikeicom.jp）までご連絡ください。

・
◎Documents submitted and examinations fee will not be returned.◎提出書類・選考料は返却いたしません。

◎ 提交材料及考試費用恕不返還。

◎Transfer fee may occur with an international transaction.◎海外送金にてお振込みの場合は手数料がかかる場合があります。
◎ 從海外匯款時可能會產生手續費。◎ 从海外汇款时可能会产生手续费。

3. 本国最終出身校（高校・大学など）の
 卒業証明書又は卒業証書のコピー

5. 戸籍謄本若しくは経費支弁者との関係の
　 記載があるもの

1. 入学願書（本校所定のもの） P30
Application for Admission
(Please use the form designated by our school) p30

Any one of the Japanese Certificates issued by 
International Recognized JLPT N1, N2, 
EJU (200 scored & above), BJT(400 scored & above) ,
※Or offically Graduation Certificate/Transcript/Certificate of 
　Attendance (at least 6 months) are required for students 
　graduated from Japanese Language School “in Japan.”

A Copy Of Graduation Certificate from your last 
school.*(Diploma from High School or Universities)

Bank Balance Certificate of your family who responsible for
your expenses and Family Register Certification.

1.

1.

1.
1.

2.

2.

2.

2.

3.

・3.
3.
3.

5.

5.
5.
5.

4. 本人又は経費支弁者の経費証明書類（銀行残高証明等）
Documents to verify remittance of your bank account,4.

4.
4.
4.

２. 日本語資格証明書
 （例：JLPTのN2若しくはN1合格証明書、
   EJU200点以上、BJT400点以上）
 ※また、法務省告示を受けた日本語教育機関で6カ月以上の留学歴
 　がある場合は、卒業証明書、成績証明書、出席証明書の提出が必要。　

6. パスポートのコピー（写真、氏名、日本の出入国履歴のページ）
A Copy of your passport
(Pages with your face photograph & entry stamp) 

6.

6.
6.
6.

9. 選考料 日本円30,000円
 （必ず日本円でお願い致します。 ※指定学校推薦の方は免除）

9.

9.

9.

9. Examination Fee ¥30,000
(We can accept only Japanese Yen.
  ※No charged for special selected school)

8. 受験票（本校所定のもの） P36
8.

8.
8.
8.
Admission Slip for Examination(Designated by our school) p36

7. 証明写真 4cm（縦）ｘ3cm（横） 3枚
　　（直近３ヶ月以内に撮影したもの）　　
7.

7.
7.
7.

Photo for Application (4cmx3cm)x 3 copies
　(Photo taken in the last three months)

日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」を日本国外で受けその成績と書類選考により、渡日する前に入学を許可する制度です。入学を許可された場合は、在留資格認
定手続きを滋慶国際交流COMが代理で行います。出願に必要な書類や入学試験、その他入学手続き等の詳細につきましては、滋慶国際交流COMへお問い合わせください。

※在留資格を取得出来なかった場合は、入学金及び納入された学費・諸費用を返金いたします。ただし、返金にかかる送金手数料はご負担いただきます。
※ If students can not acquire a resident status,we will refund the entrance fee and derivered tuition fee.However, the remittance charge will be borne by you in case of repayment.
※ 在留学签证没有取得的情况下，入学金、交付的学费以及其他诸多费用会返还。但是，返还费用时候发生的银行手续费需要个人负担，敬请谅解。
※ 在留學簽證沒有取得的情況下，入學金，交付的學費·諸費用會返還。但返還費用時發生的銀行手續費需要個人負擔，敬請見諒。
※ ・

The Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) is used for the pre-arrival admission system.
The test is administered by the Japan Student Services Organization. Prospective international students take the EJU outside Japan and are accepted to 
their preferred educational institution prior to arrival in Japan based on the student's EJU results and application documents. Once the student is accepted, 
Jikei COM International Center will begin procedures for acquiring a Certificate of Eligibility on behalf of the student. For more information regarding documents 
required for submission, entrance examinations, or other school application procedures, please contact Jikei COM International Center.
利用《日本留学考试》的渡日前入学许可制度
在日本国外参加日本学生支援机构举办的《日本留学考试》，并且利用该成绩和资料审核，获准前来日本留学的入学许可制度。符合入学条件的情况下，在留资格认定手续由滋庆COM国际交流
中心代为办理。报名所需资料、入学考试及其他入学手续等详细问题，请向滋庆国际交流COM咨詢。

利用《日本留學考試》的渡日前入學許可制度
在日本國外參加日本學生支援機構舉辦的《日本留學考試》，並且利用該成績和資料審核，獲准前來日本留學的入學許可制度。符合入學條件的情況下，在留資格認定手續由滋慶國際交流COM
代為辦理。報名所需資料、入學考試及其他入學手續等詳細問題，請向滋慶國際交流COM諮詢。

■「日本留学試験」を利用した渡日前入学許可制度について

出願書類 Application ●  ● 报名资料  ● 報名資料

Admission Requirements
（Admission Requirements from Overseas, 
including Working Holiday Visa ,Short-Term Visa）

报名手续
（海外直接报名及持有打工度假签证
·短期签证的情况）

報名手續
（海外直接報名及持有打工度假簽證
·短期簽證的情況）

・
・
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ＡＯ入学制度とは、出願者自身の人物像（個性や意欲）と学校側の求める学生像（アドミッション・ポリシー）を
最も評価する入学選考方法のことです。

●体験入学・学校説明会に参加

体験入学又は学校説明会に参加し、個別相談を受けてください。
＊ＡＯ入学登録（エントリー）には、体験入学・学校説明会への参加が必要です。

体験入学に参加

学校説明会に参加

ＡＯ入学にエントリー ●AO入学に登録（エントリー）　6月1日（金）～

「ＡＯ入学エントリーシート」に必要事項を記入の上、郵送又は持参してください。

The A.O. Enrolment system is a selection method that evaluates the applicant’s character, personality and will to see if they fit the school’s image of the 
ideal candidate (admissions policy).
AO入学制度是以重视报考人的自身条件（个性和求知欲）是否符合学校要求为录取标准的一种选拔制度。
AO入學制度是以重視報考人的自身條件（個性和求知慾）是否符合學校要求為錄取標準的一種選拔制度。

■ AO入学の手順 A.O. Enrolment Procedures
AO入学流程 AO入學流程

Please fill in the A.O. Enrolment Registration Sheet and post it to us or bring it with you.
/请填写好《AO入学申请表》，邮寄或来校提交。 請填寫好<AO入學申請表>，郵寄或來校提交。

Participate in open campus events and/or school information sessions
/ /参加体验入学・学校说明会 參加體驗入學、學校的說明會

Register for A.O. Enrolment from 1st June
AO入学申请报名从6月1日开始 / /AO入學申請報名從6月1日開始

Participate in open campus events
/參加體驗入學参加体验入学

Come to school information sessions
參加學校說明會参加学校说明会

Register for A.O. Enrolment
申請AO入學申请AO入学

Please come to an open campus event or school information session for a personal consultation.
＊Participating in an open campus event or school information session is mandatory for A.O. Enrolment registration. 

＊

请参加体验入学或者学校说明会和个别咨询 ＊申请AO入学时，必须要参加体验入学・学校说明会
想參加體驗入學或說明會的學生 ＊請個別諮詢參加。/

/

●AO入学選考内定通知
面接選考後１０日前後に、ＡＯ入学選考の結果を本人あてに郵送します。内定者には
「ＡＯ入学内定通知書」をお送りいたします。この通知書は、AO入学選考の内定を証明する
ものです。大切に保管してください。（電話やＥメールでのお問合わせには、お答えできません）

AO入学選考

AO入学選考
内定通知

AO入学願書提出

●AO入学選考
選考日に来校し、面接を受けてください。

面 接
あなたの将来の目標、目的を確認する面接選考です。
本校のコース･専攻に関する専門知識・技術を問うものではありません。

選考内容

●AO入学願書提出（正式出願）について

正式願書受付開始日：2018年８月1日(水) から

●最終選考内容：日本語テスト及び書類選考

A.O. Enrolment Selection Process
AO入學選考方法AO入学选拔方法

A.O. Enrolment Selection Notification
/AO入学选拔结果通知 AO入學選考結果通知

Submission of AO Enrolment Application
/提交AO入学申请资料 提交AO入學申請書

A.O. Enrolment Selection Process /　 　　　　　　　/　 　　　　        /AO入学选拔方法 AO入学選考方法

A.O. Enrolment Selection Notification /　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　/AO入学选拔结果通知 AO入學選考結果通知

A.O. Enrolment Application Submission (Official Application)
关于AO入学申请表格的提交（正式报名）/ 關於入學申請表的提交 /

Final Selection: Japanese Language Test and Document Screening
选拔考试内容：日语考试和资料审查 / 最後選考內容：日語考試及資料審查

Ten days after the interview, the results of the AO Enrollment application will be sent to the applicant. 
Successful applicants will be sent a “Notification of AO Enrollment”. 
This notice will be an unofficial offer of enrollment, so please keep it in a safe place.
面试后10天左右会以邮寄方式书面通知AO入学考试结果。向内定者邮寄[AO入学内定通知书]。
通知书需要在提交报名申请资料时使用，请妥善保管。
面試后10天左右會以郵寄方式書面通知AO入學考試結果。向內定者郵寄[AO入學內定通知書]。
通知書需要在提交報名申請資料時使用，請妥善保管。

Official Enrolment Application Commencement Date: Tue, 1 August, 2018
接受报名开始日期：2018年8月1日(星期三)/ 開始接受報名日期：2018年8月1日(星期三)

Please come to the school on the selection day for your interview.
请于选拔考试日来校参加面试 / 請於選考日來校參加面試 /  

This is an interview to confirm your future goals and dreams.
Your specialist knowledge and skills will not be tested.
面试考试旨在了解学生将来的目标和目的，针对本校相关的专业知识和技术不予提问。
面試考試旨在了解學生將來的目標和目的，針對本校相關的專業知識和技術則不予提問。

Selection Content
/ /考试内容 考試內容

Interview
/ /面试 面試

/

2019AO入学について



Each course will have guidance for new students, and hand out textbooks.

