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募集学科・入学定員
Admission Information

2 入学資格Qualifications of Applications

学科 コース
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昼
間

NIPPON Omotenashi College
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10月生定員 4月生定員
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めい ねん

しゅうぎょうねんげん

ひ
る
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にゅうが く　 し　  かく

おもてなし学科前橋校

高山校

ホテル・旅館 国際コースまえ ばし こう

たか やま こう おもてなし学科
がっか

りょかん こくさい

80 名 2 年
めい

40 名
めい

40 名
めい

40 名
めい

40 名
めい

ねん

80 名 2 年
めい ねん

80 名 2 年
めい ねん

120 名 2 年
めい ねん

IT コース

ホテル・旅館 国際コース

おもてなし調理コース

なお、募集定員について 10 月生 4月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。

りょかん こくさい

IT コース

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　　　　　　　 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

商業実務 専門課程



3 学費Educational Fees
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※その他、入学手続き時に制服代、￥36,000　がかかります。
た　　　にゅうがく　てつづ　　じ　　　せいふくだい

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、保護者宛てに前以ってご通知いたします。 
※入学辞退について
入学を辞退する場合は、平成 29 年 9月 28 日 １７:００（10 月期生）まで

平成 30 年 3月 31 日 １７:００（4月期生）までに
　「入学辞退」を申し出た場合にのみ、入学金を除く学納金を全額返還します。 
　入学を辞退する場合には、本部まで電話でその旨をご連絡ください。 

★一般入学時（備考） 
　納入方法等の詳細は、合格通知書に添付します。

★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。

■ 留学生分割払い特別制度

★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。

りゅうが く  せ い  ぶ ん か つ  ばら　　　　と く  べ つ  せ い    ど

いっぱんにゅうがくじ　　　  び  こう

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

にゅうがくじ　たい

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

ばあい　　　　　ほ　ご　しゃあ　　　　　まえも　　　　　　　つうち

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

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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● 指定校推薦制度について
※指定校推薦者は、優遇選考の対象となります。
※指定校とは、本校が日本語学校等に対し指定校認定をさせて頂いた学校を言います。 
※指定校推薦枠で入学される生徒さんには学費一部免除が適用されます。
※併願の場合は一般入学の扱いとなります。 

（１）出願資格 
① 10 月期生は本校指定の日本語学校を平成 29 年 9月修了見込みの者
① 4月期生は本校指定の日本語学校を平成 30 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学校の出席率が 85％以上の者
④Ｎ2または、それと同等以上の日本語能力を持ち、
ホテルを始めとするサービス業で活躍できるビジネススキルを身に付けたい者

（２）提出書類
①入学願書　本校所定のもの＝要項添付書類。 
②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） 
③卒業証明書　出身学校長が発行する卒業証明 ( 見込 ) 書
④選考料　20,０００円（納入方法は P.8 を参照してください） 
⑤在留カードのコピー（表面、裏面）
⑥パスポートのコピー（顔写真、VISA)
⑦出身国の高等学校以上の卒業証明書、又は卒業証明書のコピー
⑧写真 3枚（無背景・上半身 ３㎝×4㎝）内１枚を願書に貼付のこと。

（３）受付期間 
　　10 月期生   平成２9 年　5 月 1 日から平成 29 年 8月 31 日まで　
                                                   4 月期生   平成２9 年 10 月 1 日から平成 30 年 2月28 日まで

3

推薦入学4 Preferred Testing

NIPPON Omotenashi College



5 出願から入学手続きまでAdmission Process

【出　　願】 10月期生

4

願書受付開始日 　　5月　1日　～　締め切り日　　9月 28日
推薦受付　　　  　5月　1日　～　締め切り日　　8月 31日
一般受付　　 　　 5月　1日　～　締め切り日　　9月 28日

【出　　願】 4月期生
願書受付開始日 　10月　1日　～　締め切り日　　4月   5日
推薦受付　　　  10月　1日　～　締め切り日　　2月 28日
一般受付　　 　　10月　1日　～　締め切り日　　4月   5日

