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NIPPON Omotenashi College

入学資格
Qualifications of Applications

にゅうがく  しかく

１．本校の入学資格は、次のとおりとする。

　（1）高等学校卒業もしくはこれに準ずる学校を卒業した者。

　（２）高等学校卒業程度認定試験に合格した者。

２． 外国人留学生については次の2つの号を満たすものとする。

　（1）外国において12年間の学校教育をうけていること（中等教育を修了している要件を　

　　　 含む。）また、学校教育における初等中等教育の過程が12年間に満たない国において　

　　　 高等学校に相当する過程を修了した者については文部科学大臣が指定した日本の大学　

　　　 に入学するための準備教育を行う過程を修了し、18歳に達した者。

　（２）専門課程で教育を受ける場合に必要な日本語能力として、次の3つの基準のいずれか

　　　 に合致していること。

① 法務大臣により告示されている日本語教育機関で、6ヶ月以上の日本語教育を受けた者。

② 日本国際教育協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験の1級又は2級に合格

した者。

③ 日本の小学校、中学校、高等学校において1年以上の教育を受けた者。

 ほんこう　　にゅうがくしかく つぎ

こうとうがっこうそつぎょう じゅん　　　がっこう　　そつぎょう　　　 もの

こうとうがっこうそつぎょうていどにんていしけん  　　ごうかく　　　   もの

がいこくじんりゅうがくせい つぎ ごう　　み

がいこく ねんかん　  がっこうきょういく  ちゅうとうきょういく   しゅうりょう ようけん

　　　 ふく がっこうきょういく しょとうちゅうとうきょういく　　かてい ねんかん　 　み くに

　　　こうとうがっこう　　 そうとう　　　　かてい　　   しゅうりょう　　もの もんぶかがくだいじん　      　してい にほん　   　だいがく　

にゅうがく じゅんびきょういく おこな　かてい　    しゅうりょう　　　　さい　  たっ　 　　もの

せんもんかてい　　   きょういく  う ばあい　 　ひつよう　　にほんごのうりょく つぎ きじゅん

がっち

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　    にほんごきょういく　　う　　  　 もの

にほんこくさいきょういくきょうかいおよ　   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　　  　 きゅうまた　　　きゅう　ごうかく

もの

にほん　　 しょうがっこう   ちゅうがっこう  こうとうがっこう　　　　　　　　　　 ねんいじょう　  きょういく う　　　　  もの

1
コース 修業年限

募集学科・入学定員
Admission Information

ぼしゅう     がっか                 にゅうがく   ていいん

学科
がっか

校名
こうめい

10月・4月
10月生定員 4月生定員

がつせいていいん がつせいていいん しゅうぎょうねんげん

がつ                がつ

昼
間

ひ
る
ま

ホテル・旅館 国際コース
りょかん こくさい

460名
めい

40名
めい

40名
めい

2年
ねん

160名
めい

2年
ねん

80名
めい

2年
ねん

ITコース

※ 募集定員について10月期生・4月期生ともに変更される場合があります。
※ ITコースは最低人数に満たない場合はホテル・旅館国際コースに統合されます。
※ おもてなし学科卒業後、3年次（マイスターコース）への進学も可能です。

りょかん

ホテル・旅館 国際コース
こくさい

おもてなし学科
がっか

しょうぎょうじつむ  せんもん かてい

しょうぎょうじつむ  せんもん かてい

商業実務 専門課程

おもてなし学科
がっか

商業実務 専門課程

ぼしゅう ていいん がつきせい      がつきせい へんこう        ばあい

さいてい  にんずう         み        ばあい りょかん  こくさい とうごう

がっか    そつぎょうご ねんじ しんがく         かのう

ちょうりしせんもんかてい
おもてなし調理学科

ちょうり　がっか

調理師 専門課程

NIPPONおもてなし
専門学校
せんもんがっこう

東京
とうきょう

こう

デュアラー校

NIPPONおもてなし
専門学校
せんもんがっこう

前橋校
まえばし  こう



ばあい　　　　　がくせいまた   　しょぞくきかん   あ　　　　　まえも              　　つうち
注 :  学則により、学費その他の費用は社会的、経済的情勢に応じて年度ごとに変更するこ
　とがあります。その場合は、学生又は所属機関宛てに前以ってご通知いたします。