2019選考から入学までの流れ
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提交入学申请书之后，将指定考试日期（日语笔试＆面试）。／提交入學申請書之後，將指定考試日期（日語筆試＆面試）。

考試后一周之內通過郵寄方式進行合格與否的通知。恕不接受電話詢問。

請在考試當天指定考試時間的15分鐘之前集合，進行日語筆試和面試。遲到者將不能參加考試。／请在考试当天指定考试时间的15分钟之前集合，进行日语笔试和面试。迟到者将不能参加考试。

考试后一周之内通过邮寄方式进行合格与否的通知。恕不接受电话询问。

書類選考 Document Selection
入学願書などの出願後、選考日（日本語試験＆面接）を指定します。
Once you have submitted your enrolment application and the necessary documents, you will be informed of the day of your Japanese test and interview.

入学試験 Entrance Examination
指定された選考日の開始15分前に集合してください。遅れた場合は受験できません。日本語試験と面接を行います。
Please arrive 15 minutes early on the designated day. Late arrivals may not sit the examination. We will hold a Japanese language test and an interview.

合否発表 Announcement of Examination Results
試験後、1週間以内に合否を郵送にて通知いたします。電話などによる問合わせには応じられません。
You will be informed of your examination result within one week by mail. We will not respond to telephone enquiries.

新入生ガイダンス（４月）New Student Guidance (April)
各コース・専攻ごとのガイダンス・教科書配布を行います。

留学生ガイダンス（４月）International Student Guidance (April)
VISAについて・学生生活・卒業後の就職等についてのガイダンスを行います。
Guidance will be held for international students regarding visas, student life and post-graduate employment.

入　学　式（４月）Entrance Ceremony (Aplil)
入学式の日時は郵送で案内します。
You will be notified of the date of the entrance ceremony by mail.

V ISA手続き Visa Formalities
現在お持ちのビザの有効期限が残っている場合は入学前の更新手続きは不要です。ただし、ビザ更新の手続きはビザ有効
期限の３ヶ月前から可能となります。ビザ期限が切れる前に必ず手続きを行ってください。

现在持有的签证仍未到有效期的情况下入学前无需更新手续。但签证更新手续在签证期限到期的3个月前开始可以办理，请务必在签证到期之前办理更新手续。
現在持有的簽證仍未到有效期的情況下入學前無需更新手續。但簽證更新手續在簽證期限到期3個月前開始可以辦理，請務必在簽證到期之前辦理更新手續。

教科书、教材费的缴纳通知书将在3月初邮寄。各校的缴纳期限各不相同，请在学科介绍页确认。
教科書、教材費的繳納通知書將在3月初郵寄，各校的繳納期限各不相同，請確認學科介紹一頁。

各学科专业分别进行说明，分发教科书。

进行有关签证申请，学生生活，毕业后就职等内容的说明。

入学典礼的日期以邮寄的方式通知。

教本・教材費納入手続き Purchase of Textbooks and Materials
教本・教材費の納入のご案内を3月初旬に送付します。納入期日は各校異なりますので、学科紹介ページをご確認ください。
We will send you a list of the textbooks and materials that you need to purchase at the beginning of March. 
Please confirm on the page of school subject introduction because time of delivery of each schools are different.

入学許可証 Letter of Acceptance
学費納入手続きが完了し、本校にて納入金の入金確認後１０日以内に入学許可証を発行します。（学生証が発行されるまで保管してください）
Once tuition payment procedures have been completed and payment has been confirmed at this school, an acceptance letter will be issued.
 (Please retain this form until your student identity card is issued.)
学费缴纳完毕，并经本校确认后10天之内开出入学许可证（请在领取学生证之前妥善保管）。
學費繳納完畢，並經本校確認後10天之內開出入學許可證（請在領取學生證之前妥善保管）。

入学手続き・学費納入 Admission Procedure・Tuition Payment

合格通知と一緒に学費納入の案内を、願書に記入してある現住所あてに郵送します。期日までに学費を納入してください。
You will also be informed about the test results and request for payment of tuition by mail. You must pay by the due date.

・入学手续·学费缴纳 入學手續·繳納學費

入学许可证 入學許可證

教科书教材费缴纳手续 教科書教材費繳納手續

签证手续 簽證手續

新生说明会（４月） 新生說明會（４月）

留学生说明会（４月） 留學生說明會（４月）

入学典礼（４月） 入學典禮（４月）

资料审查 資料審查

入学考试 入學考試

结果发表 結果發表

※やむなく入学を辞退される場合、201９年３月３１日（日）までに入学辞退手続きを完了された方には、入学金を除き、納入された学費・諸費用
　を返金いたします。４月１日以降は、最高裁の判例に基づき、一旦納入された入学金、授業料および諸費用は返金できません。
＊Reluctantly, if we decline the enrollment, we will refund the tuition fees except the entrance fees for those who have completed the procedure of declining enrollment before March
   31, 2019.After April 1st, the entrance fee, tuition fees and other fees will not be refunded according to the Supreme Court procedure.

＊

＊如有不得已的理由提出入学辞退的情况，对于在2019年3月31日（星期日）前办理完退学手续的同学，扣除入学金以外的所支付的学费和其他杂费课题退还。4月1日以后，根据最高法院判例，已经缴纳的入学金、学费和其他费用恕不退还。
＊如有不得已的理由提出入學辭退的情況，對於在2019年3月31日（星期日）前辦理完退學手續的同學，扣除入學金以外的所支付的學費和其他雜費可以退還。4月1日以後，根據最高法院判例，已經繳納的入學金、學費和其他費用恕不退還。

Students who currently possess a visa which has not expired do not need to renew the visa prior to beginning their studies. However, students can start
the visa renewal process 3 months before the expiry date. Please ensure that you apply to renew your visa before the expiry date.  

／

合格通知和学费缴纳通知将一起邮寄到报名申请书中填写的地址。请在指定期限内缴纳学费。 合格通知和學費繳納通知將一起郵寄到報名申請書中填寫的地址。請在指定期限內繳納學費。／

各學科專業分別進行說明，分發教科書。／

進行有關簽證申請，學生生活，畢業後就職等內容的說明。／

入學典禮的日期日郵寄方式通知。／



専　攻学　科

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

マンガ

アニメーション

ライトノベル・小説

マンガ・アニメ・小説科
MANGA・ANIMATION・NOVEL
3年制

コミックイラスト
コミックイラスト科
COMIC ILLUSTRATION
3年制

ゲームグラフィック＆キャラクター

ＣＧ＆映像クリエーター

ゲームプログラマー

e-sportsプロゲーマー

e-sportsイベントスタッフ

ゲーム・
ＣＧクリエーター科
GAME・CG CREATOR
3年制

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額）

①～③の合計
A

100,000 610,000 250,000 960,000

100,000 610,000 250,000 960,000

100,000 610,000 250,000 960,000

100,000 610,000 250,000 960,000

100,000 610,000 250,000 960,000

■ OCA留学生「納入②」の説明

①入学金 ②授業料 ③施設維持費以外に、上表④総合演習費 ⑤キャリア教育
振興費の合計が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インター
ネット活用など学生生活に必要となるもので、2019年3月25日（月）まで
に納めていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general practice fee 
and career educational fee(④‐⑤). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
课题制作、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
課題製作、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・ ・ ・

Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for OCA international students.
/ /OCA 留学生的各种费用的说明 關於OCA 留學生的諸費用說明

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（135,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (135,000yen/year)

綜合演習費（135,000日圓/年費）
综合演习费（135,000日元/年费）

OCA 学費等一覧
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スーパーゲームIT科
IT SUPER GAME
4年制

スーパーゲームクリエーター

スーパーＣＧクリエーター

ＡＩクリエーター

ホワイトハッカー

e-sportsマネジメント

クリエーター科
CREATOR
3年制

ネット動画クリエーター

グラフィックデザイン＆IT

イラストレーター



総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
B A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

2019

キャリア教育
振興費（年額）

1,110,800135,000 150,800 1,505,800 395,00015,800

1,110,800135,000 150,800 1,505,800 395,00015,800

1,110,800135,000 150,800 1,485,800 375,00015,800

1,110,800135,000 150,800 1,485,800 375,00015,800

1,110,800135,000 150,800 1,485,800 375,00015,800

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility 
fee, general practice fee, career educational fee and health care fee 
(②‐⑤). As 2nd, 3rd and 4th year classes are mainly practical classes 
or events, tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We 
will inform students of this school payment for the 2nd, 3rd and 4th 
year in the end of January. Payment deadline is the end of February of 
the 1st grade. 
※In the year of your graduation, an extra 40,000 yen graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2,3,4年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。
2,3,4年級的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2,3,4年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。
2,3,4年级的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※

・・ ・
・・
※

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２・３・４年次の授業は実習・
イベントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。
２・３・４年次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納
入いただきます。
※卒業年次には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

● 教本・教材費（約30,000円～約65,000円・入学時のみ）

OCAでは、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われ
ています。そのため、教本が必要に応じて変更となりますので、予定
額を掲出しています。決定額は、3月初旬にご案内いたします。教材は
各専攻ごとに内容が異なります。

Textbook・Teaching materials Fee
(About 30,000yen～65,000yen・Only the time of entrance)
课本、教材费（约30,000日元～约65,000日元·仅于入学时缴纳）
課本、教材費（約30,000日圓～約65,000日圓·僅與入學時繳納）
・ ∼ ・

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

⑤ キャリア教育振興費（15,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment and debut through internship etc.

