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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！

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

経済学部　商学科

にほんけいざいだいがく　こうべさんのみやきゃんぱす

日本経済大学　神戸三宮キャンパス

・会計財務コース・国際流通ビジネスコース・ホテル観光ビジネスコース
N3レベル(筆記試験免除制度あり)推薦入試(入学金免除)。
少人数クラス担任制。就職活動は個別支援。
起業したい学生を積極的に応援。奨学金制度多数あり。

所在地 兵庫県神戸市 お問合せ 入試事務局 ☎078-265-6111

好きなことを武器にする！

おおさかそうごうでざいんせんもんがっこう

大阪総合デザイン専門学校

「技術力」「創造力」「実践力」「人間力」を基本理念に、社会で必要
とされるデザイナー・クリエイターをさまざまな業界に輩出して
います。ジブンの「好き」から将来を考え、ジブンの職
業へとつなげていきましょう。

所在地 大阪府大阪市 お問合せ 学生部 ☎06-6376-2100

“さあ見つけよう、踏み出そう、君の一歩”

おおさかこくさいだいがく

大阪国際大学

最寄駅から約８分に位置する利便性の高いキャンパスに、学生生
活をサポートする充実した施設を用意。１年次から日本での就職
活動についての説明会を実施し、カウンセラーによる
細やかな就職支援を行っています。

所在地 大阪府守口市 お問合せ 国際交流課 ☎06-6907-4306

専門学科、留学生限定学科、大学院と選べる進路！

こうべでんしせんもんがっこう／こうべじょうほうだいがくいんだいがく

神戸電子専門学校／神戸情報大学院大学

IT、ゲーム、CG、アニメ、デザイン、Webなどを日本人と学ぶ専
門学科（Ｎ２レベル）、日本語とビジネスを学ぶ留学生限定学科（Ｎ
３レベル）、高度ICT人材を目指す大学院（Ｎ１相当）を
設置。内部進学も可能！

所在地 兵庫県神戸市 お問合せ 入学事務局 ☎0120-449-467

長年のジャズ教育とテクノロジーで夢を仕事に

こうべ・こうようおんがくあんどだんすせんもんがっこう

神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校

世界最高峰の音楽大学であるバークリー音楽大学の提携校とし
て認定されています。本学で学ぶカリキュラムは、バークリーに
入学する際には編入単位として認められ、その他にも
音楽業界の仕事をめざす多様なコースを設置。

所在地 兵庫県神戸市 お問合せ 入学事務局 ☎0120-117-540

コンピュータで創造力を仕事にする学校です！

おーしーえーおおさかでざいんあんどてくのろじーせんもんがっこう

OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校

OCAには留学生も多数在籍し、現在も日本のIT・ゲーム・CG・
アニメ・マンガ・デザイン業界で活躍しています。
入学から卒業まで専任スタッフが一人ひとり対応し、
日本で夢を叶えるサポートをしています。

所在地 大阪府大阪市 お問合せ 入学相談室 ☎0120-121-807

※2023年4月
　OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校より
　校名変更予定

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

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 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）

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

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

日本のおもてなしの心を学び、観光業界で働こう！

ほすぴたりてぃ つーりずむせんもんがっこうおおさか／おおさかぶらいだるせんもんがっこう／おおさかほてるせんもんがっこう

ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪／大阪ブライダル専門学校／大阪ホテル専門学校

開校以来、観光・ブライダル業界で働く人材を送り出し続けてき
ました。業界で活躍する卒業生たちが築き上げた信頼は業界屈指
のブランド力となっています。授業料 最大130万円
減額！　充実した経済サポートが多数あり！