■ 留学生分割払い特別制度
りゅうがくせい     ぶんかつ      ばら　　　　とくべつ     せいど

★学費納入は、1年分一括納入が原則ですが、授業料のみ１年分を２回に分けて納入する
　ことができます。ただし、合格の条件として、分割を不可とする場合もあります。

がくひ　のうにゅう　　　　　ねんぶんいっかつのうにゅう　げんそく　　　　　　　　じゅぎょうりょう　　　　　   ねんぶん　　　　かい　 　わ　　　　  のうにゅう

                                                                     ごうかく     じょうけん                     ぶんかつ     ふか                       ばあい

ちゅう　　がくそく　　　　　　　　がくひ　　　　　た　　　ひよう   　　しゃかいてき　　けいざいてきじょうせい　　おう　　　　ねんど　　　　　　　へんこう

★一般入学時
　納入方法等の詳細は、合格通知書に添付します。

いっぱんにゅうがくじ

のうにゅうほうほうとう　　しょうさい        ごうかくつうちしょ　　   てんぷ

★学用用具代等その他費用：特別な場合を除き、原則として、上記授業料に含まれます。
がくようようぐ　だいとう　　　　た　ひよう　　　とくべつ　　ばあい   　　のぞ　　　　げんそく　　　　　　　　じょうきじゅぎょうりょう      ふく
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3 学費
Educational Fees

がくひ

※その他、入学手続き時に制服および、福利費 ￥36,000がかかります。

　なお、特注サイズの場合、別途費用が追加されます。

た　　　にゅうがくてつづ　　   じ　　　せいふく                       ふくりひ

     とくちゅう                    ばあい         べっと   ひよう         ついか
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0
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0
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36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

580,000 696,000

616,000

696,000

616,000

696,000

616,000

876,000

796,000

580,000

580,000

580,000

580,000

580,000

680,000

680,000

80,000

80,000

80,000

学科 コース
がっか

入学金 教材費
実験
実習費

授業料
/年額

年間
合計額

1年次

2年次

1年次

2年次

1年次

2年次

1年次

2年次

にゅうがくきん
じゅぎょうりょう

じっしゅうひ

じっけん

ごうけいがく
きょうざいひ

ねんかん

ねんがく

おもてなし

学科
がっか

おもてなし

学科
がっか

おもてなし
調理学科
ちょうりがっか

ホテル・旅館
国際コース

ホテル・旅館
国際コース

りょかん

こくさい

りょかん

こくさい

ITコース

校名
こうめい

NIPPON Omotenashi College

NIPPONおもてなし
専門学校
せんもんがっこう

東京
とうきょう

こう

デュアラー校

NIPPONおもてなし
専門学校
せんもんがっこう

前橋校
まえばし  こう
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【出　　願】 10月期生

推薦受付　2019年   5月　1日　～　締め切り日　2019年 8月 末日
一般受付　2019年   5月　1日　～　締め切り日　2019年 9月 末日

【出　　願】 4月期生

推薦受付　2019年 10月　1日　～　締め切り日　2020年 1月 末日
一般受付　2019年 10月　1日　～　締め切り日　2020年 3月 末日

入学式等の日程の通知

【選　　考】

書類選考、筆記試験、面接

【合否決定】

学生又は所属機関宛てに、合否通知書および入学時納入金請求書を送付

【学費納入】

指定日までに入学金と学費を振込み

【入学許可】

入学金と学費を入金確認次第、「入学許可証」を本人または所属機関宛に送付

【手続き完了】 

《不明の点は事務局へお問い合わせください》

出願から入学手続きまで
Admission Process

しゅつがん　　　　　　　にゅうがく   てつづ

しゅつがん                       がつきせい

すいせんうけつけ                        ねん           がつ      ついたち               し         き        び                          ねん       がつ  まつじつ

いっぱんうけつけ                        ねん           がつ      ついたち               し         き        び                           ねん       がつ  まつじつ

しゅつがん                       がつきせい

すいせんうけつけ                        ねん           がつ      ついたち               し         き        び                           ねん       がつ   まつじつ

いっぱんうけつけ                        ねん           がつ      ついたち               し         き        び                           ねん       がつ   まつじつ

せんこう

        しょるいせんこう   ひっきしけん         めんせつ

ごうひ    けってい

         がくせいまた     しょぞくきかん   あ                    ごうひ   つうちしょ                   にゅうがくじのうにゅうきんせききゅうしょ そうふ

