
EVENT GUIDE
学校説明会

個別相談・学校見学は随時受付中です！

さらに詳しい資料を無料でお届けします。

12：30受付開始 13：00～16：00

12：30受付開始 13：00～16：00

18：00受付開始 18：30～20：00

イベントはすべて
予約が必要です

2021年度 入学案内書 データブック 2020

留学生に
 おすすめ！

［10：00～17：00］日曜・祝日及び年末年始は除く

オープンキャンパス

5月 17（日）・31（日）

4月 25（土）

7月 5（日）・25（土）

8月

9月 6（日）

10月 18（日）

11月 15（日）

17（日）1月
2021

14（日）2月
2021

10月 21（水） 11月 12月18（水） 9（水）

　いつもの学校説明会とは違う、スペシャルイベント。体験授業やホテル・
ブライダル業界の説明、学校の特徴など、豊富な授業から興味のあるプログ
ラムを選択できます。

　入学を考えたら、まずご来校ください。施設や環境を見学するだけではなく、
在校生や講師と直接話すことができるので、確かな進路選びが可能です。
外国人留学生の入学相談を担当する職員が、学校の特長を説明。個別に
相談する時間もあります。

6月 7（日）・21（日）

　学校の概要や学科ごとの詳しい学習
内容、学生生活に
ついてご紹介。卒業
生や在校生もたくさ
ん登場しています。

外国人留学生説明会
〈夜間実施〉

SNSやってます！
Instagram
thejapanhotelschool
ハッシュタグ＃ホテスク

Twitter
@hotelschool_jp
@hotelschoolnavi

Facebook
@JapanHotelSchool

LINE
@jhs.ac.jp

　より詳しい就職情報、業界の状況など
の情報を知りたい方
は「データブック」を
ご覧ください。ご希
望の方に差し上げ
ます。

5月

7月 12（日）・19（日）

8月 15（土）・29（土）

9月 13（日）・20（日）

11月 29（日）

12月 12（土）

12月 20（日）

2月
2021 27（土）6月 14（日）・28（日）

※写真は2019年度版です。

12（水）・23（日）

10（日）・24（日）

マンツーマンで
じっくり相談

あなたの希望の
日時に設定

校舎内を見学
できます

※必ず事前にご予約ください。

在校生の“スクールナビゲーター”
（愛称：スクナビ）がご案内します！

学校のことをじっくり聞ける！
■学校概要
　～専門学校日本ホテルスクールとは
■ホテル科・英語専攻科・ブライダル科の学び
■就職実績・支援体制
■入学選考の種類と方法
■学費と暮らしのサポート制度

2004B25

e-mail: sodan@jhs.ac.jp
URL: https://www.jhs.ac.jp

0120-58-1146
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　乗り換え時間は含まれません。

池袋

高田馬場

新宿

上野

渋谷

横浜

品川

東京

八王子

日暮里

大宮

大崎

東中野

中野

落合

羽田空港

秋葉原

JR埼京線
つくば

エクスプレス

JR山手線

JR中央線

東京メトロ東西線

湘南新宿ライン

西船橋 千葉

つくば

松戸

小田原

7
min

33

39

4036

3775

57

67

3
min

4
min

9
min

23
min

31
min

18
min

22
min

日本ホテルスクール

〒164-0003 東京都中野区東中野3-15-14

ホテル・ブライダル業界をめざす

外国人留学生の皆さまへ

2021年度入学案内
国際ホテル学科

■ホテル科  ■英語専攻科  ■ブライダル科



日本のホテルの学校で
真のサービスとおもてなしを学ぶ

「職業実践専門課程」として
文部科学大臣より認定されました

　ホテル業界で活躍するための技術やホスピタリティ、そして語学力を
授業や実習で基礎から学びます。授業を担当する講師陣は、業界を熟知
したプロフェッショナル。だから現場で役立つ知識が確実に身につきます。

■専門学校日本ホテルスクール 昼間部 国際ホテル学科
　「職業実践専門課程」は、企業との密接な連携により、最新の実務の知識を身につけ
られる教育内容を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に取り組んでいる課程を
認定する新しい取り組みです。専修学校専門課程における職業教育の維持向上を図る
ことを目的としており、平成26年度より開始されました。

日本ホテルスクールは、
東京入国管理局認定「適正校」

　本校は「不法残留者の発生率が少なく、在籍管理が適正に行われていると
認められる教育機関」〈適正校〉として選定されています。入学後の在留資格が
原則2年間付与されるため、在学中の残留資格期間更新が不要となり、学業に
専念できます。

「現場と同じ環境で学んでほしい」-そんな願いから、校舎には
いたるところにホテルを意識した教室が用意されています。充実の学習環境

講師陣は、ホテル・ブラ
イダル業界で活躍して
いる現役講師をはじめ
とするプロ中のプロ。

ホ
テ
ル
が
つ
く
っ
た

ホ
テ
ル
の
学
校

日本には、ホテル学科を持つ専門学校
や、観光系の学部や学科、コースを持つ
大学が数多くありますが、その中でホテ
ルがつくった学校は日本ホテルスクール
しかありません。創立以来、1万3千人以
上の卒業生を輩出し、多くの卒業生が
ホテル業界を中心として世界中で活躍
しています。

専門学校日本ホテルスクール
３つの特長

日本人と同じクラスで学ぶ
留学生と日本人学生が一緒のクラスで授業を
受けるので、日本語も上達し日本人の友だちを
つくることができます。

留学生は全学生の
５％未満
留学生の受け入れを５％未満（1学年25名程度）
に保ち、留学生の生活、学び、進路などのサポート
を充実させ、不安なく学生生活が送れるよう体制を
整えています。

異なるホテルで経験
３回のホテル実習
日本人学生同様、２年間で３回の実習が可能。
学校が実習先を決めるので、必ず現場を経験する
ことが出来ます。プロの現場を知る事が、プロになる
一番の近道です。

■図書室

■パソコン自習室■就職資料室

■屋上テラス■宴集会教室

■宿泊研修室

■宿泊演習室 ■多目的研修室

■本館ロビー

■別館ロビー
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　私はホテル科で学びましたが、今でも印象に

