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Ⅰ．募集学科
学 校 名 募 集 学 科 募 集 コ ー ス 募集定員

宮崎情報ビジネス医療専門学校
 ※1

国際ビジネス科（2年制）
国際ビジネスコース 40名
国際ホテル・ホスピタリティコース 30名
国際ゴルフマネジメントコース 10名

キャリアマネジメント科（1年制） キャリアビジネスコース 40名

国際ビジネス科（1年制） 進学コース 20名
国際福祉基礎コース 20名

宮崎福祉医療カレッジ ※2 介護福祉学科（2年制）【N2合格者対象】 20名
宮崎サザンビューティ専門学校 国際トータルビューティコース（2年制）【女性のみ・N2合格者対象】 10名
宮崎ペットワールド専門学校 国際ペット美容・グルーマーコース（2年制）【N2合格者対象】 10名

※1　 宮崎情報ビジネス医療専門学校はN2以上合格者対象コースとして「情報システム科」「総合ビジネス科」がございます。
いずれの科も日本人との合同となります。出願資格、学費については募集担当までお問い合わせください。

※2　 日本語能力試験N2を取得していない方は宮崎情報ビジネス医療専門学校国際福祉基礎コースで1年間学習し、内部進学で
介護福祉学科へ進級することができます。

Ⅱ．募集要項
１．出 願 期 間 2020年10月1日（木）～2021年3月31日（水）

２．出 願 資 格 ① 在留資格が「留学」の方　※他の在留資格で希望する場合は事前にご相談ください。
② 外国において12年以上の学校教育を修了している方
③  財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験のN2以上

に合格した者、又はN2と同等以上の学力を有する者
④ 卒業年度の出席率が90％以上の者

３．選 考 方 法 ① 書類審査
② 面接試験（30分）
③ 筆記試験（50分）
④ 作文試験（40分）

４．入試選考料 10,000円　※専願受験をご希望の方は免除します。

５．選 考 日 時 下記日時で実施いたします。試験会場は決まり次第ご案内します。
※第5回以降の入学選考試験は出願状況に応じて実施いたします。

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

福 岡 地 区 10月29日（木） 11月26日（木） 12月17日（木） 2021年1月21日（木） 2021年2月18日（木）

北九州地区 10月30日（金） 11月27日（金） 12月18日（金） 2021年1月22日（金） 2021年2月19日（金）

佐 賀 地 区
久留米地区 10月29日（木） 11月26日（木） 12月17日（木） 2021年1月21日（木） 2021年2月18日（木）

東 京 地 区 11月5日（木） 12月3日（木） 12月23日（水） 2021年1月28日（木） 2021年2月25日（木）

名古屋地区 11月6日（金） 12月4日（金） 12月24日（木） 2021年1月29日（金） 2021年2月26日（金）

６．合 格 発 表 試験実施後14日前後で在籍日本語学校宛に郵便で通知いたします。合否結果について電話
でのお問い合わせには応じられません。
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７．入学手続き ・合格者は指定された期日を守って入学金及び学校が指定する金額を納付してください。
・所定の手続きが完了した者に「入学許可証」を発行いたします。
・  在留期限が2021年4月と5月になっている方は、可能な限り日本語学校在籍中に在留期間

