


1 　設置学科及び定員

学科 専攻コース 修業年数 入学期 定員

グローバルビジネス科 グローバルビジネスコース 2年 4月 80名

２ 　出願資格

■高校生・社会人
1．2019年 3月高等学校卒業見込みの方、および既に卒業された方。
2．文部科学省高等学校卒業程度認定試験に合格した方（見込者含む）。

■留学生
1．母国において12年以上の学校教育を受けている方。または、それに相当する教育を受けた方。
2．次のいずれかの日本語能力を有する方。
　　①日本における日本語教育機関（告示校）に6ヶ月以上在籍した方。
　　②日本語能力試験N2レベル以上または日本留学試験日本語科目が200点以上の方。

3 　出願手続き

■出願期間………2018年 10月 1日～2019年 2月22日（但し定員になり次第締め切り）
■出願書類………（留学生は NO1 ～ NO15  の該当する全書類を提出、
　　　　　　　　高校生・社会人は NO1 と NO5 と NO6 のみ提出）※提出された書類は返却できません。

NO 必要書類 留意点

1 入学願書

・本校所定用紙　様式‒1
・記入例を参照し両面を記入すること
・写真貼付（縦4cm×横3cm）無帽、3ヶ月以内に撮影のこと
・午前コースか午後コースを選択のこと
・裏面の「入学にあたっての誓約事項」をよく理解した上で、サイン
  すること

2 自国最終学歴の卒業証明書もしくは卒業証書 ・コピー可　　　・日本語訳必要（英語の場合は日本語訳不要）

3 自国最終学歴の成績証明書 ・コピー可　　　・日本語訳必要（英語の場合は日本語訳不要）

4 自国の高等学校の成績証明書 ・コピー可　　　・日本語訳必要（英語の場合は日本語訳不要）

5 在籍校の卒業（見込み）証明書

6 在籍校の成績出席証明書（調査書） ・日本語学校在籍者は「月別」と「累計」の出席が記載されていること

7 日本語能力検定試験成績証明書または留学試験
成績票

・受験者のみ
・コピー可

8 パスポートのコピー ・顔写真記載ページと資格外活動許可シール部分

9 在留カードのコピー
・両面をコピー
・カードに記載されている住所は、入学願書、実際に居住して
  いる住所と同じであること

10 経費支弁説明書 ・本校所定用紙　様式‒2
・両面を記入すること

11 預金通帳のコピー（全ての通帳） ・表紙と来日から出願時までの収支、残高が記載されていること
・所有している全ての通帳

12 学校推薦書 ・学校推薦奨学金を受ける者のみ
・本校所定用紙　様式‒3

13 大学卒業学歴証明書 ・大学卒業資格奨学金を受ける者のみ
・本校所定用紙　様式‒4

14 自己推薦書 ・自己推薦奨学金を受ける者のみ
・本校所定用紙　様式‒5

15 受験料の振込み用紙、もしくは証紙 ・入学願書に貼付のこと

※他校と併願予定の場合は入学願書の「併願の有無」に記入のこと。
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4 　出願方法

①郵送による出願の場合
　※本校指定の封筒を使用し、簡易書留にて郵送。書類審査後にこちらから受験票を郵送。

②願書持参の場合
　※本校指定の封筒を使用し、指定窓口に持参。書類審査後にこちらから受験票を郵送。
　　指定窓口……大村美容ファッション専門学校　グローバルビジネス科　受付
　　　　　　　　住所：福岡市中央区黒門4-41　※地図参照　※受付時間（平日）10：00～ 16：30（土日祝は除く）
　　※土日祝と冬季休業中（12/23（日祝）～1/6（日））は願書持参の受付が出来ません。

