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にゅう がく なが ざい りゅう 　し　　かく　　　　しん 　せい  ふく

入学までの流れ（在留資格の申請含む）

海外からの出願
かいがい しゅつがん

日本国内からの出願

入学願書等提出・選考料納入
にゅう   がく   がん   しょ    とう  てい  しゅつ            せん   こう  りょう  のう  にゅう

にゅう   がく   せん   こう    し     けん

入学選考試験

ごう    ひ     はっ ぴょう

合否発表

ごう     ひ    つう    ち    とう  ちゃく

ごう   かく          ば  あい

合否通知到着

じゅ  ぎょう  りょう   とう             がく   のう  きん            のう  にゅう

授業料等（学納金）納入

りゅう   がく   せい  にゅう  がく   まえ    じ     ぜん  せつ    めい   およ              し    どう

留学生入学前事前説明及び指導

にゅう  がく

入学

ざい りゅう し かく  しん   せい

在留資格申請
にゅう   がく   きん   のう  にゅう

入学金納入
合格の場合

に   ほん  こく  ない しゅつがん

ざい りゅう し    かく   きょ     か              しゅ   とく

在留資格許可・取得
にゅう  がく   きょ     か   しょう  はっ   そう

入学許可証発送

にゅう   がく   きょ     か   しょう   とう   はっ    そう

入学許可証等発送
ざい りゅう    し    かく            えん  ちょう         　しん   せい

在留資格（延長）申請

さ   しょう  しん    せい

査証申請
ざい　りゅう　し　　かく　きょ　　か　　　　　しゅ　とく

在留資格許可・取得

さ   しょう  はっ  きゅう            らい   にち

査証発給・来日
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か     き                                                                           　 がい  とう                  もの

しゅつ がん   し     かく

出願資格
2017年4月1日の時点で満18才以上の者

海外において12年（日本の高等学校相当）以上の学校教育を修了した者

または、日本の高等学校と同等の課程を修了し日本の大学等に入学す

る為の準備教育課程を修了して通算12年の教育を受けた者

留学期間中の学費、生活費などが支払えると立証できる者

下記①～⑤のいずれかに該当する者

①法務大臣により告示されている日本語教育機関において６ヶ月以上の教育を
　受けた者
②財団法人日本国際教育支援協会または独立行政法人国際交流基金が実施する
　日本語能力試験Ｎ２以上に合格している者
③独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語科目の合計点
　（記述除く）が200点以上の者
④財団法人日本漢字能力検定協会が実施するＢＪＴビジネス日本語能力テストが 
   400点以上の者
⑤学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園除く）で１年以上の教育を受けた者

●

●

●

●

●　

ねん　　　　がつ　　　　にち　　　　じ　 てん　　　　まん　　　　　 さい　い　じょう　　　もの

しゅつ がん   じ　                     りゅう   がく　                   ざい    りゅう   し      かく　         ゆう　                                        もの

にゅう がく　 じ　　　　          　　　　　　　 りゅう がく　                    ざい   りゅう    し      かく　           え　                                もの

たん   き   たい  ざい　                     らい  にち ちゅう　      かた　                      かい  がい　            ちょく せつ しゅつ がん　                    かた　             がん  しょ    うけ   つけ　       どう  よう

に   ほん  こく  ない　                       しゅつ がん　        ば   あい

かい がい　                      しゅつ がん　        ば   あい

かい がい                                                 ねん      に   ほん          こう  とう   がっ  こう  そう  とう       い  じょう          　がっ   こう きょう いく　　 　しゅう りょう                  もの　

　　　　　　　　　　　に　　ほん　　　　こう　とう　がっ　こう　　　　　どう とう　　　　か　てい　　　しゅう　りょう　　　　に    ほん          だい  がく  とう 　       にゅう   がく

ため         じゅん   び   きょう いく    か    てい        しゅうりょう                つう  さん　　　　　　　ねん 　        きょう 　いく            う                    もの

りゅうがく    き   かん ちゅう         がく    ひ  　         せい  かつ    ひ                             し   はら                           りっ しょう                         もの

＜日本国内からの出願の場合＞

出願時に「留学」の在留資格を有している者

●

＜海外からの出願の場合＞

入学時までに「留学」の在留資格が得られる者

※「短期滞在ビザで来日中の方」は「海外から直接出願される方」の願書受付と同様です。

 ほう    む    だい   じん　                        　こく    じ　                                             　　に    ほん    ご   きょう いく 　　   き     かん　                                           　か    げつ    い  じ ょう　　　 きょう  いく　

  う                  　もの

ざい   だん  ほう  じん    に 　 ほん   こく  さい  きょう いく    し     えん  きょう  かい　                          　どく  りつ  ぎょう  せい  ほう   じん   こく   さい  こう  りゅう   き    きん　　　　じっ    し　                   　

