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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。

特待生奨学金
入学時／選抜制 2年次／選抜制 

外国人留学生進級特待生
2年次／選抜制 

外国人留学生学習奨励費文部
科学省

　将来のホテル業界を担う優れた外国人留学生に
対し、1年次授業料の一部を免除する
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円の授業料を減免します。
筆記試験の問題は、
入学選考と同じです。

　学業成績や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。

学費のことから住居のことまで、
あなたの生活をサポートします。

　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
（2021年度現在）が12か月
にわたって支給されます。
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日本ホテルスクール本館
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（ANNEX）
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お問い合わせや資料請求は、下記までお気軽にどうぞ。

※記載の所要時間は、落合駅または東中野駅までの目安です。
　乗り換え時間は含まれません。
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日本ホテルスクール

〒164-0003 東京都中野区東中野3-15-14
TEL：03-3360-8231（代表）

“留学生支援委員会”がみなさんの学生生活をサポート!

　留学生活での経験と語学力を活かし、観光や旅行
関係の仕事で海外からの観光客をサポートしたいと思い
日本ホテルスクールに入学しました。日本ホテルスクール
はホテルがつくった学校なので、専門的な知識が学べ
ます。オープンキャンパスに参加した時に、ドアマンや
宴会サービスの技術を見て「ホテルで働く人は、こんな
立派なことをするんだ！」と感動しました。
　学校生活での思い出は弁論大会に出たことです。
なかなか原稿が覚えられず不安でしたが、クラスの

クラスメイトの応援で勇気をもらい弁論大会最優秀賞を受賞
みんなが応援メッセージを書いてくれました。「自分の
後ろにはみんながいるから」と勇気をもらい、最優秀賞
を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は、語
学力を伸ばすのがおすすめです。ホテルの仕事は
コミュニケーション能力が大事なので、好印象を持っ
てもらうためには、きちんとした日本語と英語で話し
ましょう！語学力があれば、友達をつくることもうまく
行きますよ。

王 思程さん（中国） 
昼間部ホテル科卒業
ミツミネキャリアアカデミー出身

マンダリン 
オリエンタル 東京

勤務

第30回弁論大会
英語部門最優秀賞受賞

外国人留学生
2023年度募集要項

国際ホテル学科
■ホテル科  ■英語専攻科  ■ブライダル科

T H E  J A P A N  H O T E L  S C H O O L

個別相談・学校見学
10：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除く）

ホテルのような学校内も見学できます♪

要予約 要予約

大勢の中ではなかなか聞けない質問や
疑問にマンツーマンでお答えします。

個別Web相談
遠方などの理由で来校が難しい状況の方
でも大丈夫！
学費のことや一人暮らしのことなど、質問や
疑問にじっくり答えます。お友達や保護者
の方とご一緒での参加も大丈夫です！

TikTok
はじめました！



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

2023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。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　2022年10月1日（土）～2023年2月28日（火） 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2022年12月23日（金）～2023年1月5日（木）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。電話によるお問い合わせは受け付けません。
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 ●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。
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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。
えい ご せん こう か こうとうがっこうそつぎょうていど えいごのうりょく ゆう ひつようほんごく えいごきょういく う かた たいしょう

しゅう ぎょう  ねん   げん

＊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（2021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：2023年3月10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

特待生
奨学金

とく   たい   せい     

しょう  がく   きん

その他の
奨学金
（私費外国人留学生対象）

大学・
短期大学
併願制度

                 た

しょう がく   きん　  

しひがいこくじんりゅうがくせいたいしょう

 だい  がく      

 たん   き    だい  がく     

 へい  がん  せい    ど

年間学費

さいしゅうせんこうびいこう　

ずいじたいおう　　　　

    そうだん

がい               よう しょうらい　　　　           ぎょうかい　　 にな　　 すぐ　　      りゅうがくせい　　  たい　　       ねん  じ  がく  ひ　　   いち  ぶ　　   めんじょ　　        へんさい  ふ  よう        しょうがくきん

めんじょ がく　　　  まん えん         まん えん          まん えん

めんせつ　   ひっ き   し  けん とう　    そう ごうひょう か　　           せんばつ

に  ほん　　  だいがく　　たん  き   だい がく　　        へいがん しゃ　　   かぎ　　    へい がん せい   ど　　   てき  よう　                             がん しょ    　へい  がん さき　    めい   き

ほん こう　     ごう かく　　       かた　　　                    にゅうがく  て つづき　　         す　　　              ば  あい　　                        あと　　   に  ほん　　  だい がく     たん  き  だい  がく　   ごう かく

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

10月13日（木）
11月17日（木）
12月15日（木）
  1月12日（木）
  2月 2日（木）
  3月 2日（木）

10月 11日（火）
11月15 日（火）
12月13 日（火）
 1月10 日（火）
 1月31 日（火）
 2月28 日（火）

10月19日（水）
11月24日（木）
12月21日（水）
 1月18日（水）
 2月 8日（水）
 3月 8日（水）

入学金のみ11月11日（金）
入学金のみ12月  9日（金）

その他 12月16日（金）
その他 1月  6日（金）
一括 1月20日（金）
一括 2月  3日（金）
一括 2月 24日（金）
一括 3月 17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（2023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（2024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月末日  

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月末日  

642,000円

642,000円
8月末日  

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）。※2022年3月10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。※2023年3月31日（金）17時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年次の学費分納についてはご相談ください。

●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75,000円　［2年次］約49,000円（2021年度実績）

■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 　     じ           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 ぶんのう 　                           そうだん

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 ど じっせき

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

ばあい　  かぎ

ただし、出願する時点で以下のいずれかの英語資格の基準を取得した方は英語試験を免除します。出願書類提出時に合格通知・スコア
票の写しを同封してください。 ・英検1級　・IELTS 5.5以上　・TOEFL iBT 72以上　・TOEFL 530以上　・TOEIC 650以上
ひょう　 うつ       　どう ふう　　　　　　　　　　　　 えいけん　きゅう                                        いじょう　　　　　　　　                               いじょう　　　　                               いじょう                               　　　　いじょう


