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2020年入学　留学生受入れ情報

専門学校　進学情報カードとは

〇本冊子は、現在留学生の受入れを行っている、あるいは今後受入れ

　可能な専門学校の学校概要が掲載されています。

〇各学校が留学生受入れにあたって設けている制度、フォロー体制、

　選考試験などを掲載しています。留学生の進路検討資料として

　ご活用ください。

〇本冊子に掲載している内容、日程等は2020年入学生の学校概要です。

　（2019年10月24日現在の内容となります）

〇最新の情報、詳細は掲載各校へお問い合わせください。
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インデックス
専門学校　進学情報カードとは
インデックス
専門学校　進学情報カードの使い方

 工業分野

ＥＣＣコンピュータ専門学校
大阪建設専門学校
大阪工業技術専門学校
大阪コンピュータ専門学校
大阪自動車整備専門学校
大阪情報コンピュータ専門学校
大阪電子専門学校
関西テレビ電気専門学校
修成建設専門学校
清風情報工科学院
中央工学校ＯＳＡＫＡ
日本コンピュータ専門学校
日本写真映像専門学校
日本理工情報専門学校
ＨＡＬ大阪
ビジュアルアーツ専門学校
ホンダテクニカルカレッジ関西

 農業分野

愛甲農業科学専門学校

 医療分野

大阪医専
大阪医療技術学園専門学校
大阪府柔道整復師会専門学校
日本メディカル福祉専門学校

 衛生分野

ヴェールルージュ美容専門学校
ＮＲＢ日本理容美容専門学校
大阪キャリナリー製菓調理専門学校
大阪調理製菓専門学校
大阪調理製菓専門学校 ｅｃｏｌｅ ＵＭＥＤＡ
大阪ビューティーアート専門学校
大阪美容専門学校
桂make-upデザイン専門学校
小出美容専門学校
辻学園栄養専門学校
辻学園調理・製菓専門学校
辻製菓専門学校
辻調理師専門学校

 教育・社会福祉分野扉

大阪国際福祉専門学校
大阪コミュニティワーカー専門学校
大阪社会福祉専門学校

関西社会福祉専門学校
近畿社会福祉専門学校
鴻池生活科学専門学校
南海福祉看護専門学校

 商業実務分野

大阪ＩＴ会計専門学校
大阪ＩＴ会計専門学校 天王寺校
大阪観光専門学校
大阪ビジネスカレッジ専門学校
大原医療福祉製菓専門学校 梅田校
大原簿記法律専門学校 難波校
関西経理専門学校
ホスピタリティツーリズム専門学校大阪

 服飾・家政分野

上田安子服飾専門学校
大阪文化服装学院
大阪モード学園
マロニエファッションデザイン専門学校

 文化・教養分野

ＥＣＣアーティスト美容専門学校
ＥＣＣ国際外語専門学校
エール学園
大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校※ 
大阪ECO動物海洋専門学校
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校
OCA大阪デザイン&IT専門学校
大阪スクールオブミュージック専門学校
大阪総合デザイン専門学校
大阪ダンス＆アクターズ専門学校
大阪デザイナー専門学校
大阪動物専門学校
大阪動物専門学校 天王寺校
大阪バイオメディカル専門学校
大阪ブライダル専門学校
大阪文化国際学校
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
関西外語専門学校
キャットミュージックカレッジ専門学校
大阪ウェディング&ホテル・観光専門学校
駿台観光&外語ビジネス専門学校
専門学校　ESPエンタテインメント大阪
専門学校　ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
放送芸術学院専門学校
メディカルエステ専門学校
森ノ宮医療学園ランゲージスクール

※2020年度より校名変更予定 
　現校名　大阪アニメーションスクール専門学校
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進学情報カードの使い方

＜掲載内容について＞

①基本情報
学校連絡先など基本情報が記
載されています。

②分野タブ
学べる分野です。学校によって
は表示分野以外の分野も学べ
ます。

③受験に関する情報
出身地域ごとの在籍者数や留
学生選考試験について記載さ
れています。

④就職支援情報
留学生のインターンシップ制度
など就職支援制度について記
載されています。

⑤就職情報
留学生の就職情報について記
載されています。

⑥進学支援情報
奨学金や受入れ条件などにつ
いて記載されています。

⑦募集学科概要
留学生対象の募集学科概要
について記載されています。

＜略字の意味＞
・職業実践専門課程欄�
　〇が対象
・�専門士欄
　高：高度専門士
　士：専門士
・�性別欄
　共：共学、男：男性のみ、
　女：女性のみ

その他、不明点は各掲載校に
ご確認ください。
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大専各情報専門学校
Daisenkaku Joho Senmongakko

Daisenkaku Computer College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

コンピュータグラフィックス科 ○ 士 共 160 4 2 ・入学金：200,000円　・その他初年度学費等：1,155,000円 1830h　【930：900】

ゲーム制作科 ○ 士 共 160 4 2 ・入学金：200,000円　・その他初年度学費等：1,155,000円 1830h　【1020：810】

グラフィックデザイン科 ○ 士 共 40 4 2 ・入学金：200,000円　・その他初年度学費等：1,127,000円 1830ｈ　【930：900】

情報処理科 ○ 士 共 120 4 2 ・入学金：200,000円　・その他初年時学費等：1,117,000円 1830h　【990：840】

電気工学科 ○ 士 共 80 4 2 ・入学金：200,000円　・その他初年時学費等：1,039,000円 1920h　【1410：510】

［住所］〒534-0026�大阪府大阪市都島区網島町６－２０
［交通］JR大阪城北詰駅から徒歩3分
［採用担当者／入学担当］広報部／入学相談室
■TEL:06-6352-0048�■FAX:06-6352-7553�■E-mail:info@daisenkaku.or.jp
［URL］http://www.daisenkaku.or.jp/

・有名作品の制作に卒業生が多数参加。在校中も多くの大会で入賞実績あり　・「職業教育」と「キャリア教育」のバランスのとれた質の高いカリキュラ
ム　・手厚いサポート：ネイティブサポート（中国語・韓国語・ベトナム語）、日本語サポート、住まいのサポート（学習奨励寮）、アルバイトのサポー、ト卒業時は
もちろん、転職時にもフルサポート　・全100教室、コンピュータ2,000台以上とプロ仕様の環境　・文部科学大臣認定「職業実践専門課程」に認定

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 280名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率38.5％）

留学生の
主な出身国・地域

中国107名、韓国63名、台湾38名、ベトナム27名、ミャンマー6名、
ネパール6名、モンゴル5名、タイ3名（その他18カ国�計25名）

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

受付：9月1日～3月31日（各学科募集定員になり次第締め切り）
試験日：9月～3月まで計１７回実施
選考方法：書類審査・筆記試験・作文試験・面接試験（日本語N2レベル）
選考料：2万円　

留学生の
インターンシップ実施

有。
産学連携による実務経験を目的として、学校と企業がインターンシップ
契約を結び、単位を認めるインターンシップ等。

留学生の
インターンシップ状況

（インターンシップ先の業種）
CG、ゲーム、アニメ、web、ネットワーク、情報処理等
（インターンシップ先の会社名）
株式会社ダイセンカクアート、ダイセンカクピクチャーズ.株式会社、株式
会社ダイセンカク・ラボ、DaisenPic株式会社、株式会社ダイセンカクネッ
トワークなど多数

留学生対象の就職支援 日本人と同様に、就職担当者が履歴書の書き方、面接、プレゼンテーションなどの個別指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 海外高校との連携授業研修など

資格取得

・情報処理技術者試験
・基本情報技術者
・第一種電気工事士　
・第二種電気工事士試験
・情報活用試験（J検）　
・色彩検定　
・ビジネス能力検定（ジョブパス）　
・日本語能力試験
・ＩＴパスポート　
・シスコ技術者認定
・マルチメディア検定（ＣＧエンジニア・ＣＧクリエイター）
・工事担当者試験　
・ＭＩＤＩ検定

留学生の卒業後の
進路

（就職先業種・職種）
ＩＴ業界（SE・PG、ネットワーク等）、電子業界、ゲーム業界、デザイン業界
（CG、Web、グラフィック）、アニメーション業界
（就職先会社名／進学先学校名）
株式会社DAISENKAKUアート、ダイセンピクチャーズ.株式会社、株式
会社ダイセンカク・ラボ、DaisenkakuPic株式会社、株式会社ダイセンカ
クネットワーク・Daisen株式会社・梅田電力株式会社など
(過去の進学実績)
ダイセン工科大学、ダイセンカク大学、ダイセンカク電子大学など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）81.8％（就職者90名/就職希望者110名）

留学生対象の制度

（奨学金制度）
文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度
共立国際交流奨学金制度（アジア諸国の国籍を持つ者）
私費外国人留学生学習奨励費支給制度
（特待生制度、学費の免除・減免措置等）
進級時学費免除制度
本校では入学後、1年次の出席率（出席時間数÷授業時間数）が90％を
超える方は、2年次前期に納入する学費から100,000円を免除します。

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80％以上
・18歳以上

身元保証人 お問い合わせください

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学時留学生ガイダンス。卒業年次生就職ガイダンス（年3回）。留学
生専用窓口があり、徹底的に在籍管理と共に、日本での生活指導・サ
ポートを行っている。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

違法業種徹底、時間数制限の徹底
（あくまでも勉学中心の学生生活を送ることが基本とする）

備考

文
化
・
教
養

最新情報はWEBで

大専各では留学生を対象とした「留学生支援サイト」を

運営しています。

各学校の最新情報はこちらもご活用ください。

①②

③

④

⑦

⑤

⑥

ダミー
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ITや電子・電気・ロボット関連に携わる技術者、
建築士や土木関連の技師、自動車整備士など、日
本のものづくりを支える人材を育成します。

Technology

工業分野
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ECCコンピュータ専門学校
ECC Kompyuta Senmongakko

ECC College of Computer and Multimedia

■留学生募集学科概要

※経営工学科／非漢字圏留学生のみ

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

高度情報処理研究学科 ○ 高 共 － 4 4

入学金50,000円／授業料750,000円／設備費240,000円／
合計（1年間）1,040,000円
※別途、教材費・諸経費あり。
※授業料は学費減免ランクによって異なります。

前後期の必修の授業時間数は年
900時間／週30時間。
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

マルチメディア研究学科 ○ 士 共 － 4 3

入学金50,000円／授業料750,000円／設備費240,000円／
合計（1年間）1,040,000円
※別途、教材費・諸経費あり。
※授業料は学費減免ランクによって異なります。

前後期の必修の授業時間数は年
900時間／週30時間。
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

マルチメディア学科 ○ 士 共 － 4 2

入学金50,000円／授業料750,000円／設備費240,000円／
合計（1年間）1,040,000円
※別途、教材費・諸経費あり。
※授業料は学費減免ランクによって異なります。

前後期の必修の授業時間数は年
900時間／週30時間。
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

経営工学科 － 士 共 － 4 2
入学金50,000円／授業料610,000円／設備費240,000円／
合計（1年間）900,000円
※別途、教材費・諸経費あり。

前後期の必修の授業時間数は年
900時間／週30時間。
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

［住所］〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-3-35
［交通］JR大阪駅、阪急大阪梅田駅、大阪メトロ梅田駅より徒歩10分、大阪メトロ中崎町駅4番出
口より徒歩1分
■TEL:06-6374-0144 ■FAX:06-6374-0149 ■E-mail:comp@ecc.ac.jp
［URL］https://comp.ecc.ac.jp

学費減免。日本語授業の実施。担任・教務による個別面談。その他生活指導など。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 170名

留学生の
主な出身国・地域 中国、台湾、韓国、ベトナム、インドネシア

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】9月17日～ 願書受付　（試験日）10月～ 随時
【選考方法】書類、筆記試験、面接　（選考料）20,000円
【試験内容】書類、筆記試験、面接により日本語理解力や人物など総合
的に判断する。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ。

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
IT業界、ゲーム業界、Web業界、CG映像業界 など

【インターンシップ先の会社名】
大手IT企業／大手ゲーム開発企業 など

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導
留学生専用求人の紹介など

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 フィンランド・オウル応用科学大学ゲームラボとの短期交換留学など

資格取得

日本語能力試験
ITパスポート試験
基本情報技術者試験
Oracle Certified Java Programmer
ORACLE MASTER
Microsoft Office Specialist
C言語プログラミング能力認定試験
CGエンジニア検定
色彩検定

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
IT業界、ゲーム業界、Web業界、CG映像業界 など

【就職先会社名】
㈱カプコン、㈱セガゲームス、明治安田システム・テクノロジー㈱ など

【進路内訳】
国内就職82％、海外就職8％、進学8％、その他2％（2018年度）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）国内就職希望者31名中31名就職（2018年度）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
文部科学省外国人留学生学習奨励費（48,000円／月）、ECC留学生
特別奨学生（10,000円／月）

【特待生制度、学費減免措置】
留学生は特待生学費となります。入学時に保持している日本語系・英語
系ライセンスに応じて学費減免ランクが決まります。

その他受入条件

①法務大臣により告示されている日本語教育機関にて6ヶ月以上の日本語
教育を受けた者で、出席率が良好であること。または日本語能力試験N2相
当、もしくは日本留学試験日本語科目が200点以上の能力がある者。※国
内の日本語学校に通っている学生は、出席率90%以上が入学基準となり
ます。②18歳以上で、外国において12年以上の学校教育を修了した者。
③進学する分野に対して目的意識と学習意欲をしっかり持っている者。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学前日本語プレスメントテスト（３月）　新入生オリエンテーション（４月）
個別面談（随時）
半期毎のオリエンテーションによる生活指導

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

国内法律の遵守などを指導した上で、業務内容・就業時間・雇用先との
連絡など、適切な学習環境を保持する指導を行う。

備考
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大阪建設専門学校
Osaka Kensetsu Senmongakko

OSAKA CONSTRUCTION COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

建築学科Ⅰ ー ー 共 40 4 1 入学金：200,000円／授業料800,000円／実習370,000円／
合計（1年間）1,170,000円

年1,050h／週30h【9:10】
（1単位時間50分）

建築学科Ⅱ ー 士 共 180 4 2 入学金：200,000円／授業料800,000円／実習320,000円／
合計（1年間）1,120,000円

年1,050h／週30h【9:10】
（1単位時間50分）

建築学科（夜間） ー 士 共 80 4 2 入学金：50,000円／授業料130,000円／実習：130,000円／
合計（1年間）480,000円

年936h／週30h【17:50】
（1単位時間90分）

ビオトープ科 ー 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料800,000円／実習320,000円／
合計（1年間）1,120,000円

年1,050h／週30h【9:10】
（1単位時間50分）

バイオエコロジ科 ー 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料800,000円／実習320,000円／
合計（1年間）1,120,000円

年1,050h／週30h【9:10】
（1単位時間50分）

［住所］〒530-0052 大阪市北区南扇町3-16 西沢学園
［交通］大阪メトロ扇町駅５番出口から徒歩２分、南森町から徒歩５分、JR環状線天満駅から徒歩７分
［採用担当／入学担当］就職部／入試部
■TEL:06-6313-0261 ■FAX:06-6313-1112 ■E-mail:info@nishizawa.ac.jp
［URL］http://www.nishizawa.ac.jp

専門教育と日本語指導とともに、担任制度によりきめ細かな生活指導を実施。進路・就職指導により職業企業紹介や就労ビザの取得指導など、全
員が希望の就職ができるように指導！

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 20名・50名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月20日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接（選考料）￥20,000
【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【インターンシップ先の業種】：建設業界
インターンシップ可能な企業を紹介

留学生対象の就職支援
進路就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他
指導
1年生・2年生を通して「ビジネス」という科目で実施しています。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

「二級建築士」（国家資格）受験資格取得　2年制卒業時
電気通信の「工事担任者ＤＤ3種」（国家資格）が校内講習修了でもら
えます。
全国建築CAD検定3～2級（全国建築CAD連盟）

留学生の卒業後の
進路

建設会社、建築設計事務所、インテリア関連、建築設備会社、建築構
造設計事務所など
国内就職１００％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）２０１７年度１００％、２０１８年度１００％（大阪府、兵庫県、滋賀県）

留学生対象の制度

留学生特別減免制度：奨学金：￥350,000

その他受入条件

本国の高等学校卒業以上
日本の日本語学校を卒業以上

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【1年次】進路相談ー学習指導ー　【2年次】就職相談ー面接指導ー就
労ビザの取得指導

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

就労に支障をきたさないアルバイトは可能です。

備考
全員が、希望する就職を目標としています。
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大阪工業技術専門学校
Osaka Kogyo Gijutsu Senmongakko

OSAKA COLLEGE OF TECHNOLOGY

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ロボット・機械学科 ○ 士 共 40 4 2

学費（公募制推薦入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料720,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）904,000円
学費（一般入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料1,020,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）1,204,000円　※教科書代、及び教材費が別途必要です。

【授業時間：年間／週】 
年1,156h／週36h

【講義・実習割合】
30：70

建築設計学科 ○ 士 共 40 4 2

学費（公募制推薦入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料820,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）1,004,000円
学費（一般入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料1,120,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）1,304,000円　※教科書代、及び教材費が別途必要です。

【授業時間：年間／週】 
年1,207h／週36h

【講義・実習割合】
45：55

建築学科 ○ 士 共 40 4 2

学費（公募制推薦入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料720,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）904,000円
学費（一般入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料1,020,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）1,204,000円　※教科書代、及び教材費が別途必要です。

授業時間：年間／週】 
年1,105h／週36h

【講義・実習割合】
42：58

インテリアデザイン学科 ○ 士 共 40 4 2

学費（公募制推薦入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料720,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）904,000円
学費（一般入試合格の場合）
入学金150,000円／授業料1,020,000円／委託徴収金34,000円／
合計（1年間）1,204,000円　※教科書代、及び教材費が別途必要です。

【授業時間：年間／週】 
年1,105h／週36h

【講義・実習割合】
43：57

［住所］〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-8-24
［交通］�大阪メトロ谷町線、京阪電鉄天満橋駅から徒歩7分、大阪メトロ堺筋線・谷町線南森町駅、 

ＪＲ東西線大阪天満宮駅、ＪＲ東西線大阪城北詰駅から徒歩10分
［採用担当／入学担当］広報部／留学生担当
■TEL:0120-0910-19 ■FAX:06-6352-5995 ■E-mail:info@oct.ac.jp ［URL］http://www.oct.ac.jp

建築・機械電気等の技術・知識の修得には高い日本語能力が求められます。学内の勉学がスムーズに行えるよう、また将来の進路活動の為、本校は留学生に対し
前期はＮ２、Ｎ１取得を目指した日本語サポート授業を実施し、後期からは就職・進学のための日本語講座を実施しております。各学科毎の授業内では日本人学生と
チームを組み制作課題を行います。課題を行う中で協調性やプレゼンテーション能力、課題解決力の向上を図り、社会に大きく貢献できる人材の育成を目指します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 41名（2019年10月時点）

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム14名、中国10名、台湾6名、韓国5名、モンゴル1名、カンボジア
2名、インドネシア1名、マレーシア1名、ベナン1名（2019年10月時点）

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

・2020年度公募制推薦入試の場合　【出願受付】10月1日～2020年3月18
日 ※試験日は随時　【選考方法】書類審査、面接、（日本語能力N2レベル筆
記試験：日本語能力を証明する資格がない方は本校独自の筆記試験を受けて
頂きます）　【選考料】免除　★本校募集要項で詳細を必ずご確認ください。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって対応する。

【インターンシップ先の業種】
製造業・建設業など

【インターンシップ先の会社名】
建設業：株式会社梅田コーポレーション、栗本建設工業株式会社、株式
会社ケイ・アイ・エス
製造業：中央電設株式会社、福井精機工業株式会社、株式会社ユニ
テックなど

留学生対象の就職支援 業界・企業研究指導、求人紹介、履歴書・経歴書の作成指導、面接指
導、「在留資格：技術・人文知識・国際業務」取得に向けたサポート

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

目指せる資格：

【学科共通】
・日本語能力試験Ｎ２～Ｎ１　・ビジネス能力検定３級～２級など

【建築系学科】
・１級建築士受験資格　・２級建築士受験資格
・１級建築施工管理技士受験資格　・２級建築施工管理技士受験資格
・福祉住環境コーディネーター　・インテリアコーディネーターなど

【ロボット・機械学科】
・２級建築設計技術者受験資格　・ＣＡＤ利用技術者（２Ｄ、３Ｄ）
・電気主任技術者　・電気工事士など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】製造業：機械設計職、機械加工職、サービスエンジ
ニア職、機械オペレーター職等　建設業：建築設計職、施工管理職、ＣＡ
Ｄオペレーター等

【就職先会社名】製造業：カワサキロボットサービス株式会社、カツヤマキカイ株式会社、
ナカバヤシ株式会社、ＮＣホールディングス株式会社など　建設業：株式会社ニシテッ
ク、株式会社現代綜合設計、株式会社ラフト、国土工営コンサルタンツ株式会社など

【2018年度進路比率】
国内就職70％（全17名中12名）　海外就職6%（全17名中1名）
進学12%（全17名中2名）　その他12％（全17名中2名）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

【2018年度留学生就職率】
86.7%（就職希望者15名中13名就職）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・ 入学前JLPTN1合格記念奨学金／本校に入学する前にN1を取得で
きた留学生には2年生進級時に奨学金100,000円を支給。

・JLPT合格記念奨学金（下記２種類の内１種類のみ利用可）
　①本校1年生の時、N2を取得できた留学生には奨学金50,000円を支給。
　②本校1年生の時、N1を取得できた留学生には奨学金100,000円を支給。
・文部科学省外国人留学生学習奨励費／毎年1名のみ48,000円/月
・ 進級特待生制度奨学金／成績評価、出席率、授業姿勢等から総合的
に判断して若干名選定。奨学金の額は毎年変動します。

その他受入条件

【2020年度公募制推薦入試より一部抜粋】　・本国において１２年以上の
学校教育を修了している者　・日本語教育機関が発行した６ヶ月以上の日本
語の教育を受けた者　・日本語教育機関の出席率が９０％以上の者　・本校
オープンキャンパス・各種説明会に参加した者　・日本語能力を証明する資格
を取得している者（Ｎ２以上 または 日本留学試験の日本語科目200点以上
の者）もしくは同レベルの者　★本校募集要項で詳細を必ずご確認ください。

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

１年生留学生スケジュール　【4月】入学オリエンテーション　【5月】留学生
歓迎行事　【7月】OCTドラゴンボート大会　【8月】前期期末試験、夏休み 

【9月】後期開始　【12月】学生懇親会、冬休み　【1月】後期期末試験、春休み

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト求人票を進路支援室に設置。各自自主的に確認を行う。成
績、出席率、素行等不良でなければ進路支援室にて受付可。

備考
出願をご希望の場合は、出願前に詳細を必ず本校募集要項でご確認く
ださい。募集要項等の資料請求は本校ウェブサイトや電話等で承ってお
りますので、お気軽にお問い合わせください。
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大阪コンピュータ専門学校
Osaka Kompyuta Senmongakko

Osaka Computer COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ＩＩＴ・クラウド科 － 士 共 40 4 2 入学金：20万円1年次学費：65万円　２年次学費105万 年900ｈ／週30ｈ／1時間／
単位50分以上

ＣＧ・ゲーム科 － 士 共 40 4 2 入学金：20万円1年次学費：65万円　２年次学費105万 年900ｈ／週30ｈ／1時間／
単位50分以上

フォトグラファ科 － 士 共 20 4 2 入学金：20万円1年次学費：65万円　２年次学費105万 年900ｈ／週30ｈ／1時間／
単位50分以上

［住所］〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町３
［交通］大阪メトロ堺筋線扇町駅から徒歩2分、JR環状線天満駅から徒歩8分、阪急・阪神大阪梅田駅、大阪メトロ梅田駅から徒歩15分
［採用担当／入学担当］教務部 留学生担当
■TEL:06-6314-0261 フリーダイヤル:0120-98-2438 ■FAX:06-6313-1112
■E-mail:info@nishizawa.ac.jp　［URL］https://www.ocsg.ac.jp/

コンピュータ関連に興味をお持ちの方であれば、広く受け入れさせていただきます。
学園創立70年以上、専門分野への技術・知識に対して意欲的に取り組んでいただけるよう少人数体制できめ細かなフォローを実施させていただい
ております。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 20名

留学生の
主な出身国・地域 中国・ベトナムなど

留学生用試験の有無 無

留学生選考試験 書類選考のうえ面接試験と日本語試験の実施

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ＩＴ・エンジニア関連企業など

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）　履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容 無

資格取得

・ジョブパス検定
・情報検定
・基本情報技術者検定
・ＩＴパスポート
・第一級陸上特殊無線技士
・DD第三種
・CGクリエイター検定
・CGエンジニア検定

留学生の卒業後の
進路

日本人同様

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・留学生特別奨学金
　1年次　学費　35万円免除　特典あり
・西沢正雄奨学金（入学者全員）
　1年次　学費　20万円免除　特典あり

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率90％以上
・日本語能力試験受験経験あり

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学時にオリエンテーション実施
入学後の学生生活に関する個別相談随時実施

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担当教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。概ね、出席率90％以上、国内法律の遵守などを指導した
上で、資格外活動取次申請を行う。業務内容・修業場所・就業時間・雇
用先との連絡等、適切な学習環境を保持する指導を行う。

備考
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大阪自動車整備専門学校
Osaka Jidousha Seibi Senmongakko

OSAKA AUTOMOBILE COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

自動車整備科 － 士 共 120 4 2

入学金：150,000円
※試験結果により減免あり。
初年度学費：1,140,000円（入学金含む）
別途、資格取得費として50,000円徴収

年1,261h／週33h【1：2】
（1単位時間50分）

［住所］〒543-0017 大阪府大阪市天王寺区城南寺町7-19
［交通］近鉄大阪上本町駅、大阪メトロ谷町九丁目駅から徒歩７分、JR鶴橋駅から徒歩１３分
［採用担当／入学担当］広報部
■TEL:06-6761-3692 ■FAX:06-6761-5886 ■E-mail:info@jidousha.ac.jp
［URL］http://www.jidousha.ac.jp

本校では留学生別科を設けず、日本人学生と一緒に一から自動車整備士の技術・知識を学びます。先生にも質問しやすいアットホームな環境で、
理解力を向上させるフォロー体制が整っています。在学中、多くの資格取得にも挑戦。日本での就労を目指すべく、手厚い就職支援も特色の一つで
す。留学生の就職率は１００％！毎年高い国家資格取得率も誇っており、優秀なエンジニアの育成に貢献しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 14名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率14.3％）

留学生の
主な出身国・地域 中国２名、韓国１名、ベトナム１０名、スリランカ１名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10/1～3/17
（試験日）10/13・27、11/10・24、12/7、1/19、2/15、3/8・21
【選考方法】書類審査、面接、筆記試験（数学・日本語）
【選考料】２０，０００円

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

無

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容 無

資格取得

・国家資格2級ガソリン自動車整備士　　　　　　　　　　　　　
・国家資格2級ジーゼル自動車整備士　　　　　　　　　　　　　
・国家資格2級二輪自動車整備士
・自動車損害保険募集人資格　　　　　　　　　　　　　　　　
・中古小型自動車査定士資格
・アーク溶接特別教育修了証
・ガス溶接技能講習修了証　　
・（丙・乙4）危険物取扱者資格
・低圧電気特別教育修了証

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】自動車整備士
【就職先会社名】大阪トヨタ／奈良トヨタ／大阪トヨペット／奈良トヨペット／トヨタカロー
ラ新大阪／ネッツトヨタ新大阪／トヨタカローラ大阪／トヨタカローラ南海／ネッツトヨタ
南海／トヨタカローラ奈良／ネッツトヨタ中央大阪／ネッツトヨタニューリー北大阪／ネッ
ツトヨタ奈良／西日本三菱自動車／ 大阪マツダ／関西マツダ／奈良マツダ／神戸マ
ツダ／スズキ自販近畿／スズキ自販関西／スズキ自販奈良／大阪ダイハツ／奈良ダイ
ハツ／兵庫ダイハツ／大阪日野自動車／いすゞ 自動車近畿／UDトラックス／三菱ふそう

（近畿ふそう）／大阪スバル／奈良スバル／ヤナセ／八光自動車／日産大阪／ホンダ
カーズ大阪／さくらタクシー／レッドバロン／阪急阪神エムテック／コマツリフト等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％（就職者5名/就職希望者5名）

留学生対象の制度

【特待生制度、学費の免除・減免措置等】
【入学者特典】
年間授業料の一部（２０万円）を免除。
※修業年数2年のため、2年間（合計４０万円）の減免。

その他受入条件

・外国において、通常課程による１２年の学校教育を修了した者
・日本語能力試験2級・N2以上の者
・ 法務大臣の指定する日本語学校において６ヶ月以上の教育を修了し
た者でその間の出席率が90%以上の者 

・普通自動車運転免許（AT限定車と除く）取得可能な者 

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【４月】入学オリエンテーション　担任制度並びに留学生担当を配置して
いる。在留カード更新サポート対応。　国家資格取得には厳正なる出欠
管理が必要となるため、問題のある学生には適宜生活指導を行っている。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

違法業種徹底、時間数制限の徹底
（あくまでも勉学中心の学生生活を基本とする）

備考
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大阪情報コンピュータ専門学校
Osaka Joho Kompyuta Senmongakko

Osaka Information and Computer Science College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

総合情報メディア学科 ○ 高 共

総定員
40

4 4 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ／週30h

情報システム開発学科 ○ 士 共 4 3 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ／週30h

メディアクリエイト学科 ○ 士 共 4 3 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ／週30h

情報処理学科 ○ 士 共 4 2 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ／週30h

ゲーム学科 ○ 士 共 4 2 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ／週30h

メディアデザイン学科 ○ 士 共 4 2 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ/週30h

ビジネス学科 ○ 士 共 4 2 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ/週30h

ITテクニカル学科 ○ 士 共 4 2 入学金　免除／授業料370,000円／実習費180,000円／施設
設備費150,000円　1年次合計700,000円（特別奨学生の場合）年960ｈ/週30h

［住所］〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-8-4
［交通］大阪メトロ谷町9丁目駅から徒歩5分、近鉄大阪上本町駅から徒歩2分
［採用担当／入学担当］キャリア支援課／入試広報課
■TEL:0120-198-014 ■FAX:06-6772-1272 ■E-mail:info@oic.ac.jp
［URL］https://www.oic.ac.jp/

IT技術やコンテンツ制作スキルの取得だけでなく、日本語能力の向上や日本文化の理解についても深める。留学生は円滑な学校生活を送れるよう
に、クラス担任と留学生支援担当が一人ひとり丁寧にフォローアップする。通常授業とは別途で日本語の授業を提供し、日本語能力の向上を図って
いる。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 53名

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム36名　中国6名　モンゴル2名　インドネシア2名　韓国・タ
イ・ネパール・スリランカ・コロンビア・スロベニア・ドミニカ共和国各1名　
合計53名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年10月1日～2020年2月29日
【試験日】2019年10月11日　11月5日　11月26日　12月24日　
2020年2月7日　3月6日

【選考方法】書類審査　日本語　面接　【選考料】2万円

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 基本的に日本の学生と同様に就職指導を行います。
履歴書指導・面接指導・学内企業セミナー等。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

基本情報技術者試験
マイクロソフトオフィススペシャリスト
CGクリエイター検定
Webクリエイター検定
ビジネス検定

留学生の卒業後の
進路

2019年3月卒業生　就職実績一覧
　アエックス
　アスパーク
　インテックソリューションパワー
　NECネッツエスアイサービス
　システムユー
　チコウエアテック
　トラストテック

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

就職者 7名／　就職希望者 8名（2018年3月卒業生）
就職者11名／　就職希望者14名（2019年3月卒業生）

留学生対象の制度

【入学金免除】
　留学生（私費）は入学金12万円を免除

【特別奨学金制度】
　年間授業料より23万円免除
　 本校の入学者選考において入学意思、学習意欲が高いと認められた

もの

その他受入条件

１．外国において通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又
は2020年3月卒業見込みの者　２．18歳に達した者　３．日本語学校
で6ヶ月以上の日本語教育を受けた者、又は2020年3月に卒業見込み
の者　４．日本語能力試験N2以上、又は日本留学試験200点以上、又
はそれと同程度の日本語能力を有する者　５．日本語学校における出席
率が原則として90%以上ある者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【3月】入学前オリエンテーションを実施
【6月】留学生交流会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪電子専門学校
Osaka Denshi Senmongakko

Osaka Electronics Professional Training College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

電子工学科 － 士 共 80 4 2

【１年】
入学金／250,000円
施設・維持費／270,000円　実習費／8,000円
授業料／630,000円　学用品代／30,000～40,000円
合計（1年間）／1,188,000円～1,198,000円

【２年】
施設・維持費／270,000円　実習費／8,000円
授業料／630,000円　学用品代／30,000～40,000円
合計（1年間）／938,000円～948,000円

【１年】
年901h／週26.5h

【講義21h／実習5.5h】

【２年】
年901h／週26.5h

【講義15h／実習11.5h】

情報エンジニア科 － 士 共 80 ４ 2

【１年】
入学金／250,000円
施設・維持費／270,000円　実習費／8,000円
授業料／630,000円　学用品代／100,000～110,000円

（※コースによって異なる）
合計（1年間）／1,258,000円～1,358,000円

【２年】
施設・維持費／270,000円　実習費／8,000円
授業料／630,000円　学用品代／30,000～40,000円

（※コースによって異なる）
合計（1年間）／938,000円～948,000円

【１年】
年901h／週26.5h

【講義16.5h～18.5h／実習8h
～10h】

（※コースによって異なる）
【２年】
年901h／週26.5h

【講義6.5h～8.5h／実習18h～
20h】

（※コースによって異なる）

［住所］〒543-0043 大阪市天王寺区勝山4-5-6
［交通］JR環状線桃谷駅から徒歩5分
［採用担当／入学担当］留学生担当／入学事務局
■TEL:06-6779-8484 ■FAX:06-7772-9089 ■E-mail:info@kimura.ac.jp
［URL］http://www.kimura.ac.jp