がくひ   のうにゅう

        していび                       にゅうがくきん  がくひ         ふりこ

にゅうがくきょか

       にゅうがくきん   がくひ        にゅうきんかくにんしだい      にゅうがくきょかしょう          ほんにん                 しょぞくきかん  あて      そうふ

てつづ        かんりょう

       にゅうがくしきなど   にってい     つうち

ふめい         てん     じむきょく              と         あ
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5 推薦入学
Admission on recommendation

すいせん   　にゅうがく

●　学校推薦制度について 
　　※ 単願者に限ります。（単願とは ... その学校が第一志望で合格したら必ず入学する）
　　※ 学校推薦者は、優遇選考の対象となります。
　　※ 学校推薦枠で入学される生徒には学費一部免除が適用する。
　　※ 免除額は推薦書、出席率、成績表の内容を選考したうえで決定します。 

（１）出願資格 
　　① 10月期生は日本語学校を2019月9月修了見込みの者 
　　①   4 月期生は日本語学校を2020年3月修了見込みの者 
　　② 本校への入学を希望し、人物、学業、健康ともにすぐれ、学習意欲のある者 
　　③ Ｎ2または、それと同等以上の日本語能力を持つ者
　　　
（２）提出書類 
　　学校推薦書が要項に添付されていますので、ご使用ください。
      その他はP5. 出願書類と一緒に郵送または本校事務局へ持参してください。
　　
（３）受付期間 
　　10月期生   2019年　5月   1 日　～　2019年   8 月  末日
　　　4月期生   2019年10月   1 日　～　2020年   1 月  末日

がっこうすいせんせいど

        たんがんしゃ      かぎ                          たんがん                             がっこう      だいいちしぼう         ごうかく                かなら    にゅうがく        

        がっこうすいせんしゃ          ゆうぐうせんこう     たいしょう

        がっこうすいせんわく     にゅうがく               せいと              がくひ   いちぶ   めんじょ     てきよう

        めんじょがく      すいせんしょ      しゅっせきりつ   せいせきひょう   ないよう      せんこう                            けってい

しゅつがんしかく

                   がつきせい         にほんご      がっこう                          ねん        がつしゅうりょうみこ           もの

                   がつきせい         にほんご      がっこう                          ねん       がつしゅうりょうみこ           もの

        ほんこう            にゅうがく  きぼう              じんぶつ      がくぎょう   けんこう                                        がくしゅういよく                 もの

                                                            どうとういじょう      にほんご      のうりょく  も         もの

ていしゅつしょるい

がっこうすいせんしょ      ようこう      てんぷ                                                             しよう

            た                     しゅつがんしょるい   いっしょ      ゆうそう                 ほんこうじむきょく         じさん

うけつけ きかん

           がつきせい                            ねん            がつ      ついたち                                     ねん            がつ    まつじつ

           がつきせい                            ねん            がつ      ついたち                                     ねん            がつ    まつじつ
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6 
（１）出願書類 
　　 ①入学願書　本校所定のもの＝要項添付書類。
       ②自己推薦書　本校所定のもの＝要項添付書類。 
　　 ③調査書　出身学校長が発行する調査書 ( 成績証明書、出席状況証明書等） 
　　 ④卒業証明書　出身学校長が発行する卒業証明 ( 見込 ) 書 
　　 ⑤選考料　20,０００円（納入方法はP.6を参照してください） 
　　 ⑥在留カードのコピー（表面、裏面）
　　 ⑦パスポートのコピー（母国顔写真ページ、VISAページ）
       ⑧母国の身分証明証（IDカード）のコピー（表面、裏面）
　　 ⑨出身国の高等学校以上の卒業証明書、又は卒業見込証明書のコピー（※和訳も添付）
　　 　写真3枚（無背景・上半身 ３㎝×4㎝）内１枚を願書に貼付のこと。
          　健康診断書のコピー（学校で受診したもので可）
　　 ※ 出身校の推薦を受けようとする者は、Ｐ.4を参照してください。 

（２）出願方法 
　　 ◎出願書類および選考料は不備のないように準備し、一括して郵送または本校事務局へ持参する。 
　　 ◎郵送の場合は、添付の封筒で上記書類・選考料の銀行振込み控えを同封し、書留にて送付すること。 
　　 ◎直接本校に持参する場合は、下記受付時間内に本校事務局へ提出する。 
　　 

