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募集コース 

国際教育英語プログラムコース(学部４年) 

4年間英語の授業のみで東京福祉大学も同時に卒業します。東京福祉大学教育学部国際教育

専攻通信教育課程のカリキュラムの履修により、異文化を理解し、思考力・問題解決能力

を持ってグローバルに活躍できる人材、多国籍児童に対応できる国際理解力に優れ、教育

に貢献できる人材を養成します。 

 

社会福祉大学進学コース(学部４年＋大学院修士２年) 

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科通信教育課程のカリキュラムの履修により、日本

の進んだ社会福祉を学びます。専門学校卒業と同時に東京福祉大学も卒業。卒業後は東京

福祉大学大学院社会福祉学研究科修士課程に優先的に入学できます。 

 

※東京福祉大学通信教育課程は日本の文部科学大臣認可の正規の大学課程です。卒業証書

は通学課程と全く同じで、通信教育とは書かれていません。 

※来日後に東京福祉大学の入学手続きを行います。 

 

1. 出願資格 

◆国際教育英語プログラムコース 

日本国以外の国籍を有し、以下の（１）～（４）すべての条件を満たす物とする。 

（１）TOEFL iBTテスト 60点以上、TOEIC 700点以上、IELTS 4.5以上、duolingo 65点以

上を有する者。中国の全国普通高等学校招生入学考試（高考）における英語の得点が 7 割

以上の者。または、相当する英語能力を有すると認められる者。 

（２）原則として外国において当該国の学校教育制度に基づく 12年の課程を修了（または

2021年 3月 31日までに修了見込）した者。 
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（３）心身ともに健康である者。 

（４）経済的に学業に支障をきたさない者。 

◆社会福祉大学進学コース 

 以下の（１）～（４）すべての条件を満たす物とする。 

（１）原則として外国において 2021 年 3 月までに 12 年以上の学校教育を修了（見込）し

た者。また初等・中等教育制度が 12年未満の国で教育を受ける場合は、さらに日本の文部

科学大臣が指定した日本の準備教育課程を修了している者、又は本学園において個別の入

学資格により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、年齢が

18歳以上の者。 

（２）日本語能力試験（JLPT）N２合格以上の資格を有する者、又は日本留学試験（EJU）

においては 200 点以上（記述は除く）の者、又は生活・職能日本語検定試験（J-Cert）準

上級以上の者、又は J-TESTの C級以上の者。 

（３）心身ともに健康である者。 

（４）経済的に学業に支障をきたさない者。 

 

2. 出願手続き方法 

① 募集期間 

出願期間 ～2021年 2月 10日(水) 

② 選考方法 

書類選考、面接(インターネットで行います) 

③ 面接会場 

所属している日本語学校・出願手続きの窓口となっている留学センター等で行います。 

④ 入学選考料 

 入学選考料 20,000円 
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※入学選考料は、初年度納入金といっしょに請求いたします。 

※一度納入された入学選考料は返却いたしません。 

3. 出願に必要な書類 

 提出書類 備考欄 

 

1 

 

入学願書・      

履歴書 

本校所定入学願書・履歴書。 

本人が記入すること。 

※合格後、東京福祉大学通信教育課程出願用の入学願書を別

に準備します。 

2 志望理由書 本校所定書式。本人が記入すること。 

 

3 

 

健康診断書 

原則として本校所定の用紙。出願の前 3ヶ月以内の者。公的

医療機関で作成した者。本校所定の用紙での提出ができない

場合には、公的医療機関所定の用紙（本校所定の用紙と同じ

内容の診断項目が記載されているもの）での提出も認める。 

 

4 

成績証明書（原本を

2部）及び日本語訳

（2部） 

高等学校から最終出身校までの在学機関の成績証明書（原本

を 2部）と日本語訳（2部） 

※成績証明書（原本）は、在留資格認定証明書の郵送と共に

返却します。 

 

 

5 

 卒業証明書（原本

を 2部）及び日本語

訳（2部） 

出身高校及び最終学校の卒業証明書（原本を 2部）と日本語

訳（2部）。但し在学中の場合は、「卒業見込証明書」（原本を

2部）と日本語訳（2部）。国籍が中国等の場合は、「卒業証書」

（原本を 1部）と日本語訳（2部） 

※卒業証明書（原本）（在学中の場合は、卒業見込証明書（原

本）、国籍が中国などの場合は卒業証書（原本））は、在留資

格認定証明書の郵送と共に返却します。 
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6 日本語学習証明書