①日本語能力試験合格を支援：日本語能力試験の1級取得を目指している留学生に試験対策の授業を行っています。　②日本での就職を徹底応
援：就職センターの選任アドバイザーが就職活動をサポートします。　③大学編入をサポート：３年次大学編入を目指す留学生のみなさんに特別授業
を行っています。　④約70名以上の留学生が卒業：毎年国費留学生の受入を行い、多くの留学生を世界へ輩出しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 5名

留学生の
主な出身国・地域 中国、韓国、香港、カンボジア、インドネシア、ロシア、など

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10月1日～1月31日必着　【選考方法】書類審査
【選考料】20,000円　【受験資格】下記のいずれかに該当する者
日本語能力試験2級以上　日本語留学試験「日本語」200点以上
J.Test C級以上　BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）　履歴書、経歴書の作成指導
面接指導　その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

第２級陸上特殊無線技士
情報検定
情報活用試験
日本語能力試験１級　など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】
通信業、販売業、教育業　など

【就職先会社名/進学先大学】
株式会社エディオン、富士カーボン製造所、ダイアディックシステムなど
筑波大学、京都工芸繊維大学、大阪府立大学、広島大学、同志社大
学、徳島大学、群馬大学、愛媛大学など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
●日本学生支援機構 私費外国人留学生学習奨励費（一定の条件あり）

【特待生制度、学費の免除、減免措置等】
●下記の資格を取得しているものは入学金の一部免除
　日本語能力試験２級以上
　日本語留学試験「日本語」２００点以上
　J.TEST C級以上
　BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
●日本語学校の出席率、入学後の出席率に応じて授業料の一部免除

その他受入条件

●日本語教育機関での出席率 ９０％以上
● 外国において１２年の教育課程を修了または修了見込みで、かつ入

学時に１８歳に達する者

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

担任制度を敷いていることから、出欠状況の厳密な管理を行うと共に、
専修学校で学ぶ専門用語等のフォローを必要に応じて行っています。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学校紹介のアルバイト有

備考
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関西テレビ電気専門学校
Kansai TerebiDenki Senmongakko

KANSAI TV Electrical COLLEGE

■留学生募集学科概要

［住所］〒530-0052 大阪市北区南扇町３-１６ 西沢学園
［交通］大阪メトロ扇町駅５番出口から徒歩２分、南森町駅から徒歩５分、JR環状線天満駅から徒歩７分
［採用担当／入学担当］北村 洋子
■TEL:06-6313-0261 ■FAX:06-6313-1112 ■E-mail:info@nishizaw.ac.jp
［URL］http://www.nishizawa.ac.jp

専門教育と日本語指導とともに、担任制度によりきめ細かな生活指導を実施。進路・就職指導により職業企業紹介や就労ビザの取得指導など、全
員が希望の就職ができるように指導！

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 20名・50％

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月20日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接　（選考料）￥20,000
【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【インターンシップ先の業種】：電気・電子・映像業界
インターンシップ可能な企業を紹介

留学生対象の就職支援
進路就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他
指導
1年生・2年生を通して「ビジネス」という科目で実施しています。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

「第二種電気工事士」（国家資格）は「電気テレビ科」で卒業時にもらえます。
「第１級陸上特殊無線技士」（国家資格）が校内講習修了でもらえます。
電気通信の「工事担任者DD３種」（国家資格）が校内講習修了でもらえます。

「第２級 陸上無線技術士」／「第1級 総合無線通信士」（国家資格）は
「放送電子科」で基礎科目免除。
第一種電気工事士（国家資格）は「電気テレビ科」で有利に取得できます。

「第１級 陸上無線技術士」／電気主任技術者試験３種（国家資格）は
有利に取得できます。
家電製品エンジニア（家電技術協会）は「電気テレビ科」で有利に取得
できます。
電気通信の「工事担任者DD１種」／ 「工事担任者総合種」（国家資
格）の科目免除があります。
映像音響処理技術者認定試験（JPPA)／デジタル検定（文科省）が有
利に取得できます。

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】家電メーカー、電気通信の関係、ケーブルテレビ
放送などAV関連、自動制御関連・制御機器メーカー、測定器メーカー、
自動車関連、電気設備管理、道路公団通信関連、放送設備メンテナン
ス、通信設備メンテナンス、総合エンジニアリング、電気設備電気工事、
屋内配線業務、防犯カメラ設備関連、電子機器製造メーカー、中継アン
テナ設備工事、電気通信ネットワーク関連、地上デジタル放送、BS･CS
衛星放送、映像音響ポストプロダクション、映像制作、カメラマン

【就職先会社名／進学先学校名】（株）防犯カメラ設備、電気設備工業（株）、大日電
子（株）、（株）電気工業所、高速道路管理、（株）電気設備工業　国内就職100％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）2017年度100％、2018年度100％　（大阪府、兵庫県、滋賀県）

留学生対象の制度

留学生特別減免制度：奨学金：￥350,000

その他受入条件

本国の高等学校卒業以上
日本の日本語学校を卒業以上

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【1年次】進路相談－学習指導－　【2年次】就職相談－面接指導－
就労ビザの取得指導

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

就学に支障をきたさないアルバイトは、可能です。

備考
全員が、希望する就職を目標としています。

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

放送電子科 ー 士 共 50 4 2 入学金：20万円／授業料86万円／学生諸費：0円／
奨学金：－35万円　合計（1年間）71万円

年900h／週30h【20:80】
（1単位時間50分）

電気テレビ科 ー 士 共 50 4 2 入学金：20万円／授業料87万円／学生諸費：0円／
奨学金：－35万円　合計（1年間）72万円

年900h／週30h【20:80】
（1単位時間50分）

電気テレビ科電工コース ー 士 共 50 4 2 入学金：20万円／授業料112万円／学生諸費：0円／
奨学金：－35万円　合計（1年間）97万円

年900h／週30h【20:80】
（1単位時間50分
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修成建設専門学校
Syusei Kensetsu Senmongakko

SYUSEI TECHNICAL COLLEGE

■留学生募集学科概要

学費／※分割払いも可能です。支払方法を1回、2回、4回よりお選び頂けます。※上記学費以外に教科書代や研修費など（90,000～310,000円）が必要です。

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

建築学科 ○ 士 共 180 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

建築CGデザイン学科 ○ 士 共 20 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

空間デザイン学科 ○ 士 共 60 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

住環境リノベーション学科 ○ 士 共 60 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

土木工学科 ○ 士 共 30 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

ガーデンデザイン学科 ○ 士 共 20 4 2
【学費】
1年目：900,000円（入学金105,000円含む）
2年目：820,000円（同窓会費23,000円含む）

約30時間／週
年間32週
年間総時間 960時間

［住所］〒555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田5-19-30
［交通］阪神本線千船駅から徒歩約5分、阪神なんば線出来島駅から徒歩約12分
［採用担当／入学担当］入試担当
■TEL:06-6474-1644 ■FAX:06-6474-1687 ■E-mail:info@syusei.ac.jp
［URL］https://www.syusei.ac.jp/

創立109年、建築・土木・造園という日本の建設に関する知識・技術を修得する学校です。通常カリキュラム以外に様々なクラブ活動も盛んで、活動を通
して日本文化を学ぶ機会があります。さらに留学生専用カリキュラムとして、『日本語コミュニケーション講義』を実施。建設に関するテーマで留学生同士
がアクティブラーニング形式で行い、主体性や積極性を身につけていきます。進路は就職、大学編入と学生一人一人にきめ細かなサポートを実施。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 63名（入学時学士 保有率 56%）

留学生の
主な出身国・地域

中国17名、ベトナム14名、台湾6名、ミャンマー3名、カンボジア5名、イ
ンドネシア9名、モンゴル3名、マレーシア1名、韓国4名、香港1名、合計
63名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10月1日～2月19日　（試験日）面接試験は毎月実施
【選考方法】書類審査、面接 
（選考料）ペーパー出願：22,000円、インターネット出願：20,000円
【試験内容】面接より日本語コミュニケーション力を確認します。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
夏休み、春休みの長期休暇を利用して、設計事務所、建設会社などで
行う。

【インターンシップ先の業種】
設計補助業務、現場管理補助業務　など

【インターンシップ先の会社名】
髙松テクノサービス㈱、㈱アイジェック、㈱箭木木工所、㈲赤城庭園、㈱
汎設計、壺山建設㈱、淡路設計事務所、㈱岡本工務店、㈱コンパス建
築工房、㈱山本設計、㈱池下設計、㈱第一技研

留学生対象の就職支援
就職指導(全般)
履歴書、経歴書の作成指導、面接指導
その他(SPI対策)

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

二級建築士受験資格
福祉住環境コーディネーター
CAD利用技術者試験
CADトレース技術審査
施工管理技術士(学科試験)
宅地建物取引士
カラーコーディネーター　など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】設計事務所、建設会社 等
【就職先会社名】㈱ヤマダ・エス・バイ・エルホーム、㈱ユアサデザインルー
ム、東洋建設㈱、㈱日創設計、㈱アルミック、トランスコスモス㈱、エムティ
メタリックス㈱、井上修造園、中央復権デザインプラス㈱、㈱オカモト・コン
ストラクション・システム、㈱ヤマシタ、㈱エネグリーン　など

【進学先】京都工芸繊維大学、武蔵野美術大学、東京理科大学、福井
大学、山口大学、広島大学、熊本大学、東海大学、大阪芸術大学、大阪
産業大学、京都造形芸術大学、大阪工業大学、摂南大学、日本大学、高
知工科大学　など　京都繊維大学、武蔵野美術大学、東京理科大学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生就職率100％ （就職者21名／就職希望者21名）
※2019年3月 卒業者実績

留学生対象の制度

【奨学金制度】
本校入学後の1年次にしっかり学業に励み、下記条件に当てはまる者に
は、2年次に奨励金を与える。
①1年次に校納金をすべて支払っていること。
②出席が皆勤であること

上記条件を満たし、1年次終了時点での
最終成績、出席率及び授業態度をもとに選出し、
必修科目の平均点数により90点以上で
授業料の10%の奨励金を与える。

その他受入条件

●日本の高等学校卒業と同等以上の資格をお持ちで18歳以上の方。
●日本語能力検定N2以上、ビジネス日本語能力テスト400点以上、日本留学試験200点以上
上記いずれかの資格を持つ方、もしくは同等以上の能力を持つと認められる方。

（各種資格の合格証、日本語学校の成績証明書などでの証明を要します）
●外国留学生の入試は、専願のみです。他校との併願はできません。
●本入試は「留学」の在留資格で在留（予定）している方が対象です。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

●週1回（90分）日本語コミュニケーション授業
ビジネス日本語（電話応対、お客様への手紙の書き方など）や学科を超
えた建設に関するアクティブラーニング授業を行っています。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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清風情報工科学院
Seifu Joho Koka Gakuin

SEIFU Institute of Information Technology

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

デザイン・コンピュータ学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：合格区分により異なる。（全額減免～300,000円）
授業料：740,000円（特待生S、特待生A）、1,280,000万円（一般）年間900時間

キャリア専攻科 － － 共 40 4 1

入学金：33,000円
授業料：650,000円
諸経費：47,000円
※授業料については日本語能力、出席率により減免有。

年間800時間
週20時間以上

［住所］〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通１-６-３
［交通］大阪メトロ谷町線阿倍野駅6番出口から徒歩6分、阪堺線松虫駅徒歩1分
［採用担当／入学担当］入学センター

■TEL:0120-774-334　06-6657-2369 ■FAX:06-6657-2386 ■E-mail:デザイン・コンピュータ学科：info@i-seifu.jp 日本語科・キャ
リア専攻科：info2@i-seifu.com　［URL］デザイン・コンピュータ学科：https://www.i-seifu.jp 日本語科・キャリア専攻科：http://i-seifu.com

【教育方針】安心・信頼・尊敬される人材育成を目指します。母国の言語や習慣を大切にするのと同様に、日本の和の精神を大切にする心「留学生基礎
力」を育てます。　【特色】デザイン・コンピュータ学科：入学してから専攻を決める「ぐるぐる」・少人数制指導で確実にレベルアップ・高い業界就職率　キャ
リア専攻科：大学（院）に進学後も役立つ日本語力育成・英語、数学、物理、化学、総合科目など選べる豊富な基礎科目・充実した副教材で学力定着

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 257名《入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率25.7％》

留学生の
主な出身国・地域

中国122名、ベトナム111名、インドネシア9名、ミャンマー7名、台湾3名
その他（インド、カンボジア、タイ、スウェーデン、バングラデシュ）5名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付期間及び選考日】10月1日～3月20日の期間、選考日は土曜日（詳細はお問い合わせください。）
【選考方法】書類審査・筆記試験・面接、コンピュータ学科のみ更にコンピュータ・エンジニア適性試験
実施。　【出願レベル】キャリア専攻科：N３レベル以上で筆記試験を重視。　デザイン・コンピュータ学
科：N２レベル以上で教育方針を理解でき、学習意欲が高く、まじめに勉学に取り組ことができる者。

留学生の
インターンシップ実施 有。希望者に対し紹介。

留学生の
インターンシップ状況

【インターンシップ先の業種】ソフトウェア開発、デザイン、サービス業など
【インターンシップ先の会社名】フルタニ産業㈱、㈱ジェイテック、㈱ク
ラックシステム、グローバリーテック㈱他　【具体的な取組みの内容】留
学生の採用に積極的な企業において、春休み・夏休みの休暇期間の2
週間から1カ月を目安に、企業内実習に取り組みます。企業内における
グループ活動を通じて、専門技術の向上を目指すとともに、日本の商習
慣を理解し、自分の適性や業務の相性、本当にやりたい仕事なのかを
確認する参考となります。当学院では留学生のインターンシップ受け入
れに積極的な企業の開拓に力を入れています。

留学生対象の就職支援
■留学生基礎力指導（日本事情の授業他、徹底した面接指導、履歴
書、経歴書の作成指導）　■就職支援専門スタッフによる就職先企業
開拓と情報の提供　■企業から講師を招いて校内就職セミナーを実施

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・キャリア専攻科：
日本留学試験／日本語能力試験
・デザイン・コンピュータ学科：
基本情報技術者試験／ITパスポート試験／Microsoft Office 
Specialist Word・Excel／情報活用試験／C言語プログラミング能力
検定試験／Webクリエイター能力認定試験／日本留学試験／日本語
能力試験

留学生の卒業後の
進路

【大学院進学】東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪市立
大学、大阪府立大学他　【大学進学】大阪大学、大阪市立大学、大阪
府立大学、大阪教育大学、滋賀大学、和歌山大学、奈良女子大学、他
多数　【就職先業種・職種】ソフトウェア開発／技術専門技能職　【就
職先会社名】ヤマトシステム開発株式会社（ヤマト運輸グループ）／㈱ト
ラストテック㈱ダイフク（東証一部上場）／㈱テクノプロ・デザイン社（東
証一部上場）／㈱Ｐ＆Ａ／㈱アスパーク／グローバリーテック㈱／モラブ
阪神工業㈱／㈱トランジッション／㈱トリックスター／㈱ＪＡＳＮＥＴ／ジェ
イ・ライン㈱他

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

熟練の就職指導専門スタッフによる徹底した就職活動指導、企業訪問
による就職先開拓などにより、毎年就職率100％を達成。

留学生対象の制度

【奨学金制度】
文部科学省外国人留学生学習奨励費他、清風情報工科学院独自の
奨学金制度有

【特待生制度、学費の免除・減免措置等】
・キャリア専攻科
出席率・日本語能力による減免有
・デザイン・コンピュータ学科（入学金＋年間授業料）
留学特待生Ｓ：84万円減免 ⇒ 74万円
留学特待生Ａ：74万円減免 ⇒ 84万円
留学生一般： ⇒ 158万円

その他受入条件

【日本語教育機関での出席率】
90％以上

【その他】
当学院の教育方針を正しく理解し、日本の伝統的信仰に基づく教育方
針に賛同すること。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

規則正しい生活習慣、あいさつ指導等、日本社会で生活するうえで必要
な知識情報を、入学時オリエンテーション及び学校生活で常に指導して
います。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

【アルバイト紹介】
アルバイトを紹介する支援専門スタッフが在籍していますので、学生の
希望により適切なアルバイト先を紹介しています。

【アルバイトポリシー】
アルバイト内容については、留学生の安全を重視し、危険なアルバイト、
違法なアルバイトは行わないよう徹底した指導を行っています。

備考
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中央工学校OSAKA
Chuo Kogakko Osaka

CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY OSAKA

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際コミュニケーション科 － － 共 25 4 1
入学金50,000円／授業料590,000円／施設費100,000円／
合計740,000円→分納3回災害・傷害保険料3020円／教材費
約30,000円

お問い合わせください

日越通訳・翻訳科 － 士 共 35 4 2
入学金50,000円／授業料590,000円／施設費100,000円／
実習費40,000円／合計780,000円→分納3回／災害・傷害保険
料3,020円／教材費約30,000円

お問い合わせください

ブリッジシステムエンジニア科 － 士 共 25 4 2
入学金50,000円／授業料590,000円／施設費100,000円／
実習費40,000円／合計780,000円→分納3回／災害・傷害保険
料3,020円／教材費約30,000円

お問い合わせください

建築学科 ○ 士 共 40 4 2 お問い合わせください お問い合わせください

住宅デザイン科 ○ 士 共 40 4 2 お問い合わせください お問い合わせください

インテリアデザイン科 ○ 士 共 40 4 2 お問い合わせください お問い合わせください

［住所］〒561-0872 大阪府豊中市寺内1-1-43
［交通］大阪メトロ御堂筋線（北大阪急行）緑地公園駅下車西出口から徒歩3分
［採用担当／入学担当］留学生入試係
■TEL:06-6866-0808 ■FAX:06-6866-1616 ■E-mail:kokusai@chuoko-osaka.ac.jp
［URL］https://www.chuoko-osaka.ac.jp/

国際コミュニケーション科、日越通訳・翻訳科、ブリッジシステムエンジニア科では、日本語教育のノウハウを生かし進学や就職のサポートをきめ細かく
行います。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 41名（2020年開講のため、現在の既存学科（日本語科））

留学生の
主な出身国・地域 中国、ベトナム、フィリピン、ネパール、インドネシア、台湾

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】9月1日より随時　出願受付順で入学選考日を決定。　【選考方法】書類審
査・日本語筆記試験・面接（OC参加者は選考料無料）　※日越通訳・翻訳科／ブ
リッジシステムエンジニア科は作文があります。　※日本語能力試験N2または日本
留学試験の日本語科目（記述除く）200点以上取得者は筆記試験を免除します。

留学生の
インターンシップ実施 導入予定

留学生の
インターンシップ状況

導入予定

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

ビジネス能力検定、初級CAD検定、建築CAD検定、Java 
Programmer Bronze SE認定資格、日本語能力試験、BJTビジネス日
本語能力テストなど

留学生の卒業後の
進路

【めざす就職先業種・職種】
CADプログラマー、システムエンジニア、各種メーカー、国内外SE、各種
企業、特定技能コーディネーター、行政・医療通訳など

【めざす進学先】
大学、専門学校、内部進学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）80％（2019年3月卒業者）

留学生対象の制度

お問い合わせください。

その他受入条件

出席率85％以上
日本語能力試験N2相当

身元保証人 要

宿舎の紹介 有。詳細はお問い合わせください。

日本での生活指導、
オリエンテーション等 有。詳細はお問い合わせください。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有。詳細はお問い合わせください。

備考
日越通訳・翻訳科は定員に達したため、2020年度入学選考の出願を
締め切りました。その他の学科の詳細は、お問い合わせください。
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日本コンピュータ専門学校
Nihon Kompyuta  Senmongakko

NIHON COMPUTER COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

Webスペシャリスト科 ○ 高 共 30 4 4

入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用17,500円程度
合計（1年間）1,361,000円

（学校推薦合格者は691,000円）

年1,248h／週24～28h

デジタルクリエイター科 ○ 士 共 40 4 2

入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円程度
合計（1年間）1,359,300円

（学校推薦合格者は689,300円）

年1,248h／週24～28h

情報処理システム科 ○ 士 共 40 4 2

入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円程度
合計（1年間）1,359,300円

（学校推薦合格者は689,300円）

年1,248h／週24～28h

ITスペシャリスト科 － － 共 30 4 1

入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用14,900円程度
合計（1年間）1,358,400円

（学校推薦合格者は688,400円）

年1,248h／週24～28h

［住所］〒533-0015 大阪府大阪市東淀川区豊新1-21-22
［交通］阪急京都線上新庄駅より徒歩8分、大阪メトロだいどう豊里駅より徒歩15分
［採用担当／入学担当］入学事務局
■TEL:06-6329-6553 ■FAX:06-6321-0861 ■E-mail:info@kamei.ac.jp
［URL］http://www.ncp.ac.jp/

コンピュータ分野におけるエキスパートを育成する養成校であり、各省庁より認定・指定を受け、各種国家資格の取得や受験資格を得ることのできる
学科・コースを持つ。日本における進学・就職のため、日本人と同様の教育をし、日本語レベルの向上と専門スキルの習得を目指します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 71名

留学生の
主な出身国・地域

中国、ベトナム、バングラデシュ、韓国、ミャンマー、インドネシア、ネパー
ル、ロシア、フィリピン

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】第1次 2019年8月1日～2019年12月13日　第2次 2019年
12月16日～2020年3月31日（海外からの出願は2019年12月13日ま
で）　【試験日】募集要項記載　【選考方法】作文・面接・日本語（選考
料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 日本人学生と同様に、本人の希望を重視し、就職指導全般を行っている。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・ITパスポート試験
・情報セキュリティマネジメント試験
・オラクルマスター認定資格試験
・Webデザイン技能検定
・基本情報技術者試験
・AI・IoT検定
・CGクリエイター検定　等

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】プログラマー、システムエンジニア、Webデザイ
ナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター、ゲームクリエイター、サウン
ドクリエイター等
【就職先会社名】㈱リングス、㈱アニメーションスタジオ・セブン、㈱ホー
ユー、㈱シージェーエス、眞露ジャパン㈱、㈱大阪美装、㈱Rizクリエイト、
㈱パルファン、㈱サンシステム、㈱ソプラ、㈱アスパーク　他

【進学先】大阪市立大学大学院、大阪府立大学大学院、大阪産業大学、帝塚
山大学、龍谷大学、関西大学、甲南大学、大阪工業大学、大阪成蹊大学、大和
大学、大阪観光大学、日本経済大学、東京経済大学、神戸医療福祉大学　他

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

就職8名/希望者12名
就職率67％

留学生対象の制度

【日本学生支援機構奨学金制度】
（2名、2018年実績　奨学金48,000円/月）
【留学生対象　奨学金制度】
入学金　免除
授業料1年次40万円、2年次40万円免除

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80％以上　・18歳以上で、外国において
12年以上の学校教育を修了した者。または入学時までに修了見込の者 
・日本語能力試験N2（2級）以上の合格者※　・日本留学試験「日本語科
目」の得点が200点以上の者※　・BJTビジネス日本語能力テストの得点
が400点以上の者※　※日本語能力に関しては、各試験に合格等して
いない場合でも選考試験で判断致しますので、出願は可能です。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学時留学生対象オリエンテーション実施
生活指導随時

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有/学校の判断に基づく
国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業
務内容・就業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を
保持する指導を行う。

備考
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日本写真映像専門学校
Ｎｉｈｏｎ Ｓｙａｓhｉｎ Ｅｉｚｏｕ Ｓｅｎｍｏｎｇａｋｋｏ

JAPAN INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY AND FILM

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

写真コミュニケーション学科 ○ 士 共 8 4 2
入学金：190,000円／授業料750,000円／維持費150,000円／
施設費110,000円／学生諸費120,000円／研修旅行費40,000
円／合計（1年間）1,360,000円

年1,295h／週30h【講義3・実習7】
（1単位時間70分）

映像クリエイション学科 ○ 士 共 8 4 2
入学金：190,000円／授業料800,000円／維持費150,000円／
施設費110,000円／学生諸費130,000円／研修旅行費40,000
円／合計（1年間）1,420,000円

年1,295h／週30h【講義3・実習7】
（1単位時間70分）

［住所］〒546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田1-5-9
［交通］近鉄南大阪線矢田駅下車徒歩約8分、大阪メトロ御堂筋線長居駅下車徒歩約20分／バ
ス約8分、ＪＲ阪和線長居駅下車徒歩約23分／バス約11分
［採用担当／入学担当］広報部／森　章

■TEL:06-4700-3820／0120-000-558 ■FAX:06-6607-8830 ■E-mail:a-mori@shasen.ac.jp　［URL］https://www.shasen.ac.jp

実践的なカリキュラム、経験豊かな教師陣、あらゆる分野で活躍中の講師陣を招き、ユニークな授業展開。ＯＢネットワークを活かしたインターンシップを
通じ、個々の将来の夢をサポートしています。また、デジタル教育にも重きを置き、これからの写真、映像業界にマッチした人材輩出を目指しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 2名

留学生の
主な出身国・地域

中国1名、香港1名、合計2名
（過去3年：台湾、中国、インドネシア、ベトナム）

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

［受付］ＡＯ推薦選考　8月1日～10月1日（作文、面接あり）
その他推薦選考　10月1日～3月31日

［選考方法］書類審査、面接、作文　（選考料）12月1日以降は20,000
円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ。

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取り組みの内容】
希望分野の企業に問い合わせ、許可が出れば夏休み等長期休暇時に
実施する。

【インターンシップ先の業種】
広告業、ブライダル写真、スタジオ写真、番組制作等

【インターンシップ先の会社名】
阪急デザインシステムズ、メディアプラザ、ピー・キューブ等

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書の作成指導、面接指導、日本語指導等

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 オーストラリア（メルボルン）にあるＰＳＣ（写真の専門学校）と写真展で連携

資格取得

国家資格『写真技能士』3級
映像音響処理技術者
国家資格『舞台機構調整 音響機構調整作業』
国家資格『第三級陸上特殊無線技士』
ドローン検定3級

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
コマーシャル写真、映像編集･制作、舞台製作 等

【就職先会社名】
㈱アマナ、㈱七彩工房、㈱メディアプラザ、ＣＧＮＴＶ、ピー・キューブ等

【進学先学校名】
大阪芸術大学、大阪観光大学、近畿医療福祉大学、奈良産業大学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

2019年3月卒業生実績／映像制作会社、舞台製作会社、観光写真
会社、広告写真会社等

留学生対象の制度

【奨学金制度】
私費外国人留学生学習奨励費対象校（独立行政法人日本学生支援
機構）

【特待生制度】
有。12月・3月実施。

【学費の免除・減免措置等】
ＡＯ推薦選考にて入学金より5万円減免。
学費分納制度（年4回まで）有り。

その他受入条件

日本語教育機関での出席率80％以上。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学後すぐに2泊3日のオリエンテーション有り。
毎月１回以上のカウンセリングと、年１回以上の自宅訪問を実施。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト紹介有り。
学業に悪影響を及ぼすと判断された場合は、アルバイトを中止させる。

備考
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日本理工情報専門学校
Nihon RikoJoho Senmongakko

NIHON SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ロボットシステム科 ○ 高 共 30 4 4
入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用17,500円
合計1,361,000円（学校推薦合格者は691,000円）

年1,248ｈ／週27～40ｈ

電気デジタル情報科 ○ 士 共 60 4 2
入学金270,000円／授業料1,140,000円／教材費94,500円／
その他費用15,800円
合計1,520,300円（学校推薦合格者は850,300円）

年1,326ｈ／週27～30ｈ

自動車整備科 ○ 士 共 40 4 2
入学金170,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円
合計1,259,300円（学校推薦合格者は689,300円）

年1,224ｈ／週24～28ｈ

電子・情報工学科 ○ 士 共 40 4 2
入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円
合計1,259,300円（学校推薦合格者は689,300円）

年1,404ｈ／週27～30ｈ

建築デザイン科 ○ 士 共 40 4 2
入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円
合計1,259,300円（学校推薦合格者は689,300円）

年1,008ｈ／週24～28ｈ

情報システム科 ー 士 共 30 4 2
入学金270,000円／授業料1,000,000円／教材費73,500円／
その他費用15,800円
合計1,259,300円（学校推薦合格者は689,300円）

年1,248ｈ／週24～28ｈ

［住所］〒533-00015 大阪府大阪市東淀川区大隅1-1-25
［交通］阪急京都線上新庄駅より徒歩8分、大阪メトロだいどう豊里駅より徒歩5分
［採用担当／入学担当］入学事務局
■TEL:06-6329-6553 ■FAX:06-6321-0861 ■E-mail:info@kamei.ac.jp
［URL］http://www.nrj.ac.jp/

自動車・建築・電気・通信・電子・ロボット・情報システム等の分野におけるエキスパートを育成する養成校であり、各省庁より認定・指定を受け、各種国
家資格の取得や受験資格を得ることのできる学科・コースを多数持つ。日本における進学・就職のため、日本人と同様の教育をし、日本語レベルの向
上と専門スキルの習得を目指します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 89名

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム、中国、ネパール、台湾、インドネシア、韓国、ミャンマー、スリラン
カ、タイ、グアテマラ

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】第1次 2019年8月1日～2019年12月13日、第2次 2019年
12月16日～2020年3月31日（海外からの出願は2019年12月13日ま
で）　【試験日】募集要項記載　【選考方法】作文・面接・日本語（選考
料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じく、希望者に対し実施

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
長期休暇を利用し、企業でのインターンシップを実施しています。

【インターンシップ先の業種】
電気・電子・自動車など

【インターンシップ先の会社名】
一般社団法人　情報通信エンジニアリング協会 等

留学生対象の就職支援 日本人学生と同様に、本人の希望を重視し、就職指導全般を行ってい
る。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

【卒業（修了）時取得資格】
第二種電気工事士（国）・工事担任者（DD第1種）（国）・第三種電気主
任技術者（国）
受験資格：二級自動車整備士（ガソリン・ジーゼル）（国）・一級建築士

（国）・二級建築士（国）・2級電気工事施工管理技士（国）
【取得目標資格】
危険物取扱者（乙種第４類）（国）・中古自動車査定士・ガス溶接技能
講習・電子機器組立て技能士・低圧電気取扱業務特別講習・情報処
理技術者・インテリアプランナー等

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】電気・電子・自動車・通信・建築・ロボット　関係
【就職先会社名】トヨタカローラ新大阪㈱／大阪スバル㈱／トヨタカローラ南海㈱／
㈱関西マツダ／㈱ホンダカーズ三重／㈱東海マツダ販売／UDトラックス㈱/㈱イエ
ローハット/ヤマトオートワークス㈱／㈱KDDIテクニカルエンジニアリングサービス／
JESCOホールディングス㈱／シード平和㈱/太洋工作所/㈱藤原電子工業/河長樹
脂工業㈱／広沢電気工事㈱／㈱ホーム・アート／㈱サヌキデンキ／吉田機電㈱　他

【進学先】京都工芸繊維大学、広島大学、群馬大学、豊橋技術科学大
学、山口大学、三重大学、福井大学、大阪工業大学、大阪芸術大学、
大阪産業大学、成安造形大学、久留米工業大学　他

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

就職者33名/就職希望者35名
就職率94％

留学生対象の制度

【日本学生支援機構奨学金制度】
（4名、2019年実績　奨学金48,000円/月）
【留学生対象　奨学金制度】
特別奨学生制度で入学金免除・学費の減免あり
学校推薦入試入試合格者
入学金免除　年間授業料400,000円　免除

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80%以上　・18歳以上で、外国において
12年以上の学校教育を修了した者。または入学時までに修了見込の者 
・日本語能力試験N2（2級）以上の合格者※　・日本留学生試験「日本語
科目」の得点が200点以上の者※　・BJTビジネス日本語能力テストの得
点が400点以上の者※　※日本語能力に関しては、各試験に合格等し
ていない場合でも選考試験で判断致しますので、出願は可能です。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

（１）入学時並びに必要な時期に留学生対象の説明会を開催し、徹底。
（２）学内の掲示を通じて情報を発信。
（３）留学生担当者が個々のケースで必要に応じて指導。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

法律の遵守

備考
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HAL大阪
Haru Osaka

HAL Osaka College of Technology & Design

■留学生募集学科概要

※【2年制学科】ミュージック学科入学時期は4月のみ

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

【４年制学科】
■ ゲーム4年制学科 
（ゲームデザイン・ゲーム企画・
ゲーム制作）

■CG映像学科
■グラフィックデザイン学科
■アニメ・イラスト学科
■ミュージック学科
■カーデザイン学科
■先端ロボット開発学科
■ 高度情報学科 
（高度情報処理・WEB開発）

○ 高 共 35～
70 4 4 1,533,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,006h～1,170ｈ

【2年制学科】
■ゲーム学科
■CG学科
■ミュージック学科
■情報処理学科
■WEB学科

○ 士 共 35 4・10 2 1,533,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,118ｈ～1,170ｈ

【１年制学科】
■国家資格学科 － － 共 20 4・10 1 960,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,086ｈ

［住所］〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-1
［交通］大阪駅前、徒歩３分
［採用担当／入学担当］入学相談室／入学担当
■TEL:06-6347-0001 ■FAX:06-6345-3456 ■E-mail:nyugaku.osaka@hal.ac.jp
［URL］hal.jp

■学びたい意欲に国境はありません。学びたい意欲がある人すべてに応える、HALだからできることです。　■HALは「認可校」「適正校」「認定校」
です。　■卒業と同時に、卒業証書と「高度専門士」/「専門士」の称号が得られます。　■留学生のための単位認定特別規定があります。　■勉
学も日常生活も安心の留学生支援制度があります。　■日本での就職、資格取得を責任を持って支えます。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 207名

留学生の
主な出身国・地域

中国１３２名、台湾２１名、インドネシア２２名、韓国１８名、イタリア１名、英国
１名、ベトナム２名、インド１名、オーストリア１名、アメリカ１名、カメルーン１
名、フランス１名、マレーシア１名、オーストリア１名、タイ２名、ミャンマー１名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願受付】春期生：10月1日から 秋期生：7月1日から ※定員になり次
第締め切ります。　【選考方法】書類審査、日本語能力試験、面接 ※
N2取得者等は日本語能力試験を免除します。　【試験内容】面接によ
り留学する目的や学ぶ意欲、日本語能力を確認します。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【企業での実習制度】
4年制課程の卒業前年次に実施し、学科別に実際の企業現場で研修
して即戦力を養う制度です｡
専門家を指導者とした長期間の実務体験によって、自信を育み、将来の
展望を明確にすることができます｡