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業及出道的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业及出道的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職並びにデビューに直結させています。

Career Educational Fee (15,800yen/year)
职业教育振兴费（15,800日元/年费）
職業教育振興費（15,800日圓 /年費）

16

At OCA the Curriculum is reviewed every year along with industrial 
trends, so textbooks may be changed. This shows only the 
approximate fee at the moment. An accurate amount of the fee will 
be confirmed in early March.

OCA為適應業界變化，每年會調整教學大綱。教科書也根據需要有所改動，現
只公佈預計的課本費。3月初通知確定金額。

OCA为适应业界变化，每年会调整教学大纲。教科书也根据需要有所改动，现
只公布预计的课本费。3月初通知确定金额。

◎健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）
健康管理費   (20,000日元，年費)

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。



専　攻
入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額）学　科

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

ペットトリマー＆エステティシャン

アニマルカフェ

ドッグトレーナー

動物園・動物飼育

動物園公務員

野生動物＆環境保護

ドルフィントレーナー

水族館・アクアリスト

海洋生物保護

■ 大阪ECO留学生「納入②」の説明

①～③の合計
A

ドッグマスター

こどもアウトドアインストラクター

ペット
スペシャリスト学科
 PET SPECIALIST
3年制

ペット
ビジネス学科
PET BUSINESS
2年制

Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for Osaka ECO international students.
/ /Osaka ECO留学生的各种费用的说明 關於Osaka ECO留學生的諸費用說明

大阪ECO 学費等一覧
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動物医療学科
VETERINARY CARE
2年制

動物&海洋学科
ANIMAL AND
MARINE ANIMAL
2年制

動物看護師

100,000 520,000 350,000 970,000

100,000 560,000 350,000 1,010,000

100,000 580,000 350,000 1,030,000

100,000 690,000 350,000 1,140,000

①入学金 ②授業料 ③施設維持費以外に、上表④総合演習費 ⑤キャリア教育
振興費の合計が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インター
ネット活用など学生生活に必要となるもので、2019年3月25日（月）まで
に納めていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general practice fee 
and career educational fee(④‐⑤). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
课题制作、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
課題製作、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・ ・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（135,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (135,000yen/year)

綜合演習費（135,000日圓/年費 ）
综合演习费（135,000日元/年费）



総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計
B

2019

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

キャリア教育
振興費（年額）
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1,120,800135,000 150,800 1,460,800 340,00015,800

1,160,800135,000 150,800 1,500,800 340,00015,800

1,180,800135,000 150,800 1,520,800 340,00015,800

1,290,800135,000 150,800 1,630,800 340,00015,800

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility 
fee, general practice fee, career educational fee and health care fee 
(②‐⑤). As 2nd and 3rd year classes are mainly practical classes or 
events, tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We will 
inform students of this school payment for the 2nd and 3rd year in 
the end of January. Payment deadline is the end of February of the 
1st grade. 
※In the year of your graduation, an extra 40,000 yen graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2,3年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。2,3
年級的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2,3年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。2,3
年级的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※

・ ・
・
※

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２・３年次の授業は実習・
イベントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。
２・３年次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納入
いただきます。
※卒業年次には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

● 教本・教材費（約75,000円～約195,000円･入学時のみ）

大阪ECOでは、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行
われています。そのため、教本が必要に応じて変更となりますので、予
定額を掲出しています。決定額は、3月初旬にご案内いたします。教材
は各専攻ごとに内容が異なります。

Textbook・Teaching materials Fee
(About 75,000yen～195,000yen・Only the time of entrance)
课本、教材费（约75,000日元～约195,000日元·仅于入学时缴纳）
課本、教材費（約75,000日圓～約195,000日圓·僅與入學時繳納）
・ ∼ ・

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

At Osaka Eco the Curriculum is reviewed every year along with 
industrial trends, so textbooks may be changed. This shows only the 
approximate fee at the moment. An accurate amount of the fee will 
be confirmed in early March.

大阪ECO為適應業界變化，每年會調整教學大綱。教科書也根據需要有所改
動，現只公佈預計的課本費。3月初通知確定金額。

大阪ECO为适应业界变化，每年会调整教学大纲。教科书也根据需要有所改
动，现只公布预计的课本费。3月初通知确定金额。

◎健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）
健康管理費   (20,000日元，年費)

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。

⑤ キャリア教育振興費（15,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment through internship etc.

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職に直結させています。

Career Educational Fee (15,800yen/year)
职业教育振兴费（15,800日元/年费）
職業教育振興費（15,800日圓/年費 ）



コース学　科

シンガーソングライター
ソロヴォーカル
バンドヴォーカル
ヴォーカル＆ダンス
K-POPアーティスト
J-POPアーティスト
ギターテクニック
ベーステクニック
ドラムテクニック
キーボードテクニック

PAエンジニア
照明スタッフ
コンサート企画制作
スタッフ＆ミュージシャン
舞台制作＆ステージデザイナー
ライブツアーマネージャー
プロマネージャー
メディアクリエーター
デジタルコンテンツ制作

ダンスプロフェッショナル
バックダンサー
ダンス＆ヴォーカル
テーマパークダンサー
チアダンサー
俳優／タレント
ミュージカル俳優
声優
声優アーティスト
声優＆俳優
アニソンアーティスト

■ OSM・DA留学生「納入②」の説明 Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for OSM and DA international students.
/ /OSM・DA留学生的各种费用的说明 關於OSM・DA留學生的諸費用說明 ・DA

OSM
プロミュージシャン科

2年制
PRO-MUSICIAN DEPARTMENT

OSM
カレッジ音楽科

3年制
COLLEGE MUSIC DEPARTMENT

OSM
商業音楽科

2年制
COMMERCIAL MUSIC DEPARTMENT

DA
ダンス＆アクターズ科

2年制
DANCE & ACTORS DEPARTMENT

DA
スーパーダンス科

３年制
SUPERDANCE DEPARTMENT

アーティスト＆プロデューサー
アーティストエンジニア
デジタルアーティスト
スーパーマネージャー
音楽プロデューサー
作曲＆アレンジャー
ゲームミュージック
作詞＆作曲
レコーディング＆ＰＡ

OSM・DA 学費等一覧
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100,000 960,000610,000 250,000

100,000 960,000610,000 250,000

100,000 960,000610,000 250,000

100,000 960,000610,000 250,000

100,000 960,000610,000 250,000

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額） ①～③の合計

A

①入学金 ②授業料 ③施設維持費以外に、上表④総合演習費 ⑤キャリア教育
振興費の合計が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インター
ネット活用など学生生活に必要となるもので、2019年3月25日（月）までに
納めていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general practice fee 
and career educational fee(④‐⑤). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
课题制作、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
課題製作、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・ ・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（135,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (135,000yen/year)

綜合演習費（135,000日圓 /年費）
综合演习费（135,000日元/年费）

ダンスクリエーター



2019

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計

キャリア教育
振興費（年額）

B
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150,800 525,000 1,110,800135,000 15,800 1,635,800

150,800 1,110,800525,000135,000 15,800 1,635,800

150,800 1,110,800350,000135,000 15,800 1,460,800

150,800 1,110,800525,000135,000 15,800 1,635,800

150,800 1,110,800525,000135,000 15,800 1,635,800

⑤ キャリア教育振興費（15,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment and debut through internship etc.

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業及出道的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业及出道的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職並びにデビューに直結させています。

Career Educational Fee (15,800yen/year)
职业教育振兴费（15,800日元/年费）
職業教育振興費（15,800日圓 /年費）

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility 
fee, general practice fee, career educational fee and health care fee 
(②‐⑤). As 2nd and 3rd year classes are mainly practical classes or 
events, tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We will 
inform students of this school payment for the 2nd and 3rd year in 
the end of January. Payment deadline is the end of February of the 
1st grade. 
※In the year of your graduation, an extra 40,000 yen graduation fee will be required. 

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2,3年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。2,3
年級的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※畢業年度需要另外繳納4萬日元的畢業相關費用。

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2,3年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。2,3
年级的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※毕业年度需要另外缴纳4万日元的毕业相 费用。

・ ・
・
※   (40,000 )   .

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２・３年次の授業は実習・
イベントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。
２・３年次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納入
いただきます。
※卒業年次には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

● 教本・教材費（約90,000円～160,000円・入学時のみ）

OSM・DA大阪では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが
行われています。そのため、教本が必要に応じて変更となりますので、
予定額を掲出しています。決定額は、3月初旬にご案内いたします。
教材は各コースごとに内容が異なります。

Textbook・Teaching materials Fee
(About 90,000yen～160,000yen・Only the time of entrance)
课本、教材费（约90,000日元～约160,000日元·仅于入学时缴纳）
課本、教材費（約90,000日圓～約160,000日圓·僅與入學時繳納）
・ ∼ ・

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

At OSM and DA the Curriculum is reviewed every year along with 
industrial trends, so textbooks may be changed. This shows only the 
approximate fee at the moment. An accurate amount of the fee will 
be confirmed in early March.