5 　受験料10,000円 の支払いについて

①学校に持参の場合
　※本校の券売機で証紙を購入し、願書に貼付する。

②振込みの場合
　※本校指定の振込み依頼書で振込み、証明書（学校提出用）を願書に貼付する。
　※必ず、入学者氏名で振込むこと。

③一旦納入された受験料は、受験する、しないに関らず、返還いたしません。

6 　試験内容

1．書類審査
2．筆記試験（日本語能力）
3．面接試験

　※試験会場は　大村美容ファッション専門学校
　※試験日時は　本校より指定（受験票に明記）

7 　願書受付期間、入学試験日、合否発表日

期 願書受付期間 入学試験日 合否発表日（発送日）

第一期 2018年 10月　1日（月）～
　　　　　　　　　　　10月12日（金） 2018年 10月 20日（土） 2018年 10月 23日（火）

第二期 2018年 10月 13日（土）～
　　　　　　　　　　　11月　9日（金） 2018年 11月 17日（土） 2018年 11月 20日（火）

第三期 2018年 11月 10日（土）～
　　　　　　　　　　　11月30日（金） 2018年 12月　8日（土） 2018年 12月 11日（火）

第四期 2018年 12月　1日（土）～
　　　　　　　　　　　12月14日（金） 2018年 12月 22日（土） 2018年 12月 25日（火）

第五期 2018年 12月 15日（土）～
　　　　　　　2019年　1月11日（金） 2019年　1月19日（土） 2019年　1月22日（火）

第六期

2019年　１月12日（土）～
　　　　　　　　　　　　1月25日（金） 2019年　2月　1日（金） 2019年　2月　5日（火）

2019年　１月26日（土）～
　　　　　　　　　　　　2月　1日（金） 2019年　2月　8日（金） 2019年　2月12日（火）

2019年　2月　2日（土）～
　　　　　　　　　　　　2月　8日（金） 2019年　2月15日（金） 2019年　2月19日（火）

2019年　2月　9日（土）～
　　　　　　　　　　　　2月15日（金） 2019年　2月22日（金） 2019年　2月26日（火）

2019年　2月16日（土）～
　　　　　　　　　　　　2月22日（金） 2019年　2月28日（木） 2019年　3月　5日（火）

※定員になり次第締切ります。　※願書は受付期間最終日の16時30分までに必着のこと。　※合否の通知は所属学校に通知致します。
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8 　学費と納入期日

■1年次の学費

学  費

大村奨学金制度利用区分 入学金 授業料 教材費 合　計 授業料減免額

①奨学金利用なし 100,000円 600,000円 70,000円 770,000円 なし

大
村
奨
学
金
制
度
利
用
者

②学校推薦者＋大卒資格者 100,000円 350,000円 70,000円 520,000円 △250,000円

③学校推薦者 100,000円 400,000円 70,000円 570,000円 △200,000円

④自己推薦者＋大卒資格者 100,000円 400,000円 70,000円 570,000円 △200,000円

⑤自己推薦者 100,000円 450,000円 70,000円 620,000円 △150,000円

⑥大卒資格者 100,000円 550,000円 70,000円 720,000円 △50,000円

納入期限 合格通知発送日
から２週間以内 2019年 2月28日まで

※学費は一括払いを原則としますが、授業料のみ分割が可能です。（分割手数料3万円）
　学費の支払いは銀行振込み、または本校の券売機で証紙を購入し、支払いが可能です。
　授業料を分割する場合は手数料の３万円が必要です。支払いは以下のとおりです。