更新許可申請手続きを行ってください。所定の手続きが完了し、「入学許可証」が発行さ
れた方には「所属機関等作成用」計2枚を日本語学校宛に郵送いたします。

Ⅲ．入学までの流れ

・入学金及び学校が指定する校納金の納付
・必要書類の提出

入学志願書提出

入学選考試験

合否発表

入学許可証の発行

入学式事前説明会（2021年4月5日）

入学式（2021年4月6日）

オリエンテーション
（2021年4月7日、8日）

授業開始

在留期間更新許可申請手続き在留期限が
2021年4月、5月の方

■注意事項
・ 一旦納入された校納金は入学式前までに辞退の申し出（在留期間更新許可が出ない、進路の変更等）があっ

た場合に限り入学金を差し引いた上で返還いたします。ただし、4月1日を期限とします。4月2日以後の申
請には応じられませんのでご注意ください。

・  以下に該当する場合は合格または入学許可を取り消す場合があります。
　① 学校が指定する期日までに校納金の納付及び書類提出がされない場合
　② 提出された書類に虚偽が認められた場合
　③ 入学選考試験後卒業までの間に出席率が90%以下になった場合
　④ 入学式事前説明会、入学式、オリエンテーションに参加しなかった場合
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Ⅳ．提出書類
出願を希望する者は以下の書類を全てA4サイズで揃えて提出してください。

提　　出　　書　　類 確認欄

① 入学願書（本校所定書式）

② 写真1枚（3×4㎝）　※願書に貼付

③ 母国の最終学歴証明書（日本語訳を付けること）

④ 日本語学校の卒業証明書または卒業見込み証明書

⑤ 日本語学校の成績証明書

⑥ 日本語学校の出席証明書

⑦ 日本語能力試験成績通知書

⑧ パスポート
　 ※パスポート番号、ビザ、資格外活動許可、出入国の履歴がわかるページのコピーを提出

⑨ 在留カード　※両面コピーを提出

⑩ 経費支弁に関する証明書
　 ※ 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・日本の銀行預金通帳の

コピー

⑪ 入試選考料（10,000円）　※現金又は現金為替で納めてください。

⑫ 返信用切手（210円）

■注意事項
・ 出願書類一式は入試選考日の2日前までに郵送（書留又は配達記録）で提出してください。書類の追加提出、

提出が間に合わない場合は事前に本学へご連絡ください。入試選考日当日に受付ける場合もあります。
・ 書類に不備がある場合、本学より連絡いたします。
・ 母国語の証明書は必ず日本語訳を付けてください。
・ 預金通帳の写しは提出直前までの入出金記録を記帳した上で提出してください。
・ 証明写真の裏面に氏名、在籍日本語学校名を記入してください。
・ 入試選考料は試験日当日の納入でも構いません。
　 また、本学を専願で受験される方の選考料は免除となります。ただし、合格通知後に他校進学で辞退する

場合は入試選考料を納めていただきます。
・ 入学を希望するコースは第1希望、第2希望それぞれ記入してください。定員に到達した場合、または選考試

験の結果が第1希望コースの基準を満たしていない場合は、第2希望で合否選考いたします。
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Ⅴ．学　費
◎国際ビジネスコース
◎国際ホテル・ホスピタリティコース
◎国際ゴルフマネジメントコース
◎国際ペット美容・グルーマーコース（N2合格者対象）

入学金 授業料 教材費
実習費

維持費
設備費 補助活動費 合　計

１年次 100,000 520,000 50,000 50,000 100,000 820,000

２年次 ── 520,000 50,000 50,000 90,000 710,000

合　計 100,000 1,040,000 100,000 100,000 190,000 1,530,000

◎進学コース
◎国際福祉基礎コース
◎キャリアビジネスコース

入学金 授業料 教材費
実習費

維持費
設備費 補助活動費 合　計

１年次 100,000 520,000 50,000 50,000 100,000 820,000

２年次 ── ── ── ── ── ──

合　計 100,000 520,000 50,000 50,000 100,000 820,000

◎国際トータルビューティコース（N2合格者対象）

入学金 授業料 実習費 維持費
設備費

補助活動費
（教材含む） 合　計

１年次 100,000 520,000 50,000 50,000 130,000 850,000

２年次 ── 520,000 50,000 50,000 130,000 750,000

合　計 100,000 1,040,000 100,000 100,000 260,000 1,600,000

※上記の学費の他に別途検定試験受験料が必要となります。

◎介護福祉学科（N2合格者対象）

入学金 授業料 施設設備費 維持費 補助活動費 合　計

１年次 100,000 500,000 50,000 50,000 170,000 870,000

２年次 ── 440,000 50,000 50,000 170,000 710,000

合　計 100,000 940,000 100,000 100,000 340,000 1,580,000

※宮崎福祉医療カレッジ介護福祉学科の校納金納入方法は別途設定があります。詳しくは募集担当がご説明いたします。
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Ⅵ．学費支援制度
学校法人宮崎総合学院は日本で進学、就職を目標とする留学生に対し様々な支援制度をご用意しています。