　に    ほん    ご     のう  りょく   し    けん                 　 い    じょう　 　     ごう   かく　                   もの

どく りつ  ぎょう せい   ほう  じん    に    ほん   がく  せい     し     えん    き    こう　        じっ    し　                    に    ほん  りゅう  がく   し     けん　         に    ほん    ご      か     もく　         ごう   けい  てん　        

     き    じゅつ　 のぞ　                                            てん    い    じょう　        もの

ざい   だん  ほう   じん    に     ほん   かん   じ     のう  りょく   けん   てい  きょう かい　         じっ    し　                                                                                     に     ほん    ご     のう りょく

                  てん    い   じょう　       もの

がっ   こう  きょう いく    ほう  だい　         じょう　         き    てい　                 がっ  こう　        よう    ち    えん   のぞ　                                    ねん     い    じょう　      きょう   いく　           う　                   もの
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せん こう ほう ほう

選考方法

かい がい　 　　        ちょく せつ　しゅつ がん　          　　ば 　　あい　   しゅつ がん き  かん　およ　    にゅう がく し けん

海外から直接出願する場合の出願期間及び入学試験

にゅう がく   し   けん  にっ  てい　        に   ほん  こく ない   し   けん

かい がんしょ うけ つけしめきり  び

入学試験日程（日本国内試験）

●
ねん　  　　　        がつ　    にち　   げつ　                                     　ねん　　　 がつ　　　 にち　　すい　　　ひっ 　ちゃく

しゅつがん き　かん

＜出願期間＞

2016年10月3日（月）～ 2016年11月30日（水）【必着】

●
しゅつ がん しょ   るい   とう  ちゃく  ご    べっ    と     し     じ                                      

     にゅう   し   かい じょう     げん  そく　                しゅつ がん  しゃ  ざい  じゅう こく

にゅうがく せん こう び

＜入学選考日＞

出願書類到着後別途指示します。 

（入試会場は原則として出願者在住国です）

●
にゅうがくせん こう  び　             やく　     しゅう かん ご　     ゆう そう               し

ごう ひ   はっ  ぴょう

＜合否発表＞

入学選考日から約1週間後、郵送でお知らせします。

ひつ  よう　  　      おう　　　                ふく すう 　 かい　 　      めん 　 せつ　  　     おこな　　         ば    あい

※必要に応じ、複数回の面接を行う場合があります。

  ぼ  しゅう   き    かん  ない　                                   かく   がっ    か　         てい   いん　        たっ　                 ば    あい　               ぼ   しゅう　      し　           き

※募集期間内であっても各学科が定員に達した場合は、募集を締め切ります。
てい  いん　        たっ                                    がっ    か　                                     つい    か     ぼ    しゅう　                    せん  こう　       おこな　        か    のう  せい

※定員に達していない学科については追加募集をして選考を行う可能性があります。

① 書類審査

② 日本語筆記試験（日本語能力試験Ｎ２レベル相当）

③ 面接

しょ るい  しん   さ 

  に   ほん   ご    ひっ   き     し    けん　         　に   ほん   ご  　  のう　 りょく　   し 　  けん　                                        　　　　そう 　とう

めん  せつ 

願書受付締切日
にゅうがくせんこうび

入学選考日
ごう ひ  はっ ぴょうび

合否発表日
ねん　      がつ　       にち　すい

2016年12月14日（水）
ねん　      がつ　       にち　すい

2017年 1 月18日（水）
ねん　      がつ　       にち　すい

2017年 2 月 8 日（水）
ねん　      がつ　       にち　すい

2017年 3 月 1 日（水）

ねん　      がつ　       にち　ど

2016年12月17日（土）
ねん　      がつ　       にち　ど

2017年 1月 21日（土）
ねん　      がつ　       にち　ど

2017年 2月 11日（土）
ねん　      がつ　       にち　ど

2017年 3月 4 日（土）

回

1

2

3

4

いずれも選考日

から約１週間後

郵送で合否を

知らせます。

                        せんこう び　

            やく　   しゅうかんご　

ゆうそう　   ごう ひ　

 し
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しゅつ がん しょ   るい         せん こう りょう        しゅつ がん ほう  ほう

出願書類・選考料・出願方法

じょうき しょるい　　べっさつ　　　　　　　ねん ど ようしきしゅう　なか　            つか
※ 上記書類は別冊の2017年度様式集の中からお使いください。

よ  きんつうちょう　しゅつがんじてん　        きちょう　                                                ていしゅつ
※預金通帳は出願時点まで記帳されたもののコピーを提出してください。

