募集要項 招生申請事項
◆ 留学ビザについて
・本校で勉強する方は、留学ビザが必要です。
・日本国内の日本語学校の学生で本校への進学を希望する方は、現在所持している留学ビザ
の期限延長が必要になります。
留学ビザの期限延長方法については、日本語学校に相談し、その指示に従ってください。
・海外から直接本校に進学することを希望されている方は、本校の入学事務局にご相談くだ
さい。

關於留學生簽證
・就讀本校需要持有學生簽證
・目前在日本就讀日本語學校的學生並希望升學至本校就讀，需要延長目前學生簽證的有效期限
・關於延長學生簽證的資訊，請諮詢日本語學校並按照規定條件申請更新簽證
・海外學生直接申請本校，請聯絡本校招生事務窗口

◆ 定員

以下のとおりです

招募學員

如以下表

学科

學科

定員

學員名額

理容科 (理容科)

60

美容科 (美容科)

160

ビューティアーティスト科

（美容師科）

ビジネス美容科 （商業美容科）

40
40

◆ 出願資格 1
次の条件をすべて満たすことが必要です。
(1) 年齢が 18 歳以上の者
(2) 外国において 12 年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
(3) 信頼のおける保証人を有する者

申請資格１
必備以下全部條件
(1) 年滿 18 歳以上
(2) 於當地/母國完成 12 年以上教育者或是類似課程畢業者
(3) 信用可靠監護保證人

◆ 出願資格 2
次の条件のいずれかを満たすことが必要です。
(1) 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 N1 または N2 に合格
した者であること
(2) 日本留学試験(日本語（読解・聴解及び聴読解の合計）が 200 点以上の者であること
(3) 日本語教育振興協会が認定し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
(4) 『BJT ビジネス日本語能力テスト』400 点以上の取得者
(5) 日本の小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学において 1 年以上の教育を受けた者

申請資格２
必備以下任何條件
(1) 日本國際教育協會或國際交流基金實施日本語能力試驗 N1 或 N2 合格者
(2) 日本留學試驗日本語科目必須満 200 分以上日本語（日本語科目包括閲讀理解聴力和閲
讀理解力）
(3) 於日本語教育振興協會認定或是法務大臣公布告示的日本語教育課程就讀 6 個月以上者
(4) BJT 商務日語能力考試取得 400 分以上者
(5) 於日本小學，國中，高中，短期大學及接受過大學 1 年以上教育者

◆ 出願書類
提出書類

備考

(1) 入学願書

本校所定様式

(2) 日本語学校の成績証明書及び出席

出席率は 80％以上であること。また、入学年直近

証明書

の 2 月までの出席証明であることが必要です。

(3) 日本語学校の修了(見込)証明書
(4) 日本語能力を証明する書類

日本語能力試験（JLPT）または日本留学試験(EJU)
などの成績結果

(5) 高等学校の卒業証明書及び成績証明
書
(6) 最終学歴の卒業証書及び成績証明書

外国において 12 年間の課程を修了した証明書とな
ります。
大学等を卒業した場合は、上記証明書に加えて、最
終学歴の証明書も必要です

(7)パスポートのコピー

表・裏の両面分が必要
日本入出国歴のある人は全ページをコピーして提
出してください

(8) 在留カードのコピー

裏表両面のコピーが必要です

(9) 国民健康保険証のコピー
(10) 経費支弁書及び誓約書

本校所定様式

(11) 戸籍謄本または親族関係を示す

経費支弁者と出願者の関係が明記されたもの

公証書
(12) 経費支弁者の在職証明書

個人経営の場合は営業許可書、会社役員の場合は会
社の登記簿謄本

(13) 経費支弁者の所得・納税証明書

過去 3 年分

(14) 預金残高証明書
(15) 写真（3×4cm）

2枚

◆ 申請文件
提出文件

備註

(1)入學申請書

本校規定格式

(2) 日本語學校成績證明書和出席證明書

出席率必須達到 80％以上，而且必須提供日本語學
校最後一年 2 月為止的出席證明書

(3) 日本語學校預計修了證明書
(4) 日本語能力證明書

日本語能力試驗（JLPT）和日本留學考試(EJU)等
成績

(5) 高中畢業證明書及成績證明書

國外 12 年課程畢業和成績成績證明書

(6) 最終學歷畢業證明書及成績證明書

如果已經是大學畢業 除了上述(5)所必要證明書之
外還需要一份最後學歷的證明書

(7) 護照影本

正反面影本
曾到過日本者須提交所有的日本出入境紀錄

(8) 在留卡片影本

正反面影本

(9) 國民健康保險證影本
(8) 經費支付書和承諾契約書

本校規定格式

(11) 戸籍謄本或親屬關係證明書

確實紀載報名者與經費支付人親屬關係的文件

(12) 經費支付人在職證明書

若是個人經營的話,請提供公司營業執照｡若是公司
董事的話，請提供公司登記謄本(需紀載有董事的資
訊)(影本)

(13) 經費支付人的収入繳税證明書

過去 3 年份

(14) 存款證明書
(15) 相片（3×4cm）

2張

【注意事項】
(1) 卒業証書など 1 回しか発行されない書類を除き、すべての必要書類は発行後 6 か月以内のも
ので、原本のみ有効です(日本国内で発行されたものは 3 か月以内)。
(2) 書類が日本語以外の言語で書かれている場合は、原本のほかに、日本語に翻訳したものも一
緒に提出してください(どちらか一方だけの提出は認められません)。
(3) 署名は本人が直筆で記入してください。書類を訂正する場合、二重線で訂正したのちに訂正
印を押すか、署名をしてください。修正液を使った修正は認められません。
(4) コピーした書類を提出する場合、原本と同じ大きさでコピーしてください。また、コピーし
た日付(年月日)とコピーした人の名前をコピーの右下に記入してください。
(5) 国により、また、申請者の学歴等により必要書類が変わることがあります。