留学生対象の就職支援
「就職ならHAL」その言葉に日本人も留学生も関係ありません。就職を
希望する人には、就職指導担任が履歴書の書き方から面接、就職作品
の制作と発表まで、しっかりと個別指導します。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 世界的クリエイターが直接指導。パリ校CREAPOLE-ESDIがあります。

資格取得

就職するときに強い武器となる資格取得・検定試験の対策についても、
徹底的に支援。

留学生の卒業後の
進路

〈業種・職種〉Game Director／Game Programmer／Game Planner／ 
Game Engineer／3D Animator／3DCG Designer／Graphic 
Designer／System Engineer／Car Designer／Car Modeler／
WEB Engineer／WEB Designer／Project Manager 他

〈就職先実績〉Aiming／CAPCOM／網易遊戲／任天堂／SEGA 
Games／SQUARE ENIX／Yahoo Japan Corporation／東映
Digital Center／日立（中国）有限公司 他　※HAL卒業生（大阪・東
京・名古屋）3校 過去5年の実績より抜粋

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）希望者就職率100%

留学生対象の制度

HAL独自の奨学金制度「HAL会奨学金制度」、「HAL提携企業 学費
免除制度」のほかにも、日本学生支援機構をはじめ、外国人留学生を対
象とした奨学金団体による奨学金があります。

その他受入条件

日本語能力が下記の条件の1つを満たしている人　●日本の日本語学校で、
6ヵ月以上修学した人　●日本語能力試験（JLPT）でN1（1級）またはN2（2
級）に合格した人　●日本留学試験（EJU）の日本語科目（記述を除く読解・
聴解および聴読解の合計）で200点以上を取得した人　●BJTビジネス日本
語能力テストで400点以上を取得した人　●日本の小学校・中学校・高等学
校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院で1年以上の教育を受けた人

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】留学生オリエンテーション（春期）　【7月/8月】アメリカ・ヨーロッパツアー
【10月】留学生オリエンテーション（秋期）、インターンシップ　【12月/1月】未来
創造展、アメリカ卒業旅行　【2月】就職作品プレゼンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

HALには「アルバイト斡旋制度」があります。通常のアルバイト情報サイ
トには載らない学業にマッチしたアルバイトが可能です。
就職に直結したHALだからこそ、各企業より業界に関連したのアルバイ
トの依頼がたくさんあります。学びながら同種のアルバイトをする事によ
り、より実践的な経験もできます。

備考
就職ならHAL。すべてはあなたを、プロにするために。初心者からプロを
育てる。HALの教育環境はそのためにある。
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ビジュアルアーツ専門学校
Bijuaru Atsu Senmongakko

Visual Arts College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

写真学科 ○ 士 共 100 4 2 入学金180,000円／授業料1,170,000円／諸費用76,850円／
合計（1年間）1426,850円

年960h／週30h【20:80】（1単
位時間90分）

放送映画学科 ○ 士 共 200 4 2 入学金180,000円／授業料1,205,000円／諸費用56,850円／
合計（1年間）1,441,850円

年960h／週30h【20:80】
（1単位時間90分）

音響芸術学科 ○ 士 共 160 4 2 入学金180,000円／授業料1,205,000円／諸費用56,350円／
合計（1年間）1,441,350円

年960h／週30h【20:80】
（1単位時間90分）

映像音響学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金180,000円／授業料1,205,000円／諸費用33,000円／
合計（1年間）1,418,000円

年960h／週30h【20:80】
（1単位時間90分）

［住所］〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-5-23
［交通］JR大阪駅から徒歩約10分
［採用担当／入学担当］ビジュアルアーツ専門学校 入学相談室
■TEL:06-6341-4407（代表）/0120-69-2299（フリーコール） ■FAX:06-6345-7266 ■E-mail:info@vao.jp
［URL］http://www.visual-arts-osaka.ac.jp

日本人学生と同じように現場経験のある教員指導のもとで専門知識と技術を実践的に学び、学科を越えたコラボレーション授業やキャリア教育に
よって社会人基礎力を身につけることで、将来にわたって活躍できる人材を育てる。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 43名（2019年5月1日現在）

留学生の
主な出身国・地域

中国20名（香港1名）、台湾10名、韓国6名、マレーシア2名、タイ、ベト
ナム、シンガポール、アメリカ、フランス　各1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

10月1日～随時受付　留学生説明会、体験入学への参加を推奨
選考方法 出願書類選考／日本語筆記試験、作文、面接
日本語能力試験N2またはEJU240点以上の方は日本語筆記試験免除
選考料／AO入学10,000円、自己推薦入学10,000円　一般出願20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

日本人学生と同じく、希望に応じて対応している。

留学生対象の就職支援
担任、キャリアサポートセンターによる個別カウンセリング、キャリア授業で一般教
養、就職指導、履歴書、エントリーシートの書き方、模擬面接などを指導。企業を
お招きしての就職イベント「業界EXPO」、学内企業説明会で就職をサポート。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

JPPA 映像音響技術処理認定試験（一般社団法人日本ポストプロダク
ション協会）
陸上特殊無線3級（国家資格）
色彩検定2級、3級（公益社団法人色彩検定協会）
JAPRS サウンドレコーディング技術認定試験（一般社団法人 日本音
楽スタジオ協会）
JAPRS Protools 技術認定試験（一般社団法人 日本音楽スタジオ協会）
第 2 種電気工事士（国家資格）
舞台機構調整技能検定（国家資格）ほか

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

留学生特別奨学金制度　1年次200,000円、2年次100,000を奨学
金として、下記の学費より免除

その他受入条件

18歳以上で本国又は外国において12年以上の正規の学校教育を終了された
方　日本国内の日本語教育機関において、入学年の3月の時点で6ヵ月以上の
日本語教育を受け出席率85％以上の方　日本語能力検定N1またはN2に合格
された方　EJUの日本語科目にて240点以上取得された方　BJT（ビジネス日本
語能力テスト）のJLRT（聴読解テスト）筆記にて400点以上を取得された方　日
本の学校教育法第一条に規定する学校において、1年以上の教育を受けた方。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

4月入学オリエンテーション、6月留学生懇親会、11月学園祭、12月学
内企業説明会「業界EXPO」、留学生センターによる日本語授業、生活
指導、在留ビザ取得サポートなど

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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ホンダ テクニカル カレッジ 関西
Honda Tekunikaru karejji kansai

Honda Technical College kansai

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

自動車整備留学生科 － 士 共 50 4 3 入学金：280,000円／授業料700,000円／学生諸費：96,000円
／合計（1年間）1,076,000円

授業時間数：年1,134h／
卒業要件：年1,015h

自動車整備科 ○ 士 共 150 4 2 入学金：280,000円／授業料990,000円／学生諸費：252,000円
／合計（1年間）1,522,000円

授業時間数：年1,180h／
卒業要件：年1,045h

一級自動車研究開発学科 ○ 高 共 100 4 4 入学金：280,000円／授業料990,000円／学生諸費：251,000円
／合計（1年間）1,521,000円

（一級コース）
授業時間数：年1,155h／
卒業要件：年1,038h

（開発コース）
授業時間数：年1,175h／
卒業要件：年1,085h

［住所］〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2-1937-1
［交通］南海高野線金剛駅から徒歩18分、滝谷駅から徒歩15分
［採用担当／入学担当］学務室／入試担当
■TEL:072-366-9011 ■FAX:072-360-2230 ■E-mail:w.kouhou@hondacollege.ac.jp
［URL］http://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/

【自動車整備科】2年制：プロの整備士を目指す最短ルート　●自動車業界の未来を担う知識と技術力を持った実践力ある人材を育成する。　【自
動車整備留学生科】　3年制：留学生のための専門コースで整備士を目指す　●日本語能力検定試験3級から基礎整備と自動車用語を分かりや
すく学び、3年間で国家資格2級レベルの人材を育成する。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 101名

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム84名、中国9名、韓国3名、台湾2名、ミャンマー2名、マレーシア
1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】９月１日～３月３日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、数学、面接　（選考料）20,000円
【試験内容】面接により日本語理解力を総合的に判断します。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各就職内定企業で就業体験を実施する。

【企業実習（インターンシップ）先の会社名】
全国のHonda Cars、Honda Dreamの販売店や自動車関連企業

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・自己紹介書の作成指導、面接指導、その他
指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

【自動車整備留学生科】
・二級ガソリン・ジーゼル自動車整備士（受験資格）
・二級二輪自動車整備士（受験資格）
・損害保険募集人基礎単位資格
・危険物取扱者
・低圧電気取扱特別教育終了資格
以下Hondaの認定資格
・ホンダ四輪サービスエンジニア３級
・ホンダセーフティコーディネーター
・ホンダライディングアドバイザー
など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
自動車、バイク販売店　 等

【就職先会社名／進学先学校名】
全国のHonda Cars、Honda Dreamの販売店や自動車関連企業　等

国内就職内定率１００％　専任の就職担当が豊富な経験を活かして的
確にアドバイス。

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

2019年3月卒業者 就職率１００％　（就職者5名/就職希望者5名）
※2020年3月卒業者から自動車整備留学生科の学生が就職活動を
行います。

留学生対象の制度

【奨学金制度】
留学生奨学金（入学金から減免：14万円）
入試の最終選考日まにで日本語能力試験N1・N2・N3を取得が条件

【特待生制度】
本田宗一郎特待生（学費から免除：15万円）
選考方法：書類審査・数学・面接　から総合的に審査

その他受入条件

【自動車整備留学生科】高等学校卒業、または同等の資格を有する方。
認定された日本語教育機関で６ヶ月以上の教育を受けた方　現在在籍中
の学校の出席率が９０％以上である方。　在学中に必要となる、すべての
経費を支払いする能力のある方。　本校に入学後、卒業までに普通自動
車運転免許証の取得が可能な方。　日本国内に「緊急連絡先」となって
くれる人がいる方（外国人の方の場合は日本語を理解できる人）。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 【4月】入学オリエンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイトを行う場合は学校にアルバイト届けを提出のこと

備考
国家二級自動車整備士資格が取得可能な専門学科で学び、留学生
に於いても就職内定率は１００％!!



Agriculture

農業分野

バイオテクノロジーや食品の安全性に関する研
究、ガーデニングやフラワービジネスなどを通
して、農業に関する実践的な技術を習得します。
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愛甲農業科学専門学校
Aicoh Nogyo Kagaku Senmongakko

Aicoh School of Agri Science

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

システム栽培学科 ー ー 共 80 4 2

入学金／200,000円
授業料／（前期）450,000円（後期）450,000円
施設費／（前期）60,000円（後期）60,000円
教材費／50,000円

初年度計／1,270,000円

年1,020時間／週30ｈ
（1単位時間50分）

［住所］〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋七丁目15-1
［交通］大阪メトロ谷町線・堺筋線、阪急千里線天神橋筋六丁目駅から６番出口を出て天神橋筋を
北へ徒歩５分、JR大阪環状線天満駅から北へ徒歩15分
［採用担当／入学担当］広報企画課／入学事務室
■TEL:06-6356-5901 ■FAX:06-6356-5911 ■E-mail:agri@aicoh.ac.jp　［URL］http://aicoh.ac.jp/agri/

・少人数制の為、手厚いフォローが可能。　・個別面接指導の徹底。　・他大学等の専門講師による授業の受講。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 ２名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム２名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 【受付】10月1日～3月15日（試験日）随時
【選考方法】面接・書類および筆記選考（選考料）30,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・農業技術検定３級～１級
・農業簿記検定３級～１級
・電気工事士

留学生の卒業後の
進路

実績なし

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）実績なし

留学生対象の制度

【留学生学費減免制度】
授業料（1期あたり）540,000円→450,000円

《AO入試の場合》
入学金200,000円→50,000円
前期施設費60,000円免除

《推薦入試の場合》
入学金200,000円→50,000円

その他受入条件

外国において12年の学校教育を修了し、留学ビザ取得が可能な者であっ
て、かつ次のいずれかの要件を満たす者。　（1）法務大臣により告示され
ている日本語教育機関で、6か月以上の日本語教育を受けた者　（2）日本
留学試験において、日本語読解、聴解および聴読解の合計で200点以上
相当以上の者　（3）日本語能力試験においてN２相当以上の者　（4）学
校教育法第一条に規定する学校において１年以上の教育を受けた者

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション
年数回課外授業あり

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考



Medical Care

医療分野

高齢化が進む中でニーズが高まる看護・歯科衛
生関係、理学療法士や作業療法士といったリハ
ビリ関係など、生命を支えるスペシャリストを
育成します。
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大阪医専
Osaka Isen

Osaka Isen College of Medical Care & Welfare

■留学生募集学科概要

※言語聴覚学科・精神保健福祉学科出願資格:日本の4年制大学卒業者（卒業見込みを含む）　授業時間数・年間・週【講義・実習】/その他、国家試験対策や補講などは随時実施しています

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

救急救命学科 ○ 士 共 40 4 3 1,540,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年810～870ｈ

臨床工学学科 ○ 高 共 40 4 4 1,700,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年809～1,008ｈ

高度専門士看護学科 － 高 共 40 4 4 1,810,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年810～1,040ｈ

高度看護保健学科 ○ 高 共 40 4 4 1,810,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年802～1,152ｈ

実践看護学科 ○ 士 共 80 4 3 1,810,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年808～1,130ｈ

理学療法学科 ○ 高 共 40 4 4 1,830,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年840～870h

作業療法学科 ○ 高 共 40 4 4 1,800,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年870～1,020h

言語聴覚学科 ○ 士 共 40 4 2 1,620,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年1,036～1,236h

鍼灸学科 ○ 士 共 30 4 3 1,470,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年826～929h

柔道整復学科 ○ 士 共 30 4 3 1,470,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年852～951h

スポーツトレーナー学科 － 士 共 20 4 2 1,260,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年842～962h

アスレティックトレーナー学科 ○ 士 共 20 4 3 1,260,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年1,060～1,116h

介護福祉学科 ○ 士 共 40 4 2 1,120,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年930～1,110h

精神保健福祉学科 － － 共 40 4 1 1,380,000円（入学金含む）　※別途実習費・教材費等が必要 年1,260h

［住所］〒531-0076 大阪市北区大淀中1-10-3
［交通］JR大阪駅、阪急・阪神大阪梅田駅、大阪メトロ梅田駅から徒歩9分
［採用担当／入学担当］入学相談室／入学担当
■TEL:06-6452-0110 ■FAX:06-6455-7200 ■E-mail:nyugaku.osaka@iko.ac.jp
［URL］www.iko.ac.jp

■学びたい意欲に国境はありません。学びたい意欲がある人すべてに応える、大阪医専だからできることです。　■大阪医専は「認可校」「適正校」
「認定校」です。　■卒業と同時に、卒業証書と「高度専門士」/「専門士」の称号が得られます。　■勉学も日常生活も安心の留学生支援制度
があります。　■安心して勉学に励むことができる住環境を提供します。　■就職指導担当者が病院・施設等への就職推進を図っています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 7名

留学生の
主な出身国・地域 中国6名、韓国1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願受付】10月1日から ※定員になり次第締め切ります。　【選考方法】書類審査、適性診断Ⅰ、適性診
断Ⅱ、面接、作文　【試験内容】マークシート方式の問題で適正を確認します。身体のしくみなど医療に関
連する初歩的な講義（約45分間）を受け、講義内容からの出題で理解力や思考力を測ります。面接により
留学する目的や学ぶ意欲、日本語能力を確認します。作文により目的意識の強さや明確さを確認します。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

大阪医専ではより確かな実践力を身につけるため、医療・福祉・スポーツ
現場での実習に力を入れています。西日本を代表する病院・施設と実習
提携です。

留学生対象の就職支援
大阪医専では専任の就職指導担当者が病院・施設等への就職推進を
図っています。就職を希望する人には、就職指導担任が履歴書の書き
方から面接、しっかりと個別指導します。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 海外研修。海外で活躍するエキスパートからの実技指導や、講義、病院・施設見学など。

資格取得

日本で医療系の国家試験に合格して資格を取得すれば、その業務に従
事する外国人は「医療」および「介護」の就業VISAを取得することが可
能です。就職するときに強い武器となる資格取得の対策についても、徹
底的に支援します。

留学生の卒業後の
進路

日本での就職 / 起業 / 帰国

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）希望者就職率100%

留学生対象の制度

本校独自の奨学金制度「iの会奨学金制度」のほかにも、日本学生支
援機構をはじめ、外国人留学生を対象とした奨学金団体による奨学金
が多くあります。

その他受入条件

日本語能力が下記の条件の1つを満たしている人　●日本の日本語学校で、
6ヵ月以上修学した人　●日本語能力試験（JLPT）でN1（1級）またはN2（2
級）に合格した人　●日本留学試験（EJU）の日本語科目（記述を除く読解・
聴解および聴読解の合計）で200点以上を取得した人　●BJTビジネス日本
語能力テストで400点以上を取得した人　●日本の小学校・中学校・高等学
校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院で1年以上の教育を受けた人

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】留学生オリエンテーション　【5月】レ・クリエイション　【１月】未来
創造展　【３月】海外研修　※学内就職ガイダンス多数開催

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

本校には「アルバイト斡旋制度」があります。通常のアルバイト情報サイ
トには載らない学業にマッチしたアルバイトが可能です。
就職に直結した大阪医専だからこそ、各病院・施設より業界に関連した
のアルバイトの依頼がたくさんあります。学びながら同種のアルバイトをす
る事により、より実践的な経験もできます。

備考
ゼロから医療人を育てる。日本最大級の規模で連携する6学部19学
科。各分野の権威たちがあなたの未来を先導する。
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大阪医療技術学園専門学校
Osaka IryouGijutsu Gakuen Senmongakko

osaka college of medical technology

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

薬業科 ○ 士 共 40 4 2 入学金100,000円／授業料900,000円／教育教材演習費
80,000円／合計（1年間）1,0800,000円

例）年900h／週30h（1単位時
間90分）

［住所］〒５３０-００４４ 大阪市北区東天満２-１-３０
［交通］大阪メトロ谷町線・堺筋線南森町駅徒歩9分、JR東西線大阪天満宮駅徒歩6分
［採用担当／入学担当］広報課／入試事務局
■TEL:０６-６３５４-２５０１ ■FAX:０６-６３５８-７９４５ ■E-mail:info@ocmt.ac.jp
［URL］https://www.ocmt.ac.jp/

薬業科販売専攻のみ受入中。日本での就職までを完全サポート。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 1名（日本語検定2級以上）

留学生の
主な出身国・地域 中国／韓国

留学生用試験の有無 無

留学生選考試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

株式会社コクミン、株式会社サンドラッグ、株式会社ウェルシア薬局など

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

登録販売者
化粧品製造所・輸入品販売営業所責任技術者（国家資格）
調剤報酬請求事務専門士検定
ネイリスト技能検定
日本化粧品検定
サービス接遇検定
薬学検定
ニュース時事能力検定
アロマテラピー検定
ビジネス文書検定

留学生の卒業後の
進路

医療機関
・ドラッグストア
・調剤薬局
・漢方薬販売店
・生薬販売店　など
国内就職100％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）国内就職100％

留学生対象の制度

その他受入条件

・１８歳以上で、外国において３年以上の学校教育を修了した者であり、
且つ日本語能力試験２級以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 【4月】入学オリエンテーション、【5月】学生個別懇親、、、等々

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪府柔道整復師会専門学校
Osakafu Judo Seifukushikai Senmongakko

Vocational College of Osaka Judo Therapist Association

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

医療専門課程　柔道整復学科 ー 高 共 30 4 4
入学金：200,000円／授業料：950,000円／学友会費：30,000円
／実習費：100,000円／合計（1年目）1,280,000円
※2年目以降授業料のみ（年間）950,000円

年807～887h／週12h／
（1単位時間90分）

［住所］〒550-0004　大阪府大阪市西区靭本町3-10-3
［交通］大阪メトロ千日前線・中央線阿波座駅9番出口徒歩2分、京阪電鉄中之島線中之島駅2番出口徒歩10分
［採用担当／入学担当］事務局
■TEL:06-6444-4171 ■FAX:06-6444-4172 ■E-mail:info@osaka-jyusei.ac.jp
［URL］https://www.osaka-jyusei.ac.jp/

学校で教育にあたる先生方の中に、英語を話される医師や博士が多いため、自然とフォローできる環境にある。また、実技実習や現場実習が主な教
育のため、取り残される心配も少ない。既に、中国出身やモンゴル出身の国家資格取得者を輩出している。さらに、母国に帰り、モンゴル国で開業し
ている卒業生もおり、人材育成の実績を有する。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名

留学生の
主な出身国・地域 中国、モンゴル国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年6月17日～2020年3月20日
【試験日】2019年7月20日～2020年3月21日まで全9回
【試験科目】一般入試の場合：面接、国語（現代文）
【選考方法】書類審査、筆記試験、面接　【選考料】10,000円

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 日本人と同様に、履歴書の書き方、面接などの個別指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・柔道整復師
・健康運動実践指導者
・ストレッチングトレーナーパートナー

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
整骨院、接骨院、病院、フィットネスジム、介護施設、老人保健福祉施
設、教育機関等

【就職先会社名】
正木鍼灸整骨院
ウマノ整形外科クリニック
モンゴル国立医療科学大学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）就職率100％

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・大阪府柔道整復師会専門学校奨学金（30,000円／月）
・日本学生支援機構（第一種・第二種）

その他受入条件

・外国において、日本の高等学校同等の学校教育を修了した者
・日本語能力検定2級以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

少人数制できめ細やかな個別指導を行う学校であるため、出欠状況の
指導や生活習慣のヒアリングなど安心して学校生活を送れるように生
活指導を行っている。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト紹介＜有＞
公益社団法人が運営する学校だから、求人情報量はとても豊富。
本校の学生として相応しい職種のアルバイト先を紹介。

備考
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日本メディカル福祉専門学校
Nihon Medical Fukushi Senmongakko

NIHON MEDICAL WELFARE COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

臨床工学科 ○ 士 共 40 4 3

入学金270,000円／授業料1,200,000円／教材費105,000円／
その他費用16,700円
合計1,591,700円

（学校推薦合格者は721,700円）

年1,020ｈ／週40ｈ

こども福祉学科 ○ 士 共 80 4 2

入学金200,000円／授業料800,000円／教材費10,000円／
その他費用18,200円
合計1,028,200円

（学校推薦合格者は728,200円）

年900ｈ／週30ｈ

［住所］〒533-0015 大阪市東淀川区大隅1-3-14
［交通］阪急京都線上新庄駅より徒歩8分、大阪メトロだいどう豊里駅より徒歩8分
［採用担当／入学担当］入学事務局
■TEL:06-6329-6553 ■FAX:06-6321-0861 ■E-mail:info@kamei.ac.jp
［URL］http://www.nmf.ac.jp/

国家資格である「臨床工学技士」と「保育士」の養成施設を持つ学校です。厚生労働省より指定を受け、臨床工学科を卒業することで「臨床工学
技士」の受験資格を得ることができ、こども福祉学科を卒業することで「保育士」の資格を取得ができます。日本における就職のため、日本人と同様の
教育をし、日本語レベルの向上と専門スキルの習得を目指します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 1名【入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率100％】

留学生の
主な出身国・地域 韓国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】第1次　2019年8月1日～2019年12月13日　第2次　2019
年12月16日～2020年3月31日（海外からの出願は2019年12月13日
まで）　【試験日】募集要項記載　【選考方法】作文・面接・日本語（選
考料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

【実習】
・三菱京都病院
・白鷺病院
・大阪警察病院　など

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

【臨床工学科】
受験資格：「臨床工学技士」試験（国）
取得目標資格：第２種ＭＥ技術実力検定試験（民）

【こども福祉学科】
卒業時取得資格：保育士（国）

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
臨床工学科→臨床工学技士
こども福祉学科→保育士

【就職先会社名】
有澤総合病院、関西メディカル病院

【進学先学校名】
大阪人間科学大学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100%　1名中1名

留学生対象の制度

【日本学生支援機構奨学金制度】
（1名、2019年実績　奨学金48,000円/月）
【留学生対象　奨学金制度】
特別奨学生制度で入学金免除・学費の減免あり
学校推薦入試入試合格者
・臨床工学科
入学金免除　年間授業料400,000円　免除
・こども福祉学科
入学金免除　年間授業料100,000円　免除

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80%以上　・18歳以上で、外国において
12年以上の学校教育を修了した者。または入学時までに修了見込の者 
・日本語能力試験N2（2級）以上の合格者※　・日本留学生試験「日本語
科目」の得点が200点以上の者※　・BJTビジネス日本語能力テストの得
点が400点以上の者※　※日本語能力に関しては、各試験に合格等し
ていない場合でも選考試験で判断致しますので、出願は可能です。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

（１）入学時並びに必要な時期に留学生対象の説明会を開催し、徹底。
（２）学内の掲示を通じて情報を発信。
（３）留学生担当者が個々のケースで必要に応じて指導。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

法令の遵守

備考

医
療



Personal Care
and

Nutrition

衛生分野

ヘアスタイリングに加えメイク・ネイル・エステ
などを含む「理容・美容」グループと、食に関わる
人材を育成する「栄養・調理・製菓」グループの2
つに分けられます。
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ヴェールルージュ美容専門学校
Beru Ruju Biyo Senmongakko

Vert Rouge Institute of Beauty

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

美容学科 ○ 士 共 240 4 2

【入学金】100,000円免除
【授業料】550,000円免除
【その他（施設費・施設維持費・行事研修費）】610,000円
／（1年次）合計610,000円

【1年次】970時間
【2年次】1,040時間
／週25時間

［住所］〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-11-11
［交通］大阪メトロ心斎橋駅から徒歩約5分、長堀橋駅から徒歩約4分
［採用担当／入学担当］入学事務局
■TEL:06-6258-2111 ■FAX:06-6120-8228 ■E-mail:info@vr-osaka.jp
［URL］https://vr-osaka.jp

◆実践的なカリキュラムで、即戦力を育成します◆ ・1年次は美容全般を学び、将来に役立つ知識・技術を幅広く習得。2年次からは専門コースを選
択。1年生で興味を持ったことをさらに深く学び、美容の「プロフェッショナル」を目指します。 ・プロの現場に立つ「未来体験プログラム」で、本物の知識
と技術を身につける。 ・キャンパスは西日本有数のトレンド発信地、心斎橋。 ・少人数制指導で学生一人ひとりのレベルやセンスに合った指導を実践。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 1名

留学生の
主な出身国・地域 韓国、中国、台湾

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】2019年10月1日（火）より　※定員に達し次第、募集終了
【選考方法】書類審査・個人面接・筆記試験（漢字の読み書き、作文）
【入学選考料】20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ。

留学生の
インターンシップ状況

１年次に後援会サロンで現場体験を実施（日本人学生と同じ内容）

留学生対象の就職支援
中国・韓国・台湾の日系サロンへの紹介
※美容師としては就労ビザが取得できないため、日本国内で就労するこ
とはできません。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 LONDONの提携美容室での校費留学制度

資格取得

■美容師国家資格
■日本メイクアップ技術検定1・2・3級
■JNAジェルネイル技能検定試験初級
■JNECネイリスト技能検定試験2・3級
■色彩検定2・3級
■JAAアロマコーディネーター
■サービス接遇検定3級
■介護職員初任者研修
■ヘアケアマイスタープライマリーコース（一部コースのみ）

留学生の卒業後の
進路

美容師としては就労ビザが取得できないため、日本国内で就労すること
はできません。

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

■入学金および1年次授業料（合計61万円）を免除
■本校へ入学するために通学圏内へ移住する方に最高10万円を支給

その他受入条件

■2020年3月31日に満18歳以上で、外国において学校教育における
12年の課程を修了した者　■入学後の学習に支障がない程度の日本
語能力を有する者【以下のいずれかに該当する者】　・日本語能力試験

（JLPT）のN2以上またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上 
・日本留学試験（EJU）の日本語科目で200点以上　・日本語教育機関
にて6ヶ月以上の日本語教育を受け且つ出席率80%以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 【4月】入学オリエンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学生アルバイトとして不適切な仕事は禁止しています。

備考
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NRB日本理容美容専門学校
NRB Nihon RiyoBiyo Senmongakko

NIPPON TECHNICAL COLLEGE OF BARBER & BEAUTY

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

昼間部　美容科 ー ー 共 80 4 2 合計（2年間）1,960,000円
※教材費等別途必要となる費用有 お問い合わせください

昼間部　理容科 ー ー 共 20 4 2 合計（2年間）1,960,000円
※教材費等別途必要となる費用有 お問い合わせください

［住所］〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋1-6-34
［交通］各線鶴橋駅から徒歩５分
［採用担当／入学担当］事務局
■TEL:06-6731-0229 ■FAX:06-6715-2572 ■E-mail:info@nrb.ac.jp
［URL］http://www.nrb.ac.jp

［PRIDE made in NRB］　技術×人間力×経験
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】一般試験に準ずる（試験日）一般試験に準ずる
【選考方法】書類審査・筆記試験・面接　（選考料）20,000円
【試験内容】日本語理解力を試験する

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

美容師資格試験受験資格
理容師資格試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

その他受入条件

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪キャリナリー製菓調理専門学校
Osaka Kyarinari SeikaChouri Senmongakko

Osaka School of Culinary Arts

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

製菓・製パン科
　パティシェ＆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

－ 士 共 80 4 2
入学金100,000円／授業料470,000円／維持費350,000円／
総合演習費340,000円／キャリア教育費65,800円
年間合計1,325,800円

年間約900時間

カフェ総合科
　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）

－ 士 共 40 4 2
入学金100,000円／授業料470,000円／維持費350,000円／
総合演習費340,000円／キャリア教育費65,800円
年間合計1,325,800円

年間約900時間

ホテル＆レストランリゾート科
　ホテルリゾート調理＆製菓コース
　ラストラン調理＆製菓コース
　ブライダル＆製菓コース

－ 士 共 40 4 2
入学金100,000円／授業料470,000円／維持費350,000円／
総合演習費340,000円／キャリア教育費65,800円
年間合計1,325,800円

年間約900時間

調理師科
　調理師コース
　［調理師免許取得コース］

○ 士 共 40 4 2
入学金100,000円／授業料470,000円／維持費350,000円／
総合演習費340,000円／キャリア教育費65,800円
年間合計1,325,800円

年間約900時間

食＆マネジメント科
　食のものづくりデザイン＆クリ
　エイターコース

－ 士 共 30 4 3
入学金100,000円／授業料470,000円／維持費350,000円／
総合演習費340,000円／キャリア教育費65,800円
年間合計1,325,800円

年間約900時間

［住所］〒550-0014 大阪市西区北堀江2-9-14
［交通］�大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅3番出口徒歩2分、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅4番出口徒歩5分、

大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口徒歩10分、大阪メトロ千日前線西長堀駅2番出口徒歩5分
［採用担当／入学担当］事務局広報／入学相談室
■TEL:0120-947-511 ■FAX:06-6533-0140 ■E-mail:info@culinary.ac.jp　［URL］https://www.culinary.ac.jp/

留学生のための総合窓口「滋慶国際交流COM」を設置しています。出願、ビザ、学費、奨学金などの入学にあたってのサポートや、住まいをはじめと
する日本での生活の相談まで、慣れない日本での学びや生活の不安を解消するため、専任スタッフがトータルにサポートしています。さらに、「日本語サ
ポート授業」も行います。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 32名

留学生の
主な出身国・地域

中国9名、台湾11名、韓国5名、ベトナム4名、タイ2名、マレーシア1名、
合計32名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【AO入学エントリー】6月1日～
【AO出願開始】8月1日～
【一般出願期間】10月1日～
【選考方法】日本語の試験と面接試験及び書類選考（選考料）30,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
国内大手ホテル／パティスリー／人気カフェ／ベーカリーショップ

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導
校内合同企業説明会

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 1年次に1週間、提携校「エコール オテリエール ローザンヌ」で海外研修

資格取得

調理師免許取得（調理師コース）

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
リゾートホテル

【進学先学校名】
流通科学大学

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）留学生就職率100％（２／２）

留学生対象の制度

【留学生特別奨学金制度】
・金額：48,000円／月
・ 対象者：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。

その他受入条件

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レベル以上に合格した方または日本留学試験

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

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・入学オリエンテーション（4月）　・日本語サポート授業（週1回）
・ 慶生会クリニック（学生割引制度により自己負担なしで内科、歯科受診
できる）

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト紹介あり。
資格外活動許可証を持ちの方に国内法律の遵守などを指導した上で、
アルバイト紹介します。

備考
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大阪調理製菓専門学校
Osaka Chouri Seika Senmongakko

OSAKA COOKING & CONFECTIONERY COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

調理師科 ー ー 共 120 4 1

入学金：250,000円
授業料：760,000円
実習費：700,000円
施設管理費：100,000円
合計（1年間）1,810,000円

授業時間：1,334h／年
うち、
実習授業時間：764h／年

調理総合本科 ー 士 共 60 4 2

入学金：250,000円
授業料：1,520,000円
実習費：1,630,000円
施設管理費：200,000円
合計（2年間）3,600,000円

授業時間：2,410h／2年
うち、
実習授業時間：1,630h／2年

製菓衛生師科 ー ー 共 160 4 1

入学金：250,000円
授業料：760,000円
実習費：700,000円
施設管理費：100,000円
合計（1年間）1,810,000円

授業時間：1,206h／年
うち、
実習授業時間：796h／年

製菓総合本科 ○ 士 共 80 4 2

入学金：250,000円
授業料：1,520,000円
実習費：1,503,000円
施設管理費：200,000円
合計（2年間）3,473,000円

授業時間：2,152h／2年
うち、
実習授業時間：1,514h／2年

［住所］〒595-0021 大阪府泉大津市東豊中町3-1-15
［交通］JR阪和線和泉府中駅東口徒歩3分
［採用担当／入学担当］入学総合案内
■TEL:0120-235-233 ■FAX:0725-41-4874 ■E-mail:info@daicho.ac.jp
［URL］http://www.daicho.ac.jp/