    まい　  がんしょ　  ちょうふ　       まい　  しゃしんひょう　ちょうふ
※１枚は願書に貼付、２枚は写真票に貼付してください。

かいがい　       しゅつがん　           かた　 じょうきしょるい　   くわ　            けい ひ   し べんしゃ　ざいしょくしょうめいしょ　しゅうにゅうしょうめいしょ　よきんつうちょう　

               とう　  ていしゅつ

※海外から出願される方は上記書類に加えて、経費支弁者の在職証明書・収入証明書・預金通帳の

　コピー等も提出していただきます。

しゅつがんご　 せんこうりょう　へんきん　       いっさいおう
※ 出願後の選考料の返金には一切応じません。

かいがい　　　はっそう　　　　ば　あい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こくさい　　　　　　　ゆうびん　　　　　 り　よう
※海外から発送する場合は Express Mail Service（国際スピード郵便）をご利用ください。

りょうしゅういん　 お　               ふりこみきんじゅりょうしょ　　せんこうりょううけつけだいちょう　　は　　　つ
※ 領収印の押された振込金受領書を選考料受付台帳に貼り付けてください。

にゅうがく がん しょ とう
にゅうがくがん しょ　　　　　り れき しょ　　　にゅうがく し　ぼう り　 ゆう  しょ　             しょ     てい     よう    しき    だい　              ごう　             だい　             ごう　             だい　              ごう

(1) 入学願書等 ■入学願書・履歴書・入学志望理由書（所定様式第１号、第２号、第３号）

さいしゅうがっこう　       せい せきしょうめいしょ　     しゅっせきりつ　        めい  じ

■最終学校の成績証明書 （出席率が明示されたもの） 

つぎ　                                                               よう   い　                         しょ るい　                                ていしゅつ

■次の①～⑤のうち、用意できる書類すべてを提出してください。

けい ひ し　べん しょ　　　しょ　ていようしき　だい　　 ごう

■経費支弁書 (所定様式第４号 )
そうきん つう ち しょ　        よ  ちょ  きん  つうちょう

■送金通知書、預貯金通帳など 

がっこう           がっ   か　        かか　                                                       えん

学校・学科に関わらず 20,000 円

りゅうがくせいまどぐち　　　　　　しゅつがん　　　　　　　　　　　　　　　せんこうりょう　　　し　てい　　　こう　ざ　　　　　　のうにゅういただ　　　　  うえ　

しゅつがんしょるい いっ　しき　　　ゆう　そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょ　るい　　　まど ぐち　　　ちょくせつ　じ　さん　いただ　　　　　　　かま

留学生窓口への出願となります。選考料を指定の口座にご納入頂いた上で、

出願書類一式を郵送してください。（書類は窓口に直接持参頂いても構いません。）

しゅつがんしめ きり    び　                        ぎん こう　                    ゆう びんきょく　         しゅつがんしゃめい　             ふりこみ　                                                                                            か

出願締切日までに銀行または郵便局から出願者名でお振込ください。ＡＴＭからでも可。
ふり こみ  さき　     きょう と ちゅう おう しん よう きん   こ　   えき まえ   し   てん　   ふ   つう　                                                          がっ  こう ほう じんきょう と ちゅうおう  がく  いん

振込先： 京都中央信用金庫 駅前支店 普通１０７３７１１ 学校法人京都中央学院

 に   ほん  こく ない　         に   ほん   ご   がっ  こう　     けい  ぞく　                         か   げつ  い   じょう　     に   ほん   ご  きょういく　       う　                 もの

①日本国内の日本語学校で継続して６ヶ月以上の日本語教育を受けた者

 に    ほん  ご   のうりょく し   けん　                         い じょう　    ごう  かく　                               もの

②日本語能力試験のN２以上に合格している者
 に   ほんりゅうがく  し    けん　       に   ほん   ご     か   もく　    き  じゅつのぞ　                     ごう けい　                            てん  い じょう　     もの

③日本留学試験の日本語科目（記述除く）の合計が 200点以上の者
 に   ほん   ご   のうりょく　                                                 てん   い じょう　    もの

④BJT ビジネス日本語能力テストで 400点以上の者

まい　      たて　                            よこ　                                        か    げつ   い  ない　       さつ えい　      じょうはんしん  はい けい   む     じ

３枚 ( 縦 3cm×横 2.4 cm) ３ヶ月以内に撮影、上半身背景無地のもの

ひつよう    じ    こう　       き にゅう　                                     えん きっ  て　       かなら　      は　          つ

必要事項を記入のうえ、52円切手を必ず貼り付けてください。

つぎ　      かくしょ  るい　       しょ   じ　                                           ば  あい　                                                                                ていしゅつ

次の各書類を所持されている場合はそれぞれのコピーを提出してください。 
ざいりゅう　　　                                       こく   みん  けん こう    ほ  けんしょう　　　　              し   かく がい かつ どう  きょ   か しょう