NIPPON Omotenashi College

入学式等の日程の通知

【選　　考】

書類選考、筆記試験　及び　面接

【合否決定】

本人宛てに、合否通知書および学費（入学時納入金明細書）を送付

【学費納入】

指定日までに学費お振込み

【入学許可】

【手続き完了】 

《不明の点は事務局へお問い合わせください》



6 Application Procedure

（１）出願書類
①入学願書　本校所定のもの＝要項添付書類。 
②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） 
③卒業証明書　出身学校長が発行する卒業証明 ( 見込 ) 書
④選考料　20,０００円（納入方法は P.6 を参照してください） 
⑤在留カードのコピー（表面、裏面）
⑥パスポートのコピー（顔写真、VISA）
⑦出身国の高等学校以上の卒業証明書、又は卒業証明書のコピー
⑧写真 3枚（無背景・上半身 ３㎝×4㎝）内１枚を願書に貼付のこと。
※出身校の推薦を受けようとする者は、Ｐ3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、下記受付時間内に事務局へ提出する。 
◎不明な点は、電話にて問い合わせのこと。

　　　　　 

（３）受付期間
10 月期生
  平成２9年　5月１日から平成 29年 9月 28 日迄（受付期間）の期間内に出願してください。
4月期生

  平成２9年 10 月１日から平成 30 年 4月　5日迄（受付期間）の期間内に出願してください。

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。
郵送先
NIPPONおもてなし専門学校本部　〒371-0026 群馬県前橋市大手町１-11-4

注；出願に際しては最新の入学要項（インターネット中）を確認の上お申込みください。
なお、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。

5

問い合わせ先　NIPPONおもてなし専門学校本部　０２７－２10－６868
E-mail　omo@nippon-academy.ac.jp

NIPPON Omotenashi College

出願手続き
しゅつがん　て　　つづ
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7 提出書類記入上の注意
Documentation Formats

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 ※印のある欄は記入しないこと
④ 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
⑤ 提出書類はＰ6で確認し必ず同封すること
⑥ 緊急時の連絡先は、必ず記入すること
⑦ 写真 3枚（無背景・上半身 ３㎝×4㎝）内１枚を願書に貼付のこと

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。

  　下記の口座に 20,000 円を振込み、そのレシートを願書備考欄に
　　貼り付けて提出する。
　　銀行口座

群馬銀行　本店営業部　普通預金　No 2549503
学校法人NIPPON ACADEMY

注：記入漏れのないよう、もう一度確認してください。
◇ 願書受付期間は、Ｐ3.Ｐ5 で確認してください。

NIPPON Omotenashi College

（１）入学願書

（２）選考料の納入方法

　ていしゅつしょるい　　　　きにゅうじょう　　　ちゅうい



合否判定及び通知について
Examination Result
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（１）合否の判定について
◎書類審査のうえ、筆記試験および面接試験を行います。
ただし、事前に本校主催の学校説明会、体験入学に参加し担当職員と面談をしてい
る人は面接試験が免除となる場合があります。
◎面接を求める場合は、本人または所属機関宛に試験日をお伝えします。

（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。

8
ごう　ひ　　はん　てい　およ　　　　つう ち



9 入学手続き
Pre-Enrollment

10 入学式・始業日
Enrollment Ceremony

　10 月期生   平成 29 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。 
　　　　　　２０１7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   平成 30 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。 
　　　　　　２０１8年 4月 9日（月）（変更の場合あり） 
　入学式に関する諸連絡は 3月中旬に本人または所属機関宛に通知します。

8

NIPPON Omotenashi College

銀行口座
　　　　　　群馬銀行　本店営業部　普通預金　No 2549503
　　　　　　学校法人NIPPON ACADEMY

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。

　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（入学前のガイダンスの日）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。

Fax: 027-260-8623

　学費納入
　　 学費は、合格通知書に指定されている金額を期日までに指定口座へ銀行振込すること。
　　 振込後、振込明細書を必ずNIPPON おもてなし専門学校本部へ FAX してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

にゅうがく　　　てつづ

にゅうがく　しき　　　　　　しぎょう び



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.