（３）受付期間
　　 10月期生
　　 ｠2019年   5 月  １日　～　2019年   9 月  末日
　　 　4月期生
　　 ｠2019年10月  １日　～　2020年   3 月  末日
 
（4）事務局受付時間
       平日：１０:００～１７:００
　　 土・日曜日、祝日は受付できません。

出願手続き
Application Procedure

しゅつがん　てつづ

尚、欠員状況により授業開始日までの間、例外的に、受付けます。

しゅがんしょるい

      にゅうがくがんしょ  ほんこうしょてい                       ようこうてんぷ   しょるい

     じこすいせんしょ           ほんこうしょてい                       ようこうてんぷ   しょるい

      ちょうさしょ      しゅっしんがっこうちょう     はっこう           ちょうさしょ     せいせきしょうめいしょ   しゅっせきじょうきょうしょうめいしょなど

      そつぎょうしょうめいしょ       しゅっしんがっこうちょう       はっこう            そつぎょうしょうめい      みこみ       しょ

      せんこうりょう                              えん      のうにゅうほうほう                      さんしょう

      ざいりゅう                                        おもてめん うらめん

                                                             ぼこく  かおしゃしん

      ぼこく        みぶんしょうめいしょう                                                             おもてめん  うらめん

     しゅっしんこく   こうとうがっこういじょう     そつぎょうしょうめいしょ       また      そつぎょうみこみしょうめいしょ                                わやく         てんぷ

     しゃしん        まい     むはいけい         じょうはんしん                                   うち     まい      がんしょ      ちょうふ

     けんこうしんだんしょ                            がっこう     じゅしん                            か

       しゅっしんこう   すいせん      う                                     もの                           さんしょう

しゅつがんほうほう

      しゅつがんしょるい             せんこうりょう   ふび                                      じゅんび          いっかつ           ゆうそう                ほんこうじむきょく        じさん

      ゆうそう     ばあい            てんぷ        ふうとう     じょうきしょるい   せんこうりょう   ぎんこうふりこ        ひか           どうふう        かきとめ           そうふ

      ちょくせつほんこう      じさん                 ばあい              かき       うけつけ じかんない           ほんこう じむきょく            ていしゅつ

うけつけきかん

           がつきせい

                   ねん             がつ     ついたち                                   ねん            がつ   まつじつ

            がつきせい

                   ねん             がつ     ついたち                                  ねん           がつ    まつじつ

じむきょく   うけつけじかん

へいじつ

ど          にちようび        しゅくじつ   うけつけ

なお      けついんじょうきょう           じゅぎょうかいしび                    あいだ   れいがいてき           うけつ

10

11
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①｠ 入学願書は、楷書ではっきり記入すること
②｠ 数字は算用数字を用いること
③｠ 入学願書裏面の誓約書をよく読んで、理解した上でサインすること
④｠ 入学願書記載電話番号が変更になった場合すみやかに本校事務局まで連絡すること
⑤｠ 緊急時の連絡先は、必ず記入すること
 　 （※④⑤に対して不通の場合は願書虚偽記載とみなし合格取消し対象となります）
⑥｠ 写真3枚（無背景・上半身 ３㎝×4㎝）内１枚を願書に貼付のこと

注：記入漏れのないよう、もう一度確認してください。
      提出書類はＰ.5で確認し漏れがないよう、もう一度確認してください。
　　願書受付期間は、Ｐ4.Ｐ5で確認してください。

（１）入学願書

出願に際しては、最新の校則・寮則・生活規則等の遵守を入学の基準としています。
よって、最新の規約（http://www.nippon-academy.ac.jp/omo/rules.html）
を必ず確認し、入学に際しての心構えとしてください。

 選考料は、入学願書及び必要書類の提出時に次の方法でお支払いください。
 尚、選考料は願書提出後、返金できません。

（２）選考料の納入方法

提出書類記入上の注意
Documentation Formats

ていしゅつしょるい　　　きにゅうじょう　     　　ちゅうい

7 校則・寮則・生活規則等の遵守
Rules Of School ・Rules Of Dormitory・Follow The Daily Life Rules

こうそく              りょうそく            せいかつきそく              など           じゅんしゅ

※提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

しゅつがん   さい                       さいしん     こうそく      りょうそく   せいかつきそくなど        じゅんしゅ   にゅうがく   きじゅん