年間実習量は700時間以上！毎日つくる実習があり、理論とリンクして学ぶため初心者の留学生でも確実にプロへ！また、学校独自の留学生プログ
ラムを実施　【内容】授業でわからないことのフォローアップ授業や日本文化に触れる体験実習　【目的】日本語力向上を目指す

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 30名

留学生の
主な出身国・地域

中国8名、台湾13名、韓国5名、インドネシア1名、香港1名、タイ1名、
モンゴル1名　合計30名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年9月1日～2020年3月31日
【選考日】随時
【選考方法】書類選考、面接、作文
【選考料】20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ホテル、レストラン、パティスリー、ブーランジェ、和菓子屋　など

留学生対象の就職支援
農林水産省認定の日本料理海外普及人材育成事業での就職支援
2019年から特定技能について就労を目指す学生へのサポートがあります。
就職指導（全般）、履歴書、経歴書の作成指導、面接指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 2年間のコース、学科対象！海外研修（研修費補助）、トイツ実学研修

資格取得

【調理師科・調理総合本科】調理師免許
【製菓衛生師科・製菓総合本科】製菓衛生師受験資格
【希望者のみ】ふぐ取扱登録証、技術考査、食育インストラクター、食育
指導士、色彩検定など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
日本料理調理師

【就職先会社名／進学先学校名】
リゾートトラスト株式会社、ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ、
株式会社つぼぐちフードサービス、株式会社クサツエストピアホテル

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

・留学生プログラム
・朝ごはんプロジェクト

その他受入条件

・外国において12年以上の学校教育を修了した者
・ 日本語能力試験N1またはN2を取得した者、または同等の資格を有す
る者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学　【7月】インターンシップ　【9月】後期授業開始
【留学生プログラム】2～3回／1ヶ月

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／就職担当サポートしております。資格外活動許可証を取得している
学生を指導した上で、アルバイトを紹介します。

備考
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大阪調理製菓専門学校 ecole UMEDA
Osaka ChouriSeika Senmongakko ecole UMEDA

Osaka Cooking & Confectionery College ecole UMEDA

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

調理師科 ー ー 共 120 4 1

入学金：250,000円
授業料：760,000円
実習費：700,000円
施設管理費：100,000円
合計（1年間）：1,810,000円

授業時間：1,334h/年
うち、
実習授業時間：764h/年

調理総合本科 ー 士 共 40 4 2

入学金：250,000円
授業料：1,520,000円
実習費：1,630,000円
施設管理費：200,000円
合計（1年間）：3,600,000円

授業時間：2,410h/2年
うち、
実習授業時間：1,630h/2年

製菓衛生師科 ー ー 共 80 4 1

入学金：250,000円
授業料：760,000円
実習費：700,000
施設管理費：100,000円
合計（1年間）：1,810,000円

授業時間：1,206h/年
うち、
実習授業時間：796h/年

製菓総合本科 ○ 士 共 40 4 2

入学金：250,000円
授業料：1,520,000円
実習費：1,503,000円
施設管理費：200,000円
合計（1年間）：3,473,000円

授業時間：2,152h/2年
うち、
実習授業時間：1,514
h/2年

［住所］〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-4
［交通］ＪＲ大阪駅、阪神・阪急大阪梅田駅徒歩約13分、ＪＲ東西線北新地駅徒歩約7分、神戸（JR三ノ宮駅・阪急三宮駅）よ
りJR大阪駅・阪急大阪梅田駅まで約25分、京都（JR京都駅・阪急京都河原町駅）よりJR大阪駅・阪急大阪梅田駅まで約30分
［採用担当／入学担当］入学総合案内
■TEL:0120-235-233 ■FAX:06-6341-5800 ■E-mail:info@daicho.ac.jp ［URL］https://www.daicho.ac.jp/

年間実習量は700時間以上！毎日つくる実習があり、理論とリンクして学ぶため初心者の留学生でも確実にプロへ！また、学校独自の留学生プログ
ラムを実施　【内容】授業でわからないことのフォローアップ授業や日本文化に触れる体験実習　【目的】日本語力向上を目指す

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 34名

留学生の
主な出身国・地域

中国18名、台湾9名、韓国4名、ベトナム1名、インドネシア1名、アメリカ
1名、合計34名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年9月1日～2020年3月31日
【選考日】随時
【選考方法】書類選考、面接、作文
【選考料】20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ホテル、レストラン、パティスリー、ブーランジェ、和菓子屋　など

留学生対象の就職支援
農林水産省認定の日本料理海外普及人材育成事業での就職支援
2019年から特定技能について就労を目指す学生へのサポートがあります。
就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 2年間のコース、学科対象！海外研修（研修費補助）、トイツ実学研修

資格取得

【調理師科・調理総合本科】調理師免許
【製菓衛生師科・製菓総合本科】製菓衛生師受験資格
【希望者のみ】ふぐ取扱登録証、技術考査、食育インストラクター、食育
指導士、色彩検定など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
日本料理調理師

【就職先会社名／進学先学校名】
リゾートトラスト株式会社、ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ、
株式会社つぼぐちフードサービス、株式会社クサツエストピアホテル

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

・留学生プログラム
・朝ごはんプロジェクト

その他受入条件

・外国において12年以上の学校教育を修了した者
・日本語能力試験N1またはN2を取得した者、または同等の資格を有す
る者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学　【7月】インターンシップ　【9月】後期授業開始
【留学生プログラム】2～3回／1ヶ月

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／就職担当サポートしております。資格外活動許可証を取得している
学生を指導した上で、アルバイトを紹介します。

備考
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大阪ビューティーアート専門学校
Osaka Byutei Ato Senmongakko

OSAKA BEAUTY ART COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

美容科 ○ 士 共 200 4 2
入学金100,000円／授業料720,000円／施設設備費220,000
円／合計（1年次）1,040,000円／教材実習日及びその他費用
400,000円前後

年2,070h／週33h

ヘアメイク科 － 士 共 72 4 2
入学金100,000円／授業料720,000円／施設設備費220,000
円／合計（1年次）1,040,000円／教材実習日及びその他費用
400,000円前後

年2,070h／週33h

トータルビューティー科 ○ 士 女 242 4 2
入学金100,000円／授業料700,000円／施設設備費220,000
円／合計（1年次）1,020,000円／教材実習日及びその他費用
400,000円前後

年1,740h／週29h

［住所］〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-29
［交通］ＪＲ新大阪駅より徒歩８分、大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅より徒歩５分、阪急京都線南方駅より徒歩５分
［採用担当／入学担当］広報担当者
■TEL:06-6300-5514 ■FAX:06-6300-5513 ■E-mail:info-osaka-beauty@sanko.ac.jp
［URL］https://www.sanko.ac.jp/osaka-beauty/

技能と心の調和を教育理念に、技術だけではなく挨拶や掃除など日本で大切にしている「心」も学びます。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名（過去　実績あり）

留学生の
主な出身国・地域 中国、台湾、韓国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【留学生の入学種類】
・ＡＯ特待生入学　・ＡＯ入学　・留学生学費減免入学　・一般入学
※出願資格・出願書類に関しましては直接お問い合わせください。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
美容師、ビューティーアドバイザー、ネイリスト、エステティシャン等

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導
※就労ビザが取得可能な場合

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

美容師国家資格　ＡＢＥまつ毛エクステンション　ＣＩＤＥＳＣＯインター
ナショナル　ＡＥＡ上級認定エステティシャン　ＡＪＥＳＴHＥ認定エステ
ティシャン　ＡＪＥＳＴHＥ認定上級エステティシャン　ＡＪＥＳＴHＥ認定
フェイシャルエステティシャン　ＡＪＥＳＴHＥ認定ボディエステティシャン　
ＪＥＯ認証エステティシャン　ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ ＡＢＩＡＮ　アロマテラピー
検定　トータルメイクアップ検定　ブライダルメイクアップ検定　日本化
粧品検定　ＪＮＥＣネイリスト技能検定　ＪＮＡジェルネイル尾能検定　
ＪＮＡネイルサロン衛生管理士　パーソナルカラーコーディネート検定　
きもの講師免許　サービス接遇検定　ダイエット検定　花嫁着付け検
定

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
エステティシャン等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）1名／2名 50％　※2018年度卒業生実績

留学生対象の制度

【特待生・学費減免入学制度】
ＳＳ特待生　年間５０万円免除
Ｓ特待生　年間３０万円
Ａ特待生　年間２０万円
Ｂ特待生　年間１０万円
Ｃ特待生　年間５万円

【日本語能力試験Ｎ１合格奨学金制度】
日本語能力試験Ｎ１合格者は学費が３０万円免除されます。
入学後に合格してもお祝い金として３０万円給付いたします。

その他受入条件

※出願資格・出願書類に関しましては直接お問い合わせください。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・入学オリエンテーション
・コース分けガイダンス
・就職ガイダンス

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

無

備考
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衛
生

衛
生

大阪美容専門学校
Osaka Biyou Senmongakko

OSAKA BEAUTY COLLEGE

■留学生募集学科概要

※入学資格高校卒業以上

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

衛生専門課程美容科 － 士 共 60 4 2

入学金100,000円／施設費250,000円／
行事研修費40,000円／授業料576,000円／
実習費96,000円／
合計（1年間）1,062,000円
※別途教科書・教材費が必要

お問い合わせください

［住所］〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-28-27
［交通］JR線玉造駅から徒歩10分、大阪メトロ玉造駅から徒歩3分
［採用担当／入学担当］総務部／入試担当
■TEL:06-6761-6559 ■FAX:06-6761-3726 ■E-mail:info@daibi.ac.jp
［URL］https://www.daibi.ac.jp

日本人学生と同様のカリキュラム内容にて学習していただきます。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名（過去実績あり）

留学生の
主な出身国・地域 中国、韓国、アジア地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願資格】●日本語検定２級以上、高等学校を卒業したもの及びそれ
と同等以上の学力があると認められる者　【出願期間】２０１９年１０月１日

（火）～定員になり次第締め切り　【選考方法】書類審査・面接・筆記試
験　【出願書類】入学志願書、調査書又は証明書、入学検定料２万円

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

美容師国家試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

その他受入条件

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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衛
生

衛
生

桂make-upデザイン専門学校
Katsura make-up Dezain Senmongakko

Katsura make-up design college

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

メイクアップ美容学科 － 士 共 70 4 2 入学金0～60,000円／授業料740,000円／施設維持費
180,000円／合計（1年間）920,000～980,000円

年1,050h／週35h【20：80】
（1単位時間45分）

トータルビューティ学科 － 士 共 40 4 2 入学金0～60,000円／授業料440,000円／施設維持費
180,000円／合計（1年間）620,000～680,000円

年850h／週28h【20：80】
（1単位時間45分）

［住所］〒590-0023 大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町1-1-8
［交通］南海高野線堺東駅徒歩２分
［採用担当／入学担当］事務局担当
■TEL:072-238-3901 ■FAX:072-238-3820 ■E-mail:info@katsura.ac.jp
［URL］http://www.katsura.ac.jp/

美容師国家資格取得やメイク、ネイル、着物着付けを勉強できるメイクアップ美容学科。ファッションデザインやメイクを総合的に学習し、少人数でマイペースに好きな服
を制作できるトータルビューティ学科。二つの学科があります。どちらも2年制で、トータルビューティ学科は留学生向けの授業料減免制度にて授業料が軽減されます。
撮影実習があり、自作した衣装やメイクをして写真撮影を行います。楽しく勉強して卒業を目指しましょう。留学ビザ取得支援、提携マンションの紹介も行っています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 １名　専門課程

留学生の
主な出身国・地域 中国1名

留学生用試験の有無 無

留学生選考試験

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

美容室でのインターンシップ

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 ロサンゼルスのメイク学校への留学制度有

資格取得

美容師国家資格
パーソナルカラー検定
メイクセラピー検定
日本ネイリスト検定試験
ファッションビジネス能力検定
ファッション販売能力検定

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
メイクアップ美容学科：美容室、メイク企業
トータルビューティ学科：アパレル企業

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

授業料減免制度

その他受入条件

外国において高等学校卒業と同様の資格、法務省認定日本語学校の
正規課程修了

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション
【その他】留学生ミーティング

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

資格外活動許可証の申請補助

備考
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衛
生

衛
生

小出美容専門学校
Koide Biyo Senmongakko

KOIDE BEAUTY COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

美容専門課程 － 士 共 120 4 2
入学金80,000円／授業料492,000円／諸費190,000円／
合計（1年間）762,000円
※別途教材費等が必要

2年間2,142h

美容高等課程 － － 共 40 4 2
入学金80,000円／授業料492,000円／諸費200,000円／
合計（1年間）772,000円
※別途教材費等が必要

2年間2,142h

美容通信課程 － － 共 160 4・10 3
入学金80,000円／授業料160,000円／諸費110,000円／
合計（1年間）350,000円
※別途教材費等が必要

3年間348h～690h

［住所］〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町4-60
［交通］南海高野線中百舌鳥駅、大阪メトロ御堂筋線なかもず駅徒歩4分
［採用担当／入学担当］入試広報室
■TEL:072-251-4100 ■FAX:072-251-8661 ■E-mail:koide@koide-beauty.ac.jp
［URL］https://www.koide-beauty.ac.jp

留学生の方に対する特別なプログラムはなく、日本人と同様に学習していただきます。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10月1日～3月19日 （試験日）出願時に指定　【選考方法】書
類審査、面接、筆記 （選考料）20,000円　【試験内容】漢字の読み書
き、作文 ※日本語検定1級合格者は筆記試験免除　【受験資格】日
本語検定2級以上

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

美容師国家試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【学費免除】日本語検定1級合格者は入学金80,000円免除

その他受入条件

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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衛
生

衛
生

辻学園栄養専門学校
Tsuji Gakuen Eiyou Senmongakko

Tsuji Gakuen Nutrition College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

栄養士学科 ○ 士 共 160 4 2

入学金100,000円
授業料880,000円
施設設備費200,000円
実習費／300,000円

（2年次は入学金10万円不要）
（※別途、教材費及びその他の費用が必要になります）

卒業に必要な総授業時数
1,785時間

［住所］〒531-0047 大阪府大阪市北区西天満1-3-17
［交通］大阪メトロ堺筋線・京阪電車北浜駅２６番出口より北へ徒歩３分、大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅１番出口より東へ１５分、ＪＲ大阪

天満宮4-Ｂ出口より南へ徒歩７分、大阪メトロ谷町線南森町4-Ｂ出口より南へ徒歩７分、京阪中之島線なにわ橋３番出口より北へ徒歩２分
［採用担当／入学担当］入試担当／留学生担当者

■TEL:06-6367-1268 ■FAX:06-6367-1272 ■E-mail:info-osaka-eiyo@sanko.ac.jp　［URL］https://www.sanko.ac.jp/osaka-eiyo/

留学生に対する特別なカリキュラムはなく、日本人と同等に学習。年度当初に、留学生（日本国籍外）向けのホームルームを実施。個別相談にも対
応。また月に1度のペースで、姉妹校の留学生と合わせて交流会（華道、茶道、着付け体験、昔遊びなど）を実施。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 3名

留学生の
主な出身国・地域 中国3名　合計3名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】6月1日～3月31日　（試験日）受付期間内随時
【選考方法】書類審査、筆記試験、面接
【選考料】20,000円　※AOの場合は、選考料は免除
【筆記試験内容】日本語能力試験（N2・N3レベル）　※一定の条件を満たすと免除。

留学生の
インターンシップ実施 校外実習として有　日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
必須専門科目として日本人学生と同じ条件の下、学校指定の施設で実施。

【インターンシップ先の業種】
給食会社・病院・老人ホーム・保育園・社員食堂

留学生対象の就職支援 就職支援チームでキャリアナビルームを運営し、サポートしている。
また、特定技能など、日本での就労を目指す方のサポートを実施。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容 無

資格取得

【卒業と同時に取得できる資格・称号】
栄養士免許（国家資格）・栄養士実力認定・専門士

【希望制での取得】
食の6次産業化プロデューサー
食育栄養インストラクター
ビジネス能力検定2・3級
介護ヘルパー初任者研修（旧ホームヘルパー2級）
食学検定
ユニバーサルマナー検定
NPO日本食育インストラクター3級

留学生の卒業後の
進路

国内

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）2018年度については就職希望者なし。

留学生対象の制度

【特待生制度、学費の免除・減免措置等】
幅広い分野で活躍や業績を残し、将来の目標を明確に持って本校へ入
学を希望する方を対象とする制度です。特待生に合格すると学費が免除
されます。

【留学生学費免除額】※2年間の免除額
　SS特待生 100万円免除　S特待生　 60万円免除
　A特待生　 40万円免除　 B特待生　 20万円免除
　C特待生　 10万円免除

【日本語能力試験N1合格奨励金】
　日本語能力試験N1を合格された方には、学費の免除制度あり

その他受入条件

日本または外国において12年以上の正規の学校教育を修了している者。
または、これに準ずる者ものであると文部科学大臣が指定した者。
日本語の能力が、本校の勉学に支障ないと判断される者。
日本語学校在籍者の場合、卒業時点の出席率80%程度以上の者。

（合格後、入学前に証明書提出）

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

担任制度を取り入れていることから出席状況の管理を行うとともに、定
期的な面談を実施している　【4月】入学時オリエンテーション　【5月】
個別面談　【月1回】留学生交流会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有
資格外活動の範囲内で実施

備考
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衛
生

衛
生

辻学園調理・製菓専門学校
Tsuji Gakuen Chouri・Seika Senmongakko

Tsuji Gakuen Culinary and Confectionery College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

調理師科 － － 共 200 4 1
入学金100,000円／授業料980,000円／施設設備費200,000
円／実習費／400,000円／（※別途、教材費及びその他の費用
が必要になります）

卒業に必要な総授業時数
960時間

上級調理師科 ○ 士 共 160 4 2
入学金100,000円／授業料980,000円／施設設備費200,000
円／実習費／400,000円／（2年次は入学金10万円不要）／ 

（※別途、教材費及びその他の費用が必要になります）

卒業に必要な総授業時数
1,770時間

製菓パティシエ科 － － 共 40 4 1
入学金100,000円／授業料980,000円／施設設備費200,000
円／実習費／400,000円／（※別途、教材費及びその他の費用
が必要になります）

卒業に必要な総授業時数
930時間

製菓マイスター科 ○ 士 共 80 4 2
入学金100,000円／授業料980,000円／施設設備費200,000
円／実習費／400,000円／（2年次は入学金10万円不要）／ 

（※別途、教材費及びその他の費用が必要になります）

卒業に必要な総授業時数
1,740時間

［住所］〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-3-17
［交通］�大阪メトロ堺筋線・京阪本線北浜駅26番出口より北へ徒歩約3分、大阪メトロ谷町線南森町駅、JR大阪天満宮駅4-B番出口より

徒歩7分、京阪中之島線なにわ橋駅3番出口より北へ徒歩約2分、大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅1番出口より東へ徒歩約15分
［採用担当／入学担当］入試担当／留学生担当者
■TEL:06-6367-1261 ■FAX:06-6367-1271 ■E-mail:info-osaka-chori@sanko.ac.jp ［URL］https://www.sanko.ac.jp/osaka-chori/

留学生に対する特別なカリキュラムはなく、日本人と同等に学習していただきます。また年度当初には、留学生（日本国籍外）向けのホームルームを実
施。個別相談にも対応しています。さらに、月に1度のペースで、交流会（華道、茶道、着付け体験、昔遊びなど）を実施しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 10名

留学生の
主な出身国・地域 中国5名、台湾3名、インドネシア1名、ベトナム1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】6月1日～3月31日　（試験日）受付期間内随時　【選考方法】
書類審査、筆記試験、面接　【選考料】20,000円　※AOの場合は、
選考料は免除　【筆記試験内容】日本語能力試験（N2・N3レベル）　
※一定の条件を満たすと免除されます。

留学生の
インターンシップ実施 ※希望制　2年制課程のみ有。日本人学生と同じ。

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ホテル・リゾートホテル・レストラン・ベーカリー・洋菓子店など

留学生対象の就職支援
就職支援チームでキャリアナビルームを運営し、サポートしている。
また、日本料理海外普及人材育成事業および特定技能など、日本での
就労を目指す方のサポートを実施。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

【調理師科・上級調理師科】調理師免許
【製菓パティシエ科・製菓マイスター科】製菓衛生師受験資格
【希望者のみ】ふぐ取扱登録証、ジョブパス2～3級、レストランサービス
技能士受験資格、色彩検定など

留学生の卒業後の
進路

国内

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）2018年度卒業生実績：100％　※日本料理海外普及人材育成事業

留学生対象の制度

【特待生制度、学費の免除・減免措置等】
幅広い分野で活躍や業績を残し、将来の目標を明確に持って本校へ入
学を希望する方を対象とする制度です。特待生に合格すると学費が免
除されます。

【留学生学費免除額】※2年間の免除額
SS特待生  100万円免除　 S特待生　 60万円免除
A特待生　 40万円免除　　B特待生　 20万円免除
C特待生　 10万円免除

【日本語能力試験N1合格奨励金】
日本語能力試験N1を合格された方には、学費の免除制度あり

その他受入条件

・年齢が18歳以上
・ 日本または外国において、12年以上の正規の学校教育を修了してい
る者

・既定の日本語能力を有する者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

担任制度を取り入れていることから出席状況の管理を行うとともに、定
期的な面談を実施している　【4月】入学時オリエンテーション　【5月】
個別面談　【月1回】留学生交流会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有
資格外活動の範囲内で実施

備考
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辻製菓専門学校
Tsuji Seika Senmongakko

Tsuji Institute of Patisserie

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

製菓技術マネジメント学科 ○ 士 共 360 4 2 入学金250,000円／教育充実金100,000円／授業料
1,026,000円／実習費540,000円／合計（1年次）1,916,000円

卒業に必要な総授業時間数
1,974時間（2年間）

製菓衛生師本科 － － 共 144 4 1 入学金250,000円／教育充実金100,000円／授業料
1,090,000円／実習費730,000円／合計（1年間）2,170,000円

卒業に必要な総授業時間数
1,102時間（1年間）

［住所］〒545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-9-23
［交通］天王寺駅（JR・大阪メトロ御堂筋線）南口より徒歩8分、大阪阿部野橋駅（近鉄）阿部野口よ
り徒歩8分、阿倍野駅（大阪メトロ谷町線）3番出口より徒歩4分
［採用担当／入学担当］留学生キャリアグループ／入学広報部
■TEL:0120-24-2418 ■FAX:06-6622-6280 ■E-mail:ryugakusei@tsuji.ac.jp　［URL］https://www.tsuji.ac.jp/en/

留学生も日本人と同等に授業を受けていただきます。学校生活やビザについての個別相談ができます。中国語、韓国語での対応も可能です。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 173名

留学生の
主な出身国・地域

韓国77名、台湾46名、中国35名、インドネシア5名、タイ4名、マレーシ
ア3名、シンガポール1名、ベトナム1名、ミャンマー1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】1次募集：9月1日～9月9日　2次募集：10月7日～10月11日　3次
募集：10月15日～受付終了時期は、HPで確認してください　【試験日】1次
募集：9月23日、28日、29日のいずれか　2次募集：10月27日　3次募集：
随時　【選考方法】書類審査、筆記試験、面接（入学検定料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援
特定技能にて就労を目指す学生へのサポートがあります。
就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接試験対策、
学内企業説明会の開催、個別相談

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・ 製菓衛生師＜国家資格＞：国家資格の受験資格を取得／2年制は、
第2学年に受験

・専門士＜文部科学大臣公示＞：2年制のみ

留学生の卒業後の
進路

【進学先学校名】
流通科学大学（2年制のみ編入可能）

【その他】
母国での起業実績多数あり

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【留学生奨学金制度】
辻製菓専門学校に入学し、本制度を希望する留学生を対象にした制度
対象人数：若干名
奨学金額：年間15万円を支給※返還不要

その他受入条件

外国において12年以上の学校教育を修了した者で、以下①～⑤のい
ずれかに該当する者。　①法務大臣が告示で定める日本語教育機関
で6か月以上の日本語教育を受講。②日本語能力試験Ｎ2（2級）以上
に合格。③日本留学試験での日本語科目200点以上を取得。④BJTで
400点以上を取得。⑤日本の小学校、中学校、高等学校、大学等で1
年以上の教育を受けた方。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、【5月】留学生懇親会、【3月】辻調フェス
ティバル、【その他】就職オリエンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト紹介あり。
資格外活動許可証を取得している学生に国内法律の遵守などを指導し
た上で、アルバイトを紹介します。

備考
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辻調理師専門学校
Tsuji Chourishi Senmongakko

Tsuji Culinary Institute

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

高度調理技術マネジメント学科 － 士 共 40 4 3 入学金250,000円／教育充実金100,000円／授業料
1,026,000円／実習費540,000円／合計（1年次）1,916,000円

卒業に必要な総授業時間数
2,636時間（3年間）

調理技術マネジメント学科 ○ 士 共 400 4 2 入学金250,000円／教育充実金100,000円／授業料
1,026,000円／実習費540,000円／合計（1年次）1,916,000円

卒業に必要な総授業時間数
1,836時間（2年間）

調理師本科 － － 共 400 4 1 入学金250,000円／教育充実金100,000円／授業料
1,090,000円／実習費730,000円／合計（1年間）2,170,000円

卒業に必要な総授業時間数
992時間（1年間）

［住所］〒545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-16-11
［交通］天王寺駅（JR・大阪メトロ御堂筋線）南口より徒歩8分、大阪阿部野橋駅（近鉄）阿部野口よ
り徒歩8分、阿倍野駅（大阪メトロ谷町線）3番出口より徒歩4分
［採用担当／入学担当］留学生キャリアグループ／入学広報部
■TEL:0120-24-2418 ■FAX:06-6622-6280 ■E-mail:ryugakusei@tsuji.ac.jp　［URL］https://www.tsuji.ac.jp/en/

留学生も日本人と同等に授業を受けていただきます。学校生活やビザについての個別相談ができます。中国語、韓国語での対応も可能です。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 202名

留学生の
主な出身国・地域

韓国128名、台湾35名、中国32名、ベトナム2名、マレーシア1名、
インドネシア1名、タイ1名、フィンランド1名、ブルネイ1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】1次募集：9月1日～9月9日　2次募集：10月7日～10月11日　3次
募集：10月15日～受付終了時期は、HPで確認してください　【試験日】1次
募集：9月23日、28日、29日のいずれか　2次募集：10月27日　3次募集：
随時　【選考方法】書類審査、筆記試験、面接（入学検定料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施 2年制、3年制にて実施。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ホテル、レストラン、日本料理店など

留学生対象の就職支援
日本料理海外普及人材育成事業および、特定技能にて就労を目指す
学生へのサポートがあります。就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成
指導、面接試験対策、学内企業説明会の開催、個別相談

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 韓国・へジョン大学校と教育連携協定を締結

資格取得

・ 調理師免許＜国家資格＞：卒業時に国家試験免除（無試験）にて取得
・ 大阪府ふぐ取扱登録者証＜大阪府交付＞：在学中に実施される「ふぐ

処理講習会（希望制）」を受講すると取得
・ 技術考査＜（社）全国調理師養成施設協会実施＞：在学中に実施され
る試験（希望制）に合格すると取得

・専門士＜文部科学大臣公示＞：2年制以上を卒業時に取得
・ 食品技術管理専門士＜（社）全国調理師養成施設協会交付＞：2年

制以上。卒業時に希望者のみ無試験で取得
・ 調理師養成施設助手＜（社）全国調理師養成施設協会交付＞：2年

制以上。卒業前に実施される「技術考査（希望制）」に合格すると取得

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】
日本国内リゾートホテル（日本料理海外普及人材育成事業にて）

【進学先学校名】
流通科学大学（2年制のみ編入可能）

【その他】
母国での起業実績多数あり

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【留学生奨学金制度】
辻調理師専門学校に入学し、本制度を希望する留学生を対象にした制度
対象人数：若干名
奨学金額：年間15万円を支給※返還不要

その他受入条件

外国において12年以上の学校教育を修了した者で、以下①～⑤のい
ずれかに該当する者。　①法務大臣が告示で定める日本語教育機関
で6か月以上の日本語教育を受講。②日本語能力試験Ｎ2（2級）以上
に合格。③日本留学試験での日本語科目200点以上を取得。④BJTで
400点以上を取得。⑤日本の小学校、中学校、高等学校、大学等で1
年以上の教育を受けた方。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、【5月】留学生懇親会、【3月】辻調フェス
ティバル、【その他】就職オリエンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

アルバイト紹介あり。
資格外活動許可証を取得している学生に国内法律の遵守などを指導し
た上で、アルバイトを紹介します。

備考



教育・社会福祉分野

幼稚園教諭や保育士、高齢者や障害を持つ人の
ケアに携わる介護福祉士など、福祉事業に関わ
るスタッフを養成します。
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大阪国際福祉専門学校
Osaka Kokusai Fukushi Senmongakko

OSAKA INTERNATIONAL WELFARE COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

心理・医療事務科 － 士 共 40 4 2
入学金100,000円／授業料620,000円／施設維持費250,000
円／実習・演習費30,000円／合計（1年間）1,000,000円／テキス
ト代は別途必要

2年間 講義1,950h 実習80h

介護福祉科 － 士 共 40 4 2
入学金100,000円／授業料620,000円／施設維持費250,000
円／実習・演習費120,000円／合計（1年間）1,090,000円／テ
キスト代・実習着代は別途必要

2年間 講義1,860h 実習450h

［住所］〒543-0075 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町3-10
［交通］大阪メトロ谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅上
［採用担当／入学担当］入学広報課
■TEL:06-6771-4188 ■FAX:06-6771-4162 ■E-mail:info@oiwc.ac.jp
［URL］http://www.oiwc.ac.jp/

利用者の方に喜ばれる“真の介護福祉士”として、厚生労働省の規定を上回る豊富な学習時間数で必要な知識・技術とこころを兼ね備えた人材の
育成に努めています。また、1年次より国家試験対策も行い、全員合格を目指します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 0名

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 無

留学生選考試験

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導
あり。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士国家試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

（奨学金制度）
文部科学省外国人留学生学習奨励費

（留学生受入れ促進プログラム）
日本学生支援機構（JASSO）

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80％以上
・ 18歳以上で本国または外国において12年以上の学校教育課程を修

了した者
・日本語能力検定Ｎ１（１級）合格者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 実施（個別対応）

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申
請を行い、学業に支障をきたさないよう、業務内容・修業場所・就業時
間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を保持する指導を行う。

備考
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大阪コミュニティワーカー専門学校
Osaka Comyunitei Waka Senmongakko

Osaka Community worker Professional Training College　(A Ministry health, Labor and Welfare Accredited Care Worker Trainning Institution)

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

コミュニティケア科　第1部 ○ 士 共 80 4 3 3年間合計200万円 週22時間、実習6日間（計10回）

［住所］〒532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-1-52
［交通］阪急十三駅から徒歩8分、ＪＲ塚本駅から徒歩16分
［採用担当／入学担当］事務局
■TEL:06-6309-3232 ■FAX:06-6309-7123 ■E-mail:gakko@mead-jp.com
［URL］http://www.mead-jp.com/school/

13時頃に授業を終え、その後のアルバイトで実践するという、学びのサイクルを提供しています。※在校生には介護施設でのアルバイトを紹介してい
ます。社会福祉法人立の学校ならではのスリムな学費。※分割支払い（毎月5万円）。1984年開校という、伝統と蓄積に基づいた指導と整った設
備。※3年次、介護福祉士国家試験での合格に向けた授業あり。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 全3学年・約40名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム、ネパール、インドネシア、中国、韓国、ミャンマー、スリランカ、など

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】　要相談
【試験日】　要相談
【選考方法】　日本語作文、面接、書類審査

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

介護施設での実習（6日間）
1年次、2回
2年次、4回
3年次、4回

留学生対象の就職支援 就職に結びつくアルバイト先として、介護施設の紹介をしています

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士国家試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

国家試験受験後、就労ビザ「介護」取得、介護施設に就職。

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）2020年3月、留学生・第1期生（コミュニティケア科第Ⅰ部・27期生）、卒業。

留学生対象の制度

報奨金制度あり

その他受入条件

・日本語能力試験、Ｎ3相当
・日本語教育機関での出席率、90％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等 入学オリエンテーション、担任教員による面談（随時）、その他

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学生の希望する条件を考慮し、介護施設の紹介をします

備考
3年制
授業時間、9:30～12:40（月～木）
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大阪社会福祉専門学校
Osaka SyakaiFukushi Senmongakko

Osaka Social Welfare College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

介護福祉科 ー 士 共 80 4 2
入学金200,000円
1年次1,039,040円
※留学生特別 減免特典制度あり

年1,172.5h／週24h
（1単位時間90分）

［住所］〒597-0083 大阪府貝塚市海塚1-20-5
［交通］南海本線貝塚駅から徒歩2分
［採用担当／入学担当］入試広報部
■TEL:072-433-0415 ■FAX:072-433-3060 ■E-mail:info@oswc.ac.jp
［URL］http://www.oswc.ac.jp/

『多国籍の学生を募集し、グローバルな学校を目指しています！』　・アクセス抜群で通いやすい！　・新しい校舎で、学ぶ環境が充実！　・クラス担任制
度を導入し、留学生をサポート！　・週1～2回の「留学生サポート授業」で留学生のフォローを実施！

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 在籍者数　合計64名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム60名、中国2名、フィリピン2名　合計64名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】8月1日～3月18日　
【試験日】10月20日（日）・11月20日（水）・随時
【選考方法】面接　（選考料）無料
【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士国家試験受験資格
レクリエーションインストラクター

留学生の卒業後の
進路

国内就職率100％（2018年度実績）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）国内就職率100％（2018年度実績）

留学生対象の制度

【奨学金制度】大阪府介護福祉士修学資金

その他受入条件

性別・年齢は問わないが、下記の（1）～（5）全てに該当する人が対象となる。
（1）日本語教育機関での出席率90％以上の人　（2）外国において12年以上の
学校教育課程を修了した人で次のいずれかに該当する人　・日本語能力検定2級

（N2）以上の人　・日本留学試験で200点以上取得した人　・BJT JLRTの聴読
解テスト（筆記）400点以上取得した人　（3）本校卒業後の進路が明確である人　

（4）本校在学中の学費、生活費が支弁できる人　（5）その他、学校長が認めた者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【その他】留学生面談　※個別対応に
て実施