残っている授業がいくつかあります。その一つは

料飲宴集会実務の授業です。ワインやビールなど

の原材料から製造法などを知り、匂いをかぎわけ

て試飲をし、様々な角度から知識を学ぶことが

東京プリンスホテル 王 麗娜さん 2017年卒業（中国）
できました。また観光英語も夢中で受けた授業の

一つです。先生の考えや体験から、その国の文化

をイメージすることができ、とても魅力的でした。

　学校で身につけたことは、今の仕事にたいへん

役立っています。たとえば、ジャスミン茶をお出し

する際、お茶の作り方をお話しするとお客様に喜

ばれます。また、フロントからの連絡で宿泊の専

門用語があっても、授業で学んでいるので、戸惑

うことなく対応できます。

　将来は宿泊を担当してみたいですね。現在でも

外国人の接客に自分の語学力が活かされている

ことが実感できるので、中国語だけなく英語でも

お役に立てればと思っています。

　後輩の皆さんには、在学時は一生懸命勉強に

励んでいただきたいと思います。なかでも語学、

とくに英語は大切です。また社会に出ると長い

休みは取りにくいので、夏休みなどは思いきり楽

しんでください。勉強と遊び、自分磨きに真剣に

取り組む2年間であってほしいです。

学んだことが  
実践で役に立つ。

毎日実感しています。
　2019年7月にオープンした「ハレクラニ沖縄」で

働いています。オープン前はみんなで意見を出し

合って一つひとつのことを決めてきたので、お客様

をお迎えした初日は緊張感よりもワクワク感の

方が大きかったですね。思ったことが実現できる

アットホームな環境で、大変ながらも充実した毎日

です。

　仕事はハウスキーピングで、お客様や各部署と

電話でのやり取り、お客様から依頼があった物の

お届け、客室アメニティの発注などを担当してい

ます。日本ホテルスクールでは多くの知識を身に

つけ、自分の成長につなげられたと感じています。

なかでも役に立っているのがビジネス知識や敬語

の使い方です。もともと私がホテリエを目指した

ハレクラニ沖縄  余 小芳さん 2019年卒業（中国）
のは、日本のホテル業界の勢いを感じたことと、

グローバルな人材が求められる環境で自分の

語学力を活かしたかったから。学校で学んだこと

をベースに、日頃から身近な人と英語や日本語で

積極的に交流し、ビジネスに適した会話力を意識

しながらスキル向上に努めています。就職活動は

1年生の冬から始めたので、内定も早めにいただく

ことができました。

　ホテル業界を目指している人へのアドバイスとし

ては、言葉の言い回しや敬語をたくさん練習する

こと。笑顔を忘れないこと。わからないことをそのまま

にしないこと。そして、履歴書は早いうちに丁寧に

書くこと。目標に向かって頑張ってください。

学校での学びを自分の成長に。
ビジネス知識や敬語の使い方が
今、特に役立っています。

日本ホテルスクール出身のスタッフたちと（写真左）

東京タワーの輝きと都会とは思えない豊かな緑に囲まれた静け
さ。ビジネスに観光に交通の便利さも備わったシティホテル。

オープニングスタッフ
として、本校の卒業
生が多数就職。P6で
紹介の鄧 晨阳さん
もその一人です。

Urban都心で働く Resortリゾート地で働く

2019年夏にハワイから上陸した沖縄のリゾートホテル。
国定公園として守られてきた沖縄・恩納村の美しい海岸線
に館をかまえ、全客室オーシャンビューで沖縄の自然を満喫
できる。

同期生の鄧さんも元気です！

勤務先のレストラン
のテーブルセッティ
ング。ナプキンの折
り方は王さんのアイ
ディア。
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●株式会社イエンダフルインターナショナル（貿易会社） ●ウェスティンホテル東京 ●エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社（プル
マン東京田町） ●ANAインターコンチネンタルホテル東京 ●株式会社オーティーシージャパン ●株式会社小田急リゾーツ（山のホテ
ル他） ●カトープレジャーグループ（株式会社 KPG HOTEL&RESORT：カフーリゾートフチャクコンドホテル、OKINAWA GRAND MER RESORT） ●カトー

プレジャーグループ（株式会社 KPG HOTEL&RESORT：カフー リゾート フチャク コンド・ホテル） ●（株）カヌチャベイリゾート（カヌチャベイホテル＆ヴィラズ） ●株式会社加賀屋（石川県） ●株
式会社共立メンテナンス ●グランドニッコー東京 台場 ●京王プラザホテル ●コンラッド東京 ●サンシャインシティプリンスホテル ●ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾー
ト＆スパ ●ザ・プリンスパークタワー ●ザ・ペニンシュラ東京 ●ザ・リッツ・カールトン大阪 ●ザ・リッツ・カールトン東京 ●シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 
●シェラトン都ホテル東京 ●株式会社芝パークホテル パークホテル東京 ●渋谷東急REIホテル（株式会社東急ホテルズ） ●シャングリ・ラ ホテル 東京 ●JR九州ホテルズ（株） 
●株式会社JTBグローバルアシスタンス ●ストリングスホテル東京インターコンチネンタル ●スマイルホテル ●（株）セリアコーポレーション（ホテルローズガーデン新宿） ●東
横インアキバ浅草橋東口 ●株式会社ナリタコスゲ・オペレーションズ（ヒルトン成田） ●株式会社日本ディックス●株式会社阪急阪神ホテルズ（第一ホテル東京、第一ホテルアネッ
クス、レム日比谷、レム秋葉原、第一ホテルシーフォート、吉祥寺第一ホテル） ●ハイアットリージェンシー東京 ●ハレクラニ沖縄 ●パーク ハイアット 東京 ●ヒルトン東京●フォーシー
ズンズホテル丸の内東京 ●富士屋ホテル ●ブルーウェーブ株式会社 ●株式会社プリンスホテル ●ベストウェスタン新宿 ●ホテル インターコンチネンタル 東京ベ
イ ●ホテルニューオータニ東京 ●ホテルモントレ株式会社 ●ホテルルポール麹町 ●株式会社三井不動産ホテルマネジメント ●森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ（株） 
●（株）森ビルホスピタリティコーポレーション ●八重洲富士屋ホテル ●横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ●株式会社ラグーンリゾート名護（オキナワマリオット リゾート 
＆ スパ） ●Grand Hyatt Dubai ●Kangwon Land Casiono Hotel （順不同）

