
AI & Robot Major / & AI＆机器人学科
AI＆ロボットワールド
スーパーITエンジニア専攻 （４年制）
スーパーAIクリエイター専攻（４年制）
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CG映像クリエイター専攻 （３年制）
総合アニメーション専攻 （３年制）
コミックイラスト専攻 （３年制）

Japanese Culture & HospitalityMajor / 日本文化和日式服务学科
日本文化＆ホスピタリティワールド
ホテルマネージメント専攻（３年制）
国際ビジネスマネージメント専攻（３年制）
翻訳・通訳専攻 （３年制）
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スーパーゲームクリエイター専攻 （４年制）
e-Sportsプロマネージメント専攻 （４年制）
e-Sportsゲーム開発クリエイター専攻 （３年制）
ゲームAIエンジニア専攻 （３年制）
ゲームプログラマー専攻 （３年制）
ゲーム企画・シナリオ専攻 （３年制）
ゲームCGデザイン専攻 （３年制）
ゲームキャラクターデザイン専攻 （３年制）
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TECH.C.の専攻紹介
TECH.C.的专业介绍TECH.C. Course Introduction

AI＆ロボットワールド AI & Robot Major/ & /AI＆机器人学科4年制/高度専門士 3年制/専門士

クリエイターワールド Creator Major/ /创意设计学科4年制/高度専門士 3年制/専門士

スーパーゲーム
クリエイター専攻(4年制)

Super Game Creator
Course

超级游戏设计师专业

e-Sports
プロマネージメント専攻(4年制) 

e-Sports Professional 
Manager Course

e-Sports电竞职业经纪人专业

e-Sportsゲーム開発
クリエイター専攻(３年制)

e-Sports Game Creator 
Course

e-Sports 电竞游戏开发专业

ゲームAIエンジニア専攻
(３年制)

Game AI Engineer Course

游戏AI工程师专业

ゲームプログラマー専攻
(3年制)

Game Programmer
Course

游戏程序设计师专业

ゲーム企画･シナリオ専攻
(3年制)

Game Planning ･
Scenario Course

・
游戏企划·脚本专业

ゲームCGデザイン専攻
(3年制)

Game CG Design Course

游戏CG设计师专业

ゲームキャラクター
デザイン専攻(3年制)

Game Character Design
Course

游戏角色设计师专业

ゲームワールド Game Major/ /游戏设计学科4年制/高度専門士 3年制/専門士

スーパーITエンジニア専攻
(4年制)

Super IT Engineering
Course

超级情报处理工程师专业

スーパーAＩクリエイター専攻
(4年制)

Super AI Engineer Course

超级游戏AI工程师专业

ロボット専攻
(3年制)

Robot Course

机器人专业

ロボット＆IoT専攻
(３年制)

Robot・IoT Course
・

机器人·IoT专业

プログラマー専攻
(3年制)

Programmer Course

软件程序设计师专业

Webクリエイター専攻
(3年制)

Web Creator Course

Web设计师专业

スーパーCG
クリエイター専攻(4年制)

Super CG Creator Course

超级CG设计师专业

スーパーデジタル
メディア専攻(4年制) 

Super Digital Media
Course

超级电子媒体专业

日本文化＆ホスピタリティワールド Japanese Culture & Hospitality Major/ /日本文化和日式服务学科3年制/専門士

ホテルマネージメント専攻
(３年制)

Hotel Management Course

酒店管理专业

国際ビジネス
マネージメント専攻(３年制)

International Business 
Management Course

国际商务管理专业

翻訳・通訳専攻
(３年制)

Translator ・Interpreter 
Course
・

翻译·口译专业

CG映像
クリエイター専攻(3年制)

CG lmage Creator Course

CG影像制作专业

総合アニメーション専攻
(3年制)

General Animation Course

综合动画专业

コミックイラスト専攻
(3年制)

Comic Illustration Course

漫画插画专业

専門士 Diploma /          / 专门士「高度専門士」の称号が授与される4年制
/ 授予「高度专门士」称号的四年制

让你发挥自我，并更加磨练综合能力的4年制，授予与大学毕业的「学士」学位同等的「高度专门士」证书，将来还能够
升学入读研究生院。

●あなたを活かし、総合力をさらに磨く４年制で、大学卒業の「学士」同等の
　「高度専門士」が授与され、将来、大学院進学も可能になります。
You will develop comprehensive skills as well as receiving the title of Advanced Diploma when you choose 
this 4-year program.The title of Advanced Diploma is the equivalent to a university undergraduate degree and 
enables you to continue your studies at a postgraduate level, within Japan or overseas.

The graduates who finish 3-year course and given the title 
"Diploma" may use an admission system for entering 
university.

●３年制のコースを修了し、 
　「専門士」の称号を受けた卒業生は
　大学編入制度を利用することができます。

完成了充实的3年课程后,可取得「专门士」的称号，取得「专门
士」称号的学生, 毕业后有资格考大学的插班。

A 4-year program for which the title of “Advanced Diploma” is awarded.
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Admission Requirements
入学資格

●Applicants who live in Japan
● ●入学志愿者在日本国内居住的情况

第一志愿校报名

◆専願選考……………… 本校を第一志望として受験される方が対象となります。
This is available to students whose only preference is this school and complete the screening process.● Exclusive Application Selection

●
●

● School Recommendation
●
●

◆指定校推薦 ………… 本校の指定となっている日本語学校の卒業見込み者で、本校が第一志望の方を対象とした制度です。
 ＊自分の学校が指定校かどうか、推薦基準等は在籍する学校に直接問合わせてください。

上記の学校推薦の場合は、本校所定のもの（P１６）をご使用ください。
学校推荐报名的同学,请使用本校指定的推荐书（P16）.In case, of School Recommendation, please see pg16.

※关于插班编入事宜，请咨询本校入学事务部。※
※
※編入学については、本校入学事務局にお問合わせください。
Please feel free to contact the admission office if you have any inquiries.

AO入学

◆AO入学 ………………
● AO Enrolment
●
●

AO入学申请报名从6月1日开始 ※详细内容请向学校咨询 ∼

Register for AO Enrollment from 1st June ※Please contact the school for further details.

 AO入学开始 8月1日 AO Application starts 1st AugustAO出願開始8月1日（水）～

AO入学エントリー6月1日（金）～ ※詳細につきましては、学校までお問い合わせください。

● 18岁以上,拥有外国国籍并完成12年以上学校教育（相当于高中毕业程度）,
　 且满足下列条件中的任何一项者.
 ・日本语能力试验N1(以前是1级) 或者N2(以前是2级) 合格的学生
   ・日本留学考试的日语科目达到200分以上
   ・ BJT考试达到400分以上
   ・在法务省公告的日语教育机构具有6个月以上的留学经历者
   ・在日本学校教育法第一条中规定的学校中接受过1年以上的教育（除了幼儿园）
● 在学习上没有障碍学生

● 

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
● 

Methods of Application
出願方法

●18才以上、12年間の学校教育（高等学校相当）を修了した外国籍の方で、以下の条件のいずれか1つに該当する方 

●受講・学習に支障のない方
● Foreign students eligible to study at our college must have completed at least 12 years of primary and secondary education, and have satisfied one or more of the following:

 ・Passed N1(1st)or N2(2nd) grade of the Japanese Proficiency Test (JLPT)
 ・Have a score of 200 points or more on the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
 ・BJT400 points and above.
 ・Studied Japanese for 6 months or more in a Japanese language program approved by the Japan Ministry of Justice.
 ・Received at least a year of education at a school recognized by Section 1 of the Japan School Education Act (excluding kindergarten)

● The college will only accept applicants who are committed to completing the course of study.