割引制度名称 内　　容 免除額

① 宮崎総合学院留学生奨学金 入学者全員1年次授業料を一部免除 100,000円

② 日本語能力試験合格割引

合格者は証明書類提出により1年次授業料を一部免除
※ N4合格はキャリアビジネスコースのみ適用となります。
※ 国際トータルビューティコース、国際ペット美容・グ

ルーマーコースはN2以上合格している方のみ免除とな
ります。

N2以上：30,000円
N3　　：20,000円
N4　　： 5,000円

③ 出席率割引

日本語学校在籍期間中の出席率に応じて1年次授業料を一
部免除
※ 出願時点の最終学年出席率とします。通算出席率ではあ

りません。

95％以上：20,000円
94％～90％：10,000円

④ 県外進学者サポート割引 本校に出願し入学する留学生は1年次授業料を一部免除 20,000円

⑤ 国際ビジネス科
　 早期出願者割引

国際ビジネス科の各コースに出願を希望する者で令和2年
10月31日までに願書を提出、受験した学生は1年次授業料
を一部免除

20,000円

⑥ キャリアマネジメント科
　 早期出願者割引

キャリアビジネスコースに出願を希望する者で令和2年10
月31日までに願書を提出、受験した学生は1年次授業料を
一部免除

10,000円

⑦入試選考料免除 専願受験者は入試選考料を免除 10,000円

■注意事項
・ 入学後、次の内容に該当した場合、適用された免除は無効となり速やかに免除額分を納入していただきます。
　① 所定の課程を修了せず退学する場合（自己都合による退学、学校通知による退学）
　② 出願書類内容に虚偽が判明した場合

Ⅶ．学費納入期日

納入項目 納入額
納入期日

第1回受験者 第2回受験者 第3回受験者 第4回受験者 第5回受験者

入学金 100,000 2020年11月30日 2020年12月31日 2021年1月29日 2021年2月26日 2021年3月25日

授業料第1回 220,000 2020年12月31日 2021年1月29日 2021年2月26日 2021年3月25日 2021年3月31日

前家賃【1回】 50,000 2021年3月25日
2021年4月9日

前家賃【2回】 50,000 2021年4月9日

■注意事項
合格者は指定された期日までに納入を行ってください。指定された期日までに納入が確認できない、海外送
金遅延により納入が遅れる場合は必ず事務局までご連絡ください。連絡がない場合は2021年3月31日をもっ
て合格を取り消します。
合格取消後のご相談には一切応じることができません。
海外送金用の請求書が必要な方は余裕を持って事務局までご連絡ください。
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宮崎情報ビジネス医療専門学校・宮崎サザンビューティ専門学校
宮崎ペットワールド専門学校
校長　殿

入学志願書
Application For Admission

学校法人宮崎総合学院　留学生用（本科）

キ
リ
ト
リ
線

▼

◇志望学科・コース　Division・Course of your choice

◇申請人　Applicant

氏　名
Name

漢字
カナ

In
English

Family Name Given Name

生年月日
Date of Birth

性　別
Sex

　　　　年　　　月　　　日（　　才）
　　　　　　Year　　　Month　　　　Day　　　　Age

在留カード期限
Residence Card Date 

of Expiration
　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　Year　　　Month　　　　Day