・ パスポート　　・ 在留カード　　・ 国民健康保険証　　・ 資格外活動許可証

にゅうがくねんじ　じゅぎょうりょうげんめん　   き ぼう　        もの　             しんせい　 じょうけん　                       さんしょう
※入学年次の授業料減免を希望する者のみ（申請の条件などはP9参照）

し     ひ    がい こく じん りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめん しん せい しょ　      しょ てい  よう しき だい　       ごう

私費外国人留学生授業料減免申請書（所定様式第５号）

に   ほん　      がっ こう きょういくほうだい　     じょう　      き   てい　               がっ こう　   よう   ち   えんのぞ　　　　　　　　　　ねん　い  じょう　 きょういく　        う　                もの

⑤日本の学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園除く）で、１年以上の教育を受けた者

 に　ほん   ご   がっ  こう　     そつぎょう　   しゅうりょう　しょうめいしょ　                       そつぎょう　しゅうりょう　     み     こ　       しょうめいしょ

→ 日本語学校の卒業 ( 修了 ) 証明書または卒業 ( 修了 ) 見込み証明書

 とう がい がっ  こう　               ねん   い  じょうざいがく　                                      しょうめい　              しょ るい　        り しゅうしょうめい

→ 当該学校で１年以上在学したことを証明する書類 （履修証明など）

さいしゅうがっこう　      そつ ぎょうしょうめいしょ　      そつぎょうしょうしょ　   げん  ぽん　                か　                                 そつ ぎょう   み    こ　       しょうめいしょ

■最終学校の卒業証明書（卒業証書の原本でも可）または卒業見込み証明書
(2) 成績・
      卒業証明書

(3) 日本語能力
　　確認書類

(4) 経費支弁書
　　関係書類

(5) 写真

(6) その他

(7) 該当者のみ

出
　
願
　
書
　
類

せい せき

そつぎょうしょう めい   しょ

  に  ほん   ご   のうりょく

かく にんしょ るい

けい  ひ    し  べん しょ

かん けいしょ るい

しゃしん

た

受験票
じゅけんひょう

選考料
せんこうりょう

出願方法
しゅつがんほうほう

がいとうしゃ

しゅつ

がん

しょ

るい

せいせきにんていしょ　  

    げんぽん
成績認定書

（原本）｝
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がく 　 ひ

学費
＊学校法人京都中央学院では全校・全学科において留学生就学支援制度を設け
　ており、留学生全員が対象です。
　日本人の学生より学納金の総額が年間20万円安くなります。

がっ  こう   ほう  じん きょう   と   ちゅう  おう  がく  いん　                　　ぜん    こう 　　         ぜん  がっ    か                           　　　     りゅう  がく   せい  しゅう  がく し    えん 　せい  　  ど　  　       もう　

　                                 りゅう 　がく 　 せい 　 ぜん　  いん　 　       たい しょう

  に 　  ほん  じん　 　        がく  せい　               　　がく 　 のう 　 きん　  　      そう 　 がく　  　      ねん   かん　  　　           まん  えん　 やす

＊初年度の学納金（授業料、施設設備維持費、実習費、教材費）は一括納入を
　原則としますが、分納も可能です。ご相談ください。

 しょ 　   ねん　    ど　　         がく 　 のう　  きん　      じゅ  ぎょう　りょう　       　　し  　  せつ　  せつ    び     い    じ     ひ　     　　   じっ　しゅう 　  ひ　    　　   きょう　ざい 　  ひ 　　　　　　　　 いっ  かつ  のう にゅう　     　　

 げん  そく　                                        　　　　　　 ぶん 　　のう　      　　  か 　  のう　                            　　　　そう だん

＊教材費は２年目に選択するコースによって増減があります。教材費は卒業時
　に精算し、残金を返金します。

きょう　ざい 　   ひ　 　　                ねん 　  め　 　         せん  たく　                                                                           　　　　　 ぞう 　 げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう ざい  　 ひ　　         そつ　 ぎょう　  じ　