该制度的适用对象是由日语学校推荐的，把本校作为第一志愿且符合下述推荐条件的申请者

This is a system for students whose first preference is this school, who are about to graduate from a Japanese school 
designated by this school.　　＊Please contact your school directly to find out whether it is a designated school.

◆日本語学校推薦……本校が第一志望で、下記推薦基準を満たし日本語学校から推薦が受けられる方を対象とした制度です。 

Students with an attendance rate of over 90%.／ ／出席率达到90%以上者

Students with clear goals and targets.／ ・ ／具有明确的学习目标和目的者

Students whose Japanese ability is deemed sufficient for their studies at our school.
／具备足够在本校学习的日语能力者

1. 出席率が90％以上の方

2. 明確な目標・目的を持っている方

3. 日本語力が本校の勉学に支障ないと判断される方

● Japanese Language
　 School Recommendation
●
●

For students currently enrolled in a Japanese school, please receive a recommendation based on 
the following requirements.

●入学志望者が日本に居住している場合

 ・日本語能力試験N1（旧1級）、またはN2（旧2級）に合格した方 
 ・日本留学試験の日本語科目200点以上取得した方
 ・BJT４００点以上取得した方

・法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方
・日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた方（幼稚園を除く）

※ If you wish to apply directly from your home country or if you have any questions, please contact the Jikei COM International Center.
※ ※直接从海外报名入学或者咨询时，请与滋庆国际交流 COM（TEL：＋81-3-5679-5644）联系。

※ 本国からの直接出願や海外からのお問い合わせは
　 滋慶国際交流COM（　 +81-3-5679-5644・　 jcic@jikeicom.jp）までご連絡ください。

東京デザインテクノロジーセンター専門学校は、東京都の認可を受けた学校です。
専門学校とは、修業年限1年以上、年間授業数800時間以上、常時40名以上の学生が在籍していることなど、学校教育法第124条に定められた
「専門課程他を置く専修学校」の呼称です。
TECH.C. is an authorized Professional Training College in Tokyo.
According to the Article 124 of the school Education Act, Professional Training College is defined as "Specialized training colleges offering postsecondary courses, etc". It is also 
defined as conditions that the term of study is at least 1 year, annual class hours are more than 800 hours, number of registered students is 40 or more at all times, etc.

东京设计科技专门学校，是一所东京都认可的专门学校。
所谓的专门学校，是指为修业年限达1年以上、年间授课时数达800小时以上、在校生人数总是达40人以上等等，按照学校教育法第124条所制定：「设有专门课程等其他课程的专修学校」之意。
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Outline of Process from Enrollment to Admission
出願・入学手続きの流れ

Please make sure you bring the required documents. You will be informed of the date of your selection interview and screening
when you submit your enrollment application.

Application Procedure・ ・

必要書類を必ず持参してください。選考日は出願時にお知らせいたします。

出願手続き

Once tuition payment procedures have been completed and payment has been confirmed at this school, an acceptance letter will be issued.
 (Please retain this form until your student identity card is issued.)

学費納入手続きが完了し、本校にて納入金の入学確認後10日以内に入学証（学生証が発行されるまで保管してください）を発行します。

入学許可証 Letter of Acceptance・　 　 　・

Please,change and update your  VISA by the entrance Ceremony. You may not enter the school until you have completed your Visa formalities.

入学式までにVISAの変更や更新手続が必要な方はご自身で行ってください。VISA手続が終了しないと入学できません。

V ISA手続き Visa procedure・　 　  ・

If we do not receive all of the documents required for your enrollment application, you may not be eligible for screening.
出願手続きに必要な書類等が提出されていない場合は入学試験は受けられません。

書類選考 Documents selection・　 　  ・

Please arrive 15 minutes early on the designated day. If late you may not sit for the screening. There will be a Japanese language test and an 
interview. (AO applicants who have completed their interview are exempt)

指定された選考日の開始15分前に集合してください。遅れた場合は受験できません。日本語試験と面接（AO面接終了者は除く）を行います。

入学試験 Entrance examination・　 　  ・

Each course will have guidance for new students, and hand out textbooks.

New Student Guidance (April)・　 　 　 　 　 　・
各専攻ごとのガイダンス・教科書配布を行います。

新入生ガイダンス（4月）

You will be notified the date of the Entrance Ceremony by post.
入学式の日時は郵送で案内します。

入　学　式（4月）Entrance Ceremony (April)・　 　 　  ・

Guidance Sessions will be held for international students regarding visas, student life and post-graduate employment.
VISAについて・学生生活・卒業後の就職等についてのガイダンスを行います。

留学生ガイダンス（4月） International Student Guidance (April)・　 　 　 　 　 　・

9～10
※       .

We will send you a list of the textbooks and materials that you need to purchase (see pg 9-10) at the beginning of March. Please pay for these by 19th March.
※Payment by installments or delayed payment is not allowed for textbook/equipment fees.

P9～10に記載されている教本・教材費の納入のご案内を3月初旬に送付します。3月19日（火）までに納入してください。
※教本・教材費について分納や延納は認められません。

教本・教材費納入手続き Purchase of Textbooks and Materials・　 　 　 　 　 　 　・　 　 　

10天

After the screening, the result will be notified by post within 10 days. We will not respond to telephone enquiries.
試験後、１０日以内に合否を郵送にて通知いたします。電話等による問合わせには応じられません。

合否発表 Announcement of examination results・　 　 　 　・

9

・

The  acceptance letter along with the fees payment schedule will be directly sent to your address. Please pay the tuition by the deadline.
Reluctantly, if you decline the enrollment, we will refund the tuition fees except the entrance fees for those who have completed the procedure of declining enrollment before March 31, 2019.After April 
1st, the entrance fee, tuition fees and other fees will not be refunded according to the Supreme Court procedure.