                       さいしん     きやく

      かなら   かくにん           にゅうがく   さい                 こころがま

にゅうがくがんしょ

せんこうりょう   のうにゅうほうほう

せんこうりょう        にゅうがくがんしょ およ     ひつようしょるい      ていしゅつじ      つぎ     ほうほう           しはら

なお   せんこうりょう   がんしょていしゅつご      へんきん

注 ）出願に際しては最新の入学要項（本校ホームページ）を確認の上お申し込みください。
       また入学願書、学校推薦書は本校ホームページよりプリントアウトも可能です。
       尚、受付期間中でも定員になり次第締め切ることがあります。

ちゅう    しゅつがん  さい               さいしん     にゅうがくようこう    ほんこう                                       かくにん     うえ    もう      こ

                       にゅうがくがんしょ がっこうすいせんしょ   ほんこう                                                                           かのう

             なお     うけつけきかんちゅう         ていいん               しだい  し        き

にゅうがくがんしょ        かいしょ                            きにゅう

すうじ        さんようすうじ        もち

にゅうがくがんしょうらめん  せいやくしょ                 よ                    りかい               うえ

にゅうがくがんしょきさいでんわばんごう        へんこう                     ばあい                              ほんこうじむきょく             れんらく 

きんきゅうじ     れんらくさき           かなら   きにゅう    

                       たい           ふつう         ばあい         がんしょ きょぎ  きさい                          ごうかくとりけ        たいしょう

しゃしん      まい       むはいけい        じょうはんしん                                   うち      まい      がんしょ     ちょうふ

ちゅう   きにゅうも                                                     いちど   かくにん

           ていしゅつしょるい                     かくにん                                                              いちど   かくにん           

           がんしょうけつけきかん                                        かくにん

ていしゅつしょるい   ふび                       ばあい        うけつけ                                              ちゅうい

下記の口座に20,000円を振込み、そのレシートを願書裏に添付してください。
銀行口座
　　　　 群馬銀行　本店営業部　普通預金　No 2549503
　　　　 ガク）ニッポンアカデミー

かき            こうざ                                    えん     ふりこ                                                    がんしょうら      てんぷ

ぎんこうこうざ

                        ぐんま   ぎんこう      ほんてんえいぎょうぶ      ふつう  よきん
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合否判定及び通知について
Examination Result

（１）合否の判定について
         ・書類審査（自己推薦書・成績・出席率・母国情報）
         ・筆記試験（点数）
         ・面接試験（面接マナー・日本語会話力）

        以上、総合して合否を判定いたします。

（２）合否通知について
  　  ◎ 試験の日から２週間以内に合否通知を本人または所属機関宛に郵送します。
　　 
（３）合格通知が届いたら
　　 ◎ 合格通知が届いた人は、入学に向けての手続きが始まります。
　　     学費明細、納入方法等の資料が同封されますので順次手続きを進めてください。

10
ごうひ        はんてい      およ　　　　つう ち

9 選考
Examination

せんこう

選考内容
書類審査のうえ、筆記試験および面接試験を行います。

選考会場
ホームページ上に掲示します。

せんこうないよう

しょるいしんさ                          ひっきしけん                       めんせつしけん        おこな

せんこうかいじょう

                                  じょう   けいじ

ごうひ        はんてい

       しょるいしんさ         じこすいせんしょ           せいせき      しゅっせきりつ   ぼこくじょうほう

       ひっきしけん            てんすう

       めんせつしけん         めんせつ                       にほんご      かいわりょく

  いじょう     そうごう            ごうひ        はんてい

ごうひつうち

       しけん         ひ                    しゅうかんいない     ごうひ   つうち         ほんにん                 しょぞくきかん   あて      ゆうそう

ごうかくつうち        とど

       ごうかくつうち        とど            ひと           にゅうがく    む                   てつづ               はじ

       がくひめいさい         のうにゅうほうほうなど  しりょう      どうふう                                  じゅんじ てつづ             すす

以上に該当した場合は合格取り消し通知を所属機関宛にFAXします。
合格取り消しの場合、いかなる理由であっても選考料・入学金の返金できません。
なお、入学月初日（10月期生は10月1日、4月期生は4月1日）以降の場合、
学費も返金できません。

●合格取り消しについて
　学校長の判断に基づき以下に該当する場合は、原則として合格取り消しとする。

     ごうかく と        け

     がっこうちょう   はんだん     もと            いか            がいとう            ばあい              げんそく                 ごうかく と        け