■1年次の学費（分割の場合）

分割
支払

大村奨学金制度利用区分 入学金 授業料・教材費・手数料 授業料 合　計 授業料減免額

①奨学金利用なし 100,000円 400,000円 300,000円 800,000円 なし

大
村
奨
学
金
制
度
利
用
者

②学校推薦者＋大卒資格者 100,000円 275,000円 175,000円 550,000円 △250,000円

③学校推薦者 100,000円 300,000円 200,000円 600,000円 △200,000円

④自己推薦者＋大卒資格者 100,000円 300,000円 200,000円 600,000円 △200,000円

⑤自己推薦者 100,000円 325,000円 225,000円 650,000円 △150,000円

⑥大卒資格者 100,000円 375,000円 275,000円 750,000円 △50,000円

納入期限 合格通知発送日
から２週間以内

2019年
2月28日まで

2019年
9月30日まで

■2年次の学費

学　　費
授業料 教材費 合　計

500,000円 60,000円 560,000円

納入期限 2020年2月28日まで 2020年2月28日まで

※学費は一括払いを原則としますが、授業料のみ分割が可能です。（分割手数料3万円）
　学費の支払いは銀行振込み、または本校の券売機で証紙を購入し、支払いが可能です。
　授業料を分割する場合は手数料の３万円が必要です。支払いは以下のとおりです。
　前期33万円：2020年 2月28日まで、後期25万円：9月30日まで。
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■学費に関する留意事項
①　授業料の分割申請は入学願書の授業料納入方法で分割を選択してください。

②　入学許可証は学費が全額（授業料分割の場合は前期分）納入された後に発行します。

③　学費には施設費や校外活動費、健康管理費が含まれ、施設費には駐輪場代が、健康管理費には健康診断や傷害保険など
の費用も含まれます。

④　教材費は学校から配布するプリント、テキストやパソコンの消耗品（マウス、メモリーカード、接続ケーブルなど）及び
日本留学生ビジネスマナー検定受験費用などに使用します。
また、教材費の中には、保険料も含まれます。

⑤　2019年 3月 31日までに入学辞退の意思表示をした方（当校指定の入学辞退届けを提出）には、入学金以外の納入
された学費を返還致します。

⑥　2019年 4月1日以降、一旦納入された学費は、入学金も含めいかなる理由があっても返還致しません。

9 　大村奨学金制度

以下に該当する者には奨学金として授業料が減免されます。奨学金の返済はありません。

※中途退学される場合は返金頂きます。

NO 奨学金の種類 授業料の減免額 条　　件 提出書類

1 学校推薦者奨学金 200,000円

・在籍校の校長から推薦を受けた者
推薦基準：以下の基準を満たしていること
①出席率が95％以上であること（出願時までの出席率）
②日本語能力検定試験N3もしくは同等の日本語力を有
する者

学校推薦書
本校所定用紙
様式‒３

2 大学卒業資格者
奨学金 50,000円

・自国もしくは日本で大学卒業の学歴を有する者
・大学の卒業証明書もしくは卒業証書を提出すること
（コピー可）

大学卒業学歴証明書
本校所定用紙
様式‒４

3 自己推薦者奨学金 150,000円 ・学習意欲が高く、自己を推薦できる者で、当校が実施す
る自己推薦試験（面接、筆記、書類選考）に合格した者

自己推薦書
本校所定用紙
様式‒５

※奨学金希望者は入学願書の大村奨学金の欄に記入してください。

※大学卒業資格者奨学金は1と2いずれかの奨学金と併用することが可能です。

※大学卒業資格者が自己推薦者奨学金を併用する場合は、自己推薦試験を受験します。

■本校は「留学生受入れ促進プログラム」（旧文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度）を受給することができます。

　※但し人数に制限があり成績、出席、学習態度などの総合評価により選考されます。
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■サンシティー荒江
　　　　（福岡市城南区：別府駅より徒歩13分）

家賃
2万円～

■プロスパリア城南
　　　　（福岡市城南区：別府駅より徒歩1分）

家賃
4万円～

11 　駐輪場の案内

■駐輪場地図

福岡市唐人町
駐輪場

※入学後は福岡市唐人町駐輪場を利用できます。

10 　寮・マンションの斡旋について

当校では提携の不動産会社から住まいのご紹介をしています。
必要な方は以下の不動産会社に問合せしてください。
『保証人不要の物件もあります』※但し、保証会社への料金が発生します。

会社名 電話番号 住所

共立メンテナンス 0120-88-4921 福岡市博多区博多駅前2-3-23

ナジック 0120-198-749 福岡市中央区渡辺通4-10-10

スマイルプラザ 092-714-1000 福岡市中央区黒門8-2

参考物件：問い合わせ先は「ナジック」まで
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12 　アルバイトの斡旋について