合格通知と一緒に学費納入の案内を、願書に記入してある現住所あてに郵送します。期日までに学費を納入してください。

入学手続き・学費納入

やむなく入学を辞退される場合、2019年3月31日（日）まで入学辞退手続きを完了された方には、入学金を除き、納入された学費・諸費用を返金いたします。
4月1日以降は、最高裁判例に基づき、一旦納入された入学金と授業料及び諸費用は返金できません。

最高法院

必须在指定的考试日期和考试时间的15分钟之前集合，进行日语考试以及面试。迟到者将不能参加考试和面试。

结果发表

教科书教材费缴纳手续

进行有关签证申请、学生生活、毕业后的就职等方面的指导。

入学典礼的日期以邮寄的方式通知。

签证手续

新生入学说明会（４月）

留学生说明会（４月）

初邮寄

本人必须准备好报名时所需的资料。提交报名资料时将会被告知入学考试时间。

资料审查

如果报名所需资料未能提交，将不能参加入学考试。

请在3月19日（星期二）前缴纳。

入学前需要更换或更新签证的同学请自己办理相关手续，没有完成签证更新的同学不能入学。

进行各个专业课程的说明并分发教材。

・

・

学费缴纳完毕，并经本校确认，在10天之内向学生本人邮送入学许可证（领到学生证之前请妥善保管）。



（AO入学除外）

（日语考试、面试及资料审查）

10 1 （星期一）

入学考试

◎在日本国内居住,现在就读的不是日本语学校的学生在报名时可能需要追加资料,请在报名前向入学办事处询问详情。
◎请本人持以上1~9所述“办理申请所需资料”来校。居住在较远的地方者，请先与我们联系。
◎提交的资料及考试费恕不退还。
◎
◎

・

Applications will be accepted from 1st October.
（Excluding AO Enrollment）

Enrollment Application Commencement Date

出願手続き（日本居住の場合）

◎Applicants who live in Japan and are not attending a Japanese language school may need to submit additional documents.
◎Applicants are requested to bring all the required 1-9 documents mentioned above. If the applicants can't come since the residence 
is too far, please contact us.

◎Documents submitted and examinations fee will not be returned.

5

出願受付

Examinations are held from October until March. However, we will close applications if we reach capacity.

Entrance Screening (Japanese Examination and Interview/Document Selection)入学選考（日本語試験と面接試験及び書類選考）
10月から3月まで行います。ただし、定員になりしだい、締め切ります。

※AO入学に関してはP７をご参照ください。

10月1日（月）から受付開始
（ＡＯ入学を除く）

◎日本に在住している入学希望者で現在日本語学校に通っていない方の出願必要書類については、追加書類が必要となる場合がありますので、お問い
合わせください。

◎上記の1～9の「出願手続きに必要なもの」を本人が本校へ持参すること。遠方の場合はご相談ください。
◎提出書類・選考料は返却いたしません。

２. 日本語学校の証明書
 ・在学証明書、又は卒業見込み証明書
 ・成績証明書・出席証明書
 ※JLPTN2以上・EJU日本語科目200点以上・BJT400点以上の日本語能力
　　　資格取得者は証明書コピー

3. 最終出身校（高等学校・大学等）の卒業証明書、
 または卒業証書のコピー

4. 送金の事実が確認できるもの（通知書等）
 もしくは、銀行残高証明書

P12,13

第18页

※  ,      .
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1. 入学願書（本校所定のもの）P12,13
Application for Admission
(Please use the form designated by our school) pg 12,13

Forms and Certificates issued by Japanese Language School
・Student Registration Certificate or Proof of Expected Graduation Certificates
・Official Transcripts / Attendance Certificate

Graduation Certificate from your last school 
*(Diploma from High School or Universities)

1.

1.
1.

2.

3.

・3.
3.

Verification remittance of money (such as notification) 
or certificate to show the balance in your bank account.

4.

4.
4.

8. 受験票（本校所定のもの）P18

9. 選考料30,000円（指定校推薦の方は免除）
 ※郵便の場合、郵便局に郵便振替後、郵便振替払込証明書を同封して
 　ください（現金での納入はできません）。持参の場合は現金可。

8.
8.
8.

9.

9.

9.

Admission Slip for Screening (Designated by our school)pg 18

Screening Fee ¥30,000
（No screening charges for the applicants recommended by the designated schools）
※In case of post, please send us a postal transfer payment certificate.  
   Payment in cash is not acceptable.  Cash accepted only in case you bring it directly
   to the school.

・
・ ・

2.

・ ・
2.
  ※

※An applicant who has passed the N2 level of the JLPT, or who scored 200 
points or more on the EJU or who schored 400 points or more on the BJT, 
must provide a copy of the repective certificates.

Admission procedure (in case of the residence in Japan) 

出願書類 Application

5. 在留カードのコピー（両面）
5.
5.
5.

A Copy of Resident card(Both Sides)

7. 国民健康保険証のコピー（両面）
7.
7.

7.

A Copy of your National Health Insurance Card(Both Sides)

※如果是邮局汇款，请在汇款之后将汇款证明附在资料中(不可邮寄现金)。
     可以持现金缴费。

6. パスポートのコピー（写真、氏名、日本の出入国履歴のページ）
6.
6.
6.

A Copy of your passport (Full Page)



（AO入学除外）10 1 （星期一）

获指定学校推荐者免收30,000日元选考费

Applications will be accepted from 1st October.
（Excluding AO Enrollment）

海外からの出願手続き（ワーキングホリデービザ・短期ビザなどの場合を含め）

6

※AO入学に関してはP７をご参照ください。

Enrollment Application Commencement Date出願受付

Preferential System
／

Preferred applicants from designated schools are exempt the ¥3０,０００ screening fee. 
指定校推薦の方は選考料30,000円免除
優遇制度

10月1日（月）から受付開始
（ＡＯ入学を除く）

◆「日本留学試験」を利用した渡日前入学許可制度
● 入学志愿者在日本国外居住的情况● ●入学志望者が自国に居住している場合 ● Applicants who live in their own Country

The Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) is used for the pre-arrival admission system. 
利用《日本留学考试》的渡日前入学许可制度

在日本国外参加日本学生支援机构实施的「日本留学考试」,根据考试成绩与其它书面资料审查的结果, 海外直接报名的学生可以使用「来日本前入学许可制度」。通过入学许可的学生由滋庆国际交流
COM代理在留资格认定申请手续。关于报名资料、入学考试、其它相关手续的详细事项请向滋庆国际交流COM询问。

日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」を日本国外で受け、その成績と書類選考により、渡日する前に入学を許可する制度です。入学許
可された場合は、在留資格手続認定を滋慶国際交流COMが代理で行います。出願に必要な書類や入学試験、その他入学手続きなどの詳細に
つきましては、滋慶国際交流COMへお問い合わせください。
For overseas applicants, we accept students according to the result of ”EJU” conduct by the Japan Student Services Organization taken outside of Japan and 
document screening. In case granted admission, certificate of eligibility procedure is done by the Jikei COM International Center on behalf of the applicant. Detailed 
information such as necessary documents for application, entrance exam, admission procedures and others, please ask the Jikei COM International Center.