　J-NETはインターネットを使った日本ホテルスクール専用のコ

ミュニケーションサービスです。パソコンやスマートフォンがあれ

ば、いつでもどこからでも就職活動に必要な情報がチェックでき

ます。

ホテル・ブライダルの総務や人事担当者、さらに支配人が来校し、

会社説明会が行われます。通常就職説明会は学生が出向いていくもの。

本校の学生が期待と信頼を集めている証と言えます。

企業の概念や求めている人物像、採用に関するポイントについて、

質疑応答を交えて回答していただけます。 

日本ホテルスクールから広がるチャンス
毎年多くの外国人留学生が、日本で、あるいは母国で、ホテル・ブライダル業界への夢を実現させています。
卒業後の進路・就職も完全サポート。進路指導専任のスタッフが、外国人留学生の就職活動をきめ細かく支援します。

外国人留学生の一番の希望は、ホテル業界への就職。

毎年、優秀な卒業生がホテル業界に就職しています。

昼間部を卒業した場合、短大卒業と同等と認めら

れた「専門士」の称号が付与されるため、3年次に編

入できる国内大学があります。また、提携する海

外大学への編入も可能です。 

外国人留学生就職先

■ 松蔭大学（観光文化学部）
■ 桜美林大学（ビジネスマネージメント学部）
■ 西武文理大学（サービス経営学部）
■ 駒沢大学（グローバル メディア スタディーズ学部）

■ 立命館アジア太平洋大学（国際経営学部）
■ 嘉悦大学（経営経済学部）
■ 埼玉大学（教養学部）
■ ローザンヌホテルスクール（スイス）

鄧 晨阳さん（中国） 
2019年卒業
帝京大学出身

ホテル業界へ就職

大学へ編入

日本ホテルスクールの
就職支援システム「J-NET」

自信があります！“就職サポート”
入学前から卒業後まで、あなたの夢の実現をサポートします!

学内会社説明会

学内会社説明会に参加いただいている企業

■J-NETの主な機能
就職だけではなく、
実習情報、授業のこと
なども閲覧できます。

面接練習の予約

進路希望登録

企業情報検索

就職活動スケジュールの管理

求人情報検索

会社説明会エントリー

掲示板機能

学生活動報告書検索

　日本ホテルスクールでは、授業で学んだ専門用
語や知識が、次の授業にすぐ生かされていくことが
多く、気がついてみれば一コマ一コマの授業が線
としてつながり、いつしかホテル業務全般を理解
できるようになっていました。

　そのことを特に実感できたのが、実習での経験です。ある時、実習先の
上司が業界用語を略称で使った時、実習生の中で私だけがすぐにその意
味を理解できました。また日本ホテルスクールの実習生というだけで、実習
先において「コミュニケーションや仕事のレベルが高い」と一目置かれてい
ることを自分でも肌で感じることが多く、この経験は私にとって大きな自信
につながりました。就職活動においても、日本全国の有名ホテルが学校に
集まり就職ガイダンスを行う機会が設けられ、業界の信頼が厚い専門学
校日本ホテルスクールの学生であることを、とても誇らしく感じました。
　将来的には接客のプロフェッショナルであるコンシェルジュを目指して、
多言語の運用能力を広げ、さらに仕事の幅を広げていく決意です。

業界の信頼が厚い学校で学び就職！
接客のプロフェッショナルを目指す

ハレクラニ沖縄
勤務

大学編入実績  2011年～卒業生（順不同）

2020年卒業生
2019年卒業生

（2010～2020年卒業生実績）

ヒルトン・ワールドワイド
ホテルオークラバンコク
ホテルオークラプレステージ台北
ホテルオークラマカオ
ホテルニッコー・デュッセルドルフ

■海外ホテル

株式会社イクスピアリ
商船三井客船株式会社
株式会社うかい
株式会社HUGE
株式会社福助

他多数

■ブライダル・衣装会社 ■その他、レストラン・

■ホテル

金 俊英さん（韓国） 
東京韓国学校出身

株式会社
プリンスホテル

梁 棟均さん（韓国） 
中央工学校附属日本語学校出身

ヒルトン東京

鄭 晴さん（中国） 
日本健康医療専門学校出身

趙 孝陳さん（韓国） 
東京ワールド日本語学校出身

ホテルモントレ
株式会社

金 ハンソルさん（韓国） 
ヒューマンアカデミー日本語学校東京校出身

フォーシーズンズホテル
丸の内東京

宣 鍾賢さん（韓国） 
東京ギャラクシー日本語学校出身

グランドニッコー東京
台場

ホプエテイ ローラ ヒアポ セフィリナさん（フランス） 
中村調理製菓専門学校出身

エイ ヤタナルピョウさん（ミャンマー） 
秀林日本語学校出身

李 羽晴さん（台湾） 
東京ワールド日本語学校出身

林 容安さん（台湾） 
東京国際日本語学院出身

株式会社
日本ディックス

黄 郁婷さん（台湾） 
淑徳日本語学校出身

カトープレジャーグループ
（株式会社 KPG HOTEL&RESORT：
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル）

鄧 晨阳さん（中国） 
帝京大学出身

ハレクラニ沖縄

黄 洋さん（中国） 
アイエスアイランゲージスクール出身

ホテルルポール麹町

金 元希さん（韓国） 
外国の学校出身

JR九州ホテルズ（株）

徐 榕芸さん（中国） 
淑徳日本語学校出身

（株）セリアコーポレーション
（ホテルローズガーデン新宿）

ゴー ホアン バオ ゴックさん（ベトナム） 
与野学院日本語学校出身

（株）森ビルホスピタリティ
コーポレーション

ログエルチョ ニコロさん（イタリア） 
アイエスアイランゲージスクール出身

パーク ハイアット
東京

彭 東梅さん（中国） 
千駄ヶ谷日本語学校 高田馬場校舎出身

JR九州ホテルズ（株）

譚 皓謙さん（香港） 
新宿日本語学校出身

コンラッド東京

ウィン ティ トーさん（ミャンマー） 
ヨシダ日本語学院出身

株式会社小田急リゾーツ
（山のホテル他）

辛 智恩さん（韓国） 
赤門会日本語学校日暮里校出身

方 乾韡さん（中国） 
朝日国際学院出身

ス ミャッ ゾーさん（ミャンマー） 
ヨシダ日本語学院出身

余 小芳さん（中国） 
東京ノアランゲージスクール出身

ハレクラニ沖縄

周 子楽さん（マレーシア） 
淑徳日本語学校出身

カトープレジャーグループ
（株式会社 KPG HOTEL&RESORT：
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル）