（原本） 

母国で日本語を学習した学校（日本語教育機関）所定のもの。 

日本語学習期間及び日本語学習時間数を必ず記載されている

もの。 

7 日本語能力証明 

（原本） 

日本語能力試験（JLPT）N２合格以上、生活・職能日本語検定

試験（J-Cert）準上級以上、J-TESTの C級以上の合格者は合

格証（原本）を提出。又は日本留学試験（EGU）の受験者は成

績通知書（原本）を提出 

※日本語能力試験（JLPT）N１受験者、生活・職能日本語検定

試験（J-Cert）上級受験者、J-TESTの準 B級以上の受験者は

不合格の場合も合否結果通知書(原本)を提出 

※日本語能力試験（JLPT）N２以上などの証明書（原本）は、

在留資格認定証明書の郵送と共に返却します。 

※日本留学試験（EJU）成績通知書（原本）は在留資格認定証

明書の郵送と共に返却します。 

8 承諾書 本校所定の用紙。東京福祉大学への入学手続きを本校が代行

することについての承諾書。 

9 経費支弁誓約書 本校所定の用紙。保護者等経費支弁者が記入すること。 

10   

 

写真 

５枚（縦４㎝×横３㎝、全て同じもの）。裏面に国籍と氏名を

記入した上で、うち１枚は入学願書に貼付すること。出願前

３ヶ月以内に撮影した、上半身・正面・脱帽・無背景で明瞭

なもの。ネガフィルム使用のもの。パソコン出力のものは不

可。 

 

11 

 

パスポートコピー 

白紙のページを除く全ページをコピーしたものを提出。 

※来日歴がある場合、ICチップのパスポートはスタンスが押
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さないため、入出国証明の資料を関係機関に申請し、入手い

たものを提出。 

12 在職証明書 ※ 母国で就職している出願者のみ。 

13 身元保証書 本校所定の用紙。保証人が記入すること。 

 

14 

 

戸籍抄本 

中国の場合、親族関係証明を公正「公証書（原本）」と「居民

戸口簿」の家族全員分コピーを提出。 

その他の国は「出生証明書」等。 

15 

△ 

英語能力を証明する

書類（原本） 

英語能力を客観的に証明する証書および成績証明書を提出す

ること。 

※国際教育英語プログラムコースの申請者のみ提出 

※4、5は合格後、1部を東京福祉大学通信教育課程出願として使用します。 

 

＜経費支弁者の提出書類＞ 

①出願者本人が経費を支弁する場合（個別にご相談ください） 

②経費支弁者が在日者の場合 

 提出書類 備考欄 

１ 在職証明書 会社経営者は「登記簿謄本」、自営業者は「確定申告書」。 

２ 
納税証明書    

（過去１年分） 

役所発行の総所得が記載されたもの。「源泉徴収票」は認

められない。 

３ 住民票 
同居家族が記載されているもの。外国籍の場合、住民票

に加え在留カードのコピーも提出。 

４ 印鑑登録証明書 登録してある印鑑を経費支弁書に使用すること。 

５ 預金残高証明書 経費支弁者名義のもの 

６ 
関係証明書 家族や親族の場合は、受験者との親族関係を証明するも

の。 

 

③海外送金により経費支弁をする場合 
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 提出書類 備考欄 

１ 在職証明書 

所属機関が発行し在職期間が記載されたもの。会社経営

者の場合は「登記簿謄本」或いは「営業許可証」のコピ

ー。 

２ 
収入・納税証明書     

（過去３年分） 

所属機関が発行したもので、年収・会社の連絡先が記載

されたもの。 

３ 預金残高証明書 

銀行等が発行した支弁者名義のもの。中国からの送金の

場合は、残高証明書の裏付けとして「存款単」のコピー

を添付すること。 

４ 

関係証明書 

（親族関係証明書） 

日本の住民票（世帯全員のもの）、戸籍謄本に相当するも

の。中国の場合は、親族関係を証明する公正証書。その

他の国は「出生証明書」等。 

※預金残高証明書は学費の支弁が可能な預金があることが必要です。 

※近年の留学生の不法残留・不法就労等の増加に伴う、法務省出入国在留管理局の在留資

格「留学」に係る審査方針についての厳格化により、今後出入国在留管理局が指定する

不法残留者が多発している国・地域の出身者が出願する場合は、その他の書類を提出す

る場合がありますので出願の際は十分注意して下さい。 

 

4. 合格発表 

選考日から 10日以内に電子メール等にて本人または推薦校宛に合否を通知いたします。 

 