           　年　　　　月入学
From：Year　　　　Month

         年　　　　月卒業（見込）
To：Year　　　　Month

〒
TEL

TEL

男　・　女
Male ／ Female

有　・　無
Married ／ Single

国　籍
Nationality

出生地
Place of Birth

配偶者
Material Status

現住所
Present Address

戸籍住所
Permanent Address

現在の通学校
Present School

学習期間
Period担任名

Class Teacher 先生
（姓） （名）

メールアドレス
E-mail Address

携帯電話・PHS
Mobile Phone・PHS

◇日本語学習歴　Previous Study of Japanese

学校名 学科名 コース名 第１
希望

第２
希望

□国際ビジネス科
 （1年制）

□キャリアマネジメント科

進学コース（４月入学）

国際福祉基礎コース（４月入学）

キャリアビジネスコース（４月入学）

国際ビジネスコース（４月入学）

国際ホテル・ホスピタリティコース（４月入学）

国際ゴルフマネジメントコース（４月入学）

国際トータルビューティコース（４月入学）

国際ペット美容・グルーマーコース（４月入学）

□国際ビジネス科
 （2年制）

□トータルビューティ科

□動物健康管理学科

宮崎情報ビジネス医療
　　　　　　専門学校

宮崎サザンビューティ
　　　　　　専門学校
宮崎ペットワールド
　　　　　　専門学校

写　真Photo
正面撮影、3ヶ月以内
のもの、横３㎝、縦４cm

Front view, taking in
3 months, breadth
３cm, length４cm

※第１、第２志望学科・コースに□を入れてください。

＊学校記入

番　号

受付日　　　 年　　月　　日

＊学校記入欄

□不備なし　入試（第　　回　福岡・北九・佐賀・東京・大阪）　 □不備（　　　　　　　　　　　　　　　）
□N２　 □N３　 □N４　 □出席割（　１０ 　２０　）　 □早期出願割（　ビ　キャ　）　 □県外割

Ⅷ．アパートについて
宮崎総合学院は学校借り上げによる留学生専用アパートをご用意しております。アパートは学校から自転車で
10分～15分圏内にあります。ベッド、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器を設置しております。家賃は水道・電気・ガス・
Wi－Fi（一部設置なし）をセットで、1人暮らしの場合は35,000円～、2人以上で入居する場合は22,000円～と
なっております。入居をご希望される方は合格通知に同封される用紙に記入の上、返信してください。

【留学生本人がアパートを用意する場合】
学校借り上げ物件への入居をご希望されない方は不動産会社を紹介いたします。ただし契約時の保証人は対
応できません。ご自身で準備してください。契約が完了しましたら必ず学校へ住所を届け出てください。

【入居日について】
学校借り上げ物件への入居は以下の期間で受入れを行います。下記以外の受入れはできませんのでご注意く
ださい。受入れ時は職員が空港、駅、バス停留所まで迎えに行きます。

受入れ期間：2021年3月30日（火）～4月2日(金)
受入れ時間：午前10時～午後5時　〈土日は除く〉

【留学生専用アパートタイプ別家賃（家賃・光熱費・Wi－Fiを含む）】

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ

1人 42,000 40,000 35,000

2人以上 25,000 28,000 25,000 22,000

※家賃は1人あたりの料金です。
※Wi－Fiに対応していないアパートもあります。

Ⅸ．アパート家賃納入について
学校借り上げ物件へ入居をご希望される方は学校が指定する校納金とは別に前家賃として100,000円が必要と
なります。1人暮らしの方は2ヶ月分、2人以上の部屋入居の方は2～3ヶ月分の家賃や、入居物件の設備費、寝
具購入費に充当いたします。希望者には専用振込用紙を送りますので必ず期限内に納めるようにしてくださ
い。

第1回目　3月25日（木）　50,000円
第2回目　4月9日（金）　  50,000円

■注意事項
・ 納入の確認ができない限り物件への入居はできません。
・ 入居希望で本学へ申し込みをされた方が、ご自分で物件を用意することに切り替えられた場合、違約金とし