梁 璟昇さん（香港） 
新宿日本語学校出身

（株）カヌチャベイリゾート
（カヌチャベイホテル＆ヴィラズ）

JR九州ホテルズ（株）
株式会社ナリタコスゲ・
オペレーションズ
（ヒルトン成田）

帝国ホテル 東京
株式会社プリンスホテル
The Okura Tokyo
マンダリン オリエンタル 東京
シャングリ・ラ ホテル 東京
ホテルニューオータニ
アマン東京
アンダーズ 東京
パーク ハイアット 東京
京王プラザホテル
ANA インターコンチネンタルホテル東京
セルリアンタワー東急ホテル
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
グランドハイアット 東京
ウェスティンホテル東京

ザ・リッツカールトン 東京
ザ・ペニンシュラ東京
ヒルトン東京
横浜ベイホテル東急
アマネム
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
株式会社ミリアルリゾートホテルズ
富士屋ホテル
ANAインターコンチネンタル万座ビーチ
ルネッサンス リゾート オキナワ
ハイアット リージェンシー 京都
ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ
株式会社星野リゾート
リゾートトラスト株式会社
ハレクラニ沖縄
ザ・キャピトルホテル 東急

ワタベウェディング株式会社
株式会社ブライダルプロデュース
株式会社エスクリ
株式会社ノバレーゼ
株式会社コムウェル
株式会社ポジティブドリームパーソンズ
株式会社ツカダ・グローバルホールディング
アルファクラブ武蔵野株式会社

株式会社WAO!!STYLE
BLDグループホールディングス株式会社
株式会社扇屋
株式会社クラウディアコスチュームサービス
茂木商事株式会社（イノセントリー）
株式会社レック

エイ・エイ・ピー・シー・
ジャパン株式会社
（プルマン東京田町）

カトープレジャーグループ
（株式会社 KPG HOTEL&RESORT：
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル
OKINAWA GRAND MER RESORT）

株式会社ラグーンリゾート名護
（オキナワマリオット リゾート ＆ スパ）

株式会社阪急阪神ホテルズ
（第一ホテル東京、第一ホテルアネックス、レム日比谷、
レム秋葉原、第一ホテルシーフォート、吉祥寺第一ホテル）

株式会社森ビル
ホスピタリティ
コーポレーション
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英語専攻科
ホスピタリティと英語のスキルで
国際派ホテリエとしての実力をみがく
◆国際的な環境で授業を実施！

◆英語を活かして働くから広がる就職先

　増加し続ける海外からのお客様をもてなし、世界で活躍できる

ホテリエを育成するのが英語専攻科。授業の多くを英語で行い、

その指導の多くはネイティブスピーカーです。履修は英語のみ

ならず実務からマーケティングまで広範囲にわたります。

　確かな理論と実技を学び、さらに英語力があれば、国際派

ホテリエとして世界で通用するチャンスも。英語専攻科の卒業生

は外資系ホテルをはじめ、海外のホテルでも活躍しています。

ブライダル科
ウェディングの感動の現場を在学中に体験し、
憧れのブライダル業界に翔く
◆ホテルとブライダル両方が学べる
　近年ブライダルに力を入れているホテルも多く、

ブライダルコーディネーターをめざすならホテルは

必ず視野に入ります。2年間でホテルとブライダル

の両方を学ぶことができるのは本校の強みです。

本校ではブライダルの現場を見据えた多様な授

業を展開し、ブライダルのエキスパートを育成して

いきます。 

ホテル科 HOTEL COURSE ENGLISH COURSE

BRIDAL COURSE

学科紹介
日本ホテルスクールのホテル科では、ホテルの様々なセクションに対応できるよう、総合的なカリキュラムを編成して
います。それぞれの専門分野の現場を知り尽くしたスペシャリストである講師が、活きた授業をお届けします。

「理論」と「実技」のバランスがとれた、
最上級のおもてなしができるホテリエをめざす

ホテル科時間割（例）

カリキュラム

◆留学ビザを取得できるのは昼間部のみです。 ◆すべての科で専門士の称号が取得できます。

日常生活でも役に立
つ

興味深いカリキュラ
ム

張 春菊さん（中国） 

ホテル科 2年  東京
中央日本語学院出身

 MON TUE WED THU FRI

※この時間割は2年次後期の一例であり、クラスによって異なります。また、変更する場合があります。

1時限  9：20-10：20 プロトコール

〈一般教育科目〉
国際情勢1・2
国際文化比較論
ビジネス実務1・2
コミュニケーション
アワー1・2
プロトコール

〈語学科目〉
観光英語1・2
ホテル英会話1・2
英語購読1・2
基礎英語1
TOEIC®1・2
中国語1・2

〈専門科目〉
ホテル概論
国際観光論
キャリアデザイン
実習教育概要
宿泊業務論
メニュー解説
飲料解説
料飲宴集会実務
料飲レストラン実務
和食
情報システム1・2

ホテルマネジメント
ホテルマーケティング
ホテル労務管理
ホテル会計
フロントシステム
レストランマネジメント
ホテルデザイン
ホスピタリティ実務
HMS（ホテル経営演習）
宴会業務論

〈実習・研修科目〉
実習1・2・3
学校行事1・2
海外研修旅行1・2

カリキュラム
〈一般教育科目〉
国際情勢1・2
国際文化比較論
ビジネス実務1・2
コミュニケーション
アワー1・2
プロトコール

〈語学科目〉
観光英語1・2
ホテル英会話1・2
英語購読1・2
イングリッシュ
プレゼンテーション
TOEIC®1・2
中国語1・2

〈専門科目〉
ホテル概論
国際観光論
キャリアデザイン
実習教育概要
宿泊業務論
メニュー解説
飲料解説
料飲宴集会実務
料飲レストラン実務
和食
情報システム1・2

ホテルマネジメント
ホテルマーケティング
ホテル労務管理
ホテル会計
フロントシステム
レストランマネジメント
ホテルデザイン
ホスピタリティ実務
HMS（ホテル経営演習）
宴会業務論