　        せい 　さん　  　　             ざん 　 きん　　         へん 　きん

がっ こう めい

学校名

せん　　　　　      きょう  と こう か だい がっ こう

＜専＞YIC京都工科大学校

きょう と  　　　　　　　 そう ごうせん もん がっこう

YIC 京都ペット総合専門学校

きょう と                               せん もん がっ こう

YIC 京都ビューティ専門学校

がっ           か

学科

じ        どう     しゃ    せい         び       か

自動車整備科
150,000 500,000 210,000 360,000 183,000 －200,000 1,203,000

－200,000 1,200,000

150,000 500,000 210,000 310,000

150,000 260,000 210,000 410,000 370,000

1,204,000374,000

1,130,000300,000

350,000

250,000
－200,000

1,320,000

1,220,000

に       りん        じ        どう      しゃ  せい び 　　    か

二輪自動車整備科

そう     ごう        か

ペット総合科
どう ぶつ   かん       ご         か

動物看護科

び       よう         か

美容科

ビューティ
スペシャリスト科

ブライダル科

にゅう  がく      きん

入学金
じゅ      ぎょう りょう

授業料
しせつせつ び　い じ ひ

施設設備維持費
じっ しゅう ひ

実習費
きょう ざい ひ

教材費
りゅうがくせいしゅうがく し えんきん

留学生就学支援金
ごう けい

合計

＜初年度＞ （単位 ： 円）
しょ ねん  ど

たん  い　      えん

7

か

か

がっ こう めい

学校名

せん　　　　　      きょう  と こう か だい がっ こう

＜専＞YIC京都工科大学校

きょう と  　　　　　　　 そう ごうせん もん がっこう

YIC 京都ペット総合専門学校

きょう と                               せん もん がっ こう

YIC 京都ビューティ専門学校

がっ           か

学科

じ        どう     しゃ    せい         び       か

自動車整備科
500,000 210,000 360,000 149,000 －200,000 1,019,000

－200,000 875,000

500,000 210,000 310,000

260,000 210,000 410,000 195,000

1,030,000350,000

910,000230,000

150,000 －200,000 970,000

に       りん        じ        どう      しゃ  せい び 　　    か

二輪自動車整備科

そう     ごう        か

ペット総合科
どう ぶつ   かん       ご         か

動物看護科

び       よう         か

美容科

ビューティ
スペシャリスト科

ブライダル科

じゅ      ぎょう りょう

授業料
し せつ せつ び　い じ ひ

施設設備維持費
じっ しゅう ひ

実習費
きょう ざい ひ

教材費
りゅうがくせいしゅうがく し えんきん

留学生就学支援金
ごう けい

合計

＜次年度＞  （単位 ： 円）
じ ねん   ど

たん  い　      えん

か

か



がく ひ   のう にゅう  き   　じつ

学費納入期日
国内、海外ともに指定期日までに入学金や学納金の納入が完了しない場

合は入学を取り消します。充分にご注意ください。

こく  ない       　かい  がい　                         　し    てい   き   じつ　                       　にゅう  がく  きん　        がく  のう   きん　        のう にゅう　       かん りょう　　　　　　　　　　　ば　

あい　       にゅうがく　          と　           け　                                 じゅう ぶん　               ちゅう  い

2017年3月10日（金） 入学金と初年度学納金を合わせてお支払いください。
 ねん　 がつ　   　　　　にち　   きん　　　   にゅう   がく   きん　　　      しょ　 ねん　   ど　  がく  　のう  　きん　　   　　あ　　　　　　　　　　　　　          し  はら

かい にゅうがくせんこうび

入学選考日
にゅうがくきんのうにゅうきげん

入学金納入期限
がくのうきんのうにゅうきげん

学納金納入期限
ねん　      がつ　       にち　 ど

2016年12月17日（土）
ねん　      がつ　       にち　 すい

2017年1月11日（水）
ねん　      がつ　       にち　きん

2017年2月10日（金）
ねん　     がつ　　　にち　　ど

2017年 1 月21日（土）
ねん　 がつ　　    にち　すい

2017年2月  8   日（水）
ねん　 がつ　　　にち　　きん

2017年3月10日（金）
ねん　     がつ　　　にち　　ど

ねん　     がつ　　    にち　 ど

2017年 2 月11日（土）
ねん　 がつ　    　　にち　　すい

2017年3月  1   日（水）

2017年 3 月 4 日（土）
ねん　 がつ　　 　にち　すい

2017年3月22日（水）

回

1

2

3

4

＜日本国内からの出願の場合＞ 
 に   ほん こく ない　                   しゅつがん　      ば  あい

＜海外からの出願の場合＞ 
かいがい　　　　　　　しゅつがん　　　ば　あい

ねん　 がつ　　　にち　　きん

2017年3月31日（金）

のうにゅう　                        にゅうがく  きん　       じゅぎょうりょう とう　        がく のう   きん　        げん  そく　                         へん  きん　                                                                         にゅう がく   まえ　         さ  しょう

しん  せい　        みと　                                                                                                    にゅうがく　                                  ば   あい　        かぎ　                せん  こう りょう　       のぞ　                ぜん  がく　        へん きん

※納入された入学金、授業料等の学納金は原則として返金しません。ただし、入学前に査証
　申請が認められなかったことにより入学できない場合に限り、選考料を除いた全額を返金
　します。　

8



りゅう がく  せい  じゅ ぎょう  りょう  げん  めん  せい     ど

YIC 留学生授業料減免制度
学校法人京都中央学院では、私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、