て50,000円を納めていただきます。
・ 入学辞退となった場合、家賃の返金に応じることはできません。



宮崎情報ビジネス医療専門学校・宮崎サザンビューティ専門学校
宮崎ペットワールド専門学校
校長　殿

入学志願書
Application For Admission

学校法人宮崎総合学院　留学生用（本科）

キ
リ
ト
リ
線

▼

◇志望学科・コース　Division・Course of your choice

◇申請人　Applicant

氏　名
Name

漢字
カナ

In
English

Family Name Given Name

生年月日
Date of Birth

性　別
Sex

　　　　年　　　月　　　日（　　才）
　　　　　　Year　　　Month　　　　Day　　　　Age

在留カード期限
Residence Card Date 

of Expiration
　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　Year　　　Month　　　　Day

           　年　　　　月入学
From：Year　　　　Month

         年　　　　月卒業（見込）
To：Year　　　　Month

〒
TEL

TEL

男　・　女
Male ／ Female

有　・　無
Married ／ Single

国　籍
Nationality

出生地
Place of Birth

配偶者
Material Status

現住所
Present Address

戸籍住所
Permanent Address

現在の通学校
Present School

学習期間
Period担任名

Class Teacher 先生
（姓） （名）

メールアドレス
E-mail Address

携帯電話・PHS
Mobile Phone・PHS

◇日本語学習歴　Previous Study of Japanese

学校名 学科名 コース名 第１
希望

第２
希望

□国際ビジネス科
 （1年制）

□キャリアマネジメント科

進学コース（４月入学）

国際福祉基礎コース（４月入学）

キャリアビジネスコース（４月入学）

国際ビジネスコース（４月入学）

国際ホテル・ホスピタリティコース（４月入学）

国際ゴルフマネジメントコース（４月入学）

国際トータルビューティコース（４月入学）

国際ペット美容・グルーマーコース（４月入学）

□国際ビジネス科
 （2年制）

□トータルビューティ科

□動物健康管理学科

宮崎情報ビジネス医療
　　　　　　専門学校

宮崎サザンビューティ
　　　　　　専門学校
宮崎ペットワールド
　　　　　　専門学校

写　真Photo
正面撮影、3ヶ月以内
のもの、横３㎝、縦４cm

Front view, taking in
3 months, breadth
３cm, length４cm

※第１、第２志望学科・コースに□を入れてください。

＊学校記入

番　号

受付日　　　 年　　月　　日

＊学校記入欄

□不備なし　入試（第　　回　福岡・北九・佐賀・東京・大阪）　 □不備（　　　　　　　　　　　　　　　）
□N２　 □N３　 □N４　 □出席割（　１０ 　２０　）　 □早期出願割（　ビ　キャ　）　 □県外割



◇入学希望理由　Purpose of Study

◇日本語能力試験受験状況　Japanese Language Proficiency Test

◇他校を受験する予定　Plan examination for other schools　※該当するものに□を入れてください。

□　受験をする　【受　験　先】

　　　　　　　　　【合格発表日】

□　受験をしない

以上の記載内容は事実と相違ありません。
I declare that all information in this form is Complete and correct.

志願者署名 Signature of Applicant

20　　年　　　月

◇卒業後の予定　Plan after Graduation　※該当するものに□を入れてください。

□　日本での進学　　　　□　日本での就職　　　□　帰国　　　　　　□　その他
Continue to study in Japan　　　　Find Work in Japan　　　　　Return to Homeland　　　 Other

年　　　　月　　　　日

日本語能力試験
Japanese Language Proficiency Test

【合格者は該当する級をチェックすること】

Passed Level　　　N　1　・　2　・　3　・　4　・　5

【合格をしていない者は直近の受験級と点数を記入】

　　　　年　　　　月（受験級）　　　（点数）　　　　点

※合格通知後に他校進学で辞退する場合、入試選考料を納めていただきます。



◇入学希望理由　Purpose of Study

◇日本語能力試験受験状況　Japanese Language Proficiency Test

◇他校を受験する予定　Plan examination for other schools　※該当するものに□を入れてください。

□　受験をする　【受　験　先】

　　　　　　　　　【合格発表日】

□　受験をしない

以上の記載内容は事実と相違ありません。
I declare that all information in this form is Complete and correct.