所在地 大阪府大阪市 お問合せ 入学相談室 ☎0120-550861

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）

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 ➡ yyoshida@bonjinsha.co.jp

所在地 大阪府大阪市 お問合せ ☎080-3022-0667

PROFESSIONAL FOR THE FUTURE

所在地 京都府久世郡

お問合せ 学務部広報課 ☎0120-55-3723

日本の技術と働くための対応力を備えた人財になるために
「技術のNISSAN」で学ぶ。
N4 ～ N3レベルでOK！（国際自動車整備科3年コース）
国家2級整備士最短取得（自動車整備科２年コース）
学生寮完備！　学費&寮費の分納制度有！

せんもんがっこう にっさんきょうとじどうしゃだいがくこう

専門学校 日産京都自動車大学校
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

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！
し   　　　　　　　　　　　　　　　  み

にゅうがくがんしょ　  　 か

か　　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい せつ
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！

し   ぼう  り   ゆう しょ　　　　 じ  ぶん　　　　　　　　　　　　　　　さい しょ

ごう かく　　　　　　　　  し   ぼう  り   ゆう しょ　　　  さん こう　

よく聞かれる質問を解答例付きで徹底アドバイス！
留学生が知っておくべき面接の基礎知識を解説！

き　　　　　　　しつ もん　　  かいとう   れい  つ　　　　　てっ てい

りゅうがく せい　     し　　　　　　　　　　　　　 めん せつ　      き    そ    ち   しき　　  かいせつ

EJUのすべてがわかる⁉ 大学進学を志す留学生は必見！
点数UPテクニックを解説！

だい がく しん がく　 こころざ　 りゅうがく せい　　  ひっけん

てん  すう　　　　　　　　　　　　　　　　かい せつ

QRコードを読み込んで
さらにくわしい情報をゲット！
QRコードを読み込んで
さらにくわしい情報をゲット！

じょう    ほう

よ　　　　　　　こ

中文
Tiếng Việt
English

がん　 しょ       き      にゅうがん　 しょ       き      にゅうがん　 しょ       き      にゅう

こ  じんじょうほう　　　 　き にゅうこ  じんじょうほう　　　 　き にゅうこ  じんじょうほう　　　 　き にゅう
願書記入

（個人情報など記入）
願書記入

（個人情報など記入）
願書記入

（個人情報など記入）

出願前～入学までの流れ
しゅつ がん   まえ　　　 にゅう  がく　　　　　　　　    なが

しゅつがんしょるい　　　じゅんび　　　 
じぜん　　　　  とうろく　　がっこうあり　　 がっこう　　　　　　　  ひつようしょるい　 こと

出願書類の準備 ＊事前WEB登録の学校有 ＊学校によって必要書類は異なる
しゅつがんしょるい　　　じゅんび　　　 

じぜん　　　　  とうろく　　がっこうあり　　 がっこう　　　　　　　  ひつようしょるい　 こと

出願書類の準備 ＊事前WEB登録の学校有 ＊学校によって必要書類は異なる
しゅつがん　　　　にゅうがく　　　　　　　なが

　　　　　　　　　　　　　　　 なが                     　　がっこう                     しょうさい　 こと

出願から入学までの流れ ＊おおまかな流れのため、学校によって詳細は異なる
しゅつがん　　　　にゅうがく　　　　　　　なが

　　　　　　　　　　　　　　　 なが                     　　がっこう                     しょうさい　 こと

出願から入学までの流れ ＊おおまかな流れのため、学校によって詳細は異なる

□ 最終学歴の卒業証明書/成績証明書
□ 経費支弁者関係の書類（親子関係証明書、残高証明書） など
＊ 日本語or英語（日本語翻訳必要）