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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関西社会福祉専門学校
Kansai SyakaiFukushi Senmongakko

Kansai Professional Training College of Social Welfare

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

介護福祉科 ー 士 共 81 4 2
入学金（初年度のみ）200,000円／授業料620,000円／
実習費100,000円／施設管理費80,000円／
合計1,000,000円（1年次）

年1,192.5ｈ／週24ｈ／
授業時間90分

［住所］〒545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-2-27
［交通］阪堺上町線姫松駅から徒歩2分
［採用担当／入学担当］事務局
■TEL:06-6624-2518 ■FAX:06-6623-5221 ■E-mail:kan.fuku@poem.ocn.ne.jp
［URL］http://www.ooya.ac.jp/

介護福祉士として必要な知識・技術に加えて、社会人に求められる態度・マナーを指導。週に1度ベトナム人の日本語教師による日本語読解力向上
を目的とした補講を実施

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 84名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率32％）

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム70名、ミャンマー4名、フィリピン3名、韓国2名、インドネシア
2名、マレーシア1名、パキスタン1名、中国1名、合計84名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10月1日～3月31日※定員になり次第終了
【試験日】募集要項に定める通り
【試験科目】作文、面接
【選考料】30,000円

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士受験資格

留学生の卒業後の
進路

国内就職100％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％

留学生対象の制度

大阪府修学資金
大屋学園奨学金
家賃補助制度
※条件あり

その他受入条件

日本語教育機関での出席率85％以上の者。
外国において、学校教育12年の課程を修了した者。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 4月　入学オリエンテーション、随時　生活指導

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担当教員より留学生の先輩が多数活躍している介護施設等のア
ルバイト先を紹介。

備考
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近畿社会福祉専門学校
Kinki SyakaiFukushi Senmongakko

Kinki Social Welfare College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

介護福祉科 ー 士 共 65 4 2 入学金200,000円／授業料600,000円／施設費75,000円／
校費50,000円／実習費／70,000円／合計（1年間）995,000円

授業時間数・年間・週 【講義・実習】
2年間2244h／週25.5h

（1単位時間90分）

［住所］〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル3階
［交通］京阪電車、大阪メトロ谷町線天満橋駅徒歩8分、JR東西線大阪城北詰駅徒歩8分
［採用担当／入学担当］留学生入試担当
■TEL:06-6136-1117 ■FAX:06-6136-1115 ■E-mail:info@kinki-swc.ac.jp
［URL］http://www.kinki-swc.ac.jp

【具体的な取組みの内容】日本語能力、国家試験合格に向けた適切な指導。在留管理、資格外活動、日常生活における様々な相談に対応。精神
的な心のケアにも寄り添い、不安のない留学生活をサポート。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 70人

留学生の
主な出身国・地域 フィリピン39人、ベトナム26人、ミャンマー2人、ネパール1人、中国2人

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月10日　（試験日）11/9、2/15、3/14
【選考方法】書類審査、面接、JLPT　N３レベルの筆記により試験する。
【選考料】20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【就職ゼミ】就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、
その他指導

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士、レクリエーションインストラクター、介護保険事務士

留学生の卒業後の
進路

国内就職100％（介護福祉施設、医療施設他）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％

留学生対象の制度

【奨学金制度】大阪府介護福祉士修学資金

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80％以上
・ 諸外国において、日本の高等学校卒業程度の12年の課程を修了し、

JLPT日本語レベルN3程度の者（母国より直接入学者はN2以上の者）

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学式・オリエンテーション、前期授業　【5月】新入生歓迎会　【6月】ふれあいの里見
学　【7月】就職フェア、前期試験　【8月・9月】施設実習　【10月】後期授業　【11月】学園
祭、同窓会　【12月】実力テスト　【1月】後期試験、国家試験　【2月・3月】施設実習、卒業式

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。出席率や履修状況を鑑み、国内法律の遵守などを指導し
た上で、資格外活動取次申請を行う。業務内容・修業場所・就業時間・
雇用先との連絡等、適切な学習環境を保持する指導を行う。

備考
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鴻池生活科学専門学校
Konoike SeikatsuKagaku Senmongakko

KONOIKE LIFE SCIENCE COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

介護福祉学科 － 士 共 35 4 2 入学金：100,000円／授業料600,000円／施設運営費：
190,000円／合計（1年間）890,000円

授業時間数・2年間 2078h／週
17h

（講義：実習）→（2：1）　1単位時
間90分

［住所］〒578-0976 大阪府東大阪市西鴻池町1-2-25
［交通］JR学研都市線鴻池新田駅下車1分
［採用担当／入学担当］事務局／入試相談室
■TEL:06-6745-1353 ■FAX:06-6745-0028 ■E-mail:info-s@konoikegakuin.ac.jp
［URL］https://konoikegakuin.ac.jp/senmon/

福祉に関する全般的な知識と介護・援助の技術を習得し、介護福祉士国家試験への合格に向けて全面的にサポートを行う。各個人にあった指導を
行う。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 12名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率50%

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム6名、ミャンマー3名、ネパール1名、韓国1名、中国1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年10月1日～2020年3月3日
【試験日】2019年10月5日、11月9日、12月7日　2020年1月11日、2
月8日、3月7日

【選考方法】面接、筆記、適正審査、書類審査

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、介護施設で実施

【インターンシップ先の業種】
介護職

【インターンシップ先の施設名】
社会福祉法人　由寿会／社会福祉法人　敬信福祉会／社会福祉
法人　三秀会／医療法人　栗岡学園

留学生対象の就職支援 就職指導全般、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、礼状の書き方等

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・介護福祉士
・レクリエーション・インストラクター
・食育インストラクター4級

留学生の卒業後の
進路

2021年　留学生卒業予定

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

大阪府介護福祉士等修学資金貸与制度

その他受入条件

・日本語教育機関で出席率90%以上
・高等卒業以上で、日本の日本語教育機関で就学していること
・日本語能力試験3級以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【5月】個別面接　【7月】就職ガイダン
ス　【その他】随時面談

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／学内での生活態度、授業態度を考慮して、学内の決められた基準
に合格と判断した場合、介護施設に紹介。

備考
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南海福祉看護専門学校
Nankai FukushiKango Senmongakko

Nankai College of Social Work and Nursing

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

介護社会福祉科
　介護福祉士コース － 士 共 30 4 2

入学金230,000円／授業料535,000円／実習費80,000円／
施設整備費／275,000円 年間授業時間（1年次）

1,120時間

［住所］〒592-0005 大阪府高石市千代田6-12-53
［交通］南海本線 北助松駅から徒歩10分
［採用担当／入学担当］広報部／事務室
■TEL:0120-294-329 072-262-1094 ■FAX:072-261-7886 ■E-mail:fukushi@nansen.ac.jp
［URL］http://www.nansen.ac.jp/

週に1コマ「外国人留学生サポート授業」を設けている
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 8名（入学時 大卒・短大卒以上50%）

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム6名、インドネシア1名、スリランカ1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 【受付】4/1～3/17　選考面接は随時
【選考方法】①日本語作文　②面接試験　③書類審査

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

介護福祉士国家試験受験資格

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【留学生支援奨学金制度】
・入学金免除
・年間9万円、2年間で18万円の奨学金を支給し学費に充当

その他受入条件

① 18歳以上で本国または外国において12年以上の学校教育課程を
修了する者

②原則、日本語能力試験N2以上の者
③日本語教育機関での出席率が90％以上の者
④本校卒業後の進路が明確な者
⑤本校在学中の学費・生活費が支弁できる者

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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商業実務分野

経理・簿記などの事務関連、旅行・観光・ホテルと
いったサービス関連など、幅広いビジネス分野
におけるスペシャリストを育成します。
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大阪ＩＴ会計専門学校
Osaka IT Kaikei Senmongakko

OSAKA IT&ACCOUNTING COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

会計学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年680,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,000,000円

月曜日から金曜日：
9時30分から17時50分

情報管理学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,060,000円

月曜日から金曜日：
9時30分から17時50分

ＩＴビジネス学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,060,000円

月曜日から金曜日：
9時30分から15時30分

ビジネス学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,060,000円

月曜日から金曜日：
9時30分から15時30分

［住所］〒553-0003 大阪市福島区福島6-9-21
［交通］阪急大阪梅田駅徒歩８分、ＪＲ大阪駅北口徒歩８分、ＪＲ・阪神福島駅北口徒歩３分、ＪＲ東西線新福島駅北口徒歩３分
［採用担当／入学担当］入学係
■TEL:06-6454-4011 ■FAX:06-6454-8472 ■E-mail:osaka-sinro@all-japan.ac.jp
［URL］https://www.all-japan.ac.jp/foreign/

本学の授業はクラスの中を6人～8人のグループに分けて学ぶゼミ学習です。この学習方法は個々の学生の主体性を重んじ、自主学習意欲を引き
出し社会人としての協調性ある人間関係と高度な実務能力を育成することを目指します。留学生のみなさんにとっては、この授業システムの中で日本
語能力も飛躍的に高まっていくと思います。また留学生担当者が安心して学校生活を送れるようにバックアップします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【選考方法】書類選考、日本語筆記試験、作文試験、面接試験
※入学選考については、日本語筆記試験・作文試験、意欲や熱意、適性
や将来の目標、向学心および経費支弁能力などを総合的に判断します。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

下記の制度により入学金及び授業料がランクに応じて免除されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

（1）留学生特別推薦入学制度（選考料2万円及び入学金20万円免除）
（2）資格・出席による奨学生制度（授業料年間40万円～20万円免除）
（3）出席率による奨学生制度（授業料年間20万円～10万円免除）
（4）留学生特別奨学生試験（授業料年間74万円～17万円免除）
※（2）（3）（4）は重複適用できません。
免除は各コースの修業年限内とします。ただし、入学後、成績・素行・出席
状況が不良の場合は取り消すことがあります。

その他受入条件

⒈すでに日本語学校等に在学し留学在留資格を有する者　⒉外国において通常
の課程による12年の学校教育を修了した者で次のいずれかに該当する者　⑴日
本語能力試験(JLPT)Ｎ２以上の合格者　⑵日本留学試験(EJU)の日本語科目
２００点以上の取得者　⑶日本国内の日本語教育施設で６ヵ月以上の日本語教育
を受けた者　⑷日本の学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園を除く）において
１年以上の教育を受けた者　⑸ＢＪＴビジネス日本語能力テスト４００点以上の者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪IT会計専門学校 天王寺校
Osaka IT Kaikei Senmongakko Tennojiko

OSAKA IT & ACCOUNTING COLLEGE TENNOJI

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

会計学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年680,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,000,000円

1年次920時間
2年次800時間

情報管理学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,060,000円

1年次920時間
2年次800時間

ＩＴビジネス学科 ○ 士 共 40 4 2
入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年160,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,060,000円 1年次920時間

2年次800時間

［住所］〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-15
［交通］JR・大阪メトロ天王寺駅より徒歩5分、近鉄大阪阿倍野橋駅より徒歩6分
［採用担当／入学担当］学事課
■TEL:06-6776-6773 ■FAX:06-7667-6775 ■E-mail:tennoji-sinro@all-japan.ac.jp
［URL］http：//www.tennoji-itkaikei.ac.jp

本学の授業はクラスの中を6人～8人のグループに分けて学ぶゼミ学習です。この学習方法は個々の学生の主体性を重んじ、自主学習意欲を引き
出し社会人としての協調性ある人間関係と高度な実務能力を育成することを目指します。留学生のみなさんにとっては、この授業システムの中で日本
語能力も飛躍的に高まっていくと思います。また留学生担当者が安心して学校生活を送れるようにバックアップします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 13名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム10名、韓国2名、マレーシア１名、合計13名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】9月1日～3月10日　（試験日）出願書類到着後随時　
（試験科目）書類選考、日本語筆記試験、作文試験、面接試験
【選考方法】日本語筆記試験・作文試験、意欲や熱意、適性や将来の
目標、向学心および経費支弁能力などを総合的に判断します。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書、経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

基本情報技術者試験・Webクリエイター能力認定試験・全経簿記検定
2級

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

下記の制度により入学金及び授業料がランクに応じて免除されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

（1）留学生特別推薦入学制度（選考料2万円及び入学金20万円免除）
（2）資格・出席による奨学生制度（授業料年間40万円～20万円免除）
（3）出席率による奨学生制度（授業料年間20万円～10万円免除）
（4）留学生特別奨学生試験（授業料年間74万円～17万円免除）
※（2）（3）（4）は重複適用できません。
免除は各コースの修業年限内とします。ただし、入学後、成績・素行・出席
状況が不良の場合は取り消すことがあります。

その他受入条件

⒈すでに日本語学校等に在学し留学在留資格を有する者　⒉外国において通常の
課程による12年の学校教育を修了した者で次のいずれかに該当する者　（1）日本
語能力試験(JLPT)Ｎ２以上の合格者　（2）日本留学試験(EJU)の日本語科目２００
点以上の取得者　（3）日本国内の日本語教育施設で６ヵ月以上の日本語教育を受
けた者　（4）日本の学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園を除く）において１年
以上の教育を受けた者　（5）ＢＪＴビジネス日本語能力テスト４００点以上の者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテ－ション　【10月】進路決定ガイダンス　【その他】
日々の出欠管理、アルバイト先、一時帰国の把握、学費・生活面での相
談等をクラス担任と事務局留学生担当が連携して実施。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪観光専門学校
Osaka Kanko Senmongakko

OSAKA INSTITUTE OF TOURISM

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

観光ビジネス学科 ー ー 共 20 4 2
選考料10,000円～20,000円／
入学金・授業料（２年間）2,564,000円+学科別共用教材費、
その他検定資格受験料、諸費用など

１授業９０分／週１５コマ

トラベル学科 ○ 士 共 40 4 2
選考料10,000円～20,000円／
入学金・授業料（２年間）2,564,000円+学科別共用教材費、
その他検定資格受験料、諸費用など

１授業９０分／週１５コマ

ホテル学科 ○ 士 共 70 4 2
選考料10,000円～20,000円／
入学金・授業料（２年間）2,564,000円+学科別共用教材費、
その他検定資格受験料、諸費用など

１授業９０分／週１５コマ

エアポート学科 ○ 士 共 40 4 2
選考料10,000円～20,000円／
入学金・授業料（２年間）2,564,000円+学科別共用教材費、
その他検定資格受験料、諸費用など

１授業９０分／週１５コマ

［住所］〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-3-11
［交通］JR各線大阪駅から徒歩１０分、大阪メトロ四つ橋線西梅田駅から約5分、 阪急大阪梅田駅から約15分、 JR東西線北新地駅から約5

分、大阪メトロ谷町線東梅田駅から約15分、 京阪渡辺橋駅から約8分、 大阪メトロ御堂筋線梅田駅から約15分、 阪神大阪梅田駅から約10分
［採用担当／入学担当］入学相談室／スクールアドバイザー
■TEL:0120-89-2299 ■FAX:06-6348-0579 ■E-mail:info@daikan.ac.jp　［URL］https://www.daikan.ac.jp/

日本語能力試験対策、個別相談制度、個別就職指導など
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 ６4名（保有率9.4％）

留学生の
主な出身国・地域

中国３１名、台湾６名、韓国９名、ベトナム１０名、ネパール３名、マレーシ
ア２名、スリランカ１名、インドネシア１名、パキスタン１名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【選考方法】書類審査・筆記試験・面接・日本語（日本語能力試験N2所
持者は免除）

【試験内容】作文・日本語レベルチェックなど
※日程については出願次第随時行う

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導全般・履歴書の作成添削の指導・面接対策授業・その他就職
先の紹介など

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

日本語能力試験２級～１級
英検３級～２級
TOEIC５００～８００程度

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】
旅行関連・航空会社関連・ホテル関連等

【就職先会社名】
有馬ビューホテル・ホワイトベアファミリー・クロスホテルズ株式会社・
白浜館等

【就職率】
国内就職率：75％　その他：25％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【留学生対象奨学制度】
１年次２００,０００円／２年次１００,０００円
【全学生対象】
特待生制度（最大４４万円の学費減免）選考試験あり
進級時校友会奨学生制度（最大３０万円）　審査あり

その他受入条件

日本語教育期間において６か月以上の教育を受け、出席率８５％以上で
あること
１８歳以上で本国または外国において１２年以上の正規の学校教育を
修了した者、もしくは指定された教育機関において大学進学のための準
備教育課程を受け、併せて１２年以上の学校教育を修了された方

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【４月】入学オリエンテーション　【その他】留学生交流パーティー／ホー
ムルームでの面談等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／概ね、出席率90％以上・課題提出評価90％程度を規準とし、国内
法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業務内
容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を保持す
る指導を行う。

備考



055

商
業
実
務

商
業
実
務

大阪ビジネスカレッジ専門学校
Osaka Bijinesukarejji Senmongakko

Osaka Business College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

総合ビジネス学科 ○ 士 共 60 4 2
選考料10,000円～20,000円/
入学金・授業料（２年間）2,394,000円+学科別共用教材費、その
他検定資格受験料、諸費用など

１授業９０分/週１５コマ

［住所］〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-7
［交通］京阪大江橋駅5番出口を出て大江橋を渡り左折50m（徒歩約2分）、JR大阪駅・大阪メトロ梅田駅、阪神・阪急大阪梅田駅より御堂筋を南へ。大江橋手前右折50m（徒歩約15分）、JR北新地

駅より地上出口11-43を出て東へ、梅田新道の交差点で御堂筋を南へ。大江橋の手前右折50m（徒歩約10分）、京阪・大阪メトロ淀屋橋駅7番出口を出て北へ。大江橋を渡り左折50m（徒歩約5分）
［採用担当／入学担当］学務部／入学相談室
■TEL:06-6344-5268 ■FAX:06-6344-5681 ■E-mail:ginfo@obc.ac.jp ［URL］www.obc.ac.jp

・日本語能力試験対策1級2級　・日本文化論　・在留資格更新フォロー
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 33名

留学生の
主な出身国・地域

韓国10名、台湾8名、中国4名、ベトナム6名、インドネシア2名、スリラン
カ2名、アメリカ1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】【AO】6月1日～定員になり次第締切　（試験日）面接試験は随時　
【推薦･一般】10月1日～定員になり次第締切　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接、筆記試験、作文　（選考料）一般20,000円
推薦・AO 10,000円 　【試験内容】日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・Microsoft Office Specialist検定
・Ｅxcel表計算処理技能認定試験
・日商簿記検定／全経簿記能力検定
・ビジネス文書技能検定
・ビジネス能力検定
・秘書技能検定
・日商ＰＣ検定
・リテールマーケティング（販売士）検定　他多数

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】
香料製造、フードサービス、ホテル、派遣・販売代行

【就職先会社名】
株式会社サンアロマ、株式会社東横イン、株式会社グッド・クルー

【就職率】
国内就職率：100％

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％（対象：2018年・2019年3月卒生）

留学生対象の制度

留学生特別奨学金制度特典
日本で意欲的に専門技術・知識を学ぼうとする留学生の皆さんを経済
的にサポートする制度です。
入学資格を満たし、専攻に合格した方に2年間で300,000円を（1年次
200,000円、2年次100,000円）を奨学金として1年次・2年次の前期
授業より減免します。

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率85％以上
・ 18歳以上で、外国において12年以上の学校教育を修了した者であり、

且つ日本語能力試験N2級以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【４月】入学オリエンテーション　【その他】留学生交流パーティー/ホー
ムルームでの面談等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／概ね、出席率90％以上・課題提出評価90％程度を規準とし、国内
法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業務内
容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を保持す
る指導を行う。

備考
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大原医療福祉製菓専門学校 梅田校
Ohara IryouFukushiSeika Senmongakko Umedako

O-hara College of Medical, Welfare & Confectionery Umeda

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際コミュニケーション
（スタンダード） ー ー 共 総定員

40名 4 1
入学金全額免除／授業料450,000～550,000円／
学生諸費360,000円／
合計（1年間）810,000～910,000円

年800h／週20h

製菓・製パンコース ー 士 共 総定員
64名 4 2

入学金全額免除／授業料470,000～630,000円／
学生諸費360,000円／
合計（1年間）830,000～990,000円

年850h／週25h

介護福祉士キャリア ー 士 共 総定員
80名 4 2

入学金全額免除／授業料470,000～630,000円／
学生諸費360,000円／
合計（1年間）830,000～990,000円

年850h／週25h

［住所］〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-14
［交通］JR大阪駅、大阪メトロ梅田駅・東梅田駅、阪急大阪梅田駅、阪神大阪梅田駅下車徒歩約8～10分
［採用担当／入学担当］就職課／入学相談室
■TEL:06-6130-7411 ■FAX:06-4806-8685 ■E-mail:kansai-ryuugakusei@mail.o-hara.ac.jp
［URL］https://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/

大原学園なら留学生の方でも安心して専門知識を学ぶ事ができます。国籍や年齢も様々なクラスで学ぶ事によって、柔軟で多角的な考え方のでき
る学生になることが目標です。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム／ネパール／スリランカ／フィリピン／インドネシア／韓国／
中国　等

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】9月1日～3月23日　（試験日）面接試験は随時
※願書受付期間中であってもコースごとに定員になり次第受付を終了し
ます。また、コースの募集状況により受付を締切る場合がございます。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

【国際コミュニケーション（スタンダード）】
ビジネスマナー関連資格　ビジネス文書作成
日本留学試験240点以上　日本語能力試験 N2,N3

【製菓・製パンコース】
製菓衛生師（名称独占国家資格）　食品衛生責任者
菓子製造技能士　色彩検定2～3級
パン製造技能士　サービス接遇検定2～3級

【介護福祉士キャリアコース】
介護福祉士　福祉住環境コーディネーター3級
レクリエーション介護士2級

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

・ 留学生奨学金制度／該当の学校を卒業された合格者を対象とした独
自の奨学金制度があり、入学金200,000円および1年次授業料より
230,000円、2年次授業料より170,000円を減免します。なお、入学後
の出席状況等が不良な場合は奨学金制度を停止することがあります。

・ 留学生受入れ促進プログラム　文部科学省外国人留学生学習奨励
費（返還不要）／当校の推薦と日本学生支援機構の決定により月額
48,000円（2019年実績）が支払われます。

・ 交通費割引制度／投稿は通学定期乗車券発売対象の指定学校です。通学
定期券および長距離鉄道乗車券の購入時に学生割引が適用されます。

・専門士の付与／2年制課程を卒業すると「専門士」の称号が与えられます。

その他受入条件

（１）外国において日本の高等学校と同等以上の学校教育を修了（卒業）した
18歳以上の方　（２）日本語教育機関等において6ヵ月以上の教育を受け、か
つ一定の日本語能力を有している方（募集要項1ページの日本語レベル（入
学時推奨）をご確認ください。）　（３）日本語教育機関等における出席率がお
およそ90％以上の方　（４）日本語教育機関等、または日本語教育機関等の
教員から推薦が得られる方　（５）当校が指定する学校の現役生（3月卒業）

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大原簿記法律専門学校 難波校
Ohara BokiHouritsu Senmongakko Nambako

O-HARA Business&Law College Namba

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ビジネス　独立経営専攻 ー 士 共

総定員
80名

4 2 入学金全額免除／授業料450,000～610,000円／学生諸費
360,000円／合計（1年間）810,000～970,000円 年850h／週25h

ビジネス　事務・経理職専攻 ー 士 共 4 2 入学金全額免除／授業料450,000～610,000円／学生諸費
360,000円／合計（1年間）810,000～970,000円 年850h／週25h　

ビジネス　販売・営業サービス
専攻 ー 士 共 4 2 入学金全額免除／授業料450,000～610,000円／学生諸費

360,000円／合計（1年間）810,000～970,000円 年850h／週25h

［住所］〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-6-2
［交通］大阪メトロなんば駅下車7番出口すぐ、阪神・近鉄大阪難波駅下車7番出口すぐ、南海難波
駅下車高島屋正面玄関から徒歩約2分、JR難波駅下車なんばウォークに向かって徒歩約5分
［採用担当／入学担当］就職課／入学相談室

■TEL:06-4806-8657 ■FAX:06-4806-8685 ■E-mail:kansai-ryuugakusei@mail.o-hara.ac.jp ［URL］https://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/

大原学園なら留学生の方でも安心して専門知識を学ぶことができます。国籍も関係なく仲良く勉強できますので、安心して入学してください。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム／台湾／モンゴル／中国／韓国 等

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】9月1日～3月23日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査と面接選考　（選考料）全額免除（20,000円全
額免除）

【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

漢字能力検定2級～3級
リテールマーケティング（販売士）検定3級
電卓技能検定初段以上
日商簿記検定1級～3級

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

・留学生奨学金制度／該当の学校を卒業された合格者を対象とした独
自の奨学金制度があり、入学金200,000円および1年次授業料より
230,000円、2年次授業料より170,000円を減免します。なお、入学後
の出席状況等が不良な場合は奨学金制度を停止することがあります。
・留学生受入れ促進プログラム 文部科学省外国人留学生学習奨励
費（返還不要）／当校の推薦と日本学生支援機構の決定により月額
48,000円（2019年実績）が支払われます。　・交通費割引制度／投
稿は通学定期乗車券発売対象の指定学校です。通学定期券および
長距離鉄道乗車券の購入時に学生割引が適用されます。　・専門士
の付与／2年制課程を卒業すると「専門士」の称号が与えられます。

その他受入条件

（１）外国において日本の高等学校と同等以上の学校教育を修了（卒業）した
18歳以上の方　（２）日本語教育機関等において6ヵ月以上の教育を受け、か
つ一定の日本語能力を有している方（募集要項1ページの日本語レベル（入
学時推奨）をご確認ください。）　（３）日本語教育機関等における出席率がお
およそ90％以上の方　（４）日本語教育機関等、または日本語教育機関等の
教員から推薦が得られる方　（５）当校が指定する学校の現役生（3月卒業）

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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関西経理専門学校
Kansai Keiri Senmongakko

Kansai Business College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

経営学科
エグゼクティブコース － 士 共 30 4 2

入学金：150,000円
授業料190,000～340,000円
施設設備費：350,000円
合計（1年間）690,000～840,000円
※日本語学校の推薦書の出る方は、690,000円

1,700ｈ【1,700】

経営学科
経営情報コース － 士 共 30 4 2

入学金：150,000円
授業料190,000～340,000円
施設設備費：350,000円
合計（1年間）690,000～840,000円
※日本語学校の推薦書の出る方は、690,000円

1,700ｈ【1,700】

［住所］〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北１-２
［交通］大阪メトロ谷町・堺筋線南森町駅3号出口すぐ、ＪＲ東西線大阪天満宮駅ＪＲ7号出口すぐ、Ｊ
Ｒ環状線天満駅より徒歩8分、大阪シティバス南森町バス停前
［採用担当／入学担当］就職課／入試事務局
■TEL:06-6358-1801 ■FAX:06-6353-2638 ■E-mail:info@ast.ac.jp　［URL］https://www.kbc.ast.ac.jp

本校を卒業すると専門士に！在学中の進路サポート体制も充実！大阪学院大学のグループ校である関西経理専門学校（Kansai Business 
College）では、大阪学院大学への進学が可能な、大学３年次編入制度があります。目標に向かって努力し、２年後に面接と書類審査のみで大阪学
院大学３年生としての編入が目指せます！

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域 中国、台湾、ベトナム、ネパール

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】※必ず、オープンキャンパスまたは入学相談会にご参加ください。
【選考方法】推薦入試または、一般入学試験
※受験料20,000円（オープンキャンパス・入学相談会の参加で半額免除）
その他、詳細は、事務局までお問い合わせください。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 卒業後就職希望者には、サポート体制により日本での就労ビザ取得を
目指します！

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

その他受入条件

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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ホスピタリティツーリズム専門学校大阪
Hosupitaritei Tsurizumu Senmongakko Osaka

Hospitality & Tourism College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

観光学科
（ 旅行科・鉄道サービス科・エア

ライン科キャビンアテンダント
専攻・エアライン科グランドス
タッフ専攻・エアライン科グラン
ドハンドリング専攻）

○ 士 共 20 4 2 入学金：0円／授業料838,000円／施設設備費260,000円／
合計（1年間）1,098,000円 年930h／週28h

［住所］〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-25
［交通］肥後橋駅より徒歩7分、中之島駅より徒歩8分、阿波座駅より徒歩10分、新福島駅より徒歩
15分、大阪駅からバスで13分　バス停土佐堀1丁目から徒歩1分
［採用担当／入学担当］キャリアサポートセンター／入学相談室

■TEL:0120-550861 ■FAX:06-6447-0398 ■E-mail:international@osaka.trajal.ac.jp　［URL］http://www.trajal.info/international

～全ては学生の成長のために、未来のために～　「グローバルな視点を持ち、職業現場でホスピタリティを発揮し、人と社会に貢献できる学生の育
成」を教育理念とし、観光・サービス業界で求められるプロフェッショナルを養成するため、教職員一同が行動指針を作成し、実践しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 14名

留学生の
主な出身国・地域 中国4名、台湾2名、韓国5名、ベトナム1名、インドネシア1名、ラオス1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願期間】2019年8月26日～2020年3月3日
【選考日】①9月16日、②10月26日、③11月16日、④12月7日、⑤1月
11日、⑥1月25日、⑦2月8日、⑧2月22日、⑨3月7日

【選考方法】書類審査、面接試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。
大阪近郊の観光・サービス業界の現場を体験。（有償）

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

旅行業務取扱管理士（国内・総合）、国際航空貨物取扱士、サービス介
助士、amadeusシステム検定
旅程管理主任者、サービス接遇検定、実用英語技能検定、マナー・プロ
トコール検定
旅行地理検定、秘書技能検定、AXESS実用検定、TOEIC、ビジネス能
力検定ジョブパス
他多数

留学生の卒業後の
進路

【就職先職種】
カウンターアドバイザー、グランドスタッフ、グランドハンドリング、駅員　等

【就職先会社名】
日本旅行、JTBティーエスエヌ、阪急阪神ビジネストラベル、ANA関西空
港、関西航空旅客サービス、JR西日本交通サービス　等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％（6/6）

留学生対象の制度

【日本語能力資格取得奨学金】
①日本語能力試験N1または日本留学試験280点以上　20万円
②日本語能力試験N2または日本留学試験240点以上　10万円
対象者：入学前に日本語能力試験N2以上、または日本留学試験240
点以上取得した者

【特待生奨学金】
減免額：A特待生　30万円、B特待生　10万円、C特待生　5万円
対象者：第1回～第5回までの入学選考の合格者で奨学金を希望する者
選抜方法：特待生奨学金選考時の日本語試験（N2の筆記と聴解試験）
と入学選考時の面接試験の総合評価

その他受入条件

【国籍及び年齢】
日本国籍を有しない者で、2020年3月31日時点で18歳以上となる者

【学歴等その他】
HPをご参照ください。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【6月】トラジャル祭（体育祭）　【8月】
企業実習　【10月】就職セミナーⅠ　【11月】ホスピタリティ祭（学園祭）

【12月】研修旅行　【2月】就職セミナーⅡ

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行を判
断する。概ね、出席率90％以上・課題提出評価90％程度を規準とし、
国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業
務内容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を
保持する指導を行う。

備考



服飾・家政分野

デザイナー、パタンナー、スタイリストから流通
にかかわる職種まで、それぞれの基礎となる知
識・技術を学ぶとともに、デザインセンスも身に
つけます。

Fashion
and

Home Economics
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上田安子服飾専門学校
Ueda Yasuko Fukushoku Senmongakko

Ueda College of Fashion

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ファッション・プロデュース学科 ○ 高 共 30 4 4 入学金300,000円／授業料810,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,400,000円

年954h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

トップクリエイター学科 ー 士 共 30 4 3 入学金300,000円／授業料810,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,400,000円

年890h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

ファッションクリエイター学科 ○ 士 共 120 4 3 入学金300,000円／授業料600,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,190,000円

年890h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

ファッションクリエイターアドバン
ス学科 ○ 士 共 30 4 2 入学金150,000円／授業料810,000円／学生諸費290,000円

／合計（1年間）1,040,000円
年984h／週30h【20：80】

（1単位時間90分）

ファッションビジネス学科 ○ 士 共 120 4 2 入学金300,000円／授業料600,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,190,000円

年906h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

スタイリングフォト学科 － 士 共 20 4 3 入学金300,000円／授業料810,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,400,000円

年910h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

ファッションクラフトデザイン学科 － 士 共 20 4 3 入学金300,000円／授業料810,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,400,000円

年910h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

ファッション雑貨デザイン学科 － 士 共 20 4 2 入学金300,000円／授業料600,000円／学生諸費290,000円
／合計（1年間）1,190,000円

年910h／週30h【20：80】
（1単位時間90分）

［住所］〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-8
［交通］JR大阪駅中央北口より徒歩5分、阪急大阪梅田駅茶屋町口より徒歩4分、阪神大阪梅田
駅より北へ徒歩6分、大阪メトロ御堂筋線梅田駅5号出口より北へ徒歩5分
［採用担当／入学担当］キャリアサポートセンター／学生部
■TEL:06-6371-1661 ■FAX:06-6375-2820 ■E-mail:udminfo@uedagakuen.ac.jp　［URL］https://www.ucf.jp

技術・感性・知性・時代性を丹念に培いながら、この４つの要素をバランスよく兼ね備えた創造性豊かなファッション産業人材を育成します。日々の学
習のフォロー・バックアップ体制として、留学生チューター制度を設けています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 18名（入学時学士保有率33％）

留学生の
主な出身国・地域 中国、台湾、韓国、インドネシア、ベトナム　合計18名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年10月1日（火）～2020年3月23日（月）
【試験日】面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接（選考料1万5千円）
【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
デザイナー、パタンナー、縫製、販売など。

【インターンシップ先の会社名】
国内大手アパレルメーカー／海外アパレル企業など。

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 カリフォルニア芸術大学、トワルド・ジュイ博物館、ディオール美術館等と提携

資格取得

小売商販売士検定3級～1級（日本商工会議所主催）
色彩検定3級～1級（文部科学省後援全国服飾教育者連合会主催）
ファッションビジネス能力検定3級～1級（日本ファッション教育振興協
会主催）
ファッション販売能力検定3級～1級（日本ファッション教育振興協会主催）
サービス接遇実務検定3級～1級（日本ファッション教育振興協会主催）
パターンメーキング技術検定3級～1級（日本ファッション教育振興協会
主催）
ファッション色彩能力検定3級～2級（日本ファッション教育振興協会主催）