※在留資格を取得出来なかった場合は、入学金及び納入された学費・諸費用を返金いたします。ただし、返金にかかる送金手数料はご負担いただきます。
※ If students can not acquire a resident status,we will refund the entrance fee and derivered tuition fee.However, the remittance charge will be borne by you in case of repayment.
※ ・
※ 在留学资格没有获得批准的情况下，入学金、缴纳的学费以及其他学杂费会退还。但是，退还费用时候发生的银行手续费需要个人负担，敬请谅解。

２. 日本語資格証明書
 （例：JLPTのN2若しくはN1合格証明書、EJU200点以上、BJT400点以上）
 ※また、法務省告示を受けた日本語教育機関で6カ月以上の留学歴がある場合
 　は、卒業証明書、成績証明書、出席証明書の提出が必要。　　

3. 本国最終出身校（高校・大学など）の卒業証明書又は
 卒業証書のコピー

4. 本人又は経費支弁者の経費証明書類（銀行残高証明等）

・

・◎Documents submitted and examinations fee will not be returned.
◎提出書類・選考料は返却いたしません。

1. 入学願書（本校所定のもの） P12,13
Application for Admission
(Please use the form designated by our school) pg 12,13

Any one of the Japanese Certificates issued by 
International Recognized JLPT N1, N2, EJU (200 scored & above), 
BJT(400 scored & above) .
※Or offical Graduation Certificate/Transcript/Certificate of Attendance
　 (at least 6 months) are required for students graduated from Japanese
　Language School “in Japan.”

A Copy of Graduation Certificate from your last school.
*(Diploma from High School or Universities)

Documents to verify remittance of your bank account.

1.

1.
1.

2.

2.

2.

3.

3.
3.

4.
4.
4.

5. 戸籍謄本若しくは経費支弁者との関係の記載があるもの
Bank Balance Certificate of your family member who is 
responsible for your expenses and Family Register Certification.

5.

5.
5.

6. パスポートのコピー（写真、氏名、日本の出入国履歴のページ）
A Copy of your passport
(Pages with your face photograph & entry stamp) 

6.

6.
6.

8. 選考料 日本円30,000円
 （必ず日本円でお願い致します。 ※指定学校推薦の方は免除）
8.

8.

8.

Screening Fee ¥30,000
(We can accept only Japanese Yen. 
 ※No charge for special selected school)

7. 受験票（本校所定のもの） P18
7.
7.
7.

Admission Slip for Screening(Designated by our school)pg 18

 Admission procedure from overseas(including working holiday,short-term visa)

出願書類 Application

提交的资料及选考费恕不退还。

◎海外送金にてお振込みの場合は手数料がかかる場合があります。
◎Transfer fee may occur on international transaction. 从海外汇款时可能会产生手续费。

4cm（ ）ｘ3cm（ ）3  （  3    ）

9. 証明写真 4cm（縦）ｘ3cm（横） 3枚
　　（直近3ヶ月以内に撮影したもの）　　

9.

9.

9.

Photo for Application (4cmx3cm)x 3 copies 
(Photo taken in the last three months)
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 About AO Enrollment
AO入学について

AO入学制度是以重视报考人的自身条件（个性和求知欲）是否符合学校要求为录取标准的一种选拔制度。

■AO入学の手順 AO Enrollment Procedures
AO入学流程

ＡＯ入学制度とは、出願者自身の人物像（個性や意欲）と学校側の求める学生像（アドミッション・ポリシー）を
最も評価する入学選考方法のことです。

●体験入学・学校説明会に参加

体験入学又は学校説明会に参加し、個別相談を受けてください。
＊ＡＯ入学登録（エントリー）には、体験入学・学校説明会への参加が必要です。

Participating in open campus events or school information sessions
参加体验入学・学校说明会

Please come to an open campus event or school information session for a personal consultation.
＊Participating in an open campus event or school information session is mandatory for AO Enrolment registration. 

＊

请参加体验入学或者学校说明会和个别咨询　＊申请AO入学时，必须要参加体验入学・学校说明会

Participating in open campus events
Attending to school information sessions

・
参加体验入学·参加学校说明会

●AO入学に登録（エントリー）　６月１日（金）～
Registration for AO Enrollment starts 1st June (Fri), 2018

∼ AO入学申请报名从2018年6月1日(五)开始
Register for AO Enrollment

申请AO入学/

ＡＯ入学にエントリー

面 接 Interview 面试

AO入学選考 ●AO入学選考

選考内容

AO Enrollment Selection Process AO入学选拔方法

This is an interview to confirm your future goals and dreams.

面试考试旨在了解学生将来的目标和目的。

Selection Content

あなたの将来の目標、目的を確認する面接選考です。

AO入学選考
合否通知

AO Enrollment Selection Notification

AO入学选拔结果通知

●AO入学選考合否通知
AO Enrollment Selection Notification AO入学选拔结果通知

Ten days after the interview, the results of the AO enrollment interview will be sent to the applicant.

面试后10天之内，会将AO入学考试结果用邮寄的形式通知考生本人。

面接後１０日以内に、ＡＯ入学選考の結果を本人あてに郵送します。

AO入学願書提出
Submission of AO Enrollment Application

提交AO入学申请资料

AO Enrollment Application Submission (Official Application)
关于AO入学申请表格的提交（正式报名）

Official Enrollment Application Commencement Date: 1st August (Wed),

受理报名开始日期：8月1日（三）开始

●AO入学願書提出（正式出願）について

正式願書受付開始日：８月１日（水）～

Final Selection: Japanese Language Test and Document Screening

考试内容：日语考试和资料审查

●最終選考内容：日本語試験及び書類選考

The AO Enrollment system is a selection method that evaluates the applicant’s character, personality and will to see if they fit the school’s image of the ideal candidate (admissions policy).

体験入学に参加
学校説明会に参加
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留学生のための進学相談会

●体験入学 日曜日・祝日（12：00～16：00予定）

签到

Trial Lessons 体验入学

●個別相談

予約方法
よ やくほうほう

Individual Counseling 个别咨询

Enrollment Guidance for International Students 为留学生设置的升学说明会

受　付
Reception

学校设施参观

校舎見学
Facility Tour

说明会

説明会
Orientation Session

体验入学

体験入学
Trial Lessons

个别咨询

個別相談
Individual Counseling

土曜日（12：00～15：00予定）●学校説明会 Orientation 说明会

签到

受　付
Reception

学校设施参观

校舎見学
Facility Tour

说明会

説明会
Orientation Session

个别咨询

個別相談
Individual Counseling

毎日開催しています。あなたの好きな日、好きな時間に参加できます。来校前に予約をしてください。
Held daily. You can participate on the day and time you prefer. Please make an appointment before visiting the school.