〈実習・研修科目〉
実習1・2・3
学校行事1・2
海外研修旅行1・2

観光英語2

情報システム2

TOEIC®2 ホテル会計 国際情勢2

中国語2 ホスピタリティ実務

ビジネス実務2

ホテル通信英語 ホテル英会話2 英語購読2

ホテルマーケティング

ホテルマーケティング

ホテルデザイン

レストランマネジメント

フロントシステム ホテル労務管理

レストランマネジメント

コミュニケーションアワー2

2時限 10：30-11：30

3時限 11：40-12：40

4時限 13：40-14：40

5時限 14：50-15：50

6時限 16：00-17：00

英語専攻科時間割（例）
 MON TUE WED THU FRI

※この時間割は2年次後期の一例であり、クラスによって異なります。また、変更する場合があります。

1時限  9：20-10：20 英語購読2

国際情勢2

プロトコール

情報システム2

ホテル通信英語

中国語2

ホテル労務管理

ホスピタリティ実務2

観光英語2

ビジネス実務2

ホテル会計

ホテル英会話2

フロントシステム

ホテルデザイン

ホテルマネジメント

レストランマネジメント

ホテルマーケティング TOEIC®

コミュニケーションアワー2ホテルマーケティング

2時限 10：30-11：30

3時限 11：40-12：40

4時限 13：40-14：40

5時限 14：50-15：50

6時限 16：00-17：00

◆ホテル業界のスペシャリストに学ぶ

◆ホテル実習でプロの現場を経験

　授業は、ホテル業界の第一線で活躍してきた講師陣や、

現在も活躍中の講師が直接指導。専門的な理論と実技を

スペシャリストから学ぶことで、将来に向けた基礎を築きます。

　ホテルの全面的な協力のもと、実際の現場で実習を行い

ます。学校で学んだ技術と知識をホテルで実践し、さらに

磨きをかけることになります。

在学中海外で学ぶ「サンドイッチ留学」

1年目

2年目

3年目

1年次（準備期間）

留学カナダまたはオーストラリア

2年次（就職活動）

「英語も身につけたい」「国際的に活躍したい」という皆さんをバックアップ！

全科共通、希望者は誰でも留学できる制度です。

色部分は英語または英語を使った授業です。

失敗を重ねて苦手を
克服

クラスでの文化交流
も楽しい

林 允中さん（台湾） 

英語専攻科 2年  専
門学校ビジョナリーア

ーツ出身

留学先を決め、必要な語学力や生活するための知
識を指導すると共に本人の希望を考慮してホーム
ステイ先を決定します。

独立授業や大学に付属したESL（英語教育コース）
で学力を向上させます。海外留学期間中にホテル
やレストランなどで企業研修も行われます。
（メルボルンのみ）

2年次の授業をはじめ、専門科目やゼミでスキル
アップ。卒業後の留学とは異なり、2年生の現役学
生として就職活動ができるメリットがあります。

HOTEL

BRIDAL

ENGLISH

　もともと英語が苦手
なので、英語専攻科

は自分には少

しレベルが高いなと感
じています。でも、ホテ

ルで働くため

に英語は不可欠。理
解できなかったことは

記憶が新しい

うちに復習し、家でも
英語の映画を繰り返

し観て慣れるよ

うにしています。クラス
のみんなは優しく、困

ることがあれば

何でも助けてくれます
。韓国、香港、ミャンマ

ー、ベトナムの

留学生もいて、文化
交流できるのも魅力で

すね。

　実は5年前に来日し
たときは日本語も全く

しゃべれません

でした。失敗もしました
が、そこから学ぶことは

多いので、これ

からも失敗を恐れずた
くさんの事にチャレンジ

していきます。

　カリキュラムは実践
的で、日常生活に役

立つこともたくさん

あります。例えば和食
や飲料解説。学校で

覚えた旬の食材

をスーパーで買えば
、家で料理をするのが

楽しいし、記憶に

も残ります。わからな
いことは、廊下で先生

とすれ違ったとき

などに聞いても快く教
えてくださいます。

　入学時に少し心配
だったのが、自分は日

本の学生より10

歳ぐらい年上なので
、会話についていける

か。でもすぐに友

達ができて不安は消
えました。若い人たち

の流行を教えても

らったり、就職の相談
をしたり。普段から日

本語が鍛えられ

ています。学校生活
で心配は何もないと

思いますよ。
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■苗場プリンスホテル■マンダリン オリエンタル 東京

■アンダーズ東京

ホテルで働き、学ぶ「ホテル実習」
授業の一環であるホテル実習は、給与が支払われる実践的なプログラム。
一流ホテルで行う様々な実習体験が就職やその後のキャリアに大きく活きてきます。

24週間の中でさまざまな職種を体験し、
経験の幅を広げる

ホテル実習中も万全のフォロー

異なるホテルで異なる職種を体験

ホテル実習は授業の一環。
給与が支払われる実践的な
プログラム

実習を通してホテルの仕事が“天職”と実感できた
ライン ライン ピョーさん（ミャンマー） 
ホテル科2年  玉川国際学院出身

2年間で3回
合計24週間

［昼間部］

　在学中、2年間で合計３回24週、異なる職種での実習を行います。伝統ある

欧米のホテル学校では、カリキュラムの半分ほどを実習にあてている例もあり

ます。そのような先例を見習い、いち早くホテル実習を取り入れた日本ホテル

スクールだからこそ、安心できる環境と条件のもとで豊富な現場体験ができる

のです。

実習で得た給与で
海外研修旅行へ
　日本ホテルスクールでは、国際的な感覚を身につけることと

海外のホテル事情を学ぶ目的で、１年次、２年次の学年末に

それぞれ全員参加で海外研修旅行に出かけます。

実習先はすべて一流ホテル

実習先は都内をはじめとする一流

ホテルばかりです。3か所の異なる

ホテルでクオリティの高いサービス

を習得し、就職活動に活かす貴重

な経験となります。　実習期間中は、なにかと不安も多いものです。日本ホテルスクールでは、学

生を実習現場へ送り出すだけでなく、実習先施設ごとに教職員の担当を決め、

実習前や実習中のフォローを

行っています。定期的なミー

ティングを行うとともに、問題

があれば人事や現場担当者と

連絡を取り合い、問題解決に

あたります。

　実習でベルの仕事を経験しました。お客様をお出迎
えするときは「いらっしゃいませ」だけでなく「どちらか
らですか？」など一言添えると、笑顔になって会話の
きっかけになります。お客様の要望に応えられないとき
は、お断りするのではなく、別の方法をいくつか提案
する。そういう気持ちの良いサービスの心掛けが大切と
学びました。
　手が空いたときは、社員の方に「何かできる仕事はあり

