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学校の特色や留学生支援制度・入試情報など
さらにくわしい情報を見ることができます！

調理師専門課程　上級技術学科（2年制）

ほうあいちょうりしせんもんがっこう

萠愛調理師専門学校

《体験入学随時受付中》
・少人数制で実習授業も充実しています。
・就職を希望した留学生は、毎年全員就職しています。
・通学生も利用可能な寮（宿泊設備）があります。

所在地 東京都八王子市 お問合せ フリーダイヤル ☎0120-592-760

技術者が創立した技術者のための学校

とうきょうでんきだいがく

東京電機大学

私たち東京電機大学は、知の継承と創生の担い手です｡
社会を構成する一員として、良き市民たる科学技術者を育て、社
会に輩出し、また研究成果を社会に還元して､科学技
術の健全な発展に取り組んでいます。

所在地 東京都足立区 お問合せ 国際センター ☎03-5284-5208

留学生受入50年！　日本最大級の自動車整備士養成校！

なかにほんじどうしゃたんきだいがく

中日本自動車短期大学

就職決定率100％！　200社以上が参加する学内企業説明会で
就職活動を完全バックアップ！　自動車専門用語やビジネスマナー
など留学生のための授業やサポートテキストも充実！
「日本で働く」夢が叶う学校です！

所在地 岐阜県加茂郡 お問合せ 広報課 ☎0120-500-885

創立１９００年　国際大学のパイオニア

たくしょくだいがく

拓殖大学

日本留学ＡＷＡＲＤＳ ２年連続「大賞」受賞。
豊富な種類の入試制度や留学生のサポートが強みです。
５学部１４学科ある総合大学。
（商学部・政経学部・外国語学部・国際学部・工学部）

所在地 東京都文京区 お問合せ 入学課 ☎０３-３９４７-７１５９

介護協同組合との連携で、100%就職を支援します！

所在地 大阪府東大阪市

お問合せ ☎06-6536-0110 ※中国語・ベトナム語・英語 対応可

ひがしおおさかだいがく・ひがしおおさかだいがくたんきだいがくぶ

東大阪大学・東大阪大学短期大学部

本学の介護福祉学科は11カ国の学生が在籍する国際的な環
境です。介護現場のニーズに対応するための日本語授業や国
家試験対策の授業も充実しており、国際化する介護業界で活
躍する介護福祉士を養成します。大阪府社会福祉協議会の「介
護福祉士修学資金貸付制度」があり、最大168万円を借りるこ
とが可能です。卒業後、大阪府内の社会福祉施設等で5年間
継続して勤務すると、無利子で返済免除になります。
（※詳細はお問合せください）

卒業後は、就職または大学３年次編入の選べる進路！

所在地 大阪府大阪市

お問合せ 入試事務局 ☎06-６３５８-１８０１

かんさいけいりせんもんがっこう

関西経理専門学校

関西経理専門学校で学んだ後は、日本や母国での就職。
または、大阪学院大学への３年次編入学が可能！
【募集学科・コース】２年制（４月入学）
①経理専門学科（経営コース）
②経営学科（経営コース・経営情報コース）
【入学金・学費】受験料無料（０円）！
入学時最少納付金35万円（入学金・学費の一部）
※日本語や在留資格更新サポートあり

16学部21研究科で36,000人が学ぶ総合大学

りつめいかんだいがく

立命館大学

世界71カ国・地域から2,755人の留学生が集う。文部科学省
「スーパーグローバル大学」採択校。全16学部で留学生受入れ。
日本留学AWARDS（日本語学校の教職員が選ぶ留学
生に勧めたい進学先）8年連続入賞。

所在地 京都府京都市・大阪府茨木市・滋賀県草津市 お問合せ 入学センター  r-yokoso@st.ritsumei.ac.jp

【応用日本語学科】 もっと日本語を学ぼう！

へいせいいりょうがくえんせんもんがっこう

平成医療学園専門学校

日本語学校を卒業後、「まだもうちょっと日本語を勉強したい」、
「試験には合格したけど、会話に自信がない」そんな留学生の皆さ
んのための、「応用日本語学科」です。
もう一段上の日本語力をHEISEIで！

所在地 大阪府大阪市 お問合せ ☎06-6450-8700

ＮＳＧの大学４校と専門学校３４校が夢をサポート

がっこうほうじんにいがたそうごうがくいん／こくさいそうごうがくえん じぎょうすいしんぶ こくさいじぎょうか とうきょうじむしょ

学校法人新潟総合学院／国際総合学園 事業推進部 国際事業課 東京事務所

アニメマンガ学部を持つ『開志専門職大学』や食を体系的に学べ
る『新潟食料農業大学』等の特色ある大学と、日本での就職にこ
だわり徹底的にサポートする３４の専門学校が留学生
の方々をお待ちしております。

所在地 東京都千代田区 お問合せ 東京事務所 ☎03-5288-5010
新潟本部　 ☎025-227-6335

JLPT・EJU・日本語教育専門書店

かぶしきがいしゃ ぼんじんしゃ

株式会社 凡人社

JLPT（日本語能力試験）・EJU（日本留学試験）の問題集や日本
語の勉強に関する専門書店です。留学生の皆さんの役に立つ本
がたくさんあります。ぜひ一度遊びに来てください。
メールでのお問合せ ➡ kojimachiten@bonjinsha.co.jp