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
デザイナー・パタンナー・商品企画・生産管理・販売・営業・縫製・教育指
導者等

【就職先会社名／進学先学校名】
国内大手アパレルメーカー、外国人技能研修核センター、海外アパレル
企業等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）卒業生無し

留学生対象の制度

【奨学金制度】
文部科学省外国人留学生学習奨励費（48,000円／月）、
公益財団法人パル井上財団（25,000円／月）

【特待生制度、学費の免除・減免措置等】
入学金一部免除（外国人留学生全員対象）

その他受入条件

18歳以上で、外国において12年以上の学校教育を修了した者であり、
且つ日本語能力試験2級以上取得者。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、【5月】学生懇親会、【7月】就職オリエン
テーション、【その他】留学生ミーティング1回／2～3ヶ月必要

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。概ね、出席率80％以上・課題提出評価90％程度を規準と
し、国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。
業務内容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境
を保持する指導を行う。

備考
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大阪文化服装学院
Osaka Bunka Fukuso Gakuin

OSAKA INSTITUTE OF FASHION

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

スーパーデザイナー学科 ○ 高 共 25 4 4 入学金30万円／授業料67万円／施設維持費24万円
初年度合計121万円（留学生就学支援制度利用可）

週5日制／年間授業時間数
1,050時間

ファッション・クリエイター学科 ○ 士 共 100 4 3 入学金30万円／授業料56万円／施設維持費24万円
初年度合計110万円（留学生就学支援制度利用可）

週5日制／年間授業時間数
1,050時間

ブランドマネージメント学科 ○ 士 共 40 4 3 入学金30万円／授業料67万円／施設維持費24万円
初年度合計121万円（留学生就学支援制度利用可）

週5日制／年間授業時間数
1,050時間

ファッション・ビジネス学科 ○ 士 共 60 4 2 入学金30万円／授業料56万円／施設維持費24万円
初年度合計110万円（留学生就学支援制度利用可）

週5日制／年間授業時間数
1,050時間

スタイリスト学科 ○ 士 共 70 4 2 入学金30万円／授業料56万円／施設維持費24万円
初年度合計110万円（留学生就学支援制度利用可）

週5日制／年間授業時間数
1,050時間

［住所］〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町3-35-8
［交通］阪急宝塚線三国駅南出口徒歩1分
［採用担当／入学担当］キャリアセンター／入学相談室
■TEL:06-6392-4371 ■FAX:06-6391-5600 ■E-mail:info@osaka-bunka.com
［URL］https://www.osaka-bunka.com

クラス担任制により、学習や生活、就職などに関する細かな個別対応を行っています。「めざせ！ My Brand！ My Shop！ My Style！」
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 17名

留学生の
主な出身国・地域

中国 7名、韓国 5名、台湾 2名、インドネシア 1名、マレーシア 1名、
ボリビア 1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

留学生向け入試 ≪一般入学D（外国人留学生）≫
【出願期間】2019年10月1日（火）～2020年2月22日（土）
【出願書類】学院までお問い合わせください。
【選考方法】・書類選考　・面接　・課題作文　・課題実習（スーパーデザイナー学科のみ）

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【留学生のインターンシップ】
アパレル企業で3週間～2ヵ月間のインターンシップを実施、など。

【インターンシップ企業・職種】
日本国内アパレル企業。ファッションデザイナー、パタンナー、販売、な
ど。

留学生対象の就職支援 就職指導全般、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、留学生対象
企業説明会案内、など。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 連携学校有。国際ファッション工科大学連盟加盟、イタリア留学制度、海外研修　など。

資格取得

高度専門士／専門士称号
洋裁技術検定／パターンメーキング技術検定／ファッション色彩検定
／ファッション販売能力検定／販売士／日商PC検定／F.S.A.Styling 
Mapファッションスタイリスト検定／パーソナルカラリスト検定／国家検
定 商品装飾展示技能　など

留学生の卒業後の
進路

【就職先】
日本国内アパレル企業就職、海外アパレル企業就職、など。

【就職業種】
デザイナー、パタンナー、企画、総合職、など。

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
「文部科学省 外国人留学生 学習奨励費」月額48,000円給付
大阪文化服装学院「特別奨学金」「奨学金」授業料全額、または一部
給付
大阪文化服装学院同窓会すみれ会「奨学金」授業料全額、または一部
給付

【減免措置】
大阪文化服装学院「留学生就学支援制度」初年度前期授業料から
280,000円が免除

その他受入条件

○日本以外の国籍を持ち、2020年4月1日までに満18歳に達している者。
○外国で12年以上の学校教育を受けた者、またはこれに準ずる者。
○日本語能力、日本語学習歴について、学院が定める条件を満たす者。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

1年生の4月に「新入生宿泊研修」を実施。
随時、個別に対応。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／学業の支障とならない範囲で可。

備考
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大阪モード学園
Osaka Modo Gakuen

Osaka MODE GAKUEN College of Fashion & Design

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】
ファッションデザイン学科
高度専門士コース ○ 高 共 35 4・10 4 1,373,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

ファッションデザイン学科 ○ 士 共 65 4・10 3 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

ファッション技術学科 ○ 士 共 35 4・10 3 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

ファッションビジネス学科 ○ 士 共 35 4・10 2 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

スタイリスト学科 ○ 士 共 35 4・10 2 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

インテリア学科 ○ 士 共 35 4・10 2 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

グラフィック学科 ○ 士 共 35 4・10 2 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

メイク・ネイル学科 ○ 士 共 35 4・10 2 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

モード基礎学科 － － 共 105 4・10 1 1,373,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

ヘア・メイクアーティスト学科 ○ 士 共 40 4 3 1,433,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,152h

美容学科 ○ 士 共 40 4 2 893,000円（入学金含む）※別途教材費等が必要 年 1,110h～1,124h

［住所］〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-2
［交通］大阪駅前、徒歩３分
［採用担当／入学担当］入学相談室／入学担当
■TEL:06-6345-2222 ■FAX:06-6345-3456 ■E-mail:nyugaku.osaka@mode.ac.jp
［URL］www.mode.ac.jp

■学びたい意欲に国境はありません。学びたい意欲がある人すべてに応える、モード学園だからできることです。　■モード学園は「認可校」「適正校」
「認定校」です。　■卒業と同時に、卒業証書と「高度専門士」／「専門士」の称号が得られます。　■留学生のための単位認定特別規定があり
ます。　■勉学も日常生活も安心の留学生支援制度があります。　■日本での就職、資格取得を責任を持って支えます。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 72名

留学生の
主な出身国・地域

アメリカ2名、インドネシア3名、カナダ1名、韓国12名、タイ3名、台湾5
名、中国43名、ベトナム2名、マレーシア1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願受付】春期生：10月1日から 秋期生：7月1日から ※定員になり
次第締め切ります。　【選考方法】書類審査、日本語能力試験、面接 
※N2取得者等は日本語能力試験を免除します。　【試験内容】面接に
より留学する目的や学ぶ意欲、日本語能力を確認します。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

Apparel、Interior、Graphic、Make-Up、Hair分野で希望の業種や職
種で実務経験ができます。

留学生対象の就職支援
「キミの好きを仕事にする」その言葉に日本人も留学生も関係ありませ
ん。就職を希望する人には、就職指導担任が履歴書の書き方から面
接、就職作品の制作と発表まで、しっかりと個別指導します。

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 世界の一流が直接指導。パリ校CREAPOLE-ESDIがあります。

資格取得

就職するときに強い武器となる資格取得・検定試験の対策についても、
徹底的に支援します。

留学生の卒業後の
進路

〈業種・職種〉Fashion Designer／企画／Patterner／CAD Patterner／ 
営業／営業企画／Fashion Advisor／Stylist／雑貨Designer／設計
／Graphic Designer／Interior Designer／Make-Up Artist／WEB 
Designer等

〈就職先実績〉GIVENCHY／LOREAL／M・A・C／ONWARD 
GLOBAL FASHION／Richemont Japan／Yohji Yamamoto他

※モード学園卒業生（大阪・東京・名古屋）3校 過去4年の実績より抜粋

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）希望者就職率100%

留学生対象の制度

モード学園独自の奨学金制度「MACの会奨学金制度」、「モード提携
企業 学費免除制度」のほかにも、日本学生支援機構をはじめ、外国人
留学生を対象とした奨学金団体による奨学金があります。

その他受入条件

日本語能力が下記の条件の1つを満たしている人　●日本の日本語学校で、
6ヵ月以上修学した人　●日本語能力試験（JLPT）でN1（1級）またはN2（2
級）に合格した人　●日本留学試験（EJU）の日本語科目（記述を除く読解・
聴解および聴読解の合計）で200点以上を取得した人　●BJTビジネス日本
語能力テストで400点以上を取得した人　●日本の小学校・中学校・高等学
校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院で1年以上の教育を受けた人

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】留学生オリエンテーション　【5月】就職作品プレゼンテーション　【7月】
アメリカ・ヨーロッパ モードツアー　【10月】就職指導開始　【11月】コンテスト

【1月】未来創造展、パリ・ローマ卒業旅行　【3月】パリ・ロンドン卒業旅行

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

モード学園には「アルバイト斡旋制度」があります。通常のアルバイト情
報サイトには載らない学業にマッチしたアルバイトが可能です。
就職に直結したモード学園だからこそ、各企業より業界に関連したのア
ルバイトの依頼がたくさんあります。学びながら同種のアルバイトをする事
により、より実践的な経験もできます。

備考
ZEROからPROにする。モード学園の環境で学べば、好きという気持ち
は才能に変わる。私たちが約束します。
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マロニエファッションデザイン専門学校
Maronie Fasshon Dezain Senmongakko

Marronnier College of Fashion Design

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ファッションマスター学科 ○ 高 共 20 4 4
入学金：200,000円
授業料：740,000円
設備費：280,000円

年1,200h／週27ｈ
（1単位時間90分）

ファッションビジネス学科 ○ 士 共 50 4 3・2
入学金：200,000円
授業料：640,000円
設備費：280,000円

年900h／週27ｈ
（1単位時間90分）

ファッションクリエイション学科 ○ 士 共 50 4 3・2
入学金：200,000円
授業料：640,000円
設備費：280,000円

年900h／週27ｈ
（1単位時間90分）

［住所］〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋７-７-４
［交通］阪急千里線・地下鉄堺筋線・大阪メトロ谷町線天神橋筋六丁目駅6番出口より徒歩2分（約
100m）、JR大阪環状線天満駅北口より徒歩8分（約640m）
［採用担当／入学担当］入学事務局
■TEL:06-6358-0222 ■FAX:06-6358-9362 ■E-mail:info@maronie.ac.jp　［URL］https://www.maronie.ac.jp/

講師陣が１人ひとりの理解度・進捗度・個性を配慮しながら授業を展開していく『少人数制ライブ授業』を採用しています。就職指導においても、日本人
同様に就職担当者が個別指導を実施。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 3名

留学生の
主な出身国・地域 イタリア1名・フィンランド1名・中国１名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月20日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接　（選考料）15,000円
【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

日本人学生と同様の条件の下、各希望職種により個別対応を行う。

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）／履歴書･エントリーシートの作成指導／面接指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

洋裁技術検定3級～1級
パターンメーキング技術検定3級～1級
繊維製品品質管理士
ファッション色彩能力検定3級～1級
色彩検定3級～1級
ファッションビジネス能力検定3級～1級
ファッション販売能力検定3級～1級

留学生の卒業後の
進路

デザイナー／パタンナー／縫製技術者／スタイリスト／バイヤー／企画
職／販売職

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）卒業生無し

留学生対象の制度

マロニエ留学生就学支援制度：入学金の半額を奨励金として補助

その他受入条件

満１８歳以上で、外国において１２年以上の学校教育を修了した者であ
り、且つ日本語能力試験２級以上、または日本語教育機関で6か月以上
の教育を受けた者。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 担当による指導有。随時個別に対応。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

無／日本人学生と同様。アルバイトをする必要がある場合に限り、学業
に支障のない範囲で行うこととする。

備考
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文化・教養分野

デザイン・写真などのアート系、映像・音楽など
のエンタテインメント系、公務員受験をめざす
法律系などの学科が分類されます。
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ECCアーティスト美容専門学校
ECC AteisutoBiyo Senmongakko

ECC college of beauty & style

■留学生募集学科概要

※特殊メイクコースのみ共学その他のコースは女子のみ

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

美容科 ○ 士 共 60 4 2

入学金50，000円/授業料700，000円/設備費220，000円/
合計(1年次）970，000円
※ 別途、教材費・諸経費あり※授業料は学費減免のランクによって

異なります。

前後期年900時間以上2年で
2,010時間以上
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

アーティスト学科 ○ 士 共・女※ 192 4 2

入学金50，000円/授業料700，000円/設備費220，000円/
合計(1年次）970，000円
※ 別途、教材費・諸経費あり※授業料は学費減免のランクによって

異なります。

前後期年850時間以上2年で
1,700時間以上
前後期の必修授業の他に、長期
休暇中に集中講座を開講する。ま
た、前後期期間に選択科目を開
講する。

［住所］〒530‐0015 大阪市北区中崎町2-6-11
［交通］大阪メトロ谷町線中崎町駅4号出口徒歩1分、御堂筋線梅田駅12号出口徒歩8分、阪急大
阪梅田駅茶屋町口徒歩6分、阪神大阪梅田駅東出口徒歩10分、JR線大阪駅御堂筋口徒歩10分
［採用担当／入学担当］進路指導課／入試課
■TEL:06-6373-1447 ■FAX:06-6375-4144 ■E-mail:art@ecc.ac.jp ［URL］https://art.ecc.ac.jp/

学費減免・日本語授業の実施・担任教務による個別面談・その他生活指導など
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 2名

留学生の
主な出身国・地域 台湾、トルコ

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年10月1日(火)～随時　（試験日）10月～随時　※定員
に達し次第、締め切ります　【選考方法】書類審査、筆記試験、面接　

（選考料）20,000円　【試験内容】書類、筆記試験、面接により日本
語理解力や人物など総合的に判断する

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する

【インターンシップ先の業種】
美容・コスメなど

【インターンシップ先の会社名】
国内大手美容サロン／国内大手コスメブランドなど

留学生対象の就職支援 一部コースに関しては、卒業後、日本でその分野の就労が認められない
ため進路に合わせた指導を行っています

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 イギリス　シェフィールドカレッジへの学生派遣や日本への講師派遣などで連携

資格取得

・ジェルネイル技能検定試験上級　・ジェルネイル技能検定試験中級 
・ネイルサロン衛生管理士　・JNAフットケア理論検定試験 　 
・メイクセラピー検定1級 ＪＭＡメイクアップ技術検定試験１級
・メイクセラピー検定2級 ＪＭＡメイクアップ技術検定試験２級 
・ＪＭＡメイクアップ技術検定試験３級　・ＪＭＡメイクアップ技術検定試験４級 
・スパアドバイザー検定 プロ級　・スパアドバイザー検定 初級
・ＪＢＭＡメイクアップ検定 エキスパート 
・ＪＢＭＡメイクアップ検定 プロフェッショナル 
・ＪＢＭＡメイクアップ検定 ベーシック 
・BIA認定アソシエイトブライダルコーディネーター資格 
・ブライダルコーディネート技能検定 ３級　 
・TALKテーブルコーディネイター資格など 
・日本化粧品検定１級　・日本化粧品検定２級
※専攻コースにより取得可能資格が異なる

留学生の卒業後の
進路

一部コースに関しては、卒業後、日本でその分野の就労が認められない
ため、主に本国への帰国が中心

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

一部コースに関しては、卒業後、日本でその分野の就労が認められない
ため、主に本国への帰国が中心

留学生対象の制度

【特待生制度・学費減免措置】
・留学生は特待生学費となります
・ 入学時に保持している日本語系・英語系ライセンスに応じて学費減免
ランクが決まります

その他受入条件

①法務大臣により告示されている日本語教育機関にて6ヶ月以上の日本語教育を
受けた者で、出席率が良好であること。または日本語能力試験N2（2級）以上もしく
は日本留学試験日本語科目が200点以上の能力がある者。※国内の日本語学校
に通っている学生は、出席率 90％以上が入学基準となります。コースによっては、
N1が必要　②外国において、12年以上の学校教育を修了（見込み）した18歳以
上の者　③進学する分野に対して目的意識と学習意欲をしっかり持っている者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、学生交流会
【6月】スポーツ大会　【7月】七夕　【10月】ハロウィン
【12月】ファッションショー、学園祭　など

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

国内法律の遵守などを指導した上で、業務内容・就業時間・雇用先との
連絡など、適切な学習環境を保持する指導を行う

備考
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ECC国際外語専門学校
ECC KokusaiGaigo Senmongakko

ECC Kokusai College of Foreign Languages

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際ビジネス学科 ー 士 共 66 4 2 入学金50,000円／授業料550,000円～750,000円／
設備費240,000円／教材費、検定費、その他諸経費150,000円

授業時間数・年間・週
年900時間以上／週30h

［住所］〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-1-6
［交通］大阪メトロ谷町線中崎町駅徒歩1分、大阪メトロ梅田駅、阪急大阪梅田駅徒歩8分、ＪＲ大阪駅徒歩10分
［採用担当／入学担当］ECC留学生センター
■TEL:06-6372-1452 ■FAX:06-6372-1452 ■E-mail:is-office@ecc.ac.jp
［URL］https://global.ecc.ac.jp/

日本国内での就職に強く、グローバル人材を育成する学校　・留学生活サポート（留学ビザ、就労ビザ相談）・授業内外での日本語教育　・留学生に
特化した英語教育

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 120名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率35.5%）

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム55名、中国24名、台湾16名、韓国10名、香港5名、タイ4名、
ミャンマー2名、イタリア2名、ネパール2名、その他　

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年10月1日（火）～2020年3月23日（月）
（試験日）出願受付後に連絡
【選考方法】書類審査、面接、日本語筆記試験、英語筆記試験
（選考料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

（ビジネス系）
体験型ではなく、企業から課題（ミッション）をだしてもらい、解決に向けて
の提案を行う「課題解決型インターンシップ」実施
3名～5名のチームで約半年をかけて企業の課題を解決する。

（観光系）
就職に直結する旅行会社、ホテルでの業務体験型インターンシップを実施

留学生対象の就職支援
授業及び個別就職指導（履歴書、エントリーシート作成、面接指導等）
その他、就労ビザ申請サポート、学内企業説明会実施、学外企業説明
会訪問等

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・日本語能力試験Ｎ２～Ｎ１
・ＢＪＴビジネス日本語応力テスト
・TOEIC500点～600点以上
・貿易実務検定C（ビジネス系）
・サービス接遇検定3級（観光系）

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種】
流通・小売系、商社系、宿泊・サービス系、等

【職種】
総合職、営業職、海外営業職、旅客サービス職、等

【進学先学校名】
関西国際大学
国内就職75%、進学5%、その他20%

（2019年3月卒業生実績）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

就職率100%
（2019年3月卒業生実績）

留学生対象の制度

【学費減免制度】
入学時の資格（日本語能力試験、日本留学試験、ＴＯＥＩＣなど）で判定す
る学費減免制度有
※ランクＡ 43万円、ランクＢ 34万円、ランクＣ 25万円 　各免除

その他受入条件

・ 日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けており、出席率が
90%以上の者。日本語能力試験Ｎ２相当、または日本留学試験日本語
科目200点以上の能力が望ましい。

・ 母国において12年以上の学校教育を修了（または見込み）者で、原則
18歳以上の者。

・進学する分野に対して目的意識と学習意欲をしっかりともっている者。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

オリエンテーション（前後期開始前、長期休暇前）、就職オリエンテーショ
ン等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

・ アルバイト申請届を提出し、業務内容、勤務時間、連絡先を確認のうえ
許可する。

・学業に支障をきたす深夜、風俗関係は禁止する。
・許可後であっても学習に支障をきたす場合は指導の対象となる。

備考
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エール学園
Ehle Gakuen

EHLE INSTITUTE

■留学生募集学科概要

※2年制コースのみ

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際コミュニケーション学科 ○ 士 共 100 4 2 入学金70,000円／授業料720,000円／諸費用75,000円／
合計865,000円　留学生は特退減免（85,000円）有り 年880h・週26h

国際ビジネス学科 ○ 士 共 100 4 2
入学金70,000円／授業料720,000円／諸費用75,000円／
合計865,000円　留学生は特退減免（85,000円）有り 年880h・週30h

応用日本語学科 ー 士※ 共 510 4 1・2 入学金70,000円／授業料720,000円／諸費用35,000円／
合計825,000円　留学生は特退減免（85,000円）有り 年864h・週30h

［住所］〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-9-1
［交通］大阪メトロ御堂筋線なんば駅から徒歩5分
［採用担当／入学担当］学生支援室
■TEL:06-6647-0018 ■FAX:06-6647-0047 ■E-mail:college@ehle.ac.jp
［URL］https://www.ehle.ac.jp/college

■世界を意識したミッション／国境を越えて学ぶ人々が夢を実現し、平和の使者となり、世界で活躍できるグローバル人財を育成する　■地域を意
識したビジョン／学ぶことによって人々がお互い高めあって、多文化共生の地域づくりに貢献する学園となる　■新価値創造を意識したバリュー／

『なりたい自分つくす自分』という価値を大切にしながら新しい価値を創造する

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 1,065名

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム728名、中国218名、ネパール35名、インドネシア24名、韓国
17名、その他43名、合計1,065名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月23日
【試験内容】日本語学力試験、日本語作文、面接試験、書類審査
【選考料】20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

【インターンシップ先の会社名】
上新電機株式会社、公益財団法人 大阪国際交流センター、ニコニコ
のり株式会社、アズトラベルサービス株式会社等

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・職務経歴書の作成指導、面接指導、マナー
指導、その他

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 交流会、授業の実施等

資格取得

日本語能力試験N１
貿易実務検定B級
TOEIC
パソコン検定

留学生の卒業後の
進路

【就職先会社名】
南海電鉄㈱、池田泉州銀行、堀内商事㈱、㈱エディオン、㈱ドン・キホー
テホールディングス、シェラトン都ホテル大阪、ホテルオークラ神戸、泉州
電業㈱、㈱ホテルニュー淡路、ハイアールジャパンセールス㈱、びわこ緑
水亭、マルシェ㈱、ニコニコのり㈱

【進学先学校名】
京都大学、大阪大学、一橋大学、東京工業大学、東北大学、名古屋大学、
九州大学、北海道大学、名古屋工業大学、東京大学大学院、京都大学大
学院、大阪大学大学院、東京工業大学大学院、東北大学大学院など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100％

留学生対象の制度

日本留学試験高得点者、日本語能力試験（N１取得者、N２取得者）、英
語奨学生等
日本学生支援機構（48,000円／月）
学費分割納付制度有

その他受入条件

日本語教育機関正規課程に6ヶ月以上在籍した者あるいは日本語能力
試験N２以上の者、あるいは日本留学試験日本語科目が200点以上の
者。自国にて12年以上の学校教育を受けている者。
在籍校の出席率が８５％以上の者。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【5月】就職オリエンテーション　【7月】
進学オリエンテーション　その他企業や大学などによる就職・進学説明
会は随時実施

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

企業と連携を行い、アルバイトを紹介する専門の部署から良質なアルバ
イトを提供しております。

備考
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大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校 （ 2020年度より校名変更予定 
現校名　大阪アニメーションスクール専門学校）

Osaka Anime・Seiyu & e-Supotsu Senmongakko

Osaka College of Animation & e-Sports

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

e-spors＆ゲームCG科 ー 士 共 40 4 3

（学費）初年度　1,120,800円
（コース）e-sportsプロゲーマー、e-sportsプロゲーマー＆スタッフ、
e-sportsプロゲーマー＆実況、ゲームクリエイター、
バーチャルアーティスト、３DCGクリエイター

900時間

声優科 ー 士 共 80 4 2
（学費）初年度　1,120,800円
（コース）アニメ声優、声優＆アニソン、アニメミュージカル、
声優＆スタッフ

900時間

クリエーティブデザイン科 ー 士 共 80 4 2
（学費）初年度　1,120,800円
（コース）アニメーション制作、アニメスタッフ、コミックイラスト、
デジタルマンガ、ノベリスト、総合アニメ

900時間

［住所］〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-5-9
［交通］JR桜ノ宮駅から徒歩10分、大阪メトロ堺筋線・谷町線南森町駅から徒歩10分
［採用担当／入学担当］滋慶国際交流ＣＯＭ ＴＥＬ:0120-191-806 ＴＥＬ:06-6536-7351
ＦＡＸ:06-6538-7772
■TEL:06-6242-5220 ■FAX:06-6242-5221 ［URL］https://www.oas.ac.jp

「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念とし、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。一人ひとりの夢を実現さ
せるために、企業から学ぶ「企業プロジェクト」や企業で研修ができる「業界研修制度」など業界と直結した教育システムがあります。また、留学生の皆
さんが安心して日本で勉強できるよう「滋慶国際交流ＣＯＭ」を設置し出願・ビザ・学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 19名

留学生の
主な出身国・地域

中国7名、台湾2名、香港2名、インドネシア2名、ベトナム2名、
韓国1名、マカオ1名、オーストラリア1名、トルコ1名、計19名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10/1～3/31（ＡＯ入学6/1～9月中旬）
【試験日】随時　【選考方法】書類選考、面接、その他
【選考料】30,000円　【試験内容】面接・本校独自の日本語試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取り組みの内容】
産学協同教育の一環として、1日間～2週間の間企業の現場にて

「業界研修」を実施します。単なる就業体験ではなく、
就職内定を獲得する手段として位置付けています。

留学生対象の就職支援 就職指導、履歴書作成指導、面接指導、就労ビザ取得サポート　など

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

専門士

留学生の卒業後の
進路

ゲーム業界、デザイン業界、アニメーション業界などのアニメ業界全般

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】留学生特別奨学金制度、留学生奨学金制度など
【特待生制度、学費の免除・減免措置など】
指定校推薦の方は選考料30,000円免除

その他受入条件

日本語教育機関での出席率80％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【5月】留学生交流パーティー　【6月】学園祭　【9
月】業界セミナー　【10月】体育祭　【11月】海外研修　【1月】合同企業セミナー

【2月】進級制作発表・卒業制作発表　【3月】卒業式　（年度により変更有り）

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学業に支障がない範囲で、履修科目に関連したアルバイト先を紹介。

備考
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大阪ECO動物海洋専門学校
Osaka Eko Doubutsu Kaiyou Senmongakko

Osaka College of Eco and Animals

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ペットビジネス学科 ー 士 共 120 4 2

入学金100,000円／授業料580,000円／施設維持350,000円
／総合演習費240,000円／キャリア教育振興費15,800円／
合計（1年間）1,500,800円
教本・教材費・健康管理費別

年平均900～1,160h以上／
30週h

動物医療科 ー 士 共 60 4 2

入学金100,000円／授業料580,000円／施設維持350,000円
／総合演習費220,000円／キャリア教育振興費15,800円／
合計（1年間）1,500,800円
教本・教材費・健康管理費別

年平均900～1,160h以上／
30週h

動物＆海洋科 ー 士 共 320 4 2

入学金100,000円／授業料580,000円／施設維持350,000円
／総合演習費350,000円／キャリア教育振興費15,800円／
合計（1年間）1,500,800円
教本・教材費・健康管理費別

年平均900～1,160h以上／
30週h

動物高度医療科 ー 士 共 320 4 3

入学金100,000円／授業料580,000円／施設維持350,000円
／総合演習費290,000円／キャリア教育振興費15,800円／
合計（1年間）1,500,800円
教本・教材費・健康管理費別

年平均900～1,160h以上／
30週h

［住所］〒550-0013 大阪府大阪市西区新町１-３２-１
［交通］大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅2番出口徒歩5分、長堀鶴見緑地線西大橋駅2番出口徒歩3分、御堂筋線心斎橋駅3番出

口徒歩10分、中央線本町駅23番出口徒歩7分、※駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用の上、お越しください。
［採用担当／入学担当］滋慶国際交流ＣＯＭ ＴＥＬ:0120-191-806 ＴＥＬ:06-6536-7351 ＦＡＸ:06-6538-7772

■TEL:06-6536-7171 ■FAX:06-6536-4610 ■E-mail:info@osaka-eco.ac.jp ［URL］https://www.osaka-eco.ac.jp/

1988年の開校以来「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念とし、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。一人ひと
りの夢を実現させるために、企業から学ぶ「企業プロジェクト」や企業で研修ができる「業界研修制度」など業界と直結した教育システムがあります。また、留
学生の皆さんが安心して日本で勉強できるよう「滋慶国際交流ＣＯＭ」を設置し出願・ビザ・学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 12名

留学生の
主な出身国・地域 大韓民国・台湾・中華人民共和国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10/1～3/31(ＡＯ入学6/1～9月中旬)
【試験日】随時
【選考方法】書類選考、面接、その他　【選考料】30,000円
【試験内容】面接・本校独自の日本語試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取り組みの内容】
産学協同教育の一環として、1日間～2週間の間企業の現場にて「業
界研修」を実施します。単なる就業体験ではなく、就職内定を獲得する
手段として位置付けています。

留学生対象の就職支援 就職指導、履歴書作成指導、面接指導、就労ビザ取得サポート　など

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・留学生特別奨学金制度を設け、学費免除の形で支給
・日本学生支援機構の私費外国人留学生学習奨励費給付制度
・ロータリー米山記念奨学金制度
・(財)共立国際交流奨学財団奨学金制度

【特待生制度、学費の免除・減免措置など】
指定校推薦の方は選考料30,000円免除

その他受入条件

日本語教育機関での出席率80％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・留学生の学園生活をサポートする滋慶国際交流ＣＯＭを設置。新入生オリエ
ンテーションや個別での面談、日本語対策授業を行い、学習面・生活面・ビザ
などをサポートします。　・学生寮を設けていますが、民間住宅の紹介も可能。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学業に支障がない範囲で、履修科目に関連したアルバイト先を紹
介。

備考
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大阪芸術大学附属大阪美術専門学校
Osaka Geijutsu Daigaku Fuzoku Osaka Bijutsu Senmongakko

OSAKA COLLEGE OF ART

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

総 合デザイン学科 
グラフィックデザインコース 
デジタルデザインコース 
イラストレーションコース 
プロダクトデザインコース 
インテリアデザインコース

－ 士 共 110 4 3 【学費】入学金：190,000円／授業料：650,000円／施設設備費：
320,000円／合計（初年度）1,160,000円

年840～1080h／週28～36h】
【10:90】（1単位時間90分）

コ ミック・アート学科 
マンガコース 
コミックイラストコース 
アニメコース 
フィギュアコース 
美術・工芸コース

－ 士 共 110 4 2 【学費】入学金：190,000円／授業料：650,000円／施設設備費：
320,000円／合計（初年度）1,160,000円

年870～1120h／週29～37h】
【10:90】（1単位時間90分）

［住所］〒545-0003 大阪府大阪市阿倍野区美章園2-23-9
［交通］JR阪和線美章園駅徒歩4分（天王寺駅より各駅停車で一駅）、近鉄南大阪線河堀口駅徒
歩5分（大阪阿部野橋駅より各駅停車で一駅）
［採用担当／入学担当］キャリア支援センター／入学センター
■TEL:06-6713-4466 ■FAX:06-6713-7740 ■E-mail:nyushi@bisen.ac.jp　［URL］https://www.bisen.ac.jp

本校は大阪芸術大学附属の専門学校です。附属だから学費がリーズナブル。しかも本校で優秀な成績を修めて専門士の称号を取得し、教員の推薦を得れ
れば、内部推薦編入学制度をつかって大阪芸術大学3年次へ編入学する道も拓けます。授業の多くが実習ですが、授業はすべて日本語で行われますので
日本語でのコミュニケーション能力は不可欠です。日本語能力をしっかり身につけたうえで受験してください。また専門学校ですので、出席はとても重要です。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 53名

留学生の
主な出身国・地域

中国30名、台湾11名、韓国3名、ベトナム3名、香港2名、インドネシア2
名、アメリカ1名、チュニジア1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

留学生の方は、次の入学試験を受験できます。【授業料全額免除入学試験】受付:2019/9/17～
10/11　試験日:10/20　選考方法:鉛筆デッサン、面接　選考料:20,000円　【AO入学試験】受
付:6/3～2/17　試験日:6/23～2/23　選考方法:面接　選考料:5,000円　【自己推薦入学試験、
社会人入学試験】受付:1/16～3/11　試験日:2/5、3/18　選考方法:面接　選考料:20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
デザイン業(本校の専門性を活かせる業界や職種に限定してます。)

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書の作成及び添削指導、面接指導、その他指導
（個別指導中心）

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

色彩士検定3級～2級、Illustratorクリエイター能力認定試験エキスパー
ト、Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート、ガス溶接技能、
他

留学生の卒業後の
進路

【就職】
㈱箭木木工所/（家具デザイナー）、サクラインターナショナル㈱/（空間
デザイナー）

【進学】
大阪芸術大学/（芸術学部、大学院）
本校は専門学校ですので、国内の就職については、本校の卒業資格で
は専門職に限定されています。大学卒業資格を持っている留学生の方
であれば、専門職以外の就職も可能ですが、大学卒業資格を持っていな
い留学生の方は大阪芸術大学の3年次へ編入学される方が多いです。

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金】
・私費外国人留学生奨学金(給付)　100,000円/年
・文部科学省外国人留学生学習奨励費(給付)　48,000円/月

その他受入条件

・12年の教育課程を修了し、年齢が18歳に達した方
・ 勉学を目的として日本に居住し、「出入国管理及び難民認定法」による
「留学」 の在留資格を有する方、又はそれに切り替え可能な在留資
格を有する方

・専門学校の授業を理解できる日本語能力がある方
（詳細は学生募集要項にてご確認ください）

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 毎年4月に留学生対象のガイダンスを実施しています。（要出席）

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

日本人学生と同じ。アルバイトをする必要がある場合に限り、学業に支
障のない範囲で紹介を行います。（留学生においては、必ず資格外活動
の許可をとった上で、その許可の範囲内で行うこと）