さいしゅうがくれき　  そつぎょうしょうめいしょ　せいせきしょうめいしょ

けい ひ    し  べん しゃかんけい　    しょるい　おや  こ  かん けいしょうめいしょ  ざんだかしょうめいしょ

 に  ほん  ご　　　 えいご　　 に  ほん  ご   ほんやく ひつよう

  ぼ   こく　　  しょるい

母国の書類

□ 日本語学校の成績証明書　□ 出席証明書
□ 卒業見込み証明書（修了見込み証明書）
□ 推薦書 など

 に  ほん  ご   がっこう　　 せいせきしょうめいしょ　　  　　しゅっせきしょうめいしょ

そつぎょうみ   こ　　  しょうめいしょ  しゅうりょうみ こ　　  しょうめいしょ

すいせん しょ

  に  ほん  ご  がっこう

しょるい
日本語学校の
書類

□ 語学能力証明書（EJU・JLPT・TOFEL/TOEIC など）
□ パスポート・在留カードの写し　□ 健康保険証の写し
□ 顔写真（3か月以内）　□ 住民票の写し など

ごがくのうりょくしょうめいしょ

　　　　　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　　 うつ 　　　　　　　 けんこう  ほけんしょう　   うつ

 かおじゃしん　　　　  げつ  い  ない  　　　　　じゅうみんひょう    うつ

  こ  じん　    かん

しょるい
個人に関する
書類

じゅ     けん    ひょうじゅ     けん    ひょうじゅ     けん    ひょう

ゆう   びん　　   うけ   とりゆう   びん　　   うけ   とりゆう   びん　　   うけ   とり
受験票を
郵便で受取
受験票を
郵便で受取
受験票を
郵便で受取

せん   ようせん   ようせん   よう

しゅつ    がん     とう     ろくしゅつ    がん     とう     ろくしゅつ    がん     とう     ろく

こ  じんじょうほう　　　 にゅうりょくこ  じんじょうほう　　　 にゅうりょくこ  じんじょうほう　　　 にゅうりょく

専用サイトで
出願登録

（個人情報など入力）

専用サイトで
出願登録

（個人情報など入力）

専用サイトで
出願登録

（個人情報など入力）

インターネット
出願

インターネット
出願

インターネット
出願
しゅつ    　がんしゅつ    　がんしゅつ    　がん

じゅ けんひょう　 ゆう びん　　うけ とりじゅ けんひょう　 ゆう びん　　うけ とりじゅ けんひょう　 ゆう びん　　うけ とり

せん よう　　　　　　　　　  いんさつせん よう　　　　　　　　　  いんさつせん よう　　　　　　　　　  いんさつ

受験票を郵便で受取
または

専用サイトから印刷

受験票を郵便で受取
または

専用サイトから印刷

受験票を郵便で受取
または

専用サイトから印刷

書類出願
しょ      　るい   　しゅつ    　がん

出願前 受験する学校について調べよう！
しゅつがんまえ　

じゅけん　　　 がっこう　　　　　　  しら

出願前 受験する学校について調べよう！
しゅつがんまえ　

じゅけん　　　 がっこう　　　　　　  しら

入学手続き
がく  ひ　　　 し はら　　　　　  ごう

かくはっぴょう　　　　　 しゅうかんい

ない　　 き  げん

いっぱんてき

にゅうがく  て   つづ

学費の支払いは、合

格発表から2週間以

内を期限とするのが

一般的です。

受験
 し  けん　　 う

　　　 し  けん　　　　　  こと

じゅけん

試験を受けます。

（時期や場所、内容

は、試験ごとに異なり

ます）

　　じ　 き　　　   ば   しょ    ないよう

出願書類の郵送

ゆうそう　　　ひつよう　　 しょるい

しゅつがんしょ るい　　ゆう  そう

受験料の納入
じゅけんりょう　　のうにゅう

郵送が必要な書類は

送り、受験料を納入

しましょう。

（どちらも期限厳守!）
 　　　　　　　　 き  げんげんしゅ

おく　　　じゅけんりょう　 のうにゅう

学校の公式WEBサイトで調べる
がっ  こう　　   こう しき　　　　　　　　　　　　　　 しら

資料請求をする
  し  りょうせいきゅう

説明会・オープンキャンパスに参加する
 せつ めい かい　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   さん   か