OSM·DA大阪為適應業界變化，每年會調整教學大綱。教科書也根據需要有所
改動，現只公佈預計的課本費。3月初通知確定金額。

OSM·DA大阪为适应业界变化，每年会调整教学大纲。教科书也根据需要有所
改动，现只公布预计的课本费。3月初通知确定金额。

・

◎健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）
健康管理費   (20,000日元，年費)

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。
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21

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額） ①～③の合計

A

コミックイラスト

マンガ

ノベリスト

アニメーション制作

アニメスタッフ

3DCGクリエーター

総合アニメ

アニメ声優

アニメソング

声優＆アニソン

アニメミュージカル

アイドル声優

声優＆スタッフ

総合ゲーム

スーパーメディアクリエイター

メイク＆スタイリスト

俳優

ヴォーカリスト

ダンスパフォーマンス

お笑い芸人

DJ&アナウンス

総合タレント

TV番組制作

TV番組技術

ラジオ番組制作

ライブイベント制作

タレントマネージャー

総合スタッフ

お笑いスタッフ

映画ドラマ制作

テレビ舞台美術

100,000 610,000 150,000 860,000

100,000 610,000 150,000 860,000

100,000 610,000 150,000 860,000

100,000 610,000 150,000 860,000

100,000 610,000 150,000 860,000

100,000 610,000 150,000 860,000

ＯＡＳ
クリエーティブ
デザイン科
CREATIVE DESIGN

２年制

BAC
メディア
クリエイト科
MEDIA CREATE

２年制

BAC
スーパーメディア
クリエイター科
SUPER MEDIA CREATOR

3年制

BAC
タレント科
ENTERTAINER

２年制

OAS
声優科
VOICE ACTING

２年制

■ BAC・ＯＡＳ留学生「納入②」の説明 Explanation of payment for BAC･OAS international students.
/ /BAC･OAS留學生諸費用的說明 BAC･OAS留学生诸费用的说明 ･

BAC･ＯＡＳ 学費等一覧

①入学金②授業料③施設維持費以外に、上表④総合演習費⑤キャリア教育振
興費が必要となります。これは特別講義･実習･イベント･インターネット活用
など学生生活に必要となるもので、入学許可証発行日から２週間前後に納め
ていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
special lectures, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general 
practice fee and career educational fee (④‐⑤). This should be paid within 2 weeks after 
entrance approval card is issued. 

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
特别课程、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于入学许可书开出后的2周左右缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
特別課程、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請與入學許可書開出后的兩周左右繳納。

・ ・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（235,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (235,000yen/year)

綜合演習費（235,000日圓/年費）
综合演习费（235,000日元/年费）



2019

22

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計

キャリア教育
振興費（年額）

B

235,000 15,800 1,195,800 85,000250,800 1,110,800

235,000 15,800 1,195,800 85,000250,800 1,110,800

235,000 15,800 1,395,800 285,000250,800 1,110,800

235,000 15,800 1,395,800 285,000250,800 1,110,800

235,000 15,800 1,195,800 85,000250,800 1,110,800

235,000 15,800 1,395,800 285,000250,800 1,110,800

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。

■ 進級時に必要な学費等
The fees covering continuation to the second year

/随着年级晋升時必要的學費及諸費用 升学时必要的学费及诸费用

When you continue to the second year, you will pay the tuition, 
facility fee, general practice fee, career educational fee and health 
care fee (②‐⑤). As 2nd and 3rd year classes are mainly practical 
classes or events, tuition is increased / 100,000 yen from the 1st 
year. We will inform students of this school payment for the 2nd 
and 3rd year in the end of December. Payment deadline is the end 
of February of the 1st grade. 
※You need to pay for textbook (Minimum 5,000 yen / Maximum 30,000 yen 
depending on your course. ) In the year of your graduation, an extra 40,000 yen 
graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2,3年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。2,3
年級的學費將在升級前的12月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※課本、教材費（大約5,000~30,000日元※根據專業金額有所不同），畢業年度需要另外繳納4萬日
元的畢業相關費用。

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健
康管理费。2,3年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。
2,3年级的学费将在升级前的12月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※课本、教材费（大约5,000~30,000日元※根据专业金额有所不同），毕业年度需要另外缴纳4万日
元的毕业相关费用。

・ ・
・

※ ・

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育振興
費・健康管理費が必要になります。2・3年次の授業は実習・イベントが中
心となりますので、授業料は10万円増額になります。2・3年次の学費
は進級前の12月下旬頃にご案内し、2月下旬に納入いただきます。
※教本・教材費（約5,000～30,000円※コースにより異なります。）、卒業年次
には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

● 教本・教材費（約10,000円～100,000円・入学時のみ）
Textbook・Teaching materials Fee
 (About 10,000yen～100,000yen/ Only the time of entrance)
课本·教材费（约10,000日元～100,000日元·仅于入学时缴纳）
課本·教材費（約10,000日圓～100,000日圓·僅于入學時繳納）
・ ～ ・

コース別の教本・教材費の概算は、コースにより内容が異なります。
３月初旬にリストをお送りいたします。
Textbook and teaching materials vary by course. We will send you the list of 
required texts at the beginning of March.

所學專業不同課本·教材費也有所不同。3月中旬郵寄所需教材的明細。
所学专业不用课本·教材费也有所不用。3月中旬邮寄所需材料的明细。

・

● 健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical examination, health 
counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）／健康管理費(20,000日元，年費)

・

※資格取得のための検定料等につきましては、別途検定料が必要です。

关于取得各种资格考试的报名费用，需要另外支付。
關於取得各種資格考試的報名費用，需要另外支付。

About official examination fee, etc. to obtain the licensing, the examination fee will be required.

⑤ キャリア教育振興費（15,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and working 
viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary to be 
independent as adult and professional, which lead directly to employment and debut through internship and audition. 

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習和選拔直接實現就業及出道的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习或选拔直接实现就业及出道的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業人
として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、コミュ
ニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を導入し、更に
インターンシップやオーディションを通して就職並びにデビューに直結させています。

Career Educational Fee (15,800yen/year)
职业教育振兴费（15,800日元/年费）
職業教育振興費（15,800日圓/年費）

■ 教本・教材費などについて

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月22日（金）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 22 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月22日（星期五）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月22日（星期五）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･
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納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額） ①～③の合計

A

製菓･製パン科
CONFECTIONERY・
BREAD MAKING

2年制

カフェ総合科
GENERAL Café

2年制

100,000 470,000 350,000 920,000

100,000 470,000 350,000 920,000

100,000 470,000 350,000 920,000

■ 大阪キャリナリー留学生「納入②」の説明 Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for Osaka Culinary international students.
/ /Osaka Culinary 留学生的各种费用的说明 關於Osaka Culinary 留學生的諸費用說明

大阪キャリナリー 学費等一覧
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カフェ総合

・カフェ調理＆スイーツ専攻
・カフェバリスタ専攻
（２年次に専攻を選択）

調理師科
LICENSED COOK

2年制

製菓・調理科
CONFECTIONERY・
COOKING

2年制

調理師
※調理師免許取得

100,000 470,000 350,000 920,000

カフェ
プロフェッショナル科
CAFÉ PROFESSIONAL

３年制

カフェデザイン＆開業

バリスタ マスター

パティシエ＆ショコラティエ

ブーランジェ＆ベーカリー

製菓＆製パン

100,000 470,000 350,000 920,000
製菓＆調理

日本語通訳＆製菓・調理

①入学金 ②授業料 ③施設維持費以外に、上表④総合演習費 ⑤キャリア教育
振興費の合計が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インター
ネット活用など学生生活に必要となるもので、2019年3月25日（月）まで
に納めていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general practice fee 
and career educational fee(④‐⑤). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
课题制作、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
課題製作、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・ ・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（335,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (335,000yen/year)

綜合演習費（335,000日圓/年費 ）
综合演习费（335,000日元/年费）



2019

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計

キャリア教育
振興費（年額）

B

335,000 1,690,80060,800 395,800 375,000 1,315,800

335,000 1,690,80060,800 395,800 375,000 1,315,800

335,000 1,690,80060,800 395,800 375,000 1,315,800
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335,000 1,640,80060,800 395,800 325,000 1,315,800

335,000 1,690,80060,800 395,800 375,000 1,315,800

⑤ キャリア教育振興費（60,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment through internship etc.

・
・

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业的目标。

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職に直結させています。

Career Educational Fee (60,800yen/year)
职业教育振兴费（60,800日元/年费）
職業教育振興費（60,800日圓 /年費 ）

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility 
fee, general practice fee, career educational fee and health care fee 
(②‐⑤). As 2nd year classes are mainly practical classes or events, 
tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We will inform 
students of this school payment for the 2nd year in the end of 
January. Payment deadline is the end of February of the 1st grade.
※In the year of your graduation, an extra 40,000 yen graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。2年級
的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。2年级
的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※

・

※

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２年次の授業は実習・イベ
ントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。２年
次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納入いただ
きます。
※卒業年次には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

● 教本・教材費（約150,000円～約180,000円 入学時のみ）

本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われて
います。そのため、テキスト・実習教材が必要に応じて変更となりますの
で、予定額を掲出しています。決定額は、3月初旬にご案内いたします。
教材は各コースごとに内容が異なります。
現在、電子教材の導入も検討しています。

Textbook・Teaching materials Fee
(About 150,000yen～180,000yen Only the time of entrance)
课本·教材费（约150,000日元～约180,000日元·仅于入学时缴）
課本·教材費（約150,000日圓～約180,000日圓·僅與入學時繳納）
・ ∼ ·

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

The Curriculum is reviewed every year along with industrial trends in 
our school, so textbooks and teaching materials may be changed. 
This shows only the approximate fee at the moment. An accurate 
amount of the fee will be confirmed in early March.
Currently, adopting a digital textbook is being considered.