每天举办。你可以选择喜欢的日期及时间参加。但请提前预约。

●インターネット
http://www.tech.ac.jp
●Ｅメール
info@tech.ac.jp

●ケータイｗｅｂサイト
http:// tech.ac.jp
●フリーダイヤル
　 0120-00-5586

/

/

/ /

/

/

※体験希望日3日前までにご予約ください。

ほう  ほうしゅつ

にゅう がく し けん がく もん だい

りゅう しょうがく がく きんせい

ひ

がん て つづ

1出願手続きの方法
2入学試験について

3留学生奨学金について
4学費･ビザの問題について

プログラミング入門
（C言語・Java）

（Unreal Engine・Unity）

3DCG体験
（Maya・ZBrush）

AIプログラミング
体験

ゲームプログラム
体験

ゲームキャラクター
デザイン体験 イラスト上達講座 デジタルイラスト

体験
ゲームエンジン体験

Webデザイン
体験 VFX体験

AI・IT・ロボット・Web 3DCG・映像

イラスト・アニメゲーム

体験授業メニュー 例
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留学生奨学金制度 下記の条件にあてはまる留学生に対して、奨学金として正規学費から減免いたします。

１． 現在通っている学校の出席率が８０％以上の方
２． 日本語能力試験でN2レベル(旧2級)に合格した方、または日本留学試験の日本語科目で
　 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． 本校独自の日本語試験の合格者、及び将来にたいしての目的をしっかり持っている方

●在留資格「留学」を有する外国の方（留学
　ビザ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。

International Student Scholarship System

1.Students who have the current school attendance rate of 80% or more.
2.Students who have passed the JLPT level N2, or who get more than 200 points on the EJU or who 
　get more than 400 points on the BJT.
3.Students who have passed the TECH.C. Japanese test, and are certain of their future goals.

Students who meet one of the following criteria may receive a scholarship, with the following amount being deducted from your school fees.

条件 Conditions (for those who meet the following criteria)
Candidates /  / 对象

以下の項目の内
２つ以上を満たした方（　　　　　 ）対象者

●

●
●留学生奖学金的申请资格是持有留学签证（包括将来准备换成
     留学签证）的外国留学生.
●但是,公费留学生除外。

/

Outline of School Fees
TECH.C. 専攻別学費一覧

1.
2.

3.
※進級時は年間出席率が80%以上の学生に対し上記奨学金を適応します。
※The above scholarship will also apply (upon passing to the next grade) to students who have an attendance rate of 80% or higher.
※ ※ 80

以奖学金的方式减免部分正规学费。

専　　　攻　　　名 年 制
入 学 金
（入学時のみ）

①

学費年間
①＋②の
合計
Ａ

③＋④の
合計
B

（納入時期/合格通知から10日以内）

スーパーIT科［４年制／高度専門士］

IT・デザイン科［３年制／専門士］

100,000 940,000 1,040,000 350,000 50,800 400,800４年制

100,000 940,000 1,040,000 350,000 50,800 400,800３年制

100,000 940,000 1,040,000 400,000 50,800 450,800３年制

100,000 940,000 1,040,000 350,000 50,800 400,800３年制

100,000 940,000 1,040,000 350,000 50,800 400,800３年制

100,000 840,000 940,000 250,000 50,800 300,800３年制

●Foreign students with“College Student”visa 
status (or any other status which can be changed 
to“College Student”) are eligible. 

●Government-sponsored foreign students are excluded. 
1.
2.

3.

现在上学中的学校的出席率在80%以上的学生。
通过日语能力测验N2（旧称2级）者，日本留学考试日语科目分数
达200分以上者，或是BJT商务日语能力考试分数达400分以上者

授業料

②
（               ）年額・
施設維持費含む

③

総合演習費

（               ）年額・
内容は右記をご覧ください

④

キャリア教育
振興費

（               ）年額・
内容は右記をご覧ください

ゲームワールド

クリエイター
ワールド

クリエイター
ワールド

日本文化＆
ホスピタリティ
ワールド

AI＆ロボット
ワールド

AI＆ロボット
ワールド

スーパーITエンジニア専攻

スーパーAＩクリエイター専攻

スーパーCGクリエイター専攻

スーパーデジタルメディア専攻

スーパーゲームクリエイター専攻

e-Sportsプロマネージメント専攻

ゲームワールド

e-Sportsゲーム開発クリエイター専攻

ゲームAIエンジニア専攻

ゲームプログラマー専攻

ゲーム企画・シナリオ専攻

ゲームCGデザイン専攻

ゲームキャラクターデザイン専攻

ロボット専攻

ロボット＆IoT専攻

CG映像クリエイター専攻

総合アニメーション専攻

コミックイラスト専攻

ホテルマネージメント専攻

国際ビジネスマネージメント専攻

翻訳・通訳専攻

プログラマー専攻

Webクリエイター専攻
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■ 納入期限と納入金内訳

◎ 教本・教材費は実費となります。
◎ 2・3・4年次の授業料は1年次の授業料に10万円増額になります。
◎ 卒業年次には、卒業関連費40,000円が必要となります。
◎ 授業料、総合演習費、キャリア教育振興費、健康管理費等は
　 2・3・4年次も必要となります。
◎ Fees for textbooks and materials are at cost.
◎ Tuition fees will increase by 100,000 yen for your 2nd, 3rd and 4th years.
◎ In your final year, 40,000 yen will be required for graduation-related costs.
◎ Tuition fee, General exercise fee, career education promotion 
　 expenses, and Health Management fee will be required for annual
    year 2nd ,3rd ,4th .

※Payment by installments is not permitted. If your payment is late, you may not be able to participate in lessons or receive class materials.
※分割納入はできません。納入が遅れた場合、研修の参加や教材がお渡しできないことがあります。但し、事情のある方は入学事務局までご相談ください。

Payment Details and Due Dates

※

初年度
学費納入

その他

納入期限 納入金内訳Payment Due Date

原則合格通知発行日から10日以内

但し、海外送金や国の事情で期日までに納入できない場合は、入学金（10万円）を
10日以内に納入下さい。残りの学費納入については事務局へご相談下さい。

3月19日（火）まで 教本･教材･健康管理費･他

入学金･授業料･総合演習費・
キャリア教育振興費

By 19th March Textbook Fees, Equipment Fees, Health Management Fees, others

Admission Fee, Lesson Fees,
General Lesson Fees,

Career Education Promotion ExpensesSchool Fees for
First Year

Other

Notification of acceptance within 10 days from the date of issue.

However, when you cannot pay by the date under the situation of overseas remittance or a country, please pay the
entrance fee (100,000 yen) within ten days. Please consult us about the remaining tuition delivery. 

Payment Details

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 课本、教材费按实际花费金额缴纳
◎ 第2,3,4年级的学费比1年级增加10万日元
◎ 毕业年度需要交4万日元的毕业相关费用
◎ 学费、综合演习费、职业教育振兴费。和健康管理费等费用
　 是在2·3·4年时也需要交的

原则上要在收到合格通知书的10天内缴纳

如果是海外送金或者因特殊原因不能按期缴纳时, 
请与入学事务局联系,做学费商谈. 但要先将入学金的10万日元交齐.