学業継続を援助するために、授業料減免制度を採用しています。

がっ  こう   ほう  じん  きょう  と   ちゅう おう   がく   いん　                         し     ひ    がい  こく  じん りゅう  がく   せい　        けい  ざい  てき   ふ     たん            けい   げん　               　

がく ぎょう  けい  ぞく　        えん  じょ　                                                   じゅ  ぎょう りょう げん   めん  せい    ど　         さい  よう

がっこうめい

学校名
せん　　　　　　　きょう　と こう か だいがっこう

＜専＞YIC京都工科大学校

きょうと　　　　　　そうごうせんもんがっこう

YIC 京都ペット総合専門学校

きょうと　　　　　　　　　 せんもんがっこう

YIC 京都ビューティ専門学校

じ どうしゃせい び　か　　に りん じ どうしゃせい　び　か

か

自動車整備科・二輪自動車整備科 1,203,000

1,320,000

1,220,000

1,204,000

1,200,000

1,130,000

1,003,000

1,120,000

1,020,000

1,004,000

1,000,000

930,000

げんめん ご がくのうきん

減免後学納金
がっ か

学科

そう ごう　　か

ペット総合科
どう　ぶつ　かん　　ご　　か

動物看護科
び　　よう　　か

か

美容科
ビューティスペシャリスト科

ブライダル科

げんめんまえがくのうきん

減免前学納金

【入学年次】＜YIC 留学生授業料減免制度額＞１年次 学費（後期）    ２０万円減免
にゅうがくねん  じ りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめんせいどがく　        ねん じ　がく ひ　   こう  き　                   まんえん げん めん

《申請条件》
しんせいじょうけん

① 日本語能力試験のＮ２以上に合格している者

② 日本留学試験の日本語科目（記述除く）が200点以上である者

③ その他の試験で①・②と同等以上の日本語力があると証明する

　 結果を提示できる者

がっ　こう　ほう　じん　きょう　と　  ちゅう おう　がく　いん にゅう がく　まえ　　　 さい しゅう がっ　こう　　　しゅっ　せき　りつ　　　しゅっせき　じ　 かん　りつ                                        い じょう　　　　

　　 　もの

に ほん   ご  のう りょく   し  けん　                     い じょう　  ごう  かく　                          もの

に   ほんりゅうがくし   けん　      に  ほん   ご    か  もく　   き じゅつのぞ　                             てん  い  じょう　                もの

            ほか　      し   けん　                              どう とう   い じょう　      に  ほん   ご りょく　                        しょうめい　

けっ か　        てい  じ　                    もの

い　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　もの

9

1

2

学校法人京都中央学院入学前、最終学校の出席率（出席時間率）が90％以上

の者

以下の①～③のいずれかを満たす者



がっこうめい

学校名

＜専＞YIC京都工科大学校

YIC京都ペット総合専門学校

YIC京都ビューティ専門学校

1,019,000

970,000

970,000

1,030,000

875,000

910,000

819,000

770,000

770,000

830,000

675,000

710,000

げんめん ご がくのうきん

減免後学納金
がっ か

学科
げんめんまえがくのうきん

減免前学納金

【進級年次】＜YIC 留学生授業料減免制度額＞2年次 学費（後期）    ２０万円減免
しんきゅうねんじ

【対象除外者】
たいしょうじょ　がいしゃ

【YIC 留学生授業料減免申請書提出について】
りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめんしんせいしょていしゅつ

りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめんせいどがく　        ねん じ　がく ひ　   こう  き　                   まんえん げん めん

《申請条件》
しんせいじょうけん

学則に従い、進級に必要な全ての単位を修めた者

●

がく     そく　         したが　                   しん  きゅう　         ひつ    よう　          すべ　                    たん     い　            おさ　                    もの

しゅっせきにっすう　   いちじる　        ふ  そく　           がくぎょうけいぞく　   い    し　                        みと　                        もの

か    き　       かくごう　      ひと　                                                       がくせい　      じゅぎょうりょうげん めん　     たいしょう

入学年次の出席率が95％以上の者
にゅう  がく   ねん     じ　          しゅっ  せき    りつ　                                     い    じょう　         もの　

下記の各号の一つでもあてはまる学生は授業料減免の対象とはなりません。

出席日数が著しく不足し、学業継続の意思がないと認められる者

●
がくぎょうせいせきふ  しん　         せいぎょう　    み   こ　                                みと　                        もの

学業成績不振で、成業の見込みがないと認められる者

●
りゅうねん　            もの　                       びょう き　            た　                     え　            じ  ゆう　                りゅうねん　         もの　     のぞ