所在地 東京都千代田区 お問合せ ☎03-3239-8673

きみの可能性を、見逃さない。

はごろもこくさいだいがく

羽衣国際大学

●学生と教職員の距離が近い
●少人数ゼミ制度で安心の学び
●JLPT等資格取得を徹底的にサポート
●一人ひとりの顔と成長が見える就職・進学支援

所在地 大阪府堺市 お問合せ 入試センター ☎072-265-7200

OICでITを学び、未来のトビラをひらこう

せんもんがっこう おかやまじょうほうびじねすがくいん

専門学校 岡山情報ビジネス学院

OICでは、プログラム系、Web系、制御系、CAD系の4分野のIT
エンジニアとして、日本で働くことを目指します。みなさんが安心
して学び、夢が実現できるように、学校生活から就労
VISA取得までを、教師がサポートしていきます。

所在地 岡山県岡山市 お問合せ ☎086-224-2579

34カ国からの留学生1,000名 × 日本人学生 2,800名*が学ぶ

ECCこくさいがいごせんもんがっこう

ECC国際外語専門学校

多数の専門分野（大学・大学院進学、ビジネス、ホテル、英語、
ゲーム、CG、IT、Web 等）が学べる総合学園です。 
日本人学生と交流する機会もたくさんあり、
高い進学・ 就職実績が特長です。*2019年～2020年度実績

所在地 大阪府大阪市 お問合せ ☎0120-644-882（日本国内通話無料）

文科省 「スーパーグローバル大学創成支援」 採択校！

かんせいがくいんだいがく

関西学院大学

関西学院大学には、3つのキャンパスに14の学部があり、2万人
を超える学生が学んでいます。卒業生5,000人以上の実就職ラ
ンキング全国１位。授業料減免や奨学金、就職ガイダ
ンスなど留学生への支援体制が充実しています。

所在地 兵庫県 西宮市・三田市 お問合せ 国際教育・協力センター ☎０７９８-５１-０９５２
（入試担当）

かんさいだいがく

関西大学

135年の歴史をもち、約３万人の学生が学ぶ関西屈指の総合私
立大学です。留学生のための日本語サポートプログラムや就職サ
ポートも充実。2021年「日本留学AWARDS」私立大
学理工系部門入賞！

所在地 大阪府吹田市 お問合せ 入試センター ☎06-6368-1121（大代表）

大阪で学ぶ × 文理13学部 × 手厚い就職サポート

世界で活躍するエンジニアになろう！

とうきょうこうかじどうしゃだいがっこう／とうきょうてくにかるかれっじ

東京工科自動車大学校／東京テクニカルカレッジ

自動車・バイク・IT・AI・ゲーム・Web・建築・インテリア・環境・
バイオが学べます。オリジナルの授業システムで、高度な技術が
身につき、約１２０社の小山学園後援会企業のバック
アップもあり有名企業への就職が可能です。

所在地 東京都中野区 他 お問合せ ☎０１２０-１９６９-０４

進学対策アドバイス
し ん  が く た い さ く

大学・専門学校 出願方法マニュアル
だい がく   せんもん がっこう  しゅつがんほうほう

志望理由書の書き方
し  ぼう り ゆうしょ　　  か       かた

面接試験　5つのポイント
めんせつ し けん

日本留学試験（EJU）について
に  ほんりゅうがくしけん

あなたの“知りたい”が見つかる！
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にゅうがくがんしょ　  　 か
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入学願書を書いてみよう！

書き方の3つのポイントをわかりやすく解説！

「志望理由書」は自分をアピールする最初のチャンス。
合格できる「志望理由書」を参考にしてみよう！
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留学生が知っておくべき面接の基礎知識を解説！
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資料請求をする
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説明会・オープンキャンパスに参加する
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各種試験を受ける（EJU・JLPT・TOEFL など）
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 ごう かくはっぴょう

合格通知書や各学校

の公式WEBサイトま

たは専用サイトなど
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がっ  こう　　   こう しき　　　　　　　　　　　　　　 しら
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入 学

入 学

入 学

国
公
立
大
学

私
立
大
学

専
門
学
校

オープンキャンパス（open campus）

第1回 JLPT
だい　 かい

出願開始→受験開始→結果発表→入学手続き（※学校によって出願時期が異なる・基本的に前期と後期の2回ある）

オープンキャンパス（open campus）

オープンキャンパス（open campus）

出願書類準備
しゅつがんしょるいじゅんび

しゅつがんかいし　　 じゅけんかい し　 　 けっかはっぴょう　   にゅうがくてつづ

出願書類準備
しゅつがんしょるいじゅんび

しゅつがんかいし　　 じゅけんかい し　 　 けっかはっぴょう　   にゅうがくてつづ　　　　  がっこう　　　　　　  しゅつがん じ  き　　  こと　　　　　   き  ほんてき　　ぜん  き　　 こう き　　　　かい
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