本校為適應業界變化，每年會調整教學大綱。教科書·實習教材也根據需要有所改
動，現只公佈預計的金额。3月初通知確定金額。目前，正在考慮導入電子版教材。

本校为适应业界变化，每年会调整教学大纲。教科书·实习教材也根据需要有所改
动，现只公布预计的金额。3月初通知确定金额。目前，正在考虑导入电子版教材。

・

◎健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）
健康管理費   (20,000日元，年費)

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。



コース学　科

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額） ①～③の合計

A

100,000 650,000 150,000 900,000

100,000 580,000 150,000 830,000

100,000 580,000 150,000 830,000

100,000 580,000 150,000 830,000

100,000 600,000 150,000 850,000

ブライダル総合

ブライダルプランナー  

ドレススタイリスト＆ビューティー

ホテル

ホテル＆レストラン

旅館・リゾート＆ホテル

ホスピタリティ総合

グローバルホスピタリティ

キャビンアテンダント

グランドスタッフ

鉄道・旅客サービス

■ 大阪ウェディング留学生「納入②」の説明 Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for OsakaWedding international students.
/ /OsakaWedding 留学生的各种费用的说明 關於 OsakaWedding留學生的諸費用說明

大阪ウェディング 学費等一覧
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ブライダル総合科
GENERAL BRIDAL

２年制

トラベル＆レジャー科
TRAVEL & LEISURE

２年制

ホテル＆リゾート科
HOTEL & RESORT

3年制

ブライダルスペシャリスト

①入学金 ②授業料 ③施設維持費以外に、上表④総合演習費 ⑤キャリア教育
振興費の合計が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インター
ネット活用など学生生活に必要となるもので、２０１９年3月25日（月）まで
に納めていただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition and facility fee 
(①‐③). These costs will be necessary for students to complete their course work, such as 
projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above general practice fee 
and career educational fee(④‐⑤). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费以外，需要缴纳上表的④综合演习费⑤职业教育振兴费的合计金额。这是为
课题制作、实习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費以外，需要繳納上表的④綜合演習費⑤職業教育振興費的合計金額。這是為
課題製作、實習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・ ・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（195,000円～265,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (195,000～265,000yen/year)

綜合演習費（195,000～265,000日元/年費）
综合演习费（195,000～265,000日圓/年费）



2019

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②（　　　　　　　 　 ）内容は下説明をご覧ください。

総合演習費
（年額）
④ ⑤

④・⑤
の合計

キャリア教育
振興費（年額）

B

210,80015,800195,000 1,250,800 140,000 1,110,800

15,800265,000 1,250,800280,800 140,000 1,110,800

15,800265,000 1,250,800280,800 140,000 1,110,800

15,800265,000 1,250,800280,800 140,000 1,110,800

15,800245,000 1,200,800260,800 90,000 1,110,800
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⑤ キャリア教育振興費（15,800円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment through internship etc.

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職に直結させています。

Career Educational Fee (15,800yen/year)
职业教育振兴费（15,800日元/年费）
職業教育振興費（15,800日圓 /年費）

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility 
fee, general practice fee, career educational fee and health care fee 
(②‐⑤). As 2nd and 3rd year classes are mainly practical classes or 
events, tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We will 
inform students of this school payment for the 2nd and 3rd year in 
the end of January. Payment deadline is the end of February of the 
1st grade.
※In the year of your graduation, an extra 40,000 yen graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2･3年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。2年
級的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2･3年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。2年
级的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※

･ ・

※

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２・３年次の授業は実習・
イベントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。
２年次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納入
いただきます。
※卒業年次には卒業関連費（40,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

● 教本・教材費
　  （約150,000円～約250,000円 入学時のみ）制服代も含みます

本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われてい
ます。そのため、テキスト・実習教材が必要に応じて変更となりますので、
予定額を掲出しています。決定額は、3月初旬にご案内いたします。教材
は各コースごとに内容が異なります。

Textbook・Teaching materials Fee
 (About 150,000～250,000yen) Including school uniform
课本·教材费（约150,000日元～约250,000日元·仅于入学时缴纳）包含制服金额。
課本·教材費（約150,000日圓～約250,000日圓·僅與入學時繳納）包含制服金額。
・ ・

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

The Curriculum is reviewed every year along with industrial trends in 
our school, so textbooks and teaching materials may be changed. 
This shows only the approximate fee at the moment. An accurate 
amount of the fee will be confirmed in early March.

本校為適應業界變化，每年會調整教學大綱。教科書·實習教材也根據需要有
所改動，現只公佈預計的金额。3月初通知確定金額。

本校为适应业界变化，每年会调整教学大纲。教科书·实习教材也根据需要有
所改动，现只公布预计的金额。3月初通知确定金额。

・

◎健康管理費（20,0００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (20,000 yen per year)
健康管理费（20,000日元・年费）
健康管理費   (20,000日元，年費)

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。



コース学　科

納入① （納入時期/合格通知から10日以内）

入 学 金
（入学時のみ）

① ②

授 業 料
（年額）

③

施設維持費
（年額）

総合演習費
（年額）

スポーツトレーナーコース
　● アスレティックトレーナー専攻
　● スポーツトレーナー専攻
　● パーソナルトレーナー専攻

スポーツインストラクターコース
　● フィットネスインストラクター専攻
　● チャイルドスポーツ専攻
　● スタジオダンスインストラクター専攻

スポーツメディカルコース

スポーツビジネスコース

④

■ 京都医健留学生「納入②」の説明 Details of the costs besides entrance fee, school fee and facility fee for Kyoto College of Medical Health international students.
/ /京都医健 留学生的各种费用的说明 關於 京都医健 留學生的諸費用說明

京都医健 学費等一覧
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スポーツ科学科
SPORTS SCIENCE 

２年制
男女

210,000100,000 660,000 100,000

Ⅰ 部 （午前集中コース）

Ⅰ 部 （午後集中コース）

Ⅰ 部 （午前集中コース）

Ⅰ 部 （午後集中コース）

160,000250,000 910,000 100,000

160,000250,000 910,000 100,000

160,000250,000 910,000 100,000

160,000250,000 910,000 100,000

エステティックコース（女）

ビューティーアドバイザーコース（男女）

メイクアップアーティストコース（男女）

ビューティー総合コース（男女）

トータルビューティー科
TOTAL BEAUTY

2年制

鍼灸科
ACUPUNCTURE AND  MOXIBUSTION

3年制
男女

Ⅰ 部 210,000300,000 1,160,000 100,000理学療法科
PHYSICAL THERAPY

4年制
男女

Ⅰ 部 210,000300,000 950,000 100,000作業療法科
OCCUPATIONAL THERAPY

4年制
男女

Ⅰ 部 210,000250,000 810,000 100,000視能訓練科
ORTHOPTIC

3年制
男女

柔道整復科
JUDO THERAPY

3年制
男女

160,000100,000 660,000 100,000

①入学金②授業料③施設維持費④総合演習費以外に、上表 B.キャリア教育
振興費が必要となります。これは課題制作･実習･イベント･インターネット活
用など学生生活に必要となるもので、2019年3月25日（月）までに納めて
いただきます。
There will be other costs which are not included in the admission fee, tuition, facility fee and 
general practice fee (①‐④). These costs will be necessary for students to complete their 
course work, such as projects, laboratory, internet and scholastic events, as shown above 
career educational fee (B). These costs have to be paid by March 25, 2019.

①入学金②授课费③设施维持费④综合演习费以外，需要缴纳上表B.职业教育振兴费。这是为课题制作、实
习、校内外活动、网络利用等学生生活的必要项目。请于2019年3月25日（星期一）之前缴纳。

①入學金②授課費③設施維持費④綜合演習費以外，需要繳納上表B.職業教育振興費。這是為課題製作、實
習、校內外活動、網絡利用等學生生活的必要項目。請與2019年3月25日（星期一）之前繳納。

・
・ ・

We develop a practical education system  specializing  in hands-on learning from a 
corporate point of view utilizing business collaboration, practical training, exercise, 
event planning and production.

實習，演習，活動企劃·製作·運作等，展開經業界協助，立足於企業視點，強化體驗型學習特色的
實踐教育體系。

实习，演习，活动企划·制作·运作等，展开经业界协助，立足于企业视点，強化体验型学习特色
的实践教育体系

・ ・

④ 総合演習費（160,000円～210,000円･年額）

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て
企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システム
を展開しています。

General Practice Fee (160,000～210,000yen/year)

綜合演習費（160,000～210,000日圓/年費）
综合演习费（160,000～210,000日元/年费）



①～④の合計
A

2019

留学生特別奨学金
を受けた場合留学生

特別奨学金
A＋B

正規学費

納入②
（　　　 　 ）内容は下説明を
ご覧ください。

B

キャリア教育
振興費（年額）⑤
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1,150,0001,290,000 140,00080,0001,070,000

1,500,0001,640,000 140,00080,0001,420,000

1,500,0001,640,000 140,00080,0001,420,000

1,500,0001,640,000 140,00080,0001,420,000

1,500,0001,640,000 140,00080,0001,420,000

1,850,0001,990,000 140,00080,0001,770,000

1,650,0001,790,000 140,00080,0001,510,000

1,450,0001,590,000 140,00080,0001,370,000

1,100,0001,240,000 140,00080,0001,020,000

⑤ キャリア教育振興費（80,000円･年額） 

Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, We introduce practical education in order to form and improve the professional and 
working viewpoint as well as the skills (planning, problem-solving, creativity, teamwork and communication) necessary 
to be independent as adult and professional, which lead directly to employment through internship etc.

根據文部科學省和經濟產業省的方針，以產學合作教育爲基本，爲培養自立的社會人·職業人所需的能力（計劃能力，問題解決能
力，創造力，合作，交流能力等）以及提高職業觀，勤勞觀而導入實踐教育，進一步通過實習等內容直接實現就業的目標。

根据文部科学省和经济产业省的方针，以产学合作教育为基本，为培养自立的社会人·职业人所需的能力（计划能力，问题解决能
力，创造力，合作，交流能力等）以及提高职业观，勤劳观而导入实践教育，进一步通过实习等内容直接实现就业的目标。

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学協同教育のもと、社会人・職業
人として自立するために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、チームワーク、
コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職に直結させています。

Career Educational Fee (80,000yen/year)
职业教育振兴费（80,000日元/年费）
職業教育振興費（80,000日圓/年費）

When you continue to the second year, you will pay the tuition, facility fee, 
general practice fee, career educational fee and health care fee (②‐⑤). As 
2nd, 3rd and 4th year classes are mainly practical classes or events, 
tuition is increased / 100,000 yen from the 1st year. We will inform 
students of this school payment for the 2nd, 3rd and 4th year in the end 
of January. Payment deadline is the end of February of the 1st grade. 
※In the year of your graduation, an extra 50,000 yen graduation fee will be required.