■ホテルメトロポリタン

■サンシャインシティプリンスホテル

※写真は実習先の一部です。また、実習先は変更する場合があります。

■セルリアンタワー東急ホテル ■グランド ハイアット 東京

■ヒルトン東京

■東京プリンスホテル

■帝国ホテル ■品川プリンスホテル■グランドプリンスホテル高輪・新高輪

※査証（VISA）取得事情等により、国内
研修旅行となる場合もあります。

海外研修旅行は、1年次に東南ア
ジアへ、2年次にはアメリカ、ヨーロッ
パなどの地域から希望するコースを
選択して、それぞれ実施しています。

ベル 客室サービス8週間 8週間 8週間レストランサービス

ますか？」と積極的に声をかけるといいと思います。
実習生の決められた仕事だけでなく、他のことも身に
つき、社員の皆さんとも良い関係が築けます。実習の
2カ月でたくさんの知識を得ることができ、私自身もすごく
楽しめました。もともと日本のサービスに憧れてホテル業界を
志望しましたが、ホテリエは自分が神様から与えられた仕事、
“天職”だと確信することができました。

※実習時間は1週間28時間以内になる場合があります。
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※一部変更になる場合があります。
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　皆さんが安心して留学生活を送れるよう、入学から卒業までの一貫した支援を行う委員会です。　留学生が日本での生活で抱える様々な問題に取り組むためのサポート体制を用意しています。また、留学生同士の交流を目的として懇談会なども行っています。

“留学生支援委員会”がみなさんの学生生活をサポート!

入学式

留学生の学費と
留学生活を
バックアップ
日本ホテルスクール独自の奨学金や公的な奨学金。
また入学後に申し込みができる奨学金など、
様々な奨学金が充実しています。
学費のサポートはもちろん、住居の選定まで、
多方面であなたの生活をサポートします。

特待生奨学金
　将来のホテル業界を担う優れた外国人留学生に対し、
１年次学費の一部を免除する返済不要の奨学金です。
厳正な選考の上、400,000円、200,000円、
100,000円の学費を減額します。

入学時／選抜制 

2年次／選抜制 外国人留学生進級特待生
　学業成績や学内・学外での生活態度などが優良で、
外国人留学生だけでなく、日本人を含めて他の学生の
模範となる優秀な学生は、選抜制によって2年次の
後期に奨学金を支給します。

　2年次進級時に1年次の成績が優秀で他の学生の
模範であり、かつ経済的支援を必要とする学生を推薦
します。文部科学省から適格と認められた場合、毎月
48,000円（2019年度現在）が12か月にわたって支
給されます。

2年次／選抜制 外国人留学生学習奨励費文部
科学省

直営学生会館
47,000円

全164室／女子専用

※居室内の水道・光熱費・インターネット通信料・
　有料放送受信料、所定のNHK受信料、火災保
　険料は別途個人負担となります。
　食事は提供しておりません。

・全室ユニットバス・テレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・ベッド・机・椅子
 カーテン・洗濯機完備
・管理人常駐
・入館費：70,000円（1年または2年契約）※返金いたしません。
・入館時費用計：117,000円（4月分寮費・入館費の合計額）
・日本に在住している保証人が必要です。

全78室完全個室、ワンルームマンション
タイプ（約21m2）。東京メトロ東西線浦安駅
徒歩6分 乗り換えなしで通学可能。学校
まで32分（快速利用の場合）

■JHS学生会館（浦安）
全86室、ワンルームマンションタイプ
（約21m2）。東京メトロ東西線妙典駅
徒歩4分乗り換えなしで通学可能。
学校まで45分

■JHS学生会館（妙典）

寮費
月額

11 The Japan Hotel School 12The Japan Hotel School
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卒業式

屋形船



2021年度募集要項
募集学科
修業年限
募集定員

受験（入学）
資格

国際ホテル学科
ホテル科／英語専攻科※／ブライダル科

学  科 修業年限 募集人員 入学時期

●原則として本国で12年以上の正規の教育を受けた方。
●12年未満の学制を有する国（地域）の出身者については、日本国内において準備教育課程を修了あるいは修了見込みの方。
※外国籍で有効な在留資格（永住者・定住者・家族滞在・配偶者など）を保有し、日本の高等学校に在学し卒業あるいは卒業見込みの方は、
外国人留学生としては受験できない場合があります。ご相談ください。

２年 300名
その内、外国人留学生25名

2021年４月

1. 学歴

以下のいずれかの資格を有する方。
①法務省が告示した日本語学校に６ヵ月以上在学し、修了あるいは修了見込みの方。
②日本語能力試験N2以上に合格した方。
③日本留学試験「日本語科目」の得点が200点以上の方。
④BJTビジネス日本語能力テストの得点が400点以上の方。

2. 日本語能力

保証人には、受験者本人の身元保証及び２年間の在学中の学費の納入に関する連帯保証人をお願いいたします。
（保証人は本国の保護者でも可能です。）

3. 保証人

4. 法律および学則

外国人留学生のみの入学選考試験です。※英語専攻科を希望される方は、下記の試験の他に英語筆記・リスニング試験を行います。
①面接試験［20分程度］ ●観光産業のサービスに対する適性や勉学の意思と熱意などをお聞きします。
 ●日本人との共学が可能な日本語能力を有するかどうかを判定します。
②日本語筆記試験［40分］ ●日本語能力試験N2程度の出題です。

選考試験

①入学願書（本校指定のもの）1通
②日本語能力を証明する以下の証明書
●日本語学校に在籍あるいは修了している方・・・成績証明書及び出席率証明書各1通。
●日本語学校に在籍経験のない方・・・日本語能力認定書（N2以上）の写し、あるいは日本留学試験成績通知書（日本語科目
　200点以上）　の写し、あるいはＢＪＴビジネス日本語能力テスト成績認定書（400点以上）の写し

③カラー写真（縦4cm×横3cm）1枚（入学願書に貼付）

提出書類

窓口受付　2020年10月1日（木）～2021年3月1日（月） 月～金曜日 9：30～19：00（土曜日は17：00まで）
 （日曜・祝日及び年末年始2020年12月24日（木）～2021年1月4日（月）は受け付けておりません。）
※選考日ごとの締切は入学選考日程をご参照ください。

願書受付期間

①出願に必要な書類・選考料は同時に提出してください。
②提出された書類・選考料は返却しません。
③出願の受付は来校に限ります。郵送での出願を希望される方は、出願前にご相談ください。