志願者署名 Signature of Applicant

20　　年　　　月

◇卒業後の予定　Plan after Graduation　※該当するものに□を入れてください。

□　日本での進学　　　　□　日本での就職　　　□　帰国　　　　　　□　その他
Continue to study in Japan　　　　Find Work in Japan　　　　　Return to Homeland　　　 Other

年　　　　月　　　　日

日本語能力試験
Japanese Language Proficiency Test

【合格者は該当する級をチェックすること】

Passed Level　　　N　1　・　2　・　3　・　4　・　5

【合格をしていない者は直近の受験級と点数を記入】

　　　　年　　　　月（受験級）　　　（点数）　　　　点

※合格通知後に他校進学で辞退する場合、入試選考料を納めていただきます。
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▼

学校法人　宮崎総合学院
宮崎福祉医療カレッジ　校長　殿

入学志願書
※　　　　年　　月　　日

※番号

本 人 氏 名

保護者氏名
（注）本人・保護者の氏名は楷書で正確に記入してください。

本

　
　
　
　
　
　人

保

　護

　者

フ リ ガ ナ

氏　　　名

生 年 月 日

現　住　所

（既卒者のみ記入）
高等学校卒業
後 の 状 況

学　　　歴
高校名・担任名
は、正確に記入
してください。

フ リ ガ ナ

氏　　　名

男
女

緊 急 連 絡 先
（　　　　）

-

（〒　　─　　　）

合否通知書
（〒　　─　　　）※現住所以外に送付を希望する場合のみ記入のこと。

現　住　所
（〒　　─　　　）

高等学校　　　　　科　　　　　年　　月　卒業見込
卒　　業

（高校卒業時担任名　　　　　　先生）〔※学校コード　　　　〕

進学（学校名）

職　　　歴

本人との続柄

電 話 番 号
市外局番（　　　　）

-

□介護福祉学科：介護福祉士コース
□福祉総合学科：スポーツ福祉コース

◇希望するコースに✓印をつけてください。

一　　般 受験する 受験しない併　　願 特別奨学生試験
〈介護福祉学科〉

◇ファミリー紹介制度を利用される方は必要事項を記入してください。

　　　　　年　　　月　　　日大学
公務員試験

学部
併願大学・短大名・公務員 最終合格発表日

◇併願制度を利用される方は必ず記入してください。

※は記入しないでください。
（注）　ご記入いただいた個人情報は宮崎総合学院の学生管理の目的以外では使用いたしません。

自　　　年　　月至　　　年　　月

自　　　年　　月至　　　年　　月

正面上半身脱帽

写真の裏に氏名を記入
して完全に貼付する。

タテ４cm
×

ヨコ３cm

証明書用写真貼付

◇希望する入学方法に○印をつけてください。 ◇下記の項目について該当するものに○印をつけてください。

年
月

在籍中
卒　業
修　了

（親族者名） 続　柄 （チェックしてください）学　　校　　名 在籍年又は卒業年
　

中

　
　退

卒
業
見
込

卒

　
　業

宮崎情報ビジネス医療専門学校
宮 崎 福 祉 医 療カレッジ
宮崎サザンビューティ専門学校
クラーク記念国際高等学校連携校宮崎キャンパス
九州工科自動車専門学校

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

大原簿記公務員専門学校宮崎校
宮崎ペットワールド専門学校
小林看護医療専門学 校
九州医学 技術専門学 校
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校

推　　薦Ａ　　Ｏ

─

───── ── ─ ──────

─ ─ ─ ─

　　年　　月　　日生（　　才）