升級時，需要繳納②授課費③設施維持費④綜合演習費⑤職業教育振興費和健康
管理費。2,3,4年級的課程以實習、校內外活動為中心，授課費增加10萬日圓。
2,3,4年級的學費將在升級前的1月下旬左右通知，請於2月下旬前繳納。
※

升级时，需要缴纳②授课费③设施维持费④综合演习费⑤职业教育振兴费和健康
管理费。2,3,4年级的课程以实习、校内外活动为中心，授课费增加10万日元。
2,3,4年级的学费将在升级前的1月下旬左右通知，请于2月下旬前缴纳。
※

・・ ・
・・
※

■ 教本・教材費などについて

■ 進級時に必要な学費等

進級時には、②授業料③施設維持費④総合演習費⑤キャリア教育
振興費と健康管理費が必要になります。２・３・４年次の授業は実習・
イベントが中心となりますので、授業料は10万円増額になります。
２・３・４年次の学費は進級前の１月下旬頃にご案内し、2月下旬に納
入いただきます。
※卒業年次には卒業関連費（50,000円）が別途必要となります。

◎教本・教材費は実費となります。
※左記の費用とともに2019年3月25日（月）までに納入していただきます。
◎There will be costs for textbooks and teaching materials as well.
※The ｃosts have to be paid by 2019 March 25 with all the expenses on the left column.

◎教科書、教材費用為實算費用。
※與左記的諸費用請於2019年3月25日（星期一）之前繳納。

◎课本，教材费按实际花费金额交付。
※与左记的各种费用请在2019年3月25日（星期一）之前交纳。

※

Textbooks Fees and Learning materials Fees
关于教科书･教材费等/關於教科書･教材費等/ ･

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）約130,000～450,000円
卒業までにかかる費用で、各学科・コースにより異なります。● 教本・教材費

本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われ
ています。そのため、カリキュラムの決定後に教本・教材費が決定され
ます。教本・教材費は各学科・コースにより内容が異なります。
１年次に必要な教本・教材費は、２月下旬頃にリストをお送りします。
（J-WEB統合型e-learningシステム管理費も含みます）

Textbook・Teaching materials Fee
 (Minimum 130,000 yen / Maximum 450,000 yen required before graduation vary by major and course.)
课本、教材费（大约130,000～450,000日元，毕业为止各学科、专业所需的费用不同。）
課本、教材費（大约130,000～450,000日元，畢業為止各學科、專業所需的費用不同。）
・ ・ ・

Graduation fee
/

/
/

升学时年度所必要的学费和各种费用
關於年級晉升時需要的學費與諸費用

The curriculum is reviewed every year along with industrial trends, so 
textbooks fees and learning materials fees may be determined after 
the curriculum is finalized in our school. Textbooks fees and learning 
materials fees vary by major and course. We will send you the list of 
required texts for the 1st grade at the end of February. 
(J-WEB integrated e-learning system management fee is also included.)

本校為適應業界的動向，每年會調整課程內容，因此課本、教材費會在課程內容
決定后確定。課本、教材費根據學科、專業有所不同。1年級時所需的課本，教
材費的清單將在2月下旬郵寄。（其中也包含J-WEB統合型e-learning系統管理費）

本校为适应业界的动向，每年会调整课程内容，因此课本、教材费会在课程内容
决定后确定。课本、教材费根据学科、专业有所不同。1年级时所需的课本、教
材费的清单将在2月下旬邮寄。（其中也包含J-WEB统合型e-learning系统管理费）

・ ・ ・
・

◎健康管理費（17,5００円・年額）

傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

包含人身意外保險，綜合健康檢查和健康諮詢，保健指導等
包含人身意外保险，综合健康检查和健康咨询，保健指导等。

This fee includes accidental injury insurance, general physical 
examination, health counseling and health guidance. 

Health Care Fee (17,500 yen per year)
健康管理费（17,500日元・年费 )
健康管理費（17,500日元，年費 )

・

入学時、進級時の留学生特別奨学金についてはP9を
ご覧ください。



2019

例

出願と選考に関する注意事項

入学願書は両面すべてご記入ください。

入学願書入学願書

入学願書記入方法

写真は必ず証明写真
を貼付してください。

住所欄の郵便番号
（〒）を忘れずに
記入してください。

保証人の欄は
保証人自筆のこと。
※保証人について
　日本人の方（例えば日本語学校
　の先生、知人）が望ましいですが、
　何かあった時の連絡先ですので、
　必ずご記入ください。

ビザの種類は、
「留学」「短期滞在」
など、現在のビザに
ついて記入して
ください。

OCA・大阪ＥＣＯ
への出願は
「学科名・専攻名」を、
ＯＳＭ・ＤＡ・BAC・ＯＡＳ・
京都医健・大阪キャリナリー・
大阪ウェディング
への出願は
「学科名・コース名」を、
Ｐ.15～Ｐ.28をご参照の
うえ記入してください。 志望校に必ず

○印をつけて
ください。

● 選考日当日は、清楚な服装で臨んでください。
● 受験票と筆記用具を必ずご持参ください。
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307109XX
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06　6245　XXXX 知人

1971   12  21
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(株)島 山 大阪市福島区吉野2-13-XX553-0006
06　6445  XXXX

550-0014
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sample-address@XXXX.com
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父

チン　　  カン　　キョウ

CHEN   KUAN   CHING



受付番号

受付期日　　　　　年　　　月　　　日

貴校に入学を志願いたしますので、必要書類を提出いたします。
入学のうえは学則その他の諸規則を守り、学業に専念する事を誓います。
保証人は、学生の一身上について、本人と連携して責任を負うことを誓います。

選 考 日　　　　　年　　月　　日　  受験番号

※太ワクの中のみ記入すること。　　※必ずボールペンで記入してください。（消せるペンは不可）

写　　真
（4cm×3cm）
正面上半身、脱帽、
無背景で3ヵ月以内に
撮影したもの。

全面にのり付けすること。

入学校
（ひとつ○で囲む）

入学方法
（◯で囲む） AO入学 ・ 指定校推薦 ・ 日本語学校推薦 ・ 一般選考 （ 専願 ・ 併願 ） ・  編入学

フ リ ガ ナ

アルファベット
（パスポート表記） 性  別 生 年 月 日

漢 字 名
Name

現住所

電　話

本国の住所

本国の電話

旅券番号

日本語学校名

日本語学校住所

男　・　女 　 　　　年　　　  月　　　  日生

満年齢（　　　）歳

国　籍

保護者氏名

有効期限

本人との続柄

婚姻の有無 有　 ・　 無年　 月　 日

在学期間 　　　　年　　月～ 　 　　年　　月まで

電話 （　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

氏　名

フ リ ガ ナ

現住所

勤務先

性　別 生年月日

住所

本人との続柄

年　　月　　日生
年齢（　　）歳

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

〒

〒

※保証人の欄は保証人自筆のこと。　　　　※合格通知は上記本人住所へ送付されますので変更があった場合、速やかに変更届けを提出してください。

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）

本

　
　
　人

保
護
者
又
は
保
証
人

Name of Parent/Guardian

Valid Until Marital Status Married UnmarriedPassport Number

Name of Japanese Language School

Address of Japanese Language School Telephone Number

Enrolment Period

Telephone Number in Home Country

自宅
Home phone

携帯
cellular phone

Current Visa Valid Until

Sex Date of Birth

Sex Date of Birth

Current Address

Telephone Number

メールアドレス
Email address

Address in Home Country

Nationality

Relationship to applicant

Name

Current Address Relationship to applicant

Name of workplace Address

The Guarantor must fill out the Guarantor section. You will be notified the outcome of your application by post, so please let us know immediately if your postal address changes.

Male Female

Student Visa Other

男　・　女
Male Female

在留カード番号

科 専　攻 /  コース
（OCA･大阪ECO）（　　　　　　　　　　　）

OCA ・ 大阪ECO ・ OSM ・ DA ・ BAC ・  OAS ・ 大阪キャリナリー ・ 大阪ウェディング ・ 京都医健

Resident Card Number

入 学 願 書

OSM/DA/BAC/OAS/京都医健/
大阪キャリナリー/大阪ウェディング

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

学校長　殿

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）
大阪ウェディング&ホテル･観光専門学校

学校法人コミュニケーションアート



学　歴
学校名

小 学 校

中 学 校

高等学校

専門学校

大 学

修業年数

年

年

年

年

年

年

入学年月／卒業年月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月           

※すでに「AO入学エントリーシート」をご提出された方は、記入の必要はありません。

※上記の内容を面接の際、参考にさせていただきます。

会　社　名 在　職　期　間 職　　種
※自国で就職した経験がある方のみ記入

School name

Elementary school

Junior high school

High school

Technical college

College / University

Ｄuration of Education Date of enrollment / Date of graduation

Academic background

自国での職歴
Employment history in home country

Period of employment Type of jobCompany name

あなたの将来の目標や学ぶことの目的を記入してください。Please write your future goal and the purpose of study. 

② 住所＆TEL

（　　　　）　　　　－

③ 職業（勤務先の名称）＆TEL

1．日本語のレベル

2．その他語学・技術の資格

3．学費はどのように負担しますか？

□ 本人負担　　□ 外国からの送金　　□ 奨 学 金　　□ 在日経費支弁者負担　　□ そ の 他

経費支弁者

① 氏　名

④ 年　収 ⑤ 学生との関係

Japanese Language Skill

In case of Self-finance,please write the information of guardian in the space of Financial Supporter below. 

Other Language and Technical Qualification

□ 日本語能力試験（ N1、N2、N3、N4、N5 / 1級、2級、3級、4級 ）
□ 日本留学試験の日本語科目　　　　　点
□ BJTビジネス日本語能力テスト　　　　　点
□ 現在、日本語学校で勉強しているレベル（初級・中級・上級）

Financial
Supporter

How do you plan to finance your education?