出願時のご注意

合格者には、合格通知と同時にお知らせしますが、手続きに必要な書類等は以下の通りです。
①入学手続金（入学金・1年次前期授業料・維持費）・学生総合保険料
②誓約書
③本国での最終卒業校の証明書（原本）あるいは卒業証書（原本・写し）（提出の際に原本を確認しますので、卒業証書は原本と写し
　の両方をご持参ください）※卒業証明書・卒業証書とも母国語の場合は日本語訳を付けてください。英文の場合はそのままでかまいません。
④日本語学校の修了証明書あるいは修了見込み証明書または在学証明書（6ヵ月以上の在学を証明するもの）
⑤旅券の写し（写真のあるページ）
⑥在留カードの写し（表裏）
※在留資格（VISA）の申請中あるいは許可後であっても、日本の法律に関わる問題が生じた場合には入学を取り消すこともあります。

入学手続

20,000円選考料

合否発表 入学選考日程をご参照ください。
発表は合格・不合格にかかわらず、受験者本人に合否発表日に郵便等で発送します。電話によるお問合せは受け付けません。
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①日本での留学生活において、入管法及びその他の日本の法律、本校の学則を遵守できる方。
②1週間のアルバイト時間が28時間以内（日本語学校の長期休暇期間中は週40時間以内）の方（在留資格「留学」の方のみ対象）。
③1年次、2年次に行われる海外研修旅行の参加義務に同意出来る方。
④本校の学則に基づいて、身体にタトゥーの入っていない方。
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※英語専攻科は、本国において英語教育を受けた方を対象とし、高等学校卒業程度の英語能力を有する必要があります。
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＊最終選考日以降は、
　随時対応しますので
　ご相談ください。

将来のホテル業界を担う優れた留学生に対し、1年次学費の一部を免除する返済不要の奨学金です。
●免除額：40万円・20万円・10万円　
●選抜人数：5～10名程度
●特待生の選抜は、すべての選考日に行います。

概　　要

文部科学省／外国人留学生学習奨励費［対象：2年次］
2年次進級時に1年次の成績が優秀で他の学生の模範であり、且つ経済的支援を必要とする学生を推薦します。
文部科学省から適格と認められた場合、毎月48,000円（2019年度現在）が12ヵ月にわたって支給されます。

日本の大学・短期大学との併願者に限り、併願制度が適用されます。（願書に併願先を明記すること）
本校に合格した方で、すでに入学手続きを済ませた場合でも、その後に日本の大学・短期大学に合格され、
本校への入学を辞退される方には、納入された学費全額を返金します。（選考料は除く）

●学費返還申出締切日：2021年3月12日（金）
●必要書類：大学・短期大学の合格証の写し

面接／筆記試験等の総合評価により選抜します。選考方法
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ほん こう　          にゅうがく　      じ  たい　　              かた　　          のうにゅう　　              がく  ひ   ぜん がく　　   へんきん　　                     せんこう りょう　　 のぞ

がく  ひ    へん かんもうし で  しめ  きり  び　　              ねん　 がつ　      にち  　きん

ひつ よう しょ るい      だい がく    たん  き   だい がく　　  ごう かく しょう　   うつ

もん ぶ    か  がくしょう　　 がいこくじん  りゅうがくせいがくしゅうしょうれい  ひ 　 たいしょう　　  ねん  じ　

せん こう ほう ほう

せんばつ にん ずう　　　           めいてい  ど

とく たい せい       せんばつ　　　　　　　　　　　 せん こう び       おこな

   ねん  じ しんきゅうじ　　   ねん じ　　せいせき　　ゆうしゅう   ほか　　がくせい  　 も はん　　             か　　けいざいてき  し えん　　ひつよう　　       がくせい　  すいせん

もん ぶ   か がくしょう　    てきかく　  みと　　　            ば あい　まいつき　　          えん　　        ねん ど げんざい　　            げつ　　                  しきゅう

せい ど　  てきよう　　 だいがく たんき だいがく　 せいきにゅうがくしゃ  たいしょう　　  だいがく たんき だいがく　 ちょうこうせい  のぞ

にゅうがくがんしょ　 だいがく  たんきだいがく へいがんせいど らん　　       へいがんこうめいかなら  きにゅう

 選考日 入学選考日 出願締切日 合格発表日 入学手続締切日
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第 10 回

10月15日（木）
10月29日（木）
11月11日（水）
11月26日（木）
12月17日（木）
  1月14日（木）
  2月 4日（木）
  2月18日（木）
 2月25日（木）
 3月 3日（水）

10月 13日（火）
10月 27日（火）
11月 9日（月）
11月24日（火）
12月15日（火）
 1月12日（火）
 2月 2日（火）
 2月16日（火）
 2月22日（月）
 3月 1日（月）

10月21日（水）
11月 4日（水）
11月18日（水）
12月 2日（水）
12月23日（水）
 1月20日（水）
 2月10日（水）
 2月24日（水）
 3月 3日（水）
 3月10日（水）

入学金のみ11月13日（金）
入学金のみ11月27日（金）
入学金のみ12月  4日（金）

その他 12月18日（金）
その他 12月 25日（金）
その他 12月25日（金）
一括 1月15日（金）
一括 1月22日（金）
一括 2月  5日（金）
一括 2月 26日（金）
一括 3月12日（金）
一括 3月 12日（金）
一括 3月 19日（金）

せん  こう  び にゅうがく せん  こう  び しゅつがん しめ  きり  び ごう かく はっ ぴょう び  にゅうがく  て  つづきしめ  きり  び

1年次（2021年度）

国際ホテル学科
ホテル科
★
★
★
★
★

英語専攻科
★
★
★
★
★

ブライダル科
★
★
★
★
★
★

ホテルビジネス実務検定試験
TOEIC®

観光英語検定
ユニバーサルマナー検定
和食検定 初級
ブライダル基礎力検定

2年次（2022年度）

※入学選考各回の入学手続締切日（入学選考日程を参照）

※上記資格試験を受験しなかった場合でも、受験料は返金しません。 ※国際ホテル学科（ホテル科・英語専攻科・ブライダル科）は、TOEICを1年次2年次にそれぞれ受験し、検定料も学費に含まれています。