入学金、学费、综合实践费、
职业教育振兴费

・
・

Payment every year /  / 

The following 3 items costs are required separately to those listed on the left.
 / 

Includes: Accident Insurance, Comprehensive Health Checkup, Health Consultation, Health Guidance, etc

伤害保险、综合性的健康诊断与咨询、保健指导也包括在内。

Health Management Fees (20,000 yen/year) （20,000日元/年）
傷害保険、総合的な健康診断や健康相談、保健指導などが含まれます。

a.健康管理費（20,000円/年間）

・

本校每年都会调整教学大纲以适应业界的变动，教科书也因此会根据需要有所变动，确定金额会在3月初发布。所学专业不同，教材也有所不同。
3月初会公布所需材料列表，请按需购买，已有画材无须另行购买。

本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われています。そのため、教本が必要に応じて変更となります
ので、決定額は、３月初旬にご案内いたします。教材は各専攻により内容が異なります。３月初旬にリストをお送りしますので、
必要品目のみご購入ください。現在お手持ちの画材等を新たに購入いただく必要はありません。
Our school reviews the curriculum annually in accordance with industry trends. Therefore, textbooks may be changed as required. For that purpose we have 
submitted the estimated amounts. We will inform the final amounts early March. The contents of the teaching material depend on the major. We will send you 
the list early-March, so please purchase only the items required. There is no need to purchase new painting materials if you already have the items.

资格检定费是指学校指定的资格考试。检定资格根据专业不同内容也不同。学校会根据业界需要调整需要考取的资格。所以这是预估费用。具体内
容各专业会在3月上旬发布。无论考试合格与否，资格检定费是指一次考试的费用。

Qualification examination fee is limited to the examination designated by the school. The examination varies based on the major. At our school, 
we review the examination based on industry trends and have submitted the estimated amounts. Further details will be communicated for each 
major in early March. Qualification fees will be charged only once, regardless of acceptance or rejection.

Textbook, Equipment Fees (Additional Department Information will be provided in March )
b.教本・教材費（専攻ごとに3月初旬にご案内します）

（各专业会在3月初进行通知。）

資格検定費は学校指定の検定に限ります。検定は各専攻により異なります。本校では業界の動向に合わせ検定の見直しを行
っています。よって、予定額を掲出しています。詳しくは３月上旬に専攻毎にご案内いたします。資格検定費は、合否に拘わらず
１回のみの費用となります。

资格检定费(约20,000日元/入学年度)
Qualifying Examination fee about 20,000 yen (Only at the time of enrollment)

c.資格検定費（約20,000円/入学時のみ）

■左記以外に下記の３項目（その他費用）が必要となります。

毎年必要

入学時に必要

※定員 120 名

Ａ＋Bの
総合計

留学生
奨学金

留学生
奨学金を
受けた場合

342,0001,440,800 1,098,800

342,0001,440,800 1,098,800

342,0001,490,800 1,148,800

342,0001,440,800 1,098,800

342,0001,440,800 1,098,800

442,0001,240,800 798,800

193

Required for only at the time of enrollment / / 

繳納期限及繳納金額明細

有问题者，请咨询入学事务局。

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の協力を得て企業の視点に立った体験型学習に特化した実学教育システムを展開しています。
We implement a practical training system with learning that can be directly applied in the real world by utilizing industry cooperation events such as 
practical training, exercises, event planning, production and management.

総合演習費（年間）

实习、演习、活动企划·制作·运营等、是建立在业界的协助之上以企业的视点展开的产学一体化的体验型学习系统。

综合实践费用（年）Expense Total for Practical Sessions(Annual)

・
・

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、産学連携教育のもと、社会人・職業人として自立するために必要な能力（計画力、
問題解決能力、創造力、チームワーク、コミュニケーション力等々）や職業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を導入し、更
にインターンシップ等を通して就職並びにデビューに直結させています。
Based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the Ministry of Economy, Trade and Industry, 
the necessary abilities (planning ability, problem solving power, creativity, teamwork, communication skills, etc.) required to become 
self-sustaining as a worker. We introduce practical education to improve the occupation avenues and work perspectives, and also directly assist 
in employment and debut through internship etc.

キャリア教育振興費（年間）

以文部科学省与经济产业省的指导线为基础，产学共同教育的根本是培养作为社会人·职业人能够自立的必要能力（计划能力、问题解决能力、创造力、团
队协作、沟通能力）以及职业观、勤劳观的形成而导入的实践教育，并在此之上通过企业实习等方式与直接连接就职与出道。

职业教育振兴费（年）Career Education Promotion Expenses (Annual)



出願と選考に関する注意事項

入学願書は太枠をすべてご記入ください。

● 必ず、記入もれのないようにしてください。

● 選考日当日は、清楚な服装で臨んでください。
● 受験票と筆記具を必ずご持参ください。

How to fill out the Enrollment Application
入学願書記入方法

11

学科･専攻名は
P.9をご参照ください。
出願には、
「学科名」「専攻名」を
それぞれ記入してください。

住所欄の郵便番号
（〒）を忘れずに
記入してください。

保証人の欄は
保証人自筆のこと。

ビザの種類は、
「留学」
「短期滞在」など、
現在のビザについて
記入してください。

「AO入学」
「指定校推薦」
「日本語学校推薦」
「専願選考」
のいずれかに○を
付けてください。

写真は必ず証明写真
を貼付してください。

アルファベット

漢字 or カナ

入 学 願 書

貴校に入学を志願いたしますので、必要書類を提出いたします。
入学のうえは学則その他の諸規則を守り、学業に専念する事を誓います。
保証人は、学生の一身上について、本人と連帯して責任を負うことを誓います。

入学方法（◯で囲む）

受付期日 年　　月　　日 受験番号

ワールド科 専　攻

学校長　　多田　順次　殿

Enrollment  Application

Photo: Upper body, taken from the 
front. No hats. Plain background. 
Must be less than three months 
old. Entire surface to be covered 
with adhesive.

Enrollment Method

 I wish to enroll in this school, so I will hand in the necessary documents. I promise to abide by the rules of 
the school and focus on my studies. Guardians/Guarantors promise to be jointly responsible with the 
applicant for the applicant’s welfare.

受付番号
※

※太ワクの中は記入しないこと。

AO入学　・   指定校推薦   ・   日本語学校推薦  ・　　専願選考
AO Enrollment School Recommendation Japanese Language School Recommendation Exclusive Application Selection

写　　真
（4cm×3cm）
正面上半身、脱帽、
無背景で3ヵ月以内に
撮影したもの。

全面にのり付けすること。

フ リ ガ ナ

アルファベット
（パスポート表記） 性  別 生 年 月 日

漢 字 名
Name

現住所

電　話

本国の住所

本国の電話

旅券番号

日本語学校名

日本語学校住所

男　・　女 　 　　　年　　　  月　　　  日生

満年齢（　　　）歳

国　籍

保護者氏名

有効期限

本人との続柄

婚姻の有無 有　 ・　 無年　 月　 日

在学期間 　　　　年　　月～ 　 　　年　　月まで

電話 （　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

氏　名

フ リ ガ ナ

現住所

勤務先

性　別 生年月日

住所

本人との続柄

年　　月　　日生
年齢（　　）歳

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

〒

〒

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）

本

　
　
　人

保
護
者
又
は
保
証
人

Name of Parent/Guardian

Valid Until Marital Status Married UnmarriedPassport Number

Name of Japanese Language School

Address of Japanese Language School Telephone Number

Education Period

Telephone Number in Home Country

自宅
Home phone

携帯
cellular phone

Current Visa Valid Until

Sex Date of Birth

Sex Date of Birth

Current Address

Telephone Number

メールアドレス
Email address

Address in Home Country

Nationality

Relationship to applicant

Name

Current Address Relationship to applicant

Name of workplace Address

Male Female

Student Visa Other

男　・　女
Male Female

在留カード番号
Resident Card Number

※太ワクの中のみ記入すること。 ※必ずボールペンで記入してください。（消せるペンは不可）
※Only fill in the areas outlined in bold. ※Please write with a ballpoint pen.(An erasable pen is not allowed to use.)

