
 

 
 

２０２１年度 

留学生募集要項 
（日本在住者用） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

専修学校（工業専門課程） 

 

 
  



 

１．募集学科および修業年限・募集人員 

［４月入学生］ 

学   系 募集学科 修業年限 募集人員 校  舎 

■Art & Design 

アート・デザイン学系 

芸術情報学科 

■ 芸術情報コース 
■ マンガ・アニメコース 

全日制４年 

100 名 
鴨 川 校

 
アート・デザイン学科 全日制３年 

アート・デザイン基礎科 

■ アート・デザイン基礎コース 
■ マンガ・アニメコース 

全日制２年 

マンガ・アニメ学科 全日制３年 40 名 

京都駅前校 

■Business & Management 

ビジネス学系 

経営情報学科 

■ 経営情報コース 

■ データサイエンスコース 

全日制４年 

120 名 

応用情報学科 

■ 医療情報コース 
■ 海洋 IT コース 
■ 農業 IT コース 
■ フィンテックコース 
■ 国際自動車制御コース ※留学生対象 

全日制３年 

ビジネス基礎科 全日制２年 

医療事務学科 全日制２年 

■Computer Science 

コンピュータサイエンス学系 

情報科学科 全日制４年 

160 名 

メディア情報学科 全日制３年 

ネットワーク学科 全日制３年 

情報処理科 

■ 情報処理コース 
■ IT 声優コース 
■ 国際 IT コース ※留学生対象 

全日制２年 

■Digital Game & 

  Amusement 

デジタルゲーム学系 

ゲーム学科 全日制４年 

120 名 ゲーム開発学科 全日制３年 

ゲーム開発基礎科 全日制２年 

■Engineering for  

Embedded Systems 

エンジニアリング学系 

情報工学科 全日制４年 

120 名 洛 北 校 

コンピュータ工学科 

■ コンピュータ工学コース 
■ 自動車制御コース 
■ 国際情報コース ※留学生対象 
■ 国際アート・デザインコース ※留学
生対象  
■ 国際観光情報コース ※留学生対象  

全日制３年 

コンピュータ工学基礎科 全日制２年 

情報コミュニケーション科 

■ 情報コミュニケーションコース 
全日制１年 20 名 京都駅前校 

理科国際ＩＴコースについては，必要に応じて中国語による授業を開講します。 

［１０月入学生］ 

募集学科 修業年限 募集人員 校舎 

情報処理科        ■ 情報処理コース 
■ 国際 ITコース  ※留学生対象 

全日制２年 40 名 京都駅前校 

コンピュータ工学科 ■ 国際情報コース ※留学生対象 
■ 国際アート・デザインコース ※留学生対象  
■ 国際観光情報コース ※留学生対象  

全日制３年 20 名 洛北校 

情報コミュニケーション科  ■ 情報コミュニケーションコース 全日制 1 年 20 名 京都駅前校 

※１０月入学生は，１０月１日（秋期）に入学し，修業年限終了後の９月に卒業となります。次年度の４月に他学科へ転

科することが可能です。 

※上記の募集人員は，留学生・留学生以外をあわせた全体の人数です。 



 

２．出願資格 
 

■ 外国籍を有する者で，次の各項のすべてに該当する者 

（１）母国あるいは日本において学校教育１２年の課程を修了した者または２０２１年３月３１日（１０

月入学生は２０２１年９月３０日）までに修了見込みの者，もしくは母国の大学入学資格を有する

者，あるいはこれと同等以上の資格を有すると本学院が認めた者で，１８歳（２０２１年４月１日

現在，１０月入学生は２０２１年１０月１日現在）に達した者，かつ以下の５つの中の１つ以上の

条件を満たし，授業を理解できる日本語能力がある者 

 ①独立行政法人国際交流基金が実施する「日本語能力試験（JLPT）」N1（旧１級）または N2（旧２級）

に合格している者 

②独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（EJU）」の日本語科目（記述を除く）で

２００点以上を取得している者 

③BJTビジネス日本語能力テストで４００点以上を取得している者，または他の日本語試験において同

等の成績を有する者 

※ただし，国際 ITコースおよび国際自動車制御コース，国際情報コースについては上記の日本語資

格取得状況にかかわらず，在籍日本語学校教員より推薦書の取得が可能で成績優秀な学生の入学

を認めることがある。 

④法務大臣により告示されている日本語教育機関で１年以上のコースにおいて６ヵ月以上の日本語教育

を受けたことのある者（ただし，在籍時の出席率が９０％以上）で，在籍していた日本語教育機関で

「日本語能力試験（JLPT）」N2（旧２級）相当以上の日本語能力があると確認された者 

⑤日本の学校教育法第１条に定める教育機関（小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・

大学・大学院）で１年以上教育を受けたことがある者 

※国際バカロレア資格などを含む（詳細はお問い合わせください。） 

（２）本学院入学から卒業まで支障なく日本国に滞在できる在留資格を持つ外国籍の者 

※留学・永住・定住・日本人の配偶者・家族滞在など 

（３）出身学校長または出身学校指導教員の推薦を受けた者 

（４）日本滞在中の一切の費用が保証される者 
 
 

３．選考方法 
  
■ 書類審査・日本語筆記試験＜作文＞・面接にて合否を判定します。 

※ ただし，特段の事由の認められる場合には，一部を免除することがあります。 

※ 面接試験はインターネットによるビデオ通話（Zoom等）を活用したオンライン形式で行いま

す。受験者は，ご⾃宅等でパソコン，マイク，スピーカー，カメラ（受験者側の映像がライ

ブで送信されることが必要です），インターネット通信環境をご準備のうえ，受験していただ

く必要があります。 
 

４．出願期間 
  
［４月入学生］ 

 

募集回 出願期間 試験日 合格発表日 

第 1回 2020年 10月 1 日（木）～ 2020年 10月 19日（月） 10月 24日（土） 10月 28日（水） 

第 2回 2020年 10月 20日（火）～ 2020年 11月 2 日（月） 11月 8 日（日） 11月 11日（水） 

第 3回 2020年 11月 3 日（火）～ 2020年 11月 30日（月） 12月 5 日（土） 12月 9日（水） 

第 4回 2020年 12月 1 日（火）～ 2021年 1 月 4 日（月） 1月 11日（月）  1月 14日（木） 

第 5回 2021年 1 月 5 日 (火）～ 2021年 1 月 25日（月）  1月 31日（日） 2月 3日（水） 

第 6回 2021年 1 月 26日（火）～ 2021年 2 月 15日（月）  2月 20日（土）  2月 25日（木） 

第 7回 2021年 2 月 16日（火）～ 2021年 3 月 1 日（月）  3月 7 日（日）  3月 10日（水） 

第 8回 2021年 3 月 2 日（火）～ 2021年 3 月 22日（月）  3月 27日（土）  3月 29日（火） 



 

［１０月入学生］ 

     

５．出願手続 
  

■入学選考料30,000円を振り込み，その振込み明細書の写し(A4サイズ)を下記の書類とともに入学事務室へ 

郵送してください。（出願期間末日までに必着） 

■日本語以外で記載されている書類については，必ず日本語訳を添付してください。 
  

（１）入学願書（指定のもの 写真を貼付し，本人自筆・日本語で記入してください。） 

（２）推薦書（指定のもの 最終学歴の学校の指導教員が作成したもの） 

（３）出身高等学校の卒業証明書（卒業証書）および成績証明書 

（４）出身最終学校の卒業証明書（卒業証書）および成績証明書  

※自学の学習歴は学歴とはなりません