Self-finance

Name Home address & Phone number

Occupation,Place of employment & Phone number Annual income Relationship with the applicant

Remittance from abroad Scholarship Supporter in Japan Other

※本人負担の場合は、下の経費支弁者の欄に保護者の方の情報をご記入ください。

Yes
有　　 ・　　 無

No

※海外から出願される方へ
日本で、日本語学校以外の留学経験はありますか？
For Direct Overseas Applicants
Any Experience of Studying Abroad in Japan (Other than Japanese Language School) ？ 



AO入学エントリーシート

性　別 生年月日

男 ・ 女 　　年　　　月　　　日生

現 住 所
〒      　　 -

在籍学校名

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

日本語学校名 在籍期間

在籍期間

在籍期間

専門学校名

大学･
短期大学名

受付日 ＡＯ入学選考日 受験番号

※太ワクの中のみボールペンでご記入ください。（消せるペンは不可）

志望校

志望学科
科 ワールド 専　攻

コース

※電話をお持ちでない方は、ご記入頂かなくて結構です。

Sex

Male Female

Date of Birth

Current Address

Name of Japanese
 Language School

Name of
Technical College

Name of University
or College

メールアドレス
Email address

Name of school at which
you are currently enrolled

Preferred department

AO Enrollment Registration Sheet

Please use a pen to fill out the sections outlined in bold.  （Please do not usea pen that can be erased.）

You do not need to fill this out if you do not have a phone.

Enrollment Period

Enrollment Period

Enrollment Period

Resident Card Number
在留カード番号

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）
Current Visa Valid UntilStudent Visa Other

（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル･観光専門学校より校名変更）

国　籍
Nationality

電　　話（　　　　　）　　　携帯電話 （　　　　　）　　
※

Telephone NumberMobile Phone Number

フ リ ガ ナ

アルファベット
（パスポート表記）

漢 字 名
Name



プレゼンテーションシート

あなたの長所や本国で学んだこと、
あるいは取得した資格がありましたら記入してください。

※ボールペンでご記入ください。

※取得した資格のある方は、資格の証明書のコピーを添付していただいても結構です。

あなたの将来の目標や学ぶことの目的を記入してください。



　　　　　年　　　月　　　日

志願者氏名

国　 　籍 生 年 月 日 年　　　月　　　日生

在 籍 期 間　　　　　年　　　月～　　　年　　　月 （予定）　　　　　　　　　年　　月　　日　修了 （見込）

記

※本人について特記事項をご記入ください。

学業に関する所見

人物に関する所見

その他

受付番号
※

※太ワクの中は記入しないこと。

志望学科
専攻・コース 科

専　攻
コース

□ OCA　□ 大阪ＥＣＯ　□ OSM　□ DA　□ ＯＡＳ　□ ＢＡＣ
□ 大阪キャリナリー　□ 大阪ウェディング　□ 京都医健

推　薦　書

学 校 名

校 長 名 印

所 在 地 TEL　　　　（　　　）

進路指導担当者氏名

下記の者は貴校の入学者として適当であると、責任をもって推薦いたします。 

□ 指定校推薦　　　□ 日本語学校推薦
（推薦方法に□印を入れてください。）

（志望する学校名に□印を入れてください。）志 望 校

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

学校長　殿

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）
大阪ウェディング&ホテル･観光専門学校

学校法人コミュニケーションアート



201９年度「推薦入学」基準についてのお願い

201９年度学生募集要項中「推薦入学」の基準を下記のとおり決定いたしましたので、
ご了承の上、多数ご推薦賜りたくお願い申し上げます。

記

1. 「指定校推薦」の場合は、出席率が80％以上の者。「日本語学校推薦」
　　の場合は、出席率が９０％以上の者。

2.　自分が進みたい分野に、情熱を持って努力できる者

3.　日本語の能力が、本校の勉学に支障ないと判断される者

※併願での推薦入学は認めておりません。

日本語学校長殿
進路指導責任者殿

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

学校法人コミュニケーションアート

学校法人コミュニケーションアート

学校長

学校法人コミュニケーションアート

（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）
大阪ウェディング&ホテル･観光専門学校

学校法人コミュニケーションアート



留学生受験票 ※太ワク内のみ記入

受験番号

フリガナ

氏　　名

志望の学科
及びコース･
専攻をご記
入ください。

選 考 日

集合時間

性別 電話番号

男
・
女

（　　　　）　

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　

　時  　　  分

※当日この受験票を持参してください。当日都合の悪い方はご連絡ください。
各校の地図は募集要項裏面をご覧ください。

大阪スクールオブミュージック専門学校
大阪市西区新町1-18-22 TEL:0120-121-806

大阪ダンス＆アクターズ専門学校
大阪市西区新町1-18-10 TEL:0120-121-604

放送芸術学院専門学校
大阪アニメーションスクール専門学校
大阪市北区天満橋1-5-9 TEL:0120-230-840

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校
大阪市西区新町1-32-1  TEL:0120-141-807

面接会場は下記○印にて行います。

例

OCA、大阪ECO、OSM、DA、BAC、OAS、大阪キャリナリー、
大阪ウェディング、京都医健のそれぞれの
学科･専攻･コースはP15～P28をご参照ください。

留学生受験票の書き方

切
り

取
り

線
切

り
取

り
線

切 り 取 り 線切 り 取 り 線

専攻

コース

科

科

[   　　　　　　　　　]ＡＯ入学・指定校推薦・日本語学校推薦・
一般選考（ 専願・併願 ）・編入学 

受験票は太ワク内のみを記入してください。

太ワク内のみ
記入して
ください。

志望校に
必ず○印を
入れて
ください。

選考料領収印

京都医健
専門学校

京都市中京区衣棚町51-2
TEL:0120-448-808

OCA
大阪ＥＣＯ

OSM/DA
ＢＡＣ/OAS
大阪キャリナリー/
大阪ウェディング/
京都医健

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
大阪市西区北堀江2-9-14 TEL:0120-947-511

OCA大阪デザイン&IT専門学校
大阪市西区北堀江2-4-6  TEL:0120-121-807
（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
大阪市西区北堀江2-4-6 TEL:0120-947-718
（2014年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

OCA大阪デザイン＆IT専門学校（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）・大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校・
大阪スクールオブミュージック専門学校・大阪ダンス＆アクターズ専門学校・放送芸術学院専門学校・大阪アニメーションスクール専門
学校・大阪キャリナリー製菓調理専門学校・大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光
専門学校より校名変更）・京都医健専門学校では、個人情報（住所・氏名・電話番号などの個人を識別できる情報）保護にあたって適切な
管理体制にもとづき取り扱っております。なお、出願書類に記載された個人情報は、資料送付、その他ご案内の連絡のためにのみ使用
させていただきます。個人情報に関する取り組みは継続的に見直し、改善・向上をはかります。

出願に関する個人情報の取り扱いについて

お問合わせ先

《OCA大阪デザイン＆IT専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪スクールオブミュージック専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪ダンス＆アクターズ専門学校 個人情報保護委員会》

TEL：06-6536-7171

TEL：06-6536-7161

TEL：06-6536-7273

※2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更

TEL：06-6536-7181

《放送芸術学院専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪アニメーションスクール専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪キャリナリー製菓調理専門学校 個人情報保護委員会》

《大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校 個人情報保護委員会》

《京都医健専門学校 個人情報保護委員会》

TEL：06-6242-5050

TEL：06-6242-5220

TEL：06-6533-0141

TEL：06-6536-5121

TEL：075-257-6507

※2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更

京都医健
専門学校

京都市中京区衣棚町51-2
TEL:0120-448-808
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●試験当日は、清楚な服装で受験してください。
●開始15分前には集合してください。
●受験票と筆記用具をご持参ください。
●合否は郵送にてお知らせいたします。
　電話によるお問合わせには一切お答えできません。
●住所変更届・保証人変更届は直接来校して学校所定の
用紙を使用してください。

入学試験当日の諸注意

0120-191-806
〈携帯・PHSからも通話できます〉

お問合わせ 滋慶国際交流COM
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滋慶国際交流COM

大阪ダンス＆アクターズ専門学校
大阪スクールオブミュージック専門学校

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

大阪キャリナリー製菓調理専門学校

日
航
ホ
テ
ル

日
航
ホ
テ
ル

学校法人コミュニケーションアート

〒550-0013  大阪市西区新町1-32-1
http://www.osaka-eco.ac.jpホームページ

http://osaka-eco.ac.jp携帯ホームページ

info@osaka-eco.ac.jpEメール

動物・海洋・環境保護

〒550-0013  大阪市西区新町1-18-22
http://www.osm.ac.jpホームページ

http://osm.ac.jp携帯ホームページ

osminfo@osm.ac.jpEメール

ミュージシャン・作曲・コンサート・映画
学校法人コミュニケーションアート 学校法人コミュニケーションアート

〒550-0013  大阪市西区新町1-18-10
http://www.da-osaka.ac.jpホームページ

http://da-osaka.ac.jp携帯ホームページ

info@da-osaka.ac.jpEメール

ダンス･俳優･声優

〒530-0042  大阪市北区天満橋1-5-9
http://www.bac.ac.jpホームページ

http://bac.ac.jp携帯ホームページ

info@bac.ac.jpEメール

テレビ・放送・映画・タレント

〒530-0042  大阪市北区天満橋1-5-9
http://www.oas.ac.jpホームページ

http://oas.ac.jp携帯ホームページ

info@oas.ac.jpEメール

アニメ・声優・イラスト・マンガ

〒550-0014  大阪市西区北堀江2-9-14
http://www.culinary.ac.jpホームページ

http://culinary.ac.jp携帯ホームページ

info@culinary.ac.jpEメール

製菓・製パン・カフェ・調理
学校法人コミュニケーションアート

放送芸術学院専門学校
大阪アニメーションスクール専門学校

〒604-8203  京都市中京区衣棚町51-2
http://www.kyoto-iken.ac.jpホームページ

http://kyoto-iken.ac.jp携帯ホームページ

info@kyoto-iken.ac.jpEメール

スポーツ・医療・美容

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）
大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

〒550-0014  大阪市西区北堀江2-4-6

デザイン･マンガ･イラスト･IT･ゲーム･アニメ･CG

http://www.oca.ac.jpホームページ

http://oca.ac.jp携帯ホームページ

ocainfo@oca.ac.jpEメール

（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

〒550-0014  大阪市西区北堀江2-4-6
http://www.jikei-hospitality.ac.jpホームページ

http://jikei-hospitality.ac.jp携帯ホームページ

info@jikei-hospitality.ac.jpEメール

ブライダル・ホテル・観光・エアライン

大阪ウェディング&ホテル･観光専門学校
（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

ミニストップ
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2019学生生活サポート

本校では留学生の皆さんに安心して勉強していただけるよう、出願のこと、学費のこと、住宅相談や生活のことなど、専門の担当者が
いつでも皆さんの相談に応じます。気軽にお尋ねください。
For international students interested in studying at our schools, the Jikei COM International Center is always available to answer your questions regarding 
applications, tuition, housing, and daily living to help you realize your dreams. Please don't hesitate to contact us.
为了使留学生可以安心学习、生活，学校配备专门的担当人员，随时为你提供报名、学费、住房、生活各方面的咨询服务。
爲了讓留學生能夠安心學習，本校設有專屬職員，爲大家提供報名，學費，住房，生活等各方面的諮詢服務。歡迎大家隨時諮詢。

     ,     , ,    ,      .   .