留年した者（ただし病気その他やむを得ない事由により留年した者を除く）

●
きゅうがくちゅう　 もの

休学中の者 ●
しんせい   じ  てん　           がくのう きん　    たい のう　                もの

申請時点で、学納金の滞納がある者

●
  し かく がいかつどう   い  はん　   はん めい　           もの

資格外活動違反が判明した者

入学年次の授業料減免を希望する者は出願書類と一緒に「YIC留学生授業料減免申請書」

をご提出ください。 進級年次の授業料減免を希望する在学生は、年度の最後に次年度

の「YIC 留学生授業料減免申請書」を留学生窓口へご提出ください。 「YIC 留学生授

業料減免申請書」（所定様式第５号）は別冊様式集の中に入っているほか、留学生窓

口にもあります。   

申請書が未提出の場合には授業料減免制度が適用できませんので、ご注意ください。

にゅうがくねんじ　    じゅぎょうりょうげんめん　 き  ぼう　          もの　   しゅつがんしょるい　    いっしょ　                  りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめんしんせいしょ

　          ていしゅつ　                            しんきゅうねん じ　    じゅぎょうりょうげんめん　     き  ぼう　          ざい がくせい　          ねん  ど　     さい  ご　       じ ねん  ど　                        

                          りゅうがくせいじゅぎょうりょうげんめんしんせいしょ　          りゅうがくせいまど ぐち　           ていしゅつ　                                            りゅうがくせいじゅ

ぎょうりょうげんめんしんせい しょ　       しょ てい よう しきだい　    ごう              べっさつ よう しきしゅう　   なか　    はい　                                          りゅうがくせい まど　

ぐち

しんせいしょ　     み  ていしゅつ　   ば  あい　          じゅぎょうりょうげんめんせい  ど　       てきよう　                                                      ちゅうい
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せん　　　　　　　きょう　と こう か だいがっこう

きょうと　　　　　　そうごうせんもんがっこう

きょうと　　　　　　　　　 せんもんがっこう

じ どうしゃせい び　か　　に りん じ どうしゃせい　び　か

か

自動車整備科・二輪自動車整備科
そう ごう　　か

ペット総合科
どう　ぶつ　かん　　ご　　か

動物看護科
び　　よう　　か

か

美容科
ビューティスペシャリスト科

ブライダル科

1

2



せい     ど

YIC サポート制度

しょう がく  きん  せい     ど

奨学金制度

そつ ぎょう   ご　           に    ほん　                 だい   がく   へん にゅう

卒業後の日本での大学編入について

そつ  ぎょう   ご　          に    ほん　               しゅうぎょう

卒業後の日本での就業について

【ひとり暮らしサポート制度】
ぐ　                                      せい  ど

【アパートの紹介】
しょうかい

留学生アパート入居費支援として在学期間中 毎月10,000 円 を補助します。
りゅう がく せい　                                          にゅう  きょ    ひ      し    えん　                           ざい  がく     き    かん ちゅう　 まい   つき　                                   えん　            ほ     じょ

安心して生活できるアパート等を留学生窓口を通して紹介いたします。
あん しん　                 せい  かつ　                                                                          とう　        りゅう  がく    せい  まど   ぐち 　         とお　                  しょう  かい

【生活相談 ・アルバイト支援】
せい かつ そう だん                                　　　 し  えん

留学生窓口には外国人職員が常勤で勤務しており、英語や中国語、韓国語による生活相談が可能です。
また、留学生それぞれに適したアルバイトを探す支援もしています。 お気軽にご相談ください。

りゅう   がく  せい    まど    ぐち　                      がい   こく   じん  しょく  いん　         じょう  きん　           きん     む　                                                     えい　　ご　　　　 ちゅう  ごく     ご　            かん    こく     ご　                                  せい    かつ    そう   だん　            か      のう　                         

                                     りゅう   がく    せい　                                                     てき　                                                                                    さが　           し      えん                                                                                       き     がる　                      そう   だん

留学生受入れ促進プログラム
りゅう がく せい うけ　い　　　　そく しん

専修学校の２年制以上の専門課程を修了した者に「専門士」の称号が付与されます。
「専門士」の称号を付与された場合、大学によって異なりますが、２年次編入または３年
次編入が可能となります。

 せんしゅうがっ こう　　　　　ねんせい　　い じょう　　　せん　もん  か　てい　　　しゅうりょう　　　　　 もの　　　　 せん もん　　し　　　　　しょうごう　　　　ふ     よ　　　　　　　　　　　　　　

せん もん　し　　　　　 しょうごう　　　 ふ　　よ　　　　　　　　 ば　あい　　 だい　がく　　　　　　　　　　こと　　                                                ねん　じ　　へんにゅう　　　　　　　　　　　ねん