※保証人の欄は保証人自筆のこと。　　　　※合格通知は上記本人住所へ送付されますので変更があった場合、速やかに変更届けを提出してください。
The Guarantor must fill out the Guarantor section. You will be notified the outcome of your application by post, so please let us know immediately if your postal address changes.

学校法人コミュニケーションアート　滋慶学園COMグループ

IT・デザイン

チン　　　　カン　　　キョウ

CHEN    KUAN  CHING
65659XXXX

1992　　 4　　 2

169-0075
25陳    冠  境

東京都新宿区高田馬場10-11-XX ハイツ高田102
sample-address@xxxx.com

03    3210    XXXX 台湾

陳　朝福
Chen Chao-fu

307109XX 2020    6    1

父

知人

台北市大安区日新街XX-XX

高田馬場言語学院

高田　次郎

（株）畠山

1972     1    1
45

タカダ　　　ジロウ

169-0075

134-0084

134-0083

東京都新宿区5-6-X

東京都江戸川区東葛西11-X

東京都江戸川区中葛西1-1

03  3869  XXXX

03    3210    XXXX

03  5671 XXXX

201８     4      2019     3

02  2775  XXXX

098   303   XXXX

ゲーム ゲームプログラマー



入 学 願 書

貴校に入学を志願いたしますので、必要書類を提出いたします。
入学のうえは学則その他の諸規則を守り、学業に専念する事を誓います。
保証人は、学生の一身上について、本人と連帯して責任を負うことを誓います。

入学方法（◯で囲む）

受付期日 年　　月　　日 受験番号

※太ワクの中のみ記入すること。 ※必ずボールペンで記入してください。（消せるペンは不可）

ワールド科 専　攻

学校長　　多田　順次　殿

Enrollment  Application

※Only fill in the areas outlined in bold. ※Please write with a ballpoint pen.(An erasable pen is not allowed to use.)
Photo: Upper body, taken from the 
front. No hats. Plain background. 
Must be less than three months 
old. Entire surface to be covered 
with adhesive.

Enrollment Method

 I wish to enroll in this school, so I will hand in the necessary documents. I promise to abide by the rules of 
the school and focus on my studies. Guardians/Guarantors promise to be jointly responsible with the 
applicant for the applicant’s welfare.

受付番号
※

※太ワクの中は記入しないこと。

AO入学　・   指定校推薦   ・   日本語学校推薦  ・　　専願選考
AO Enrollment School Recommendation Japanese Language School Recommendation Exclusive Application Selection

写　　真
（4cm×3cm）
正面上半身、脱帽、
無背景で3ヵ月以内に
撮影したもの。

全面にのり付けすること。

フ リ ガ ナ

アルファベット
（パスポート表記） 性  別 生 年 月 日

漢 字 名
Name

現住所

電　話

本国の住所

本国の電話

旅券番号

日本語学校名

日本語学校住所

男　・　女 　 　　　年　　　  月　　　  日生

満年齢（　　　）歳

国　籍

保護者氏名

有効期限

本人との続柄
アルファベット

漢字 or カナ

婚姻の有無 有　 ・　 無年　 月　 日

在学期間 　　　　年　　月～ 　 　　年　　月まで

電話 （　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

氏　名

フ リ ガ ナ

現住所

勤務先

性　別 生年月日

住所

本人との続柄

年　　月　　日生
年齢（　　）歳

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

〒

〒

※保証人の欄は保証人自筆のこと。　　　　※合格通知は上記本人住所へ送付されますので変更があった場合、速やかに変更届けを提出してください。

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）

本

　
　
　人

保
護
者
又
は
保
証
人

Name of Parent/Guardian

Valid Until Marital Status Married UnmarriedPassport Number

Name of Japanese Language School

Address of Japanese Language School Telephone Number

Education Period

Telephone Number in Home Country

自宅
Home phone

携帯
cellular phone

Current Visa Valid Until

Sex Date of Birth

Sex Date of Birth

Current Address

Telephone Number

メールアドレス
Email address

Address in Home Country

Nationality

Relationship to applicant

Name

Current Address Relationship to applicant

Name of workplace Address

The Guarantor must fill out the Guarantor section. You will be notified the outcome of your application by post, so please let us know immediately if your postal address changes.

Male Female

Student Visa Other

男　・　女
Male Female

在留カード番号
Resident Card Number

学校法人コミュニケーションアート　滋慶学園COMグループ



学　歴
学 校 名

小 学 校

中 学 校

高等学校

専門学校

大 学

修業年数

年

年

年

年

年

年

入学年月／卒業年月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月           

※すでに「AO入学エントリーシート」をご提出された方は、記入の必要はありません。

※上記の内容を面接の際、参考にさせていただきます。

会　社　名 在　職　期　間 職　　種
※自国で就職した経験がある方のみ記入

School name

Elementary school

Junior high school

High school

Technical college

College / University

Duration of Education Date of enrollment / Date of graduation

Academic background

自国での職歴
Employment history in home country

Period of employment Type of jobCompany name

あなたの将来の目標や学ぶことの目的を記入してください。Please write your future goal and the purpose of study. 
※It is not necessary to fill this out if you have already submitted AO Enrollment Registration Sheet.

② 住所＆TEL

（　　　　）　　　　－

③ 職業（勤務先の名称）＆TEL

1．日本語のレベル

2．その他語学・技術の資格

3．学費はどのように負担しますか？

□ 本人負担　　□ 外国からの送金　　□ 奨 学 金　　□ 在日経費支弁者負担　　□ そ の 他

経費支弁者

① 氏　名

④ 年　収 ⑤ 学生との関係

Japanese Language Skill

In case of Self-finance,please write the information of guardian in the space of Financial Supporter below. 

Other Language and Technical Qualification

□ 日本語能力試験（ N1、N2、N3、N4、N5 / 1級、2級、3級、4級 ）
□ 日本留学試験の日本語科目　　　　　点
□ BJTビジネス日本語能力テスト　　　　　点
□ 現在、日本語学校で勉強しているレベル（初級・中級・上級）

Financial
Supporter

How do you plan to finance your education?