いじょう     がいとう            ばあい         ごうかくと        け        つうち        しょぞくきかん   あて

ごうかくと        け              ばあい                               りゆう                               せんこうりょう  にゅうがくきん   へんきん

                 にゅうがくつきしょにち             がつきせい                     がつ   ついたち            がつきせい                がつ  ついたち     いこう         ばあい

がくひ        へんきん

1） 提出した願書へ虚偽の記載をした者
2）願書に記載した住所や電話番号に連絡がつかない者
3） 出願書類の出席記録より4％以上低下した者
4） 定められた入学金と学費を期限までに納入しない者

ていしゅつ         がんしょ      きょぎ        きさい                    もの

がんしょ       きさい              じゅうしょ   でんわ   ばんごう      れんらく                            もの

しゅつがんしょるい   しゅっせききろく                       いじょう ていか             もの

さだ                       にゅうがくきん   がくひ        きげん                    のうにゅう              もの
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　学費納入

   ①学費は、請求書に記載されている金額を期日までに指定口座へ銀行振込みすること。

   銀行口座　　群馬銀行　本店営業部　普通預金　No 2549503
　　　　　　   ガク）ニッポンアカデミー

②振込み完了後、【振込み明細票】のコピーを学校まで
　FAXしてください。

上記についてご不明な点は事務局までお問い合わせください。
TEL: 027-210-6868

   【振込み明細票】のコピーをFAXにて送った後、
   振込みが完了となります。

   ・FAX : 027-260-8623

③入学許可
　学費納入が確認でき次第、入学許可書を本人または
　所属機関宛に送付します。

入学手続き
Entrance procedure

にゅうがく   てつづ

がくひ   のうにゅう

がくひ          せいきゅうしょ  きさい                              きんがく     きじつ                   してい  こうざ         ぎんこうふりこ

ふりこ        かんりょうご         ふりこ        めいさいひょう                               がっこう

         ふりこ         めいさいひょう                                                          おく            あと

      ふりこ              かんりょう

  にゅうがくきょか

  がくひ   のうにゅう   かくにん           しだい         にゅうがくきょかしょ     ほんにん

  しょぞくきかん   あて      そうふ

じょうき                            ふめい         てん     じむきょく                     と        あ

      ぎんこうこうざ              ぐんま   ぎんこう     ほんてん えいぎょうぶ     ふつう   よきん

支店コード 100　　普通　　2549503
ガク）ニッポンアカデミー

群 馬 銀 行

100

●学費納入の期限
     がくひ   のうにゅう   きげん

がくひ   のうにゅうきじつ       ごうかく つうちしょ         どうふう                             せいきゅうしょ   きさい                                 ひ

きほん     にゅうがくきん    ごうかくつうちしょ   そうふび                           しゅうかんいない       がくひ         ごうかくつうちしょ   そうふび

げんそく                           かげつ    いない                                               ごうかくつうちしょ    そうふび             にゅうがくつき            かげつまえ

              がつきせい              がつついたち      がつきせい             がつついたち      ばあい                  しゅうかんいない     にゅうがくきん   がくひ       いっかつ

のうにゅう                                                               にってい      ごうかく つうちしょ          そうふ                                              さいしゅう    のうにゅうき

げん       にゅうがくつきぜんげつまつ              がつきせい                  がつまつじつ           がつきせい                  がつまつじつ

学費納入期日は合格通知書に同封されている請求書に記載されている日とする。
基本、入学金は合格通知書送付日より 2 週間以内。学費は合格通知書送付日より
原則として 2ヶ月以内とする。ただし、合格通知書送付日が入学月の 2ヶ月前
（10 月期生は 8月1日、4月期生は2月1日）の場合は、2週間以内に入学金と学費を一括
納入とする。なお、いかなる日程に合格通知書を送付したとしても、最終の納入期
限は入学月前月末（10月期生は9月末日、4月期生は3月末日）とする。
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13 入学式・始業日
Entrance Ceremony

にゅうがく　しき　　　　　　しぎょう び

12 オリエンテーション
Orientation for new students

10月期生　2019年 10月上旬
　  オリエンテーションに関する諸連絡は9月中旬に本人または所属機関に通知します。
  4 月期生   2020年    4 月上旬
　  オリエンテーションに関する諸連絡は2月下旬に本人または所属機関に通知します。