大村では提携先である株式会社ナジック・アイ・サポート運営の「学生アルバイト情報ネットワーク（aines）を通じてアル
バイトの紹介をしています。

メリット
1．アルバイトの斡旋について留学生がアルバイト可能な企業をインターネット上で検索できます。
2．学校や通学路周辺など便利な場所でアルバイトを探せます。
3．入学後はいつからでもアルバイトを開始できます。
　　　※入学後に情報サイトへのログイン方法をお知らせします。
　　　   注意 : 資格外活動の許可を得ており、定められた労働時間内でのアルバイトに限ります。

※下記リストに関しては、2017年 6月5日時点での留学生募集企業です。
　最新の留学生募集中の企業については、入学後に学生アルバイト情報ネットワークから検索ください。

企業名 業種 仕事内容 時間給 勤務先

株式会社一蘭 飲食 ホール・調理 時給950円～1350円 福岡空港店
（福岡市博多区下臼井）　他

エイジス九州株式会社 アウトソーシング業
コンビニやスーパーで
の、商品カウント（棚卸
し）作業や商品陳列

時給900円～1,080円 福岡市内・近郊のコンビニ

株式会社
イデックスオート・ジャパン レンタカー レンタカー受付・

洗車STAFF 時給1,000円～
バジェットレンタカー
福岡空港国際ターミナル店
（福岡市博多区半道橋）

スリー・アールシステム
株式会社 メーカー 事務スタッフ

（人事、広報） 時給950円～ スリー・アールシステム
株式会社 (福岡市博多区那珂）

Apple Japan 合同会社 小売 Apple Store での
接客・販売 時給1500円～ Apple　福岡天神

（福岡市中央区天神）

株式会社キューブツ 物流倉庫 倉庫内の仕分け、検品 時給850円～ 株式会社キューブツ
（糟屋郡志免町）

株式会社
トーホーフードサービス 物流倉庫 倉庫内でのピッキング 時給900円～1,000円 トーホーフードサービス

福岡支店（福岡市東区）

有限会社ディアンドエッチ 飲食 接客・調理補助など 時給900円～1,500円 博多だるま本店
（福岡市中央区小笹）　他

株式会社キューマックス ゲームアプリ開発 ゲーム内でのイベント
企画業務 時給1,000円～ 福岡市博多区博多駅東

株式会社ポールスター 飲食 カウンター・キッチン 時給850円
ケンタッキーフライドチキン
天神サザン通り店
（福岡市中央区天神）

株式会社　美光 商業施設 清掃 時給815円 木の葉モール（福岡市西区橋本）

株式会社ハローデイ スーパー 販売・陳列・レジ業務 時給800円～ ハローデイ香椎店
（福岡市東区千早）

WBFリゾート沖縄株式会社 ホテル 客室清掃・調理補助 時給900円～ ホテルWBF福岡天神南
（福岡市中央区春吉）

日本サブウェイ株式会社 飲食 サンドイッチ製造・アイ
スクリーム販売 時給850円～900円 ヤフオクドーム

（福岡市中央区地行浜）

株式会社庄屋フードシステム 飲食 ホール・キッチン 時給880円～970円 雑魚屋　福岡天神店
（福岡市中央区天神）

株式会社エムケイ 物流倉庫 荷降ろし・梱包STAFF 時給900円～ 福岡市東区箱崎ふ頭

株式会社ドトールコーヒー 飲食 接客 時給850円～
ドトールコーヒーショップ
福岡空港店
（福岡市博多区下臼井）

イオン九州株式会社 商業施設 レジスタッフ 時給824円～974円 イオンショッパーズ福岡店
（福岡市中央区天神）

株式会社モンテローザ 飲食 ホール・キッチン 時給1,000円～ 目利きの銀次　博多駅筑紫口店
（福岡市博多区博多駅東）

有限会社ネクスト・ワン 酒の買取・販売 データ入力・梱包・接客 時給830円～ 福岡市東区松島

※勤務時間は企業に直接問合せの上相談ください。
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記入例

見
本

7OMULA／GLOBALBUSINESS



見
本

8 OMULA／GLOBALBUSINESS
