Self-finance

Name Home address & Phone number

Occupation,Place of employment & Phone number Annual income Relationship with the applicant

Remittance from abroad Scholarship Supporter in Japan Other

※本人負担の場合は、下の経費支弁者の欄に保護者の方の情報をご記入ください。

Yes
有　　 ・　　 無

No

※海外から出願される方へ 
日本で、日本語学校以外の留学経験はありますか？
※For Direct Overseas Applicants
　Any Experience of Studying Abroad in Japan (Other than Japanese Language School)? 



AO入学エントリーシート

※学科・専攻名は9ページをご参照ください。

フリガナ

性　別 生年月日

漢 字 名 男 ・ 女 　　年　　　月　　　日生

現 住 所
〒      　　 -

電　　話

国籍

（　　　　　）　　　携帯電話 （　　　　　）　　

在籍学校名

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

日本語学校名 在籍期間

在籍期間

在籍期間

専門学校名

大学･
短期大学名

受付日 ＡＯ入学選考日

※太ワクの中のみボールペンでご記入ください。（消せるペンは不可）

志望校 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

志望学科
科 ワールド 専攻

※

※電話をお持ちでない方は、ご記入頂かなくて結構です。

Name

Sex

Male Female

Date of Birth

Current Address

Telephone Number

Nationality

Name of Japanese
 Language School

Name of
Technical College

Name of University
or College

Mobile Phone Number

メールアドレス
Email Address

Name of school at which
you are currently enrolled

Preferred department

AO Enrollment Registration Sheet

Please use a pen to fill out the sections outlined in bold.(An erasable pen is not allowed to use.)

Please refer to page 9 for department and course names.

You do not need to fill this out if you do not have a phone.

Enrollment Period

Enrollment Period

Enrollment Period

Resident Card Number
在留カード番号

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）
Current Visa Valid UntilStudent Visa Other

受付番号
※

※太ワクの中は記入しないこと。

アルファベット
（パスポート表記）

学校法人コミュニケーションアート　滋慶学園COMグループ



プレゼンテーションシート

あなたの長所や本国で学んだこと、
あるいは取得した資格がありましたら記入してください。

※ボールペンでご記入ください。

※取得した資格のある方は、資格の証明書のコピーを添付していただいても結構です。

あなたの将来の目標や学ぶことの目的を記入してください。



※別途、本人の在学証明書、成績証明書、出席証明書が必要になります。

　　　　　年　　　月　　　日

学校名    

校長名                                                                         印

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　（　　　）

進路指導担当者氏名

志望学科・ワールド・専攻

志願者氏名

国　　籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　年　　　月　　　日生

在籍期間　　　　　　年　　　月～　　　年　　　月（予定）　　　　　　　　　年　　　月　　　日　修了（見込み）

記

下記の者は貴校の入学者として適当であると、責任をもって推薦いたします。

※本人について特記事項をご記入ください。

学業に関する所見

人物に関する所見

その他

受付番号
※

※太ワクの中は記入しないこと。

ワールド科 専攻

学校長　　多田　順次　殿

※どちらか一つを選んでください。
推　薦　書

指 定 校 推 薦
日本語学校推薦

学校法人コミュニケーションアート　滋慶学園COMグループ



2019年度留学生募集要項中「推薦入学」の基準を下記のとおり決定いたし
ましたので、ご了承の上、多数ご推薦賜りたくお願い申し上げます。

日本語学校長殿
進路指導責任者殿

2019年度「推薦入学」基準についてのお願い

学校長　　多田　順次

記

1.　「指定校推薦」の場合は、出席率が80％以上の者、
　　「日本語学校推薦」の場合は、出席率が90％以上の者。

2.　自分が進みたい分野に、情熱を持って努力していける者

3.　日本語の能力が、本校の勉学に支障ないと判断される者

※併願での推薦入学は認めておりません。

学校法人コミュニケーションアート　滋慶学園COMグループ



18

東京デザインテクノロジーセンター専門学校では、個人情報（住所・氏名・電話番号などの
個人を識別できる情報）保護にあたって適切な管理体制にもとづき取り扱っております。な
お、出願書類に記載された個人情報は、資料送付、その他ご案内の連絡のためにのみ使用さ
せていただきます。個人情報に関する取り組みは継続的に見直し、改善・向上をはかります。

お問合わせ先
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 個人情報保護委員会

TEL 03-3205-3611

ビザのこと、学費のこと、生活のことなんでもお気軽におたずねください。

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
留学生専門相談窓口

「滋慶国際交流COM」
ＪＩＫＥＩ ＣＯＭ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＥＮＴＥＲ

受験票の記入について

E-mail：jcic@jikeicom.jp

出願に関する個人情報の取り扱いについて

留学生受験票
※太ワク内のみ記入

※当日この受験票を持参してください。当日都合の悪い方は必ずご連絡ください。

選
考
料
領
収
印

集合時間 　 時　　　　　分

　　　年　　　月　　　日（　　　）

□日本語テスト　　□面接　　□AO面接済

□現金　□指定校

志望の学科、
及びワールド・
専攻を
ご記入ください。

フリガナ 性　別 電話番号

氏　　　名 男・女
（　　　　）

受験番号

試 験 日

学　科

ワールド

JR山手線、西武新宿線「高田馬場駅」早稲田口より徒歩5分
東京メトロ東西線「高田馬場駅」7番出口より徒歩3分

専　攻

（ A O 入 学 ）
（ 指 定 校 推 薦 ）
（日本語学校推薦）
（ 専 願 選 考 ）

早稲田口

docomo富士そば

ドン・キホーテ

セブン
イレブン

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

早稲田
松竹

オリンピック

明
治
通
り

紅とん

東京メトロ東西線高田馬場駅

東京メトロ副都心線西早稲田駅

１
番
出
口

7番出口

IT・デザイン科
ゲームワールド
ゲームプログラマー専攻

+81-3-5679-5644

http://www.jikei.asia/com/jp

＜海外からのお問合わせ＞

（日本語・英語・中国語・韓国語で相談ができます。）

試 験 日



〒169-0075　東京都新宿区高田馬場2-11-10
TEL 03-3205-3611　　
FAX 03-3207-1710　　

 0120-00-5586

●開始15分前には集合してください。

●受験票と筆記具をご持参ください。

●合格通知は郵送にてお知らせいたします。
　電話によるお問合わせには一切お答えできません。

●住所変更届・保証人変更届は直接来校して学校所定
の用紙を使用してください。

入学試験当日の諸注意

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-11-10 TEL:03-3205-3611

E-mail info@tech.ac.jp

ホームページ http://www.tech.ac.jp

携帯webサイト http://tech.ac.jp

お問合わせは、入学事務局フリーダイヤル
（携帯・PHSからも通話できます）

早稲田口

docomo富士そば

ドン・キホーテ

セブン
イレブン

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

早稲田
松竹

オリンピック

明
治
通
り

紅とん

東京メトロ東西線高田馬場駅

東京メトロ副都心線西早稲田駅

１
番
出
口

7番出口
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