オリエンテーション内容
・プレースメントテスト　・制服配布　・学生証写真撮影
・入学式のスケジュール案内　・その他、入学後の案内

がつきせい                           ねん             がつじょうじゅん

                                                     かん          しょれんらく            がつちゅうじゅん ほんにん                しょぞくきかん       つうち

がつきせい                           ねん             がつじょうしゅん

                                                     かん          しょれんらく            がつげじゅん    ほんにん                しょぞくきかん       つうち

                                               ないよう

                                                                    せいふく はいふ             がくせいしょうしゃしんさつえい

にゅうがくしき                                    あんない                       た         にゅうがくご      あんない

オリエンテーションの無断欠席は入学を辞退したとみなします。
むだん    けっせき     にゅうがく  じたい

入学式の無断欠席は入学を辞退したとみなします。
にゅうがくしき   むだん   けっせき     にゅうがく   じたい

10月期生   2019年度入学式および始業日は、下記日程を予定しております。 
　　　  2019年10月10日（火）（変更の場合あり） 
　        入学式に関する諸連絡は9月中旬に本人または所属機関宛に通知します。

　4月期生   2020年度入学式および始業日は、下記日程を予定しております。 
　　　　2020年4月10日（月）（変更の場合あり） 
　         入学式に関する諸連絡は2月下旬に本人または所属機関宛に通知します。

がつきせい                             ねんど   にゅうがくしき              しぎょうび              かき      にってい     よてい

                              ねん            がつ            か         か           へんこう     ばあい

           にゅうがくしき   かん            しょれんらく             がつちゅうじゅん ほんにん                しょぞくきかん   あて     つうち

がつきせい                            ねんど   にゅうがくしき              しぎょうび              かき      にってい     よてい

                               ねん       がつ             か         げつ         へんこう     ばあい

            にゅうがくしき   かん           しょれんらく              がつちゅうじゅん ほんにん               しょぞくきかん   あて      つうち

学生証
　 学生証の写真は、新たに撮影したものを使用するため、
　 撮影予定日（入学前のオリエンテーションの日）には必ず出席してください。
　 そして、学生証は、入学式後、二週間以内に配布します。
　 学生証は、学生通学定期券の購入、学割の発行および在学証明書等の諸証明の申請が
　 できます。

がくせいしょう

        がくせいしょう   しゃしん        あら           さつえい                             しよう

        さつえいよていび         にゅうがくまえ                                                            ひ                かなら   しゅっせき

                               がくせいしょう         にゅうがくしきご     にしゅうかんいない         はいふ

        がくせいしょう         がくせいつうがくていきけん        こうにゅう   がくわり     はっこう                  ざいがくしょうめいしょなど   しょしょうめい   しんせい
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① 入学を辞退する場合は、入学月前月末（10月期生は9月末日、4月期生は3月末日）

　 までに来校または郵便書留にて辞退届を提出すること。（辞退届は当校ホーム

　 ページ上から印刷してください）辞退届を受けた場合に限り選考料・入学金を除く

　 学費を全額返金します。

② 入学月初日（10月期生は10月1日、4月期生は4月1日）以降、辞退の場合は

　 いかなる理由であっても学費の返金はできません。

入学辞退について
About Admission Refusal / Decline

にゅうがく   じたい

にゅうがく  じたい              ばあい           にゅうがくつきぜんげつまつ         がつきせい             がつまつじつ        がつきせい             がつまつじつ

                らいこう                 ゆうびんかきとめ           じたいとどけ      ていしゅつ                       じたいとどけ      とうこう

                 じょう        いんさつ                                  じたいとどけ      う              ばあい        かぎ     せんこうりょう   にゅうがくきん   のぞ

がくひ        ぜんがくへんきん

にゅうがくつきしょにち         がつきせい                 がつ ついたち     がつきせい             がつ ついたち いこう     じたい         ばあい

                      りゆう                              がくひ         へんきん

写真のブロンズ像は学校講
堂（群馬ロイヤルホテル・
愛と平和の教会）の愛と平
和の少女像です。花弁の中
に創造された大空間は天空
よりの光と融合し、愛・平
和そして希望を象徴してい
ます。

These statues are set 
into the hall of the school 
which represent for love 
and peace. (this hall is 
used as wedding hall of 
Gunma Royal Hotel). The 
space created in petals, 
merges into light from 
the sky and symbolizes 
love,peace and hope.


