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神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 ホテル学科 
２０１７年４月入学生 募集要項 

 

1. 募集コース 

コース 修業年限 募集定員 取得査証 

ホテル学科 ２年 １０名 

ホテル学科（2 年次編入） １年 若干名 
留学 

 

2. 期 間 ：ホテル学科 ： 2017 年 4月～2019 年 3月（2年コース） 

       ：ホテル学科（2年次編入学）： 2017 年 4月～2018 年 3月（１年コース） 

 授業時間：月曜日～金曜日 9:30--16:10 （曜日によって異なります） 

 休  日：土曜日、日曜日、祝祭日、その他学校の定める日 

 

3. 出願資格（①・②の条件を満たす方）   

① 学歴：ホテル学科＝出身国で１２年間の学校教育を修了した方。 

    ホテル学科（2年次編入）＝出身国でホテル又は観光系の短大、大学を卒業した方。 

② 日本語能力を有する方：a)から c)までの、いずれかが必要です。 

a) 日本語能力試験：N1又は N2合格 

b) 日本留学試験「日本語科目」：220 点（400 点満点）以上 

c) BJT ビジネス日本語能力テスト：400 点以上 
 

4. 申込方法 

下記受付期間に、必要書類と選考料を添えて現地受付にお申し込みください。 

◎受付期間   2016 年 10 月 1日 ～ 11 月 30 日 

◎現地受付 台湾  台北 YMCA 城中会館 ℡：02-2381-4727   担当：李佳純 

   台中 YMCA 三民会館 ℡：04-2220-0603  担当：蔡峻銘 

      民権会館 ℡：04-2205-2747 担当：頼澤均 

   彰化 YMCA   ℡：04-722-5625     担当：林慧満 

   台南 YMCA  ℡：06-282-4000    担当：董盈均 

   高雄 YMCA  ℡：07-713-7466    担当：郭舒寧 

  韓国  Ｙ留学院    ℡：070-8650-0933   担当：兪美貞 

 ◎選考料 \２０，０００  （選考料は、返金できません。） 

 

5. 諸費用 

 入学金 学費 授業料 演習費 設備費 教材費 

初年度 ￥100,000 ￥751,000 ￥511,000 ￥100,000 ￥100,000 ￥40,000 

２年目  ￥751,000 

学費内訳 

￥511,000 ￥100,000 ￥100,000 ￥40,000 

 * 入学金＝入学時のみ必要です（日本語能力試験 N1 取得者は減免します）。 

 * 授業料は、基本授業料から留学生優待として 30%減免しています。 
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◆出願必要書類 
入学願書 入学を希望する具体的な理由を、日本語で書いてください。 

経費支弁書 経費支弁書：学費や生活費を支弁される方がお書きください。 

卒業証明書 最終学歴に当たる学校の卒業証明書、または卒業証書原本の写し 

成績証明書 最終学歴に当たる学校の成績証明書 

2 年次編入を希望される方は、学習内容がわかる資料が必要です 

日本語能力立証書類 a)・ｂ）・c) のいずれかが必要です 

 a) 日本語能力試験（JLPT）の N1 又は N2の成績表及び認定証  

 b) 日本留学試験（EJU）成績表（ 日本語 200 点以上） 

 c）BJT ビジネス日本語能力テスト成績表 （400 点以上） 

*パスポートのコピー *（パスポートをお持ちの方）顔写真のあるページ 

 来日歴がある方は、出入国記録のスタンプがあるページも必要です。 
写真 写真６枚（縦 ４cm×横 ３cm ※最近３ヶ月以内のもの）  

 

◆出願手続き 

受付期間 2016 年 10 月 1日～11月 30 日 

試験日 ① 2016 年 11 月 12 日（土） 台湾 YMCA、又は Y留学院窓口で 

 ② 2016 年 11 月 19 日（土） 希望の日時を予約してください。 

 ③ 2016 年 12 月 3 日（土） 試験時間＝15：00～17：00（現地時間） 

 ④ 2016 年 12 月 10 日（土） 試験：各会場での Skype 面接 

 （書類選考後、面接時間を決定し、現地受付を通してお知らせします。） 

合否発表 試験後、1週間以内にお知らせします。 

 

◆入学試験 
① 作文：事前に課題を出します。自宅で作成し、試験当日に現地受付に提出してください。 

② 面接：試験日程の中から希望の日時を予約してください。SKYPE 面接を行います。 

 

 

◆入学手続 

１次手続き（書類） ビザ取得のための手続き 2016 年 12 月 24 日締切 

 合格の方は、別に案内するビザ取得のための書類を揃えて、 

期日までに現地受付機関にお送りください。 

２次手続き（諸費用納

入） 

神戸入国管理局から在留資格認定証明書（ビザ取得のための証明書）が   

交付された後、ご案内いたします。（２月） 

一括納入 入学時：￥851,000 

２回分納 入学時：￥531,000 ６月末：￥320,000 

４回分納 
入学時：

￥290,000 
6 月末：￥190,000 9 月末：￥190,000 12月末：￥181,000 

＊ 諸費用の納入後、入学を辞退する場合、学費は返金いたします。 

（ただし、入学金・選考料の返金はできません） 
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出願から入学までの手続き 
 

出願期間： 10 月 1日～11月 30 日、現地受付でお申し込みをしてください。 

  ↓ 
入学試験： SKYPE による面接、作文提出 

試験結果は、1週間以内にお知らせします。 

     ↓ 

1 次手続き 別に案内するビザ取得のための書類を揃えて 

 12 月 24 日までに現地受付へ提出してください。 

     ↓   

入国管理局へビザ申請手続き 

＜神戸ＹＭＣＡが、神戸入国管理局へ申請します＞ 

  ↓    

在留資格認定証明書 交付 (２月頃) 

   ↓ 

ビザ取得＜現地の日本公館で留学ビザを申請してください＞ 

     ↓＊ 出願者本人が「在留資格認定証明書」とパスポートを持って、ビザを申請します。 

 

２次手続き 諸費用納入 

     ↓＊経費支弁者（学費負担者）は諸費用を納入してください。 

 ＊ 自己都合で入学辞退の場合、既納の学費は返金します。 

選考料・入学金については返金いたしません。 

 
来 日 

＊ 入学式（４月上旬）へ出席し、オリエンテーションを受けてください。 

 

 

 

 
2017 年４月！ 新校舎に移転します！ 

神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 ホテル学科 

＜新住所＞〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7 

TEL  078(241)7203  FAX  078(241)3619 

E-mail: senmon@kobeymca.org  
    URL  http://kobeymca.ac.jp 

 