5. 入学手続き 

 在留資格認定後、本校より在留資格認定証と入学許可証のコピーを送付しますので、入

学手続き締切日（入金締切日「学費請求書で記載された所定の日」）までに、選考料、1 年

目の納入金を納入してください。学費納入の確認後、本校より在留資格認定証と入学許可

証の原本を送付いたしますので、ビザ申請を行ってください。 

※期日までに学費を納入されない場合は、入学辞退をみなします。 

※一度納入された学費は原則として返却しません。 



9 

 

6. 初年度納入金 

費目 
金額 

社会福祉大学院進学コース 国際教育英語プログラムコース 

入学金 １00,000円 １00,000円 

授業料 850,000円 1,655,000円 

施設設備費 45,000円 45,000円 

諸経費 127,200円 41,240 円 

大学併修費用 277,800 293,800 円 

特別奨学金  －35,040円 

合計 1,400,000円 2,100,000円 

※選考料 20,000円も合わせて請求します。 

※全額一括納入となります。 

※渡日前入学選考合格者は上記の金額の他に銀行送金手数料として 10,000円を合わせて納

入してください。特に、海外の銀行から送金する場合は、海外の銀行の手数料と日本の銀

行の手数料が必要となります。手数料の残額については次年度の納入金に充当します。 

※納入学費は、原則として在留資格認定証明書の発給後１週間以内に本学指定口座に納入

してください。 

※一旦納入した学費等は、原則としてこれを返還しません。本学に合格し、学費を納入 

後、他校合格または就労ビザ取得を理由に本学を辞退しても、納付金は一切返還しません。

ただし、納付金 納入後に学生の不入学または退学等が生じた場合の納付金の返還は、次

のとおりとします。なお、その返還金額には返還のための銀行手数料を含むものとします。 

（ⅰ）在留資格認定証明書が不交付の場合、選考料を除く納付金全額を返還する。 

（ⅱ）在留資格認定証明書が交付されたが、入国査証の申請を行わず不来日の場合には、

選考料と入学金を除く納付金を返還する。ただし、入学許可証と在留資格認定証明書の返

却後とする。 

（ⅲ）日本在外公館で入国査証の申請をしたが、認められず来日できなかった場合には、
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出願選考料を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可証の返却および「在外公館にお

いて入国査証が発行されなかったことの確認後」とする。 

（ⅳ）入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合、入国査証が未使用でかつ

失効が確認できた場合には、選考料と入学金を除く納付金を返還する。ただし、入学許可

証の返却後とする。 

（ⅴ）入国査証を取得し来日後、不入学あるいは入学したが中途退学の場合、納入された

納付金は原則として一切返還しないものとする。 

 

7. 選考料・初年度納入金振込先 

支払銀行名 支店名 スイフトコード 口座番号 口座名義 

りそな銀行 名古屋支店 DIWAJPJT 普通

1217912 

学校法人 たちばな学園 

理事長 中島 範 

 

Bank Name Branch SWIFT CODE Account No. Name 

Resona 

Bank,Ltd. 

Nagoya 

Branch 

DIWAJPJT 1217912 

 

NORI NAKASHIMA 

TACHIBANA GAKUEN 

 

8. 東京福祉大学通信教育課程入学手続きについて 

来日後に、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校とダブルスクールで学ぶ東京福祉大学と

の大学併修のしくみ、大学の学費の納入方法、カリキュラム、大学への出願書類の記入方

法等について説明をするガイダンスを行ないますので必ず出席してください。 
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9. 名古屋での生活費の目安(参考) 

 1ヶ月の生活費（大学周辺で生活した場合の最低程度の目安です） 

家賃 35,000 円 

食費 25,000 円 

電気・ガス・水道料・通信費 15,000 円 

授業料以外の学習に要する費用（書籍の購入費用など） 10,000 円 

そのほかの費用（交通費、国民健康保険料、娯楽費等） 15,000 円 

合計 100,000 円 

 

留学生が就くことができるアルバイトは、時間や職種が限られ、1 時間当たりの賃金は

1000 円前後となっています。学習に必要な時間を考慮して、アルバイト収入に過度の期待

をしないでください。 

 

10.問い合わせ先 学校法人たちばな学園入学課まで 

TEL：+81-52-684-6000 FAX:+81-52-684-6001 

WECHAT：ruxuekegong   QRコード：  

E-mail：soudan@nagoya₋college.ac.jp 

URL   https://www.nagoya₋college.ac.jp 

 

学校法人たちばな学園  保育・介護・ビジネス名古屋専門学校  

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-4 

 