　じ　へんにゅう　　 　か　のう

専任のキャリアサポーターが親身になって指導し、就職支援を行います。また、日本国内
で就職を希望する留学生には学校法人京都中央学院卒業生の就職先や企業を中心にご紹介
します。
ただし、〈専〉YIC 京都工科大学校以外の学校については、卒業後習得した技術による在
留資格取得は出入国管理及び難民認定法により制限されており、卒業後に日本で就職した
い場合は専門と異なる、人文知識・国際業務（通訳等）に該当する在留資格の取得が必要
になります。

せん   にん　                                                                              しん   み　                             し   どう　             しゅうしょく   し   えん　    おこな　                                                に    ほん こく  ない　       

      しゅうしょく　      き   ぼう               りゅう がく  せい　             がっ  こう ほう じん　きょう  と  ちゅうおう  がく いん そつ ぎょうせい　    しゅうしょく さき　       き   ぎょう　    ちゅうしん　            しょうかい

                                         

                                せん　                      きょう  と    こう   か   だい  がっ こう   い   がい　     がっ  こう　                                         そつぎょう  ご  しゅう とく                 ぎ じゅつ　                   ざい  

りゅう し  かく   しゅ  とく　     しゅつにゅうこく かん   り  およ　       なん みん にん  てい ほう　                   せい  げん　                                         そつ ぎょう  ご　        に   ほん　     しゅうしょく

          ば   あい        せん もん　     こと　                     じん  ぶん   ち  しき　      こく さい ぎょう  む　       つう やく  など　            がい  とう　            ざい りゅう  し   かく　     しゅ  とく　      ひつ  よう

ざい    せき             ねん    め             げつ  がく                                       えん　     し      きゅう      　けい　                                           えん

【健康管理】
けん こう かん り

病気などの早期発見と健康の保持増進の目的のもと、全ての学生に健康診断を毎年実施しています。
びょう  き　                             そう   き  はっ    けん　          けん こう　             ほ     じ      ぞう  しん　          もく  てき　                                          すべ                　      がく   せい           　けん   こう   しん   だん　           まい    とし   じっ     し

しゅっせき  じょう きょう　         せい  せき   とう　                             てい     し　                     ば    あい

※ただし、出席状況や成績等により停止する場合があります。

 もん     ぶ      か     がく  しょう  がい  こく   じん  りゅう がく   せい   がく  しゅう しょう  れい   ひ

在籍２年目に月額 48,000円 支給 （計 576,000円）
学校法人京都中央学院に６ヶ月以上在籍している留学生の中から成績優秀で出席率の高い学生を、日本学生支援機
構に推薦します。（ただし、入学する留学生の人数によっては推薦できない場合があります。）

がっ     こう   ほう   じん  きょう    と    ちゅう  おう   がく   いん　                か    げつ   い   じょう   ざい   せき　                               りゅう がく  せい　        なか　                せい  せき    ゆう  しゅう           しゅっせき   りつ　      たか　       がく   せい　               に     ほん がく   せい    し     えん    き     

こう　          すい せん　                                                               にゅう がく　             りゅう がく   せい　       にん  ずう　                                      すい   せん　                               ば   あい
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きんてつ　　ち　か　てつかくせん きょうと えき　         と   ほ　     ふん

〈専〉ＹＩＣ 京都工科大学校
ＹＩＣ 京都ペット総合専門学校
ＹＩＣ 京都ビューティ専門学校

きょう  と                          そう ごう  せん  もん  がっ こう          

せん                       きょう と    こう   か   だい  がっ  こう

きょう と                                          せん  もん  がっ  こう

アクセス JR・近鉄・地下鉄各線 京都駅から徒歩5分

しゅつ がん   しょ    るい    せい     きゅう    さき   およ　             てい    しゅつ    さき

出願書類請求先及び提出先

まど        ぐち

窓 口

〒600-8236 京都府京都市下京区油小路通塩小路下ル西油小路町27番地
                    学校法人京都中央学院 広報企画課留学生窓口

きょう  と   　  ふ    きょう    と       し    しも きょう く  あぶら のこう じ どおり し お こ う じ  さ が     に し あ ぶ ら こ う じ ち ょ う　                  ばん     ち

   がっ   こう    ほう   じん  きょう   と    ちゅう  おう   がく  いん　    こ   う ほう   き かく    か     りゅう  がく    せい   まど     ぐち　      

せん　                    きょう  と    こう    か    だい  がっ  こう きょう と　                         そう  ごう  せん   もん  がっ  こう きょう と　                                          せん   もん  がっ  こう

メール：info@yic-kyoto.ac.jp
TEL： 075 ‒ 371 - 4040 
FAX： 075 ‒ 343 - 3821

〈専〉YIC 京都工科大学校 YIC 京都ペット総合専門学校 YIC 京都ビューティ専門学校

TEL： 075-371-4040     FAX： 075-343-3821

きょう   と    えき　                 と    ほ　         ふんきょう   と    えき　                 と    ほ　         ふん

ローソン