【注意項目】
(1) 除了畢業證書等只發行一次的文件以外，所有文件的有效期限均在發行的六個月内．而且僅正
本有效(日本國内機關發行的文件則為三個月内)
(2) 除了以日語發行的文件之外，非日語發行的文件需要另外提交翻譯。
(3) 簽名必須由本人親自書寫．更正資料文件要劃雙線訂正然後再簽名．禁止使用修正液修改
(4) 提交影本時，其影本須按照原文件相同尺寸．此外在右下角登記日期及簽名。
(5) 依各個國家規定申請人學歷等文件書類會有不同

◆ 入学選考料

20,000円

入學審査費

20,000円(日幣)

入学事務局に直接支払いのほか、銀行振り込みも可能です
直接到来招生辦公室付款之外,也可以使用銀行轉帳

◆ 入学選考 入學考試
書類審査に加え、筆記試験（一般常識）及び小論文（本校への志望動機）並びに面接を行い
ます。
書面文件審核之後進行筆試(一般知識)及短篇論文（希望就讀本校的動機）和面試

◆ 注意事項
(1) 在留資格・ビザ取得について
本校の入学試験に合格しても、在留資格を取得できない、あるいは留学ビザの更新ができ
ないといった事態が発生した場合、入学許可を取り消します。
また自己の責任により入国が遅延した時なども入学許可を取り消す場合があります。

關於在留資格及取得簽證
即使通過本校入學考試合格，如果不能取得在留資格或不能更新學生簽證，錄取資格將被取
消｡此外､因被錄取者自身的原因導致延遲入境等事由發生時有可能被取消錄取資格。

(2) 卒業後の就労について
日本国籍でない方は卒業後、日本においては美容師として就労ビザの対象となりません。
本校への入学を希望される方は、ご了承の上で受験してください。
※詳しくは入国管理局等にお問い合わせください。

關於畢業後就職
畢業後非日本籍者將不會成為日本美容師簽證的対象，所以希望進入本校就讀者．請理解確認
後再同意報名
※ 詳細情形請諮詢入國管理局

◆ 出願から入学までの流れ
申請到錄取的流程
日本語学校を経由せず、母国から直接本校へ入学を希望される方は、以下の手順を踏むことが
必要です。
未經過日語學校而直接從本國入讀本校的學生，必須以下面程序進行

出願
Application

国際理容美容専門学校
KOKUSAI hair dressing & beauty art
vocational college (KBC)

書類審査及び入学選考
screening

入学許可証発給

Enrollment permit issued

KBC

出願者

(ビザ申請代行/Applicant‘s Representative)

申請人

在留資格認定証明書交付申請
Application for the issue of a Certificate of
the Eligibility for Resident Status

東京入国管理局 留学審査部門
在留資格認定証明書発給

Tokyo Immigration Bureau
Student visa Div.

Certificate of the Eligibility for Resident Status

KBC
在留資格認定証明書郵送
Sending Certificate of the Eligibility for
Resident Status by post
ビザ申請
Application for Visa
ビザ発給
Visa issued

日本国大使館
Japanese embassy in your
country

KBC
出国
Leaving your country to Japan
※ 出国に際しては、パスポートも必要です
離開自己國家到日本,需要自己的有效護照才能離開並入境日本

◆ 特待生入試 ◆
特待生入學考試
以下の資格もしくは試験結果を有する方は、入学金(100,000 円)が免除されます。
具有以下資格或考試成績合格者免収入學金(100,000 円)
№

検定の種類

試験結果

1

日本語能力試驗(JLPT)

Ｎ１

2

日本留学試験(EJU)

3

ビジネス日本語能力テスト(BJT)

Ｊ１（530～599 点）

4

実用日本語検定(J.TEST)

準Ｂ級（Grade Pre-B)

5

日本語コミュニケーション能力測定
試験(JLCAT)

6

日本語 NAT-TEST

7

実用日本語運用能力試験(TOP-J)

上級 B または上級Ｃ（Advanced B or C）

8

生活・職能日本語検定（J-cert）

Ｃ１(上級)

9

標準ビジネス日本語テスト(STBJ)

ＢＪ１(900 点以上)

280 点

Ｂ１
１級（Level 1)

出願時に、上記資格もしくは試験結果通知を有することを証明する書類の写しを提出して下さい。
№

検定項目

考試結果

1

日本語能力試驗(JLPT)

Ｎ１

2

日本留學試驗(EJU)

3

商務日本語能力考試(BJT)

Ｊ１（530～599 分）

4

實用日本語檢定(J.TEST)

準Ｂ級（Grade Pre-B)

5

日本語交流能力測定試驗(JLCAT)

6

日本語 NAT-TEST

7

實用日本語運用能力試驗(TOP-J)

8

生活職能日本語檢定（J-cert）

9

標準商務日本語考試(STBJ)

280 分

Ｂ１
１級（Level 1)
上級 B 或者上級Ｃ（Advanced B or C）
Ｃ１(上級)
ＢＪ１(900 分以上)

申請報名時提交具備上述資格的證明文件影本及考試成績通知書
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