前期
100,000円
636,000円
220,000円
956,000円

※　　

636,000円

636,000円
8月31日 

後期

■学費に含まれているもの

■学費の返金・分割納入

●各種実務実習の費用  ●プリント教材費  ●各種学校行事や校外学習の費用  ●資格取得のための下記検定料（ただし初回検定料のみ）

1,592,000円 1,504,000円

前期

642,000円
220,000円
862,000円
2月28日 

642,000円

642,000円
8月31日 

後期

●大学・短大併願制度が適用された場合は、納入された入学金・授業料・維持費等を返金します（選考料は除く）。※2021年3月12日（金）までに申し出があった
場合に限ります。
●在留資格認定不許可の場合は、納入された入学金・授業料・維持費等を授業開始日前日までは全額を返金します。
●上記以外の理由により入学を辞退される場合、入学金を除く納入金額を返金します。※2021年3月26日（金）までに入学辞退の申し出があった場合に限ります。
●入学金・1年次前期授業料・維持費の分割納入は認めません。1年次後期・2年次の学費については、納入日前の申請により2～3回に分割しての納入を
認めます。

●入学後は、一度納入された金額については理由の如何を問わず返還いたしません。

■教材費
使用する教材（教科書・実習服等）は科ごとに異なります。
おおよその費用は以下の通りです。
カリキュラムの改定などにより変更になる場合があります。
［1年次］約73,000円　［2年次］約47,000円

■同窓会費
［卒業記念パーティ・卒業アルバム代］10,000円
2年次進級時に授業料とともに納入していただきます。

■学生総合保険
国費・私費外国人留学生を問わず、全員が学生総合保険に必ず加入します。
［保険料］12,350円（2年間分／入学手続時一括納入）

■ホテル実習
●2年間に3回（1回につき8週間、合計24週間）実施されるホ
テル実習は全員参加の必須授業です。

●ホテル実習で得た報酬は、海外研修旅行の費用に充当す
ることができます。

■海外研修旅行
●海外研修旅行は全員参加の必須授業です。
●旅行費用（渡航費・宿泊費等）はホテル実習で得た報酬
で充当しますので、現地で私的に使う金額以外には必
要ありません。

学 費 内 訳
入 学 金
授 業 料
維 持 費
学 期 計
納 入 日
年 間 納 入 学 費 計

ねん  かん  がく   ひ  

その他の
費用

                 た

    ひ    よう
ホテル実習と
海外研修旅行

               じっしゅう　            

かいがい けんしゅう りょ こう

がく         ひ          うち        わけ

にゅう            がく                きん

じゅ              ぎょう             りょう

 い                  じ                  ひ

がっ                き                けい

のう             にゅう                び

ねんかんのうにゅうにゅうがくひけい

ぜん  き

じつ  む   けんてい し けん

かん こう えい ご   けん てい

けん てい

わ しょくけん てい しょきゅう

き   そ  りょくけん てい

かく しゅじつ  む じっしゅう　   ひ  よう かく しゅがっ こう ぎょう じ　    こう がい がくしゅう　  ひ  よう

こくさい　　　         がっか

か かえいごせんこうか

し  かく しゅ とく　　　               か   き   けんていりょう　　           しょ かい けん ていりょうきょうざい  ひ

がく  ひ　　   ふく

がく  ひ　　   へん きん　　　ぶんかつのうにゅう

きょうざい ひ じっしゅう

かい がい けん しゅうりょ こう
どう そう かい  ひ

がく せい そう ごう  ほ  けん

にゅうがくせんこうかくかい　   にゅうがくてつづきしめきりび  にゅうがくせんこうにってい   さんしょう

じょうきしかく し けん　 じゅ けん　　　              ばあい　　    じゅけんりょう　へんきん こくさい　   　   がっか　　　　　 か　えい ご せんこうか　　　　          か                              ねんじ　  ねんじ　　             じゅけん  けんていりょう がくひ    ふく

だいがく たんだい へいがん せいど      てきよう                  ば あい       のうにゅう              にゅうがくきん じゅぎょうりょう  い   じ   ひ  とう      へんきん                   せんこうりょう　   のぞ

ざいりゅうしかく にんてい ふ きょ  か　     ば あい　    のうにゅう　            にゅうがくきん じゅぎょうりょう   い  じ  ひ   とう　  じゅぎょうかい し び ぜん じつ　　          ぜんがく　  へんきん

じょうき い がい　    り ゆう　　        にゅうがく　 じ たい　　            ば あい　にゅうがくきん　 のぞ　 のうにゅうきんがく　 へんきん                                 ねん  がつ　  にち  きん 　         にゅうがくじたい    もう　 で　　            ばあい　  かぎ

にゅうがくきん　 ねん じ  ぜんきじゅぎょうりょう     い  じ  ひ　  ぶんかつのうにゅう　  みと

にゅうがくご         いち ど のうにゅう　　　　　　きんがく                                りゆう         いかん　　  と              へんかん

ねん じ  こう き       ねん じ　   がく ひ　　                         のうにゅうび まえ　  しんせい　　　                 かい　   ぶんかつ　　       のうにゅう　

し よう　　    きょうざい　きょうかしょ    じっしゅうふくとう　　     か　　           こと

かいがいけんしゅうりょこう　　ぜんいん さん か　　 ひっ  す じゅぎょう

りょ こう ひ  よう　   と  こう ひ     しゅくはく ひ とう　　                   じっしゅう　   え　   ほうしゅう　 

     じゅうとう                               げん ち　　   し  てき　   つか　　きんがく  い がい　　       ひつ

よう

ひ  よう　    い   か　    とお

かいてい　　　　                へんこう　　            ば あい

ねん じ    やく                  えん

そつぎょうきねん　　                そつぎょう　　             だい　　             えん

こく ひ    し  ひ がいこくじんりゅうがくせい　  と　          ぜんいん　  がくせいそうごう  ほ  けん　かなら　かにゅう

ほけんりょう                えん　　ねんかんぶん　 にゅうがくてつづきじいっかつのうにゅう

ねん じ  しんきゅうじ　　じゅぎょうりょう　　　         のうにゅう

ねん じ    やく                  えん

ねん  がつ    にち  きん　　　      もう　 で　　          

こう  き ぜん  き こう  き

ねん じ　　           ねん ど ねん じ　　           ねん ど

※この制度の適用は、大学・短期大学の正規入学者を対象とし、大学・短期大学の聴講生は除きます。
※入学願書の「大学・短期大学併願制度」欄に□レと併願校名を必ず記入してください。

ねんかん　　  かい　　かい　　            しゅうかん   ごうけい　 しゅうかん　じっし

じっしゅう     ぜんいん さん か　　  ひっ す じゅぎょう

じっしゅう　  え　　 ほうしゅう　　   かいがいけんしゅうりょこう　　 ひ よう　  じゅうとう
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みと

ばあい　  かぎ