留学生のための総合窓口・滋慶国際交流COM
Jikei COM International Center / 滋庆国际交流中心 / 滋慶國際交流中心 /

学生生活の悩みや不安があった時は、気軽に相談下さい。秘密厳守なので安心して相談できます。
Please feel free to attend the professional counselling center (Student Service Center) in the school when you need any advices and guidance.
对生活、学习、人际关系等感到不安或有问题时、可以随时和专门的心理医师相谈。我们一定会保守秘密、请放心。
對於生活，學習人際關係等感到不安或有問題時，可以諮詢學校的專門心理醫生。內容會做到絕對的保密，大家可以放心諮詢。

困ったときの総合窓口・スチューデントサービスセンター（SSC）
Student Service Center / 有困难时的咨询窗口·学生服务中心 / 有困難時的咨詢窗口·學生服務中心 / ・

まだまだ勉強したい！いつまでもやりたい！そんなやる気のあるあなたのために、24時間（曜日指定）、
校内の施設･設備を開放しています。（OCA・ＯSM・DAのみ）
We encourage all students for making full use of the school facilities. We open 24 hours for all students. * (close certain day). (Only OCA・OSM・DA)
还想要继续学习！无论何时都想努力去拼搏！为了如此充满奋斗精神的你，校内的设施、设备，24小时（指定日）开放。(仅限OCA･OSM･DA校舍)

・ ・ ・
還想要繼續學習！無論何時都想努力去做！為了如此幹勁滿滿的你，校內設施、設備24小時（指定日)開放(僅限OCA･OSM･DA校舍)

24時間校内の施設･設備を開放
School facilities available for use 24 hours! / 24小时开放校内设施，设备 / 24小時開放校內設施設備 / 24   ·  

本校は学生寮を設けていますが、更に長年学校とつながりのある不動産会社を紹介し、安心して暮らせる学生生活のサポートを行います。
Our school has dormitories, and we are affiliated with a real estate company of which we have had long relationship in order to safely support youschool life.
本校设有学生宿舍，另外也可介绍与学校长年合作的房屋中介公司，帮助大家能够安心度过学生生活。
本校設有學生宿舍，另外也可介紹與學校長年合作的房屋中介公司，幫助大家能夠安心度過學生生活。

寮や民間住宅の紹介について
About dormitories or help to find accommodations / 关于学生会馆和民间住宅的介绍 / 關於學生會館和民間住宅的介紹 /      

滋慶学園グループでは、楽しく充実した学生生活を日頃より“健康な体”で送っていただくために、滋慶学園グループの校医である
慶生会クリニックが入学から卒業まで学生のみなさまの健康をサポートいたします。
The Jikei Gakuen Group supports the health and welfare for all students during their studying period.
滋庆学园教育集团为了让大家以健康的体魄度过愉快，充实的学生生活，滋庆学园教育集团的校医－庆生会诊疗所支持大家从入学到毕业的健康。
滋慶學園教育集團為了讓學生能夠以健康的身體度過快樂充實的學生生活，在校期間，滋慶學園教育集團的校醫，會在慶生會診療所支援學生們的健康。

慶生会クリニック
Keiseikai Clinic / 庆生会诊疗所 / 慶生診療中心 / 

留学生奨学金制度
Scholarship program for international students / 留学生奖学金制度 / 留學生獎學金制度 / 

学習成績・態度及び出席が特に良好であると認められる学生は、学校推薦により、例年、日本学生支援機構私費外国人留学生学習
奨励費、（財）ロータリー米山記念奨学金を受給しています。また本校は（財）共立国際文化交流奨学金財団の奨学金対象校です、
アジア諸国の国籍を持つ私費留学生は学校を通じ応募（学校推薦）可能です。
Students who achieve an especially high score, show a positive attitude and maintain high attendance at school usually receive a Monbukagakusho Honors 
Scholarship for Privately Financed International Students, and a Rotary Yoneyama Memorial Undergraduate Course Scholarship by school recommendation. 
We are also applicable for the Kyoritsu International Foundation, so if you are a national of an Asian country , you can apply for it through our school.
学习成绩·态度及出席状况等非常优秀的学生，经过学校推荐，可获得日本学生支援机构私费外国人留学生学习奖学金，（财团法人）扶轮社米山纪念奖学金。另外本校为（财团法人）共立国际文
化交流奖学金财团的奖学金申请学校，持有亚洲国籍的私费留学生，经过学校推荐后可通过本校申请该奖学金。
學習成績·態度及出席狀況等非常優秀的學生，經過學校推薦，可獲得日本學生支援機構私费外國人留學生學習獎學金，（財團法人）扶輪社米山紀念獎學金。另外本校爲（財團法人）共立國際文
化交流獎學金財團的獎學金申請學校，持有亞洲國籍的私費留學生，經過學校推薦後可通過本校申請該獎學金。

・

留学生特別奨学金制度
Special Scholarship program for international students / 留学生特别奖学金制度 / 留學生特別獎學金制度 / 

条件にあてはまる留学生に対して、奨学金として正規学費から減免いたします。入学時は一定条件（P9参照）を満たされた方に
適用、進級時は出席率80％以上の方に適用されます。

对于符合相应条件的留学生，以奖学金方式对正规学费进行减免。入学时符合第9页所定条件者，升级时出席率80%以上者适用学费减免的留学生特别奖学金制度。
對於符合相應條件的留學生，以獎學金方式對正規學費進行減免。入學時符合第9頁所定條件者，升級時出席率80%以上者適用學費減免的留學生特別獎學金制度。

International students who satisfy the conditions will have reduced expenses by way of a scholarship. When entering school, it’s applied to the students who 
satisfy the conditions of Page9, and when advancing to the next grade, it is applied to the students who attend 80% or more of the classes. 



●ＪＲ環状線、桜ノ宮駅西口出口徒歩9分
●ＪＲ東西線、大阪天満宮駅1番出口徒歩9分
●地下鉄谷町線･堺筋線、南森町駅3番出口徒歩10分

放 送 芸 術 学 院 専 門 学 校
大阪アニメーションスクール専門学校

●京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅 ６番出口より徒歩３分
●阪急電鉄京都線「烏丸」駅 22番出口より徒歩8分
●京阪電鉄本線「三条」駅 6番出口より西へ徒歩16分

京 都 医 健 専 門 学 校
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滋慶国際交流COM

大阪ダンス＆アクターズ専門学校
大阪スクールオブミュージック専門学校

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

大阪キャリナリー製菓調理専門学校

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

日
航
ホ
テ
ル

日
航
ホ
テ
ル

放送芸術学院専門学校
大阪アニメーションスクール専門学校

ミニストップ

●地下鉄四つ橋線、四ツ橋駅2番出口徒歩5分
●地下鉄御堂筋線、心斎橋駅3番出口徒歩10分
●地下鉄長堀鶴見緑地線、西大橋駅2番出口徒歩3分

●地下鉄長堀鶴見緑地線、西大橋駅3番出口徒歩5分
●地下鉄四つ橋線、四ツ橋駅4・６番出口徒歩7分
●地下鉄千日前線、西長堀駅2番出口徒歩7分

大阪スクールオブミュージック専門学校
大 阪ダンス＆アクター ズ専 門 学 校
大 阪 Ｅ Ｃ Ｏ 動 物 海 洋 専 門 学 校

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
（2018年4月大阪コミュニケーションアート専門学校より校名変更）

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
（2018年4月滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校より校名変更）

●地下鉄長堀鶴見緑地線、西大橋駅3番出口徒歩2分
●地下鉄四つ橋線、四ツ橋駅4番出口徒歩5分
●地下鉄御堂筋線、心斎橋駅3番出口徒歩10分 

大阪キャリナリー製菓調理専門学校

入学方法、学費、留学生活のこと等、お気軽におたずねください。

OCA ・ OSM ・ DA ・ 大阪ECO ・ BAC ・ OAS
大阪キャリナリー ・ 大阪ウェディング ・ 京都医健

留 学 生 専 門 相 談 窓 口

「滋慶国際交流COM」
̶ Jikei COM International Center ̶

フリーダイヤル ： 0120 -191- 806
（通話料が無料。携帯・PHSからも通話できます。）

住所 ： 〒550-0013　大阪市西区新町１－18－14  1F
TEL ： 06-6536-7351　FAX ： 06-6538-7772

海外からのお問合わせ
　 +81-3-5679-5644／　 E-mail : jcic@jikeicom.jp

http://www.jikei.asia/com/jp
（日本語・英語・中国語・韓国語で相談ができます。）

E-mail ： jcicosaka@jikeicom.jp