備考
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OCA大阪デザイン＆IT専門学校
OCA OsakaDezain & IT Senmongakko

OCA OSAKA COLLEGE OF DESIGN & IT

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

スーパーゲームIT科 － 高 共 40 4 4 （学費）初年度　1,140,800円
（専攻）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

年平均　900～1160h以上/
30週h

ゲーム・CGクリエーター科 ○ 士 共 80 4 3
（学費）初年度　1,140,800円
（専攻）CG＆映像クリエーター専攻、ゲームグラフィック＆キャラクター
専攻、ゲームプログラマー専攻

年平均　900～1160h以上/
30週h

e-sports科 － 士 共 80 4 3 （学費）初年度　1,140,800円
（専攻）e-sportsプロゲーマー専攻、e-sportsイベントスタッフ専攻

年平均　900～1160h以上/
30週h

クリエーター科 ○ 士 共 80 4 3 （学費）初年度　1,140,800円
（専攻）グラフィックデザイン＆イラスト専攻、ネット動画クリエーター専攻

年平均　900～1160h以上/
30週h

エンタテインメントコンテンツ科 ○ 士 共 80 4 3
（学費）初年度　1,140,800円
（専攻）アニメーション専攻、マンガ専攻、ライトノベル・小説作家専
攻、コミックイラスト専攻

年平均　900～1160h以上/
30週h

［住所］〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-4-6
［交通］大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅3番出口より徒歩5分、四ツ橋線四ツ橋駅6番出口より徒歩7分、御堂筋線心斎橋駅7番出口より徒歩11分
［採用担当／入学担当］滋慶国際交流ＣＯＭ 木村容子ＴＥＬ:0120-191-806　ＴＥＬ:06-6536-7351　ＦＡＸ:06-6538-7772
■TEL:0120-121-807 ■FAX:06-6535-1601 ■E-mail:ocainfo@oca.ac.jp
［URL］https://www.oca.ac.jp/

1988年の開校以来「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念とし、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。一人ひと
りの夢を実現させるために、企業から学ぶ「企業プロジェクト」や企業で研修ができる「業界研修制度」など業界と直結した教育システムがあります。また、留
学生の皆さんが安心して日本で勉強できるよう「滋慶国際交流ＣＯＭ」を設置し出願・ビザ・学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 142名

留学生の
主な出身国・地域

中国42名、台湾29名、韓国24名、インドネシア19名、香港9名、ベトナ
ム8名、アメリカ2名、タイ2名、マレーシア2名、スウェーデン1名、キプロ
ス1名、ロシア1名、トルコ1名、バングラデシュ1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10/1～3/31（ＡＯ入学6/1～9月中旬）
【試験日】随時　【選考方法】書類選考、面接、その他
【選考料】30,000円　【試験内容】面接・本校独自の日本語試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
産学協同教育の一環として、1日間～2週間の間企業の現場にて「業
界研修」を実施します。単なる就業体験ではなく、就職内定を獲得する
手段として位置付けています。

【インターンシップ先の業種】
広告制作、ＣＧ、アニメーション、ゲーム制作会社など

留学生対象の就職支援 就職指導、履歴書作成指導、面接指導、就労ビザ取得サポート　など

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

色彩士検定・ＣＧ検定・マイクロソフトオフィススペシャリスト　など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】　アニメーション制作、ゲームプログラマー、ゲーム
デザイナー、ＣＧクリエーター、グラフィックデザイナー　など

【就職先会社名】※過去の実績
㈱スタジオジブリ、㈱カプコン、㈱ユークス、㈱アクセスゲームズ、㈱トリ
ガー、ｅｘｓａ㈱、㈱マジックバス、㈱CRAFTS&MEISTER、㈱グラフィニ
カ、㈱レヴォルト、㈱ＯＲＳＯ、㈱トリサン、㈱ドキドキグルーヴワークス、㈱
仮説創造研究所、㈱ジーン、㈱ＧＯＯＦＥＥＳ、㈱オー・エル・エム、㈱ＯＡ
Ｄ、㈱コラント、㈱草薙、㈱コミック・ウェーブ・フィルム、㈱モックス、㈱ハイ
ド　など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・留学生特別奨学金制度を設け、学費免除の形で支給
・日本学生支援機構の私費外国人留学生学習奨励費給付制度
・ロータリー米山記念奨学金制度
・(財)共立国際交流奨学財団奨学金制度

【特待生制度、学費の免除・減免措置など】
指定校推薦の方は選考料30,000円免除

その他受入条件

日本語教育機関での出席率80％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・留学生の学園生活をサポートする滋慶国際交流ＣＯＭを設置。新入生オリ
エンテーションや個別での面談、日本語対策授業を行い、学習面・生活面・ビ
ザなどをサポートします。・学生寮を設けていますが、民間住宅の紹介も可能。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学業に支障がない範囲で、履修科目に関連したアルバイト先を紹介。

備考
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大阪スクールオブミュージック専門学校
Osaka Sukuru Obu Myujikku Senmongakko

Osaka School Of Music

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

カレッジ音楽科
アーティストプロデューサーなど
全9コース

○ 士 共 40 4 3 入学金/授業料/施設維持費/総合演習費/キャリア教育振興費すべ
てトータルで留学生特別奨学金を受けた場合の総額：1,110,800円

年間30週、960h/１W15コマ
（1コマ90分）

プロミュージシャン科
ヴォーカル、ミュージシャンなど
全10コース

○ 士 共 120 4 2 入学金/授業料/施設維持費/総合演習費/キャリア教育振興費すべ
てトータルで留学生特別奨学金を受けた場合の総額：1,110,800円

年間30週、960h/１W15コマ
（1コマ90分）

商業音楽科
PAエンジニアなど全9コース ○ 士 共 120 4 2 入学金/授業料/施設維持費/総合演習費/キャリア教育振興費すべ

てトータルで留学生特別奨学金を受けた場合の総額：1,110,800円
年間30週、960h/１W15コマ

（1コマ90分）

［住所］〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-18-22
［交通］大阪メトロ西大橋駅徒歩3分、四ツ橋駅徒歩5分、心斎橋駅徒歩10分
［採用担当／入学担当］入学相談事務局
■TEL:0120-121-806 ■FAX:06-6536-4600 ■E-mail:osminfo@osm.ac.jp
［URL］https://www.osm.ac.jp

JIKEI COM International Centerが留学生のサポートを担当。日本語のサポートとして日本語授業も行っています。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 21名

留学生の
主な出身国・地域 中国7名、台湾8名、韓国5名、ベトナム1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月21日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接　（選考料）30,000円
【試験内容】面接による目的意識の確認。本校独自の日本語テスト。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

就職希望の学生は各音楽系の企業に日本人と同じ条件でインターン
シップに参加できます。

留学生対象の就職支援 キャリアセンターが就職のサポートをします。履歴書の作成、面接指導など。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

専門士（2年制、3年制）

留学生の卒業後の
進路

＜就職先企業＞
ヒビノ株式会社、株式会社MSI JAPAN他多数

帰国後デビュー（ミュージシャン、作曲家）

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

留学生特別奨学金制度：年間￥525,000免除になります。
条件（日本語学校の出席率80％以上の方、2.日本語能力試験N2レベ
ルなど）

その他受入条件

18歳以上、12年間の学校教育を修了した外国籍の方で日本語能力が
N1、N2レベル、または日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 【4月】入学オリエンテーション、【5月】学生懇親会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。概ね、出席率80％以上・課題提出評価90％程度を規準と
し、国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。
業務内容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境
を保持する指導を行う。

備考
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大阪総合デザイン専門学校
Osaka Sogo Dezain Senmongakko

OSAKA SOGO COLLEGE OF DESIGN

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

デザイン学科
コミュニケーションデザインコース
インテリアデザインコース ○ 士 共 60 4 2 入学金170,000円/授業料780,000円/学生諸費390,000円

初年度合計1,340,000円 年960h／週24h

クリエイティブ学科
漫画コース
アートイラストコース
フィギュア造形コース
アニメーションコース
ゲームコース

－ 士 共 100 4 2 入学金170,000円/授業料780,000円/学生諸費390,000円
初年度合計1,340,000円 年960h／週24h

コミックアート学科
コミックアートコース ○ 士 共 140 4 2 入学金170,000円/授業料780,000円/学生諸費390,000円

初年度合計1,340,000円 年960h／週24h

［住所］〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目8番35号
［交通］阪急大阪梅田駅、大阪メトロ御堂筋線梅田駅、JR大阪駅
［採用担当／入学担当］学生部
■TEL:06-6376-2100 ■FAX:06-6376-2738 ■E-mail:sogoinfo@uedagakuen.ac.jp
［URL］http://www.oscd.jp

「魅力あるデザインは、魅力ある表現者から生まれる」という考えのもと、日本人と同じ環境で個性・才能を確実に伸ばす実践主義による少人数教育
を徹底しています。留学生担当スタッフにより入学から卒業までトータルにサポートし、日本語・英語・フランス語の課外授業有。台湾・香港・韓国での
現地入学試験も実施。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 88名

留学生の
主な出身国・地域

中国21名、香港9名、韓国26名、台湾11名、インドネシア9名、ベトナム
3名、カナダ1名、ブラジル1名、コロンビア1名、ミャンマー1名、タイ3名、
インド1名、イタリア1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 （受付）10月1日～3月31日（試験日）随時（選考方法）書類審査、面接
（選考料）推薦入学10,000円　一般入学15,000円

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ。

留学生の
インターンシップ状況

日本人学生と同じ条件下で、各希望職種によって個別対応。（インター
ンシップ先の業種）グラフィックデザイン、インテリアデザイン、Webデザイ
ン他

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導：
個別指導、ポートフォリオ制作アドバイス等

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

色彩士検定、カラーコーディネーター検定、ネットショップ検定、知的財産
管理技能検定、ビジネス著作権検定他

留学生の卒業後の
進路

（就職先業種・職種）
グラフィックデザイン、Webデザイン、グッズデザイン、インテリアデザイン、
キャラクターデザイン、ゲームデザイン他

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

（奨学金制度）
日本学生支援機構の私費外国人留学生学習奨励費給付制度

（特待生制度、学費の免除・減免措置等）
入学金免除制度、特待生試験、成績優秀者特待制度

その他受入条件

日本語教育機関での出席率85％以上（健康上の理由等、やむを得な
い事情がある場合はご相談ください）
留学生入学資格条件に加えて、書類選考を行った上で個別面接により
日本語能力、学習意欲、将来の目標等を総合的に確認する。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

3月～4月：入学オリエンテーション
5月：留学生懇親会
随時個別にて対応。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪ダンス＆アクターズ専門学校
Osaka Dansu & Akutazu Senmongakko

Osaka Dance&Actors School

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

スーパーダンス科
ダンスクリエーターコース ー 高 共 30 4 4 入学金／授業料／施設維持費／総合演習費／キャリア教育振興費

すべてトータルで留学生特別奨学金を受けた場合の総額：1,110,800円
年間30週、960h／１W15コマ

（1コマ90分）

ダンス＆アクターズ科
ダンス・俳優・声優のコース
全10コース

○ 士 共 240 4 2 入学金／授業料／施設維持費／総合演習費／キャリア教育振興費
すべてトータルで留学生特別奨学金を受けた場合の総額：1,110,800円

年間30週、960h／１W15コマ
（1コマ90分）

［住所］〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-18-10
［交通］大阪メトロ西大橋駅徒歩3分、四ツ橋駅徒歩5分、心斎橋駅徒歩10分
［採用担当／入学担当］事務局／入学相談室
■TEL:0120-121-604 ■FAX:06-6536-4600 ■E-mail:info@da-osaka.ac.jp
［URL］https://www.da-osaka.ac.jp

JIKEI COM International Centerが留学生のサポートを担当。日本語のサポートとして日本語授業も行っています。
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 10名

留学生の
主な出身国・地域 中国8名、ベトナム1名、台湾1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10月1日～3月21日　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接　（選考料）30,000円
【試験内容】面接による目的意識の確認。本校独自の日本語テスト。

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

就職希望の学生は各音楽系の企業に日本人と同じ条件でインターン
シップに参加できます。

留学生対象の就職支援 キャリアセンターが就職のサポートをします。履歴書の作成、面接指導など。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

専門士（2年制）
高度専門士（4年制）

留学生の卒業後の
進路

＜就職先企業＞
ヒビノ株式会社、株式会社MSI JAPAN他多数

ダンススタジオ経営、バックダンサー

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

留学生特別奨学金制度：年間￥350,000免除になります。
条件（日本語学校の出席率80％以上の方、2.日本語能力試験N2レベ
ルなど）

その他受入条件

18歳以上、12年間の学校教育を修了した外国籍の方で日本語能力が
N1、N2レベル、または日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 【4月】入学オリエンテーション、【5月】学生懇親会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行
を判断する。概ね、出席率80％以上・課題提出評価90％程度を規準と
し、国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。
業務内容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境
を保持する指導を行う。

備考
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大阪デザイナー専門学校
Osaka Dezainah Senmongakko

Osaka Designers' College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

イラストレーション ○ 士 共 80 4 2 入学金170,000円／学費1,154,000円／諸費用86,000円／
合計（1年間）1,410,000円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

コミックイラスト － 士 共 80 4 2 入学金170,000円／学費1,159,600円／諸費用69,000円／
合計（1年間）1,398,600円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

マンガ ○ 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,158,600円／諸費用68,000円／
合計（1年間）1,396,600円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

CG・ゲームデザイン － 士 共 60 4 2 入学金170,000円／学費1,164,100円／諸費用63,000円／
合計（1年間）1,397,100円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

フィギュア造形 － 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,170,600円／諸費用187,000円／
合計（1年間）1,527,600円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

アニメーション ○ 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,155,400円／諸費用80,000円／
合計（1年間）1,405,400円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

特殊メイク － 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,171,600円／諸費用①200,000円②128,000円／合計
（1年間）①1,541,600円②1,469,600円　※①特殊メイクコース②特殊造形コース

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

グラフィックデザイン ○ 士 共 100 4 2 入学金170,000円／学費1,150,800円／諸費用37,000円※／合計（1年間）
1,357,800円　※別途授業機材としてデジタル一眼レフが必要(4万円前後)

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

インテリアデザイン ○ 士 共 60 4 2 入学金170,000円／学費1,162,100円／諸費用86,000円／
合計（1年間）1,418,100円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

インテリアコーディネート － 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,162,100円／諸費用99,000円／
合計（1年間）1,431,100円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

プロダクトデザイン － 士 共 60 4 2 入学金170,000円／学費1,171,100円／諸費用66,000円※／
合計（1年間）1,407,100円　※工房への交通費が別途必要

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

ファッションデザイン － 士 共 40 4 2 入学金170,000円／学費1,155,100円／諸費用88,000円／
合計（1年間）1,413,100円

年900h／週30h／【20：80】
（1単位時間90分）

［住所］〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20
［交通］JR大阪駅桜橋口から徒歩10分、大阪メトロ西梅田駅から徒歩5分
［採用担当／入学担当］学務部／入学相談室
■TEL:0120-59-2299 ■FAX:06-6345-1259 ■E-mail:info@odc.ac.jp
［URL］http://www.odc.ac.jp/

「留学生センター」が生活上の困りごとや、相談、様々な手続きをサポート。「学科担任」（専門分野授業）・「キャリアセンター」（就職指導）とあわせた
『トリプルサポート体制』で留学生を手厚くフォローしています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 242名

留学生の
主な出身国・地域

中国104名　台湾39名　韓国32名　ベトナム25名　インドネシア
11名　マレーシア5名　タイ4名　他計23ヶ国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】8月1日～　（試験日）面接試験は随時
【選考方法】書類審査、面接　（選考料）10,000～20,000円　出願
方法により異なる

【試験内容】面接により日本語理解力を試験する。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ゲーム企業・アニメーションスタジオ・グラフィックデザイン事務所・インテリ
アデザイン事務所など

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

本校の卒業生（昼間部、2年制学科対象）は平成6年文部科学大臣告
示第84号により、本校の学科において、「専門士」の称号が与えられま
す。

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
ゲーム企業・3Dデザイナー、アニメーションスタジオ・アニメーター、特殊メ
イクスタッフ、グラフィックデザイナー、インテリアデザイナー、プロダクトデ
ザイナー　等

【就職先会社名／進学先学校名】
株式会社エイチーム、株式会社アスラフィルム、株式会社C2C、劇団四
季、株式会社テクノエージェント、株式会社船場、rise design 等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
入学資格を満たし、選考に合格した方に、2年間で300,000円（1年次
200,000円、2年次100,000円）を奨学金として1年次・2年次の前期授
業料より減免します。

その他受入条件

・日本語教育機関において2020年3月の時点で6か月以上の日本語教育を受
け、出席率85％以上　・18歳以上で、本国または外国において12年以上の学
校教育を修了または、指定された教育機関において大学進学のための準備教育
課程を受け、併せて12年以上の学校教育を修了された方　・JLPT（日本語能力
試験）N2以上、またはEJU（日本留学試験）240点以上　※その他条件は本校
パンフレットに同封される「2020年度　留学生募集要項」をご参照ください

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、【6月】留学生懇親会、【7月】就職オリエ
ンテーション、【11月】就職合同説明会「業界EXPO」、【その他】留学生
センターによる日本語能力向上授業　週1回／任意参加、授業料なし

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪動物専門学校
Osaka Doubutsu Senmongakko

OSAKA ANIMAL COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

動物管理学科 ○ 士 共 120 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年180,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,080,000円

月曜日から金曜日：9時30分から
15時30分

［住所］〒553-0003 大阪市福島区福島6-9-21
［交通］阪急大阪梅田駅徒歩８分、ＪＲ大阪駅北口徒歩８分、ＪＲ・阪神福島駅北口徒歩３分、ＪＲ東西線新福島駅北口徒歩３分
［採用担当／入学担当］入学係
■TEL:06-6454-1011 ■FAX:06-6454-8472 ■E-mail:osaka-sinro@all-japan.ac.jp
［URL］https://www.all-japan.ac.jp/foreign/

本学の授業はクラスの中を6人～8人のグループに分けて学ぶゼミ学習です。この学習方法は個々の学生の主体性を重んじ、自主学習意欲を引き
出し社会人としての協調性ある人間関係と高度な実務能力を育成することを目指します。留学生のみなさんにとっては、この授業システムの中で日本
語能力も飛躍的に高まっていくと思います。また留学生担当者が安心して学校生活を送れるようにバックアップします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【選考方法】書類選考、日本語筆記試験、作文試験、面接試験
※入学選考については、日本語筆記試験・作文試験、意欲や熱意、適
性や将来の目標、向学心および経費支弁能力などを総合的に判断しま
す。

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

下記の制度により入学金及び授業料がランクに応じて免除されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

（1）留学生特別推薦入学制度（選考料2万円及び入学金20万円免除）
（2）資格・出席による奨学生制度（授業料年間40万円～20万円免除）
（3）出席率による奨学生制度（授業料年間20万円～10万円免除）
（4）留学生特別奨学生試験（授業料年間74万円～17万円免除）
※（2）（3）（4）は重複適用できません。
免除は各コースの修業年限内とします。
ただし、入学後、成績・素行・出席状況が不良の場合は取り消すことがあ
ります。

その他受入条件

⒈すでに日本語学校等に在学し留学在留資格を有する者　⒉外国において通常
の課程による12年の学校教育を修了した者で次のいずれかに該当する者　（1）日
本語能力試験（JLPT）Ｎ２以上の合格者　（2）日本留学試験（EJU）の日本語科目
２００点以上の取得者　（3）日本国内の日本語教育施設で６ヵ月以上の日本語教育
を受けた者　（4）日本の学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園を除く）において
１年以上の教育を受けた者　（5）ＢＪＴビジネス日本語能力テスト４００点以上の者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪動物専門学校 天王寺校
Osaka Dobutsu Senmongakko Tennoziko

OSAKA ANIMAL COLLEGE TENNOJI

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

動物管理学科 ○ 士 共 160 4 2 入学金：200,000円／授業料：年740,000円・演習費：年180,000
円・維持費：年160,000円・合計（1年間）1,080,000円

1年次920時間
2年次800時間
※動物看護コース
1年次1,170時間
2年次1,230時間

［住所］〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-15
［交通］JR・大阪メトロ天王寺駅より徒歩5分、近鉄大阪阿部野橋駅より徒歩6分
［採用担当／入学担当］学事課
■TEL:06-6774-4311 ■FAX:06-6776-6775 ■E-mail:tennoji-sinro@all-japan.ac.jp
［URL］http://www.tennoji-doubutsu.ac.jp

本学の授業はクラスの中を6人～8人のグループに分けて学ぶゼミ学習です。この学習方法は個々の学生の主体性を重んじ、自主学習意欲を引き
出し社会人としての協調性ある人間関係と高度な実務能力を育成することを目指します。留学生のみなさんにとっては、この授業システムの中で日本
語能力も飛躍的に高まっていくと思います。また留学生担当者が安心して学校生活を送れるようにバックアップします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 2名

留学生の
主な出身国・地域 中国2名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】9月1日～3月10日　（試験日）出願書類到着後随時
（試験科目）書類選考、日本語筆記試験、作文試験、面接試験
【選考方法】日本語筆記試験・作文試験、意欲や熱意、適性や将来の
目標、向上心および経費支弁能力などを総合的に判断します。

留学生の
インターンシップ実施 有。年間1～2社程度予定

留学生の
インターンシップ状況

【インターンシップ先の業種】
動物病院、ペットショップ等を予定しています。

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書、経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

サービス接遇検定　愛玩動物飼養管理士　家庭動物管理士

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

下記の制度により入学金及び授業料がランクに応じて免除されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

（1）留学生特別推薦入学制度（選考料2万円及び入学金20万円免除）
（2）資格・出席による奨学生制度（授業料年間40万円～20万円免除）
（3）出席率による奨学生制度（授業料年間20万円～10万円免除）
（4）留学生特別奨学生試験（授業料年間74万円～17万円免除）
※（2）（3）（4）は重複適用できません。
免除は各コースの修業年限内とします。
ただし、入学後、成績・素行・出席状況が不良の場合は取り消すことがあ
ります。

その他受入条件

⒈すでに日本語学校等に在学し留学在留資格を有する者　⒉外国において通常
の課程による12年の学校教育を修了した者で次のいずれかに該当する者　（1）日
本語能力試験（JLPT）Ｎ２以上の合格者　（2）日本留学試験（EJU）の日本語科目
２００点以上の取得者　（3）日本国内の日本語教育施設で６ヵ月以上の日本語教育
を受けた者　（4）日本の学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園を除く）において
１年以上の教育を受けた者　（5）ＢＪＴビジネス日本語能力テスト４００点以上の者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【10月】進路決定ガイダンス　【その他】
日々の出欠管理、アルバイト先、一時帰国の把握、学費・生活面での相
談等をクラス担任と事務局留学生担当が連携して実施。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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大阪バイオメディカル専門学校
Osaka Baio Medikaru Senmongakko

Osaka Bio-Medical College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

バイオ学科 － 士 共 40 4 3 入学金＋授業料＋施設・設備費：1,280,000円／
実習費、学事費、教科書代、検定料等別途 3年間・2,550時間

バイオ技術学科 － 士 共 40 4 2
入学金＋授業料＋施設・設備費：1,180,000円／
実習費、学事費、教科書代、検定料等別途 2年間・1,700時間

日本文化教養学科 － － 共 80 4 1 指定校推薦入試：695,000円／学校推薦入試：745,000円
一般入試：775,000円／学生保険料別途 1年間・810時間

日本語学科 － － 共 160 4・10 2・1.5 学校ホームページをご覧ください。 2年間・1,600時間
1年6月・1,200時間

［住所］〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-14-30
［交通］大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線長堀橋駅7番出口より東へ徒歩1分、大阪メトロ御堂筋
線心斎橋駅4-B出口より東へ徒歩1分、近鉄難波（奈良）線日本橋駅6番出口より北へ徒歩10分
［採用担当／入学担当］教育部／入試広報部

■TEL:06-6251-8193 ■FAX:06-6251-8104 ■E-mail:japan@obm.ac.jp　［URL］https://www.obm.ac.jp/international/

・クラス担任制による、きめ細かいサポート。　・個別に面接指導を徹底して行います。　・日本人学生とスポーツ大会や学園祭等の行事を通じて交流
し、日本文化にも触れられ、日本語がさらに上達します。　・学校独自の聴講制度があり、他学科の専門講師による授業を日本人学生と一緒に受けら
れます。　・卒業後の希望進路に導きます。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 201名（2019年9月30日時点）

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム145名、台湾27名、中国（香港）25名、ミャンマー2名、インドネ
シア1名、韓国1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 【受付】10月1日～3月27日
【選考方法】書類選考・筆記試験・面接　（選考料）20,000円

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導
個別指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

日本語能力試験N1、日本語能力試験N2、日本語能力試験N3
日本留学試験、TOEIC、TOEFL
上級バイオ技術者認定試験、QC検定3級・4級
安研協認定技術者認定試験

留学生の卒業後の
進路

【就職先】カンデオホテル、ザ・シンギュラリホテル、オニツカタイガー、株
式会社ORJ、有限会社NIL Corporation、つなぐわ国際法務行政書士
事務所

【進学先】関西大学大学院、愛知県立大学、同志社大学、立命館大
学、桃山学院大学、神戸国際大学、大阪観光大学、大阪女学院大学、
羽衣国際大学、相愛大学、岐阜経済大学、大手前大学、太成学院大
学、芦屋大学、ECC国際外語専門学校、大阪ホテル専門学校、駿台
観光＆外語ビジネス専門学校、専門学校エール学園、修成建設専門学
校、ホンダテクニカルカレッジ関西、大阪調理製菓専門学校など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）就職率100％

留学生対象の制度

【奨学金制度】日本学生支援機構
【特待生制度】早期出願特待、日本語上級者特待、早期全額納入特待

その他受入条件

下記の1と2、3、4のいずれかに該当する者
1、外国において通常の課程による12年の学校教育を修了した者
2、日本語教育機関（日本国内）に在籍6ヶ月以上で直近1年の出席率が85％以上の者
3、 日本語能力試験N2以上に合格した者、ただし日本国内の日本語教

育機関に在籍している者を除く
4、本学校長が認定した者

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学時に留学生オリエンテーションを実施。今後の学校生活・一時帰
国・出席率・ビザ更新・アルバイトについてなど、学習・生活指導全般につ
いて説明します。また、個別での対応を随時実施しています。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／資格外活動許可に準ずる。

備考
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大阪ブライダル専門学校
Osaka Buraidaru Senmongakko

Osaka Bridal College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ブライダル学科
（ ウエディングプランナー科・ドレ

スコーディネーター科）
○ 士 共 10 4 2 入学金：0円／授業料838,000円／施設設備費260,000円／

合計（1年間）1,098,000円 年930h／週28h

［住所］〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-25
［交通］肥後橋駅より徒歩7分、中之島駅より徒歩8分、阿波座駅より徒歩10分、新福島駅より徒歩
15分、大阪駅からバスで13分　バス停土佐堀１丁目から徒歩１分
［採用担当／入学担当］キャリアサポートセンター／入学相談室

■TEL:0120-550861 ■FAX:06-6447-0398 ■E-mail:international@osaka.trajal.ac.jp　［URL］http://www.trajal.info/international/

～全ては学生の成長のために、未来のために～　「グローバルな視点を持ち、職業現場でホスピタリティを発揮し、人と社会に貢献できる学生の育
成」を教育理念とし、観光・サービス業界で求められるプロフェッショナルを養成するため、教職員一同が行動指針を作成し、実践しています。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 1名

留学生の
主な出身国・地域 台湾1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【出願期間】2019年8月26日～2020年3月3日
【選考日】①9月16日、②10月26日、③11月16日、④12月7日、⑤1月
11日、⑥1月25日、⑦2月8日、⑧2月22日、⑨3月7日

【選考方法】書類審査、面接試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。
大阪近郊のブライダル施設やサービス業界の現場を体験。（有償）

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

ブライダルコーディネート技能検定、色彩検定、WBJ「認定ドレスコー
ディネーター検定（DC）」
WBJ「認定ウエディングプランナー（WP）」、着付師、フォーマルスペシャ
リスト検定
ブライダルフラワーコーディネーター検定、フラワー装飾技能士、フラワー
デザイナー資格検定試験
サービス接遇実務検定、マナー・プロトコール検定、ビジネス能力検定
ジョブパス
コミュニケーション検定
他多数

留学生の卒業後の
進路

【就職先職種】
ウエディングプランナー　等

【就職先会社名】
ワタベウェディング、レック　等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）昨年度は就職希望者なし

留学生対象の制度

【日本語能力資格取得奨学金】
①日本語能力試験N1または日本留学試験280点以上　20万円
②日本語能力試験N2または日本留学試験240点以上　10万円
対象者：入学前に日本語能力試験N2以上、または日本留学試験240
点以上取得した者

【特待生奨学金】
減免額：A特待生　30万円、B特待生　10万円、C特待生　5万円
対象者：第1回～第5回までの入学選考の合格者で奨学金を希望する者
選抜方法：特待生奨学金選考時の日本語試験（N2の筆記と聴解試験）
と入学選考時の面接試験の総合評価

その他受入条件

【国籍及び年齢】
日本国籍を有しない者で、2020年3月31日時点で18歳以上となる者

【学歴等その他】
HPをご参照ください。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【6月】トラジャル祭（体育祭）　【8月】企
業実習　【10月】就職セミナーⅠ　【11月】ホスピタリティ祭（学園祭）　

【12月】研修旅行　【2月】就職セミナーⅡ

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

担任教員による判断に基づき、資格外活動許可証の副申書発行を判
断する。概ね、出席率90％以上・課題提出評価90％程度を規準とし、
国内法律の遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業
務内容・修業場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を
保持する指導を行う。

備考
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大阪文化国際学校
Osaka Bunka Kokusai Gakko

OSAKA INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURE AND LANGUAGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

日本語学科 － － 共 500

4
7
10
1

1～
2年

選考料20,000円／入学金80,000円／教育活動費80,000円／
授業料１年間600,000円／合計（１年目）780,000円 １年８００時間／４０週

［住所］〒530-0035 大阪府大阪市北区同心2-11-12
［交通］JR環状線天満駅から徒歩5分、大阪メトロ堺筋線扇町駅から徒歩5分
［採用担当／入学担当］学生課
■TEL:06-6882-1435 ■FAX:06-6882-1439 ■E-mail:obkg@japanese.ac.jp
［URL］http://japanese.ac.jp/

スクールミッション：学生の能力を最大限引き出し、より良い未来を共に創る　１．聞く：学校独自の個別面談で学生が将来やりたいことを明確化する。
２．伝える：日本の大学院・大学・専門学校の特徴や学べることを分かりやすく説明し、学生の決断を手助けする。　３．育てる：レベルの高い教育をする
ために日本語教師の育成を行っている。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 366名

留学生の
主な出身国・地域 インドネシア246名、中国68名、フランス32名　ほか

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 現地面接、数学、英語

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

（ビジネス系）
企業から課題（ミッション）をだしてもらい、解決に向けての提案を行う「課
題解決型インターンシップ」実施
一ヶ月1名ずつ　2ヶ月（公共事業にプロジェクトを提案する商社系）
就職には直結しないが、事務職の実際を学ぶために実施。

留学生対象の就職支援 履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、就職フェア引率、ビジネス日本
語、ビジネスマナー講座

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 インドネシア内の日本語教育機関等

資格取得

日本語能力試験N1～N3（国際交流基金、日本国際教育支援協会主催）
ビジネス日本語能力テスト（公益財団法人　日本漢字能力検定協会主催）

留学生の卒業後の
進路

【進学先】東京大学、京都大学、神戸大学、大阪大学、大阪府立大学、大阪教育
大学、兵庫県立大学、九州大学、北九州市立大学、筑波大学、早稲田大学、関西
学院大学、関西大学、立命館大学、近畿大学、桃山学院大学、滋賀県立大学、同
志社大学、大阪工業大学、大阪産業大学、京都産業大学、流通科学大学、甲南大
学、京都外国語大学、大阪芸術大学、京都造形芸術大学、追手門学院大学、辻調
理師専門学校、大阪総合デザイン専門学校、修成建設専門学校、HAL大阪　ほか

【就職先】株式会社ラサンテインターナショナル、ニプロ株式会社、株式会社
アスパーク、白銅株式会社、株式会社トラストテック、株式会社CHAMPION 
CORPORATION

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
　大阪文化国際学校　学内奨学金
　1.日本語能力試験N1／N2成績優良者　1年2回支給
　2.日本留学試験成績優良者　1年2回支給
　3.優秀学生奨学金　1年2回支給（春季・秋季）5万×20名

　JASSO日本学生支援機構　奨学金
　3万円×12ヶ月

その他受入条件

・自国で12年課程修了以上、または同等の能力を有する者
・当校実施の面接、テストに合格した者

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 4月／7月／10月／1月　入学オリエンテーション

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有
・資格外活動申請手続き
・資格外活動（入管法第１９条）厳守
・アルバイト先は、曜日、時間帯、業務内容、を確認の上、紹介。

備考
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大阪YMCA国際専門学校
Osaka YMCA Kokusai Senmongakko

Osaka YMCA International College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際ホテル学科 ○ 士 共 80 4・10 2 950,000円 年850h／週25h

国際ビジネス学科 － 士 共 80 4・10 2 920,000円 年850h／週25h

［住所］〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-5-6
［交通］大阪メトロ四ツ橋線肥後橋（ひごばし）駅3番出口から徒歩5分
［採用担当／入学担当］留学生課／辻本協子
■TEL:06-6441-9067 ■FAX:06-6443-2069 ■E-mail:college@osakaymca.org
［URL］https://www.osakaymca.ac.jp/college/

日本人と共に日本社会や文化の理解し、専門性を磨き将来の礎を築くことにある。進路は日本で就労、母国で就労、日本で進学に分かれる。留学生の利点
は高い日本語力を有することにあるので、演習で実践力を高めるようにする。英語とコンピュータ教育にも力を入れており、3ヶ国語の運用とコンピュータの運
用力を磨いている。インターンシップの経験は将来の就労に結びつき、日本語教育、英語教育や専門教育は、日本での進学を目指す場合にも武器になる。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 163名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率32.5％）