各種試験を受ける（EJU・JLPT・TOEFL など）
 かく しゅ   し   けん　      う

お金の準備をする（受験料・入学金 など）
        かね　   じゅん  び　 　　　　　　　 じゅ  けん りょう　 にゅうがくきん　

受験対策をする（面接練習・模擬試験 など）
 じゅ けん たい  さく　　　　　　　　 めん せつ れんしゅう　   も    ぎ    し   けん

STEP 1STEP 1 STEP 2STEP 2 STEP 3STEP 3

学校情報
収集

 がっ  こう じょうほう

しゅうしゅう

受験準備
じゅ  けん じゅん  び

パターン
2

パターン
1

合格発表
ごうかくつう  ち しょ　　かくがっこう

　　　　 せんよう

　　はっぴょう

 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

で発表されます。

　　こうしき

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

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

ＡＯ入試（Admissions Office）出願開始→仮合格　 本出願書類の提出→合格
にゅうし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅつがんかいし　　 かりごうかく   　 ほんしゅつがんしょるい  ていしゅつ　  ごうかく

一般出願開始→受験開始（随時※学校により受験回数異なる）→結果発表→入学手続き
いっぱんしゅつがんかいし　　 じゅけんかい  し　 ずい じ 　　 がっ こう　　　　  じゅけんかいすうこと　　　　　　   けっかはっぴょう　  にゅうがくてつづ

第1回 EJU
だい　 かい

第2回 JLPT
だい　 かい

第2回 EJU
だい　 かい

出願開始→受験開始→結果発表→入学手続き

進学準備のためのスケジュール
し ん  が く じゅん  び

こっ こう  りつ  いがく　     し    りつ  だい がく

せん もん がっ  こう
国公立大学・私立大学・
専門学校で、それぞれ
スケジュールが異なります。
しっかりチェックしよう！

こと

試験日：11月13日（日） 試験日：12月4日（日）試験日：7月3日（日）試験日：6月19日（日）

自分の勉強したいことをみつけよう！
じ　   ぶん　　　　   べん   きょう

中文 / Tiếng Việt / English

留学生に人気の進学先・分野 ランキング
りゅう  がく  せい　　　 にん     き　　　   しん  がく   さき　　　ぶん   や

大学・短期大学
だい　　 がく　　　　　たん 　　き  　　だい 　  がく

文系
ぶん けい

人文科学
じん  ぶん    か     がく

（外国語・文学・心理学など）
がいこくご　ぶんがく　しんりがく

理系
り  けい

学科
がっか

専門学校
せん　　もん　　がっ　　こう

36.1%

社会科学
しゃ  かい    か     がく

（経済学・経営学・商学など）
けいざいがく  けいえいがく しょうがく

29.3%

芸術
げい じゅつ

（美術・デザイン・音楽など）
びじゅつ　　　　　　　　 おんがく

4.7%

工学
こう   がく

（情報・通信・電子工学など）
じょうほう つうしん　でんしこうがく

14.9%

保健
ほ     けん

（医学・薬学・介護学など）
いがく　やくがく　かいごがく

2.1%

文化教養
ぶん　 か   きょう よう

（デザイン・アニメ・ファッションなど）

28.2%

工業
こう ぎょう

（IT・情報・自動車など）
じょうほう  じどうしゃ

20.3%

商業実務
しょうぎょう じつ    む

（ビジネス・語学・経営など）
ごがく　けいえい

15.4%

参考資料：JASSO 『2020（令和2）年度外国人留学生在籍状況調査結果』／㈱三菱総合研究所 『令和2年度 専修学校におけるグローバル化対応に係る実態調査報告書』

発行：株式会社アイビック
QRコードからアクセス！

りゅう　　　　がく　　　　せい しん　　　　がく　　　　じゅん　　　　び き　　　　　　そ　　　　　ち　　　　しき

しんちゃん しゅうちゃん

2022
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めざせ！
合格！

めざせ！
合格！
ごう　  かく