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム59名、中国21名、韓国20名、台湾17名、ネパール16名、日本
10名、モンゴル4名、ミャンマー3名、他13名、合計163名、20カ国

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】10月1日～　【試験日】10/5、10/19、11/9、12/14、12/21、
1/12、1/25、2/15、2/21、3/6、3/19

【試験科目】日本語、英語、面接　【選考方法】書類審査、筆記試験、面接
【選考料】20,000円　※説明会参加者は免除特典有

留学生の
インターンシップ実施 有。年間30社程度

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】長期休暇中、2年間で最低12週間の実習を
必修科目としている

【インターンシップ先の業種】ホテル 通訳・翻訳業務
【インターシップ先の会社名】
スイスホテル南海大阪、ハイアットリージェンシー大阪、セントレジスホテ
ル大阪、ANAクラウンプラザホテル大阪、リーガロイヤルホテル、ホテル
ユニバーサルポート、インターコンチネンタルホテル大阪、ザ・リッツカール
トン大阪、シェテトン沖縄サンマリーナリゾート、他

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容

資格取得

TOEIC600点以上／英語検定2級以上／日本語能力試験N1／日商
PC検定3級以上（文書作成、データ活用）／情報処理技能検定3級／
レストランサービス技能検定3級／サービス接遇検定2級／秘書検定2
級／商業簿記3級 など

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】ホテル、貿易、旅行、通訳、海外営業
【就職先会社名】ザ・リッツ・カールトン大阪、阪急阪神ホテルズ、ホテル
ユニバーサルポート、ホテルグランヴィア大阪、コンラッド大阪、インターコ
ンチネンタルホテル大阪、スイスホテル南海大阪、ロッテホテル事業部、
三井不動産リゾートマネジメント、ハレクラニ沖縄、積水ハウス、宅都ホー
ルディングス、ジャッツ関西、コーセー化粧品　他

【進学先学校名】和歌山大学、滋賀大学、早稲田大学、関西外国語大
学、関西大学、大阪観光大学、東京国際大学、大阪大学大学院、大阪
市立大学大学院、広島大学大学院、京都大学大学院　他

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）100%

留学生対象の制度

【奨学金制度】
大阪YMCA国際奨学金
文部科学省私費外国人留学生学習奨励費

【特待生、学費の免除・減免措置等】
Aタイプ　：　入学金免除＋学費200,000円
Bタイプ　：　入学金免除＋学費100,000円
Cタイプ　：　入学金免除

その他受入条件

・外国において12年以上の学校教育を修了している者　・法務大臣に
よって告示されている日本語教育機関正規課程で６ヶ月以上の教育を
受けているか、日本語能力試験N2以上合格もしくは相当の学力を有す
ると認められた者　・２年次編入生は大学・短大・専門学校などに1年以
上在籍し、相当の学力を有する者。　・現在籍校の出席率が90％以上
の者。

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

日本生活15年以上のキャリアを持つ外国人教員による日本での生活
指導、外国籍の者が注意すべき点、文化の違い、日本でのマナー全般
を指導。

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

インターンシップと並んで、アルバイトは日本の社会や人間関係の仕組
みを学ぶ絶好の機会として捉え、学業に支障のない限り奨励している。
従って学校からは、アルバイトと学業が両立できることを条件に、良質の
アルバイト先を紹介している。主な職種は、ホテルサービス、ホールスタッ
フ、通訳翻訳業務等。

備考
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関西外語専門学校
Kansai Gaigo Senmongakko

KANSAI COLLEGE OF BUSINESS AND LANGUAGES

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

アジア語文ビジネス学科 ○ 士 共 60 4 １・２ 入学金0円／授業料７６0,000円／合計（1年間）760,000円 年960h・週30ｈ

英語・国際ビジネス学科 － 士 共 90 4 ２ 入学金0円／授業料７６0,000円／合計（1年間）760,000円 年960h・週30ｈ

英語・国際ビジネス学科 ー 士 共 40 4 １・２ 入学金0円／授業料７６0,000円／合計（1年間）760,000円 年960h・週30ｈ

日本語応用学科 － － 共 20 4 1 入学金0円／授業料７６0,000円／合計（1年間）760,000円 年870h・週30ｈ

［住所］〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-9-36
［交通］JR・大阪メトロ御堂筋線天王寺駅より徒歩3分、近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅より徒歩3分、大阪メトロ谷町線阿倍野駅より徒歩5分
［採用担当／入学担当］入試事務室
■TEL:06-6623-1851 ■FAX:06-6621-2003 ■E-mail:kansaigaigo@tg-group.ac.jp
［URL］https://tg-group.ac.jp/kansaigaigo/kg/

多極化する世界の中で、日本と中国、日本と台湾、日本と韓国の言語や文化・価値観を結びつけ、多様な異文化に対応できる柔軟性を持ち、母国語
と同様に日本語をもコミュニケーションツールとして操りながら、新しいことにチャレンジすることができる人材を育成します。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 137名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率89％）

留学生の
主な出身国・地域 中国56名　台湾35名　韓国31名　その他１５名、　合計137名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

（受付）10月１日～３月6日　（試験日）11月６日、12月1１日、1月2９日、３
月初旬　（試験科目）日本語、英語　（選考方法）■書類審査　■筆
記試験　■面接　（選考料）２０，０００円　（試験内容）JLPTN1～N2
レベル

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

【インターンシップ先の業種】
ＪＲ西日本管内の駅での外国人旅客案内業務
ホテルにてフロント業務、客室業務、料飲部門等の研修を実施（期間は
３～4週間）
ボランティア活動あり：商談会の通訳、イベントの通訳などを担当

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接、マナー指導、その
他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

・日本語能力試験N１（卒業時までに必須取得）
・通関士　
・通訳案内士
・秘書技能検定
・実用英語技能検定
・TOEIC　　
・ビジネス能力検定
・旅行業務取扱管理者

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
貿易業、ホテル業、旅行業、航空業、その他

【就職先会社名】
㈱ジャッツ関西、冨士色素㈱、共立繊維㈱、東明エンジニアリング㈱、ア
ルファ化研㈱、ホテルニューオータニ、富士テクノス工業㈱、三嶋会計
事務所、ピアッツァホテルズ㈱、㈱旅工房、㈱旅行綜研ほか多数

【進学先学校名】
東京外国語大学、大阪大学、立命館大学、同志社大学、関西学院大学、関西
大学、梅花女子大学、天理大学、関西大学大学院、大阪市立大学大学院など

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）８６％（就職者３８名／就職希望者４４名）

留学生対象の制度

JASSO奨励費（48,000円／月）

・入学金全額免除
・学費の減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＊学費分割納付制度あり。

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率85％以上
・ 18歳以上で、外国において12年以上の学校教育を修了した者であ
り、且つ日本語能力試験N2以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・入学時にオリエンテーション　　　　　　　　　　　　
・個別相談　

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

専攻の学習内容にふさわしいと判断できるもの
早朝･深夜などの時間におよばないもの

備考
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キャットミュージックカレッジ専門学校
Kyatto MyujikkuKarejji Senmongakko

Cat Music College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

音楽技術学科 ○ 士 共 50 4 2 入学金100,000円／学費・実習費1290,000円／教育充実費
50,000円／合計（1年間）1,440,000円 年８５０時間以上

総合学科 ○ 士 共 30 4 2 入学金100,000円／学費・実習費1290,000円／教育充実費
50,000円／合計（1年間）1,440,000円 年８５０時間以上

楽器ビジネス学科 ○ 士 共 15 4 2 入学金100,000円／学費・実習費1290,000円／教育充実費
50,000円／合計（1年間）1,440,000円 年８５０時間以上

ミュージシャン学科 ○ 士 共 40 4 2 入学金100,000円／学費・実習費1290,000円／教育充実費
50,000円／合計（1年間）1,440,000円 年８５０時間以上

ダンス学科 ○ 士 共 30 4 2 入学金100,000円／学費・実習費1290,000円／教育充実費
50,000円／合計（1年間）1,440,000円 年８５０時間以上

［住所］〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-29-18
［交通］大阪メトロ御堂筋線江坂駅から徒歩5分
［採用担当／入学担当］広報室／留学生担当
■TEL:0120-256-258 ■FAX:06-6369-0411 ■E-mail:info@cat-music.jp
［URL］https://www.cat.ac.jp

音楽・ダンスなどのエンタテインメントに関わる上で大切な要素を持ったクリエイティブな人材へと成長できるように、基礎力・応用力・実践力を身に付け
るカリキュラムにより、専門知識や技術を習得します。担任・就職センター・留学生担当が連携して、卒業後業界で活躍できるようにサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【選考方法】書類選考、第一次面接、第二次面接　（選考料）20，000円
【試験方法】JLPTN2未取得及びEJU日本語200点未満の方は日本
語能力試験を実施

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

日本人学生と同じく、企業研修制度あり

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

舞台機構調整技能士（2・3級）／照明技術者技能検定（2級）／イベン
ト検定指定校認定／サウンドレコーディング技術認定試験／MIDI検
定検定試験／映像音響処理技術者資格認定試験／Pro Tools技術
認定試験／ビジネス能力検定

留学生の卒業後の
進路

株式会社KORG、株式会社総合舞台、株式会社デジタルハーツ等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

その他受入条件

1.入学時に18歳に達し、日本国外で12年の学校教育を修了した方、またはそ
れに準じる方　2.日本語能力が下記の条件のいずれかを満たしている方
・法務大臣告示により定められた日本語学校において、入学時に六か月以上
在籍している方・日本語能力試験でN2以上に合格した方・日本留学試験の日
本語科目で200点以上を取得した方・日本の学校教育法第1条に定める学校

（小学校・中学校・高等学校・大学・大学院）で1年以上の教育を受けた方

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 ・入学時オリエンテーション　・担任及び留学生担当により個別相談

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有／資格外活動許可取得者は、技術系・総合系専攻では企業研修と
して卒業後の就職に直結するアルバイトを紹介している。

備考
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大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
Osaka Uedeingu & Hoteru・kanko Senmongakko

OSAKA WEDDING,HOTEL＆TOURISM COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ブライダル総合科
IR・ホテル＆リゾート科
エアライン科
IR・MICEマネジメント科

ー 士 共 260 4 2～4 入学金：100,000円／授業料650,000円／施設設備費200,000
円、（その他：総合演習費、キャリア教育振興費、教本教材費など） 900～1,160ｈ以上/週30ｈ

［住所］〒550-0013 大阪市西区北堀江2-4-6
［交通］大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅3番出口徒歩5分、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅6番出口徒歩7分
［採用担当／入学担当］広報部／入学相談室
■TEL:0120-191-806 ■FAX:06-6538-7772 ■E-mail:info@jikei-hospitality.ac.jp
［URL］http://www.jikei-hospitality.ac.jp

「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念として、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。留学生一人一人の夢を実現させるた
めに、業界・企業と連携しています。企業から学ぶ「企業プロジェクト」、企業で研修ができる「業界研修制度」など、業界と直結した教育システムがあります。また、留
学生の皆さんが安心して勉強して目的を実現できるよう「滋慶国際交流COM」を設置し、出願、ビザ、学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 6名

留学生の
主な出身国・地域 中国2名、ベトナム2名、インドネシア1名、マレーシア１名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

（受付）10月1日～3月31日　（試験日）随時
（試験科目）（選考方法）
■書類審査　■面接　■その他

（選考料）30,000円　（試験内容）面接・本校独自の日本語試験

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

産学連携教育の一環として、2週間～約1ヶ月間企業の現場にて「業界
研修」を実施します。単なる就業体験でなく、就職内定を獲得する手段と
して位置付けています。

留学生対象の就職支援
■就職指導(全般)　■履歴書、経歴書の作成指導
■面接指導　■就労ビザ取得サポート
■校内合同企業説明会 ■サクセスナビによる求人票開示ほか 

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

アシスタントウエディングプランナー（全日本ブライダル協会）
フラワー装飾技能士 / ＮＦＤフラワーデザイナー
日本メイクアップ技術検定
ホテルビジネス実務検定 / レストランサービス技能検定
マナー・プロトコール検定 / ＴＯＥＩＣ（Ｒ）
観光英語検定 / 秘書技能検定

留学生の卒業後の
進路

テーマパークスタッフ / ホテルサービス / 旅行 関係

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）就職希望者全員就職

留学生対象の制度

（奨学金制度） 
留学生特別奨学金制度を設け、学費減免の形で留学生全員に支給　
日本学生支援機構の私費外国人留学生学習奨励費給付制度

（特待生制度、学費の免除・減免措置等）
指定校推薦の方は選考料30,000円免除

その他受入条件

日本語教育機関での出席率80％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等 有

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

① 留学生の学園生活をサポートする滋慶国際交流ＣＯＭを設置、日本
語対策授業を行い、学習面･生活面・VISAなどサポートします。

②学生寮を設けていますが、民間住宅も紹介いたします。
③ 滋慶学園グループの校医である「慶生会クリニック」（内科・歯科）があ

り、保険の範囲内にて負担金なしで受診できます。

備考
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駿台観光＆外語ビジネス専門学校
Sundai Kanko & GaigoBijinesu Senmongakko

SUNDAI Business College for Hospitality & Foreign Languages

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

国際ビジネス専科
文化・教養 ー 士 共 210 4 2

入学金：70,000円／授業料590,000円／
施設費・諸費用：130,000円／合計（1年間）790,000円 年850h／週25h【70:30】

（1単位時間50分）

総合日本語専科
文化・教養 ー 士 共 30 4 2 入学金：70,000円／授業料590,000円／

学生諸費：130,000円／合計（1年間）790,000円
年850h／週25h【70:30】

（1単位時間50分）

［住所］〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-5-18
［交通］北大阪急行緑地公園駅から徒歩１分
［採用担当／入学担当］教務部／教務課
■TEL:06-6865-1121 ■FAX:06-6863-1109 ■E-mail:asia@kanko-gaigo.ac.jp
［URL］http://www.kanko-gaigo.ac.jp/asia/

・国際的なビジネスの現場で活躍したり、大学進学・編入するために必要な日本語力と専門的な知識を、2年間でじっくり身につける。　・能力別のク
ラスで、自分の力に合った授業が受けられ、レベルアップができる。　ホテルやビジネスの現場で必要な実習指導、就職のためのビジネスマナーや面
接指導、多くの入試を基にした進学指導を受けることができる。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 401名

留学生の
主な出身国・地域

ベトナム227名、中国87名、ネパール56名、スリランカ12名、韓国4名、
台湾3名、ミャンマー3名、インドネシア2名、タイ2名、アメリカ1名、その他
5名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年8月19日～2020年3月9日
【試験日】2019年9月14日～2020年3月16日（13回）
【選考方法】筆記試験（日本語読解・聴解）と面接（日本語）
【選考料】2万円（説明会参加による免除制度あり）

留学生の
インターンシップ実施 有

留学生の
インターンシップ状況

企業よりインターンシップの案内あり。日本人学生と同じ条件の下、各希
望職種によって個別対応する。

留学生対象の就職支援
就職指導（全般）、履歴書の作成指導、面接指導等。授業での指導に
加え、個別指導あり。校内での企業説明会、ホテル・企業見学会など多
数実施。就職に必要なスキルが身につくアルバイトの紹介あり。

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

日本語能力評価試験（ＪＰＥＴ）（学校法人駿河台学園 日本語能力評
価試験協会主催）
日本語能力試験（ＪＬＰＴ）Ｎ１・Ｎ２（国際交流基金・日本国際教育支援
協会共催）
日本留学試験（ＥＪＵ）（独立行政法人日本学生支援機構主催）
サービス接遇検定（公益財団法人 実務技能検定協会主催）
日商ＰＣ検定（日本商工会議所主催）
Ｇ検（グローバル人材ビジネス実務検定（一般社団法人 グローバル人
材キャリア支援協会主催）
ＴＯＥＩＣ（一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会主催）

留学生の卒業後の
進路

【ホテル】ザ・リッツ・カールトン大阪、セント レジス ホテル 大阪、ハイアット
リージェンシー大阪、ウェスティンホテル大阪、ホテルグランヴィア大阪、
ANAクラウンプラザホテル大阪、ホテル日航大阪、ウェスティン都ホテル京
都、都ホテル 京都八条、シェラトン都ホテル大阪、阪急阪神ホテルズ、京
阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社、スイスホテル南海大阪等　【総合職、貿
易事務】シーモス、がんこフードサービス、ヨシマル等　【通訳・翻訳、外国
人技能実習生管理】ジャッツ関西、ワンストップ・イノベーションHR、協同組
合FUJI等　【販売・免税店】空港専門大店、ＪＡＬＵＸエアポート、国際航
空旅客サービス　【進学先】広島大学、大阪市立大学、同志社大学等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

２０１９年３月卒業生　国内企業内定率　
国際ビジネス専科（全体）９３％

留学生対象の制度

【奨学金制度】日本学生支援機構より学習奨励費（48,000円/月）
【特待生制度】入学試験の成績優秀者は、初年度授業料より30,000
円免除

【学費免除】日本語能力評価試験（JPET）・日本語能力試験（JLPT）・
日本留学試験(EJU)などの合格・得点によって、初年度授業料より最大
80,000円の免除可能（在籍校の総出席率が90％以上が条件）

【推薦制度】在籍校の総出席率が90％以上で、学校から推薦がある方
は初年度授業料より20,000円免除

その他受入条件

●外国において12年以上の学校教育を修了していること
●学費や生活費が十分準備できること

【次のいずれかに該当している方】
①日本語教育機関で、入学してから総出席率が85％以上の方
② 日本語能力試験N2以上を取得、または日本留学試験200点（日本

語科目・「記述」除く）以上の方

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション、入学式、健康診断　【5月】進路調査
【6月】留学生DAY　【7月～10月】スポーツ大会（ボウリング・バレーボー
ル・バドミントン）　【12月】学園祭　【3月】卒業式

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

日本語力を高める接客業を中心とした就職につながる可能性の高いア
ルバイト先の紹介。

備考
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専門学校ESPエンタテインメント大阪
Senmongakko ESP Entateinmento Osaka

ESP College of Entertainment Osaka

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

音楽アーティスト科 － 士 共 240 4 2 入学金200,000円／授業料600,000円／実習費300,000円／
施設費400,000円／合計（1年間）1,500,000円 週13コマ（1コマ90分）

声優芸能科 － 士 共 48 4 2 入学金200,000円／授業料600,000円／実習費300,000円／
施設費400,000円／合計（1年間）1,500,000円 週13コマ（1コマ90分）

音楽芸能スタッフ科 － 士 共 208 4 2 入学金200,000円／授業料600,000円／実習費300,000円／
施設費400,000円／合計（1年間）1,500,000円 週13コマ（1コマ90分）

［住所］〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-21-7
［交通］大阪メトロ御堂筋線中津駅から徒歩3分
［採用担当／入学担当］ICC（インターナショナルコミュニティセンター）
■TEL:0120-37-8607 ■FAX:06-6373-2887 ■E-mail:ryugaku_osaka@esp.ac.jp
［URL］https://www.esp.ac.jp/osaka/

留学生担当窓口（ICC）を設置し、行政、外部団体他、さまざまな機関に対応し、留学生の生活、就職・進路開拓、既卒留学生との交流、帰国、就職までの必要
な法的手続きなどの支援をしている。＜特色＞プロ仕様の機材・設備を使用した少人数制による実習を中心とした授業／学内イベント・コンテストなどを多数実
施し、クオリティーの高いステージパフォーマンスの習得に繋げる／実際のコンサート・ライブなどのイベント研修が多数あり、実践を通して技術が習得できる。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 22名（入学時学士（大卒・短大卒以上）保有率50％）

留学生の
主な出身国・地域

中国8名、台湾6名、韓国2名、マレーシア2名、カナダ1名、
フィリピン1名、マカオ1名、ベトナム1名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】AO入学：8月1日～9月20日、一般入学：9月2日～3月15日（各学
科募集定員になり次第締め切り）　※試験日は出願後随時設定（AO入
学は別途AOエントリーが必須条件）　【選考方法】筆記試験、作文試験、
面接（日本語N2レベル）　【選考料】AO：10,000円、一般：20,000円

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

無

留学生対象の就職支援
就職指導（全般）、履歴書、経歴書の作成指導、面接指導、学内（外）
企業説明会実施、その他指導（デビューに関する相談や模擬オーディ
ションなど）

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容 無

資格取得

【目指せる資格】
・舞台機構調整技能士2・3級
・サウンドレコーディング技術認定試験
・MIDI検定2・3級
・CADアドミニストレーター“Primary”認定試験
・Word文書処理技能認定試験2・3級
・映像音響処理技術者資格認定試験
・Pro Tools技術認定試験
・照明技術者技能認定試験2級
・Illustratorクリエイター能力認定試験
・Excel表計算処理技能認定試験2・3級

留学生の卒業後の
進路

【就職先業種・職種】
音響会社、一般企業 等

【就職先会社名】
株式会社トライオーディオ、株式会社ハートス、株式会社RS-Japan 等

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
●ESP学園留学生学習奨励費／ESP学園に在籍する留学生で、入学後
の出席率が学内基準以上の者。　金額：年間160,000円（年2回80,000
円ずつ支給） ※出席率が90％を下回った段階で支給停止

【学費の免除・減免措置】
●ESP学園JLPT奨学金／JLPTのN1またはN2合格者に対し、入学試験
合格者は学費より減免、入学後に合格した場合は2年次学費より減免。　
金額：N1取得者 100,000円　N2取得者 50,000円
●ESP学園語学教育機関推薦奨学金／日本語学校から本校所定の推
薦状を受け、出願書類に添付　金額：50,000円（入学時の学費より減免）

その他受入条件

●日本語教育機関での出席率80％以上　●入学時の年齢が18歳以上で、
母国で12年以上の学校教育を修了した者　●以下のいずれかに該当する者 
①日本語能力試験Ｎ2以上合格　②日本留学試験の日本語科目200点以上取
得　③法務大臣が告示をもって定める日本語教育施設で「留学」の在留資格で満
6か月以上の日本語教育を受講且つ成績・出席率良好な者　④BJTビジネス日本
語能力テストで400点以上取得　●学費・生活費のための十分な資金がある者

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

●入学時にオリエンテーション実施
●毎月もしくは適宜留学生担当による個別面談

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

有。資格外活動許可を取得し、その許可の範囲内で求人紹介。

備考
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専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
Senmongakko Hiko・Mizuno Jueri Karejji Osaka

HIKO MUZUNO COLLEGE OF JEWELRY OSAKA

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

ジュエリープロダクトコース ○ 士 共 30 4 2 入学金100,000円／授業料798,800円／実習費300,000円／
施設費200,000円／合計（1年間）1,398,800円

1日2または4限
※1時限90分　
週5日

【講義:実習 20:80】

クリエイティブジュエリーコース ○ 士 共 30 4 3 入学金100,000円／授業料798,800円／実習費300,000円／
施設費200,000円／合計（1年間）1,398,800円

1日2または4限
※1時限90分　
週5日

【講義:実習 20:80】

ウォッチメーカーコース ○ 士 共 24 4 2 入学金100,000円／授業料798,800円／実習費300,000円／
施設費300,000円／合計（1年間）1,498,800円

1日2または4限
※1時限90分　
週5日

【講義:実習 20:80】

自転車メカニックコース － 士 共 28 4 2 入学金100,000円／授業料800,000円／実習費400,000円／
施設費100,000円／合計（1年間）1,400,000円

1日2または4限
※1時限90分　
週5日

【講義:実習 20:80】

［住所］〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-14-3
［交通］長堀鶴見緑地線西大橋駅3番出口から徒歩3分
［採用担当／入学担当］入学相談室
■TEL:06-6537-4333 フリーコール：0120-701-777 ■FAX:06-6537-4334
■E-mail:osaka@hiko-osaka.jp ［URL］https://hiko-osaka.jp

【留学生センターの設置】留学生のための専用窓口で、英語・中国語・韓国語の話せるスタッフがいる。【日本語フォロー授業あり】
留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 50名

留学生の
主な出身国・地域 中国、台湾、韓国、インドネシア、マレーシア、ベトナム、アメリカ、スリランカ

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験

【受付】2019年9月2日～2020年3月7日　（試験日）試験は出願後随時
【選考方法】書類審査、面接、日本語筆記試験、作文　（選考料）15,000～20,000円
※JLPTのN2（2級）以上の合格者またはEJUの日本語科目200点以
上またはBJT400点以上の場合は筆記試験、作文を免除。面接重視。

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人学生と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取組みの内容】
日本人学生と同じ条件の下、各希望職種によって個別対応する。

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、模擬面接、スーツやメイ
クの練習セミナーなど

海外連携企業、学校等 有

海外連携の内容 世界19か国、54校と提携。海外研修旅行や短期留学制度あり。

資格取得

【ジュエリーコース】
・貴金属装身具制作技能検定（国家資格）
・ジュエリーコーディネーター検定
【ウォッチコース】
・時計修理技能士資格（国家資格）
・ウォッチコーディネーター資格検定
【自転車メカニックコース】
・自転車安全整備士、自転車技士資格
・スポーツバイクメカニック検定

留学生の卒業後の
進路

【就職先会社】
㈱ケイ・ウノ、㈱俄コリア、イー・エム、デザイン㈱、㈱シンク、㈱ピースリー・
クリエーション、㈱エフ・ディ・シィ・フレンズほか

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）日本での就職率100％（2019年3月卒業生）

留学生対象の制度

【留学生奨学金制度】
対象：ジュエリーコースに合格した留学ビザ（あるいは取得予定）の方
給付額：30～40万円
給付方法：1年次の学費より減免
申込期間：2019年9月2日～12月21日　※期間内に合格した人は全員
採用　※初年度のみ

【留学生特待生制度】
対象：専門課程に合格した留学生
給付額：40万円
給付方法：学費40万円を減免（最大3年間）

その他受入条件

入学時の年齢が18歳以上で、以下のいずれかに該当する方。①日本語能力にお
いて以下のいずれか一つの条件を満たしていること。１．日本語能力試験Ｎ2（2級）
以上に合格。２．日本留学試験での日本語科目200点以上を取得。３．BJTで400点
以上を取得。４．法務大臣が告示で定める日本語教育機関で6か月以上の日本語
教育を受講。５．日本の小学校、中学校、高等学校、大学等で1年以上の教育を受け
た方。②その他永住、家族滞在ビザなどお持ちの外国籍の方はご相談ください。

身元保証人 不要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【5月】新入生歓迎会　【6月】インターナ
ショナルパーティ　【10月】学園祭　【その他】就職ガイダンスほか

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学業に支障のない範囲で、アルバイトの求人をいただいているところを
紹介。

備考
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放送芸術学院専門学校
Hoso Geijutsu Gakuin Senmogakko

Broadcasting Arts College

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

スーパーメディアクリエイター科 ー 士 共 40 4 3 （学費）初年度　1,120,800円
（コース）スーパーメディアクリエイター、スーパータレント 900時間

メディアクリエイト科 ー 士 共 240 4 2

（学費）初年度　1,120,800円
（コース）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

900時間

タレント科 ー 士 共 80 4 2
（学費）初年度　1,120,800円
（コース）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

900時間

［住所］〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-5-9
［交通］JR桜ノ宮駅から徒歩10分、大阪メトロ堺筋線・谷町線南森町駅から徒歩10分
［採用担当／入学担当］滋慶国際交流ＣＯＭ ＴＥＬ:0120-191-806 ＴＥＬ:06-6536-7351 
ＦＡＸ:06-6538-7772
■TEL:06-6242-5050 ■FAX:06-6242-5221 ［URL］https://www.bac.ac.jp

「実学教育」「人間教育」「国際教育」を基本理念とし、業界で即戦力として活躍できる人材を業界とともに育成しています。一人ひとりの夢を実現さ
せるために、企業から学ぶ「企業プロジェクト」や企業で研修ができる「業界研修制度」など業界と直結した教育システムがあります。また、留学生の皆
さんが安心して日本で勉強できるよう「滋慶国際交流ＣＯＭ」を設置し出願・ビザ・学費など専門のスタッフが入学から卒業までをサポートします。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 19名

留学生の
主な出身国・地域

中国7名、台湾2名、香港2名、インドネシア2名、ベトナム2名、
韓国1名、マカオ1名、オーストラリア1名、トルコ1名、合計19名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験
【受付】10/1～3/31（ＡＯ入学6/1～9月中旬）
【試験日】随時　【選考方法】書類選考、面接、その他
【選考料】30,000円　【試験内容】面接・本校独自の日本語試験

留学生の
インターンシップ実施 有。日本人と同じ

留学生の
インターンシップ状況

【具体的な取り組みの内容】
産学協同教育の一環として、1日間～2週間の間企業の現場にて「業
界研修」を実施します。単なる就業体験ではなく、
就職内定を獲得する手段として位置付けています。

留学生対象の就職支援 就職指導、履歴書作成指導、面接指導、就労ビザ取得サポート　など

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

専門士

留学生の卒業後の
進路

TV業界、映画業界、ライブ業界などのエンタメ業界全般

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】留学生特別奨学金制度、留学生奨学金制度など
【特待生制度、学費の免除・減免措置など】
指定校推薦の方は選考料30,000円免除

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率80％以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

【4月】入学オリエンテーション　【5月】留学生交流パーティー　【6月】学園祭　【9
月】業界セミナー　【10月】体育祭　【11月】海外研修　【1月】合同企業セミナー

【2月】進級制作発表・卒業制作発表　【3月】卒業式　（年度により変更有り）

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

学業に支障がない範囲で、履修科目に関連したアルバイト先を紹介。

備考
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メディカルエステ専門学校
Medeikaru Esute Senmongakko

MEDICAL ESTHETIC COLLEGE

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

メディカルエステ学科
昼間部 － 士 女 100 4 2

入学金200,000円／
1年次の学費1,120,000円／
2年次の学費1,210,000円／
別途、教材費が必要

授業時間数：年間980h／
週30h／
単位50分以上

［住所］〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町３
［交通］JR環状線天満駅より南へ徒歩8分、大阪メトロ堺筋線扇町駅5番出口より南へ徒歩2分、
大阪メトロ堺筋線・谷町線南森町駅4番出口より北へ徒歩8分
［採用担当／入学担当］教務部／事務局
■TEL:06-6314-0261 ■FAX:06-6313-1112 ■E-mail:info@nishizawa.ac.jp　［URL］https://www.mec.ac.jp

【学校の特色】お肌やダイエットについての正しい知識、女性特有の身体の仕組みなどキレイになるための医療を、学校長をはじめとするドクターから、
楽しく学ぶことができます。エステのテクニックだけではなく、メイクやネイルも本格的に学べるので、卒業時にはトータルな美容テクニックが身に付きま
す。さらにアロマテラピーやストーンセラピー、リフレクソロジーなども学べます。

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者

留学生の
主な出身国・地域

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 書類選考のうえ、面接試験と日本語筆記試験の実施

留学生の
インターンシップ実施

留学生の
インターンシップ状況

留学生対象の就職支援 無

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容

資格取得

留学生の卒業後の
進路

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

【奨学金制度】
・留学生特別奨学金：1年次の学費より35万円 減免
・西沢正雄奨学金：入学者全員に1年次の学費より20万円 減免

その他受入条件

・日本語教育機関での出席率90%以上
・日本語能力試験2級以上

身元保証人 要

宿舎の紹介 無

日本での生活指導、
オリエンテーション等

・入学時にオリエンテーション実施
・入学後の学生生活に関する個別相談随時実施

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

備考
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森ノ宮医療学園ランゲージスクール
MorinomiyaIryou Gakuen Rangeji Sukuru

Language School of Morinomiya Gakuen

■留学生募集学科概要

学科名 職業実践
専門課程 専門士 性別 募集

定員
入学
時期

修業
年数 学費 授業時間数・年間・週

【講義・実習】

進学2年コース ー ー 共 20 4 2
入学検定料：25,000円／入学金：55,000円／
授業料：1,200,000円／その他：180,000円／
合計（2年間）1,460,000円

2年1,520時間

進学1年6カ月コース ー ー 共 20 10 1.5
入学検定料：25,000円／入学金：55,000円／
授業料：900,000円／その他：135,000円／
合計（1年6カ月間）1,115,000円

1年6カ月1,140時間

進学1年コース ー ー 共 20 4 1

入学検定料：25,000円／入学金：55,000円／
授業料：600,000円／その他：90,000円／
合計（1年間）770,000円 年760時間

［住所］〒558-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-28-9
［交通］大阪メトロ中央線コスモスクエア駅3番出口より徒歩3分
［採用担当／入学担当］事務課
■TEL:06-4703-3615 ■FAX:06-4703-3616 ■E-mail:nihongo@morinomiya.ac.jp
［URL］https://jls.morinomiya.ac.jp/

1.レベル別に分かれた授業と補講体制　2.国際色豊かな仲間とのグループディスカッションおよび.卒業後の進路を描くキャリアデザイン　3.日本
の医療、福祉に触れる授業

留学生に対する教育方針・特色・独自の個別指導やフォロー体制

留学生在籍者 68名

留学生の
主な出身国・地域 ベトナム42名、インドネシア4名、ネパール12名、フィリピン10名

留学生用試験の有無 有

留学生選考試験 【選考方法】書類審査、本人面接、保証人面接、能力適性試験

留学生の
インターンシップ実施 無

留学生の
インターンシップ状況

無

留学生対象の就職支援 就職指導（全般）、履歴書・経歴書の作成指導、面接指導、その他指導

海外連携企業、学校等 無

海外連携の内容 無

資格取得

無

留学生の卒業後の
進路

2019年開校のため実績未

留学生の就職率
（就職者/就職希望者）

留学生対象の制度

無

その他受入条件

無

身元保証人 要

宿舎の紹介 有

日本での生活指導、
オリエンテーション等

入学オリエンテーション、健康診断、進路オリエンテーション、日本文化
体験、地域文化体験、課外活動、誕生日会

アルバイト紹介／
アルバイトポリシー

担任教員および生活指導教員による判断に基づき、資格外活動許可
証の副申書発行を判断する。出席率90％以上を規準とし、国内法律の
遵守などを指導した上で、資格外活動取次申請を行う。業務内容・修業
場所・就業時間・雇用先との連絡等、適切な学習環境を保持する指導
を行う。

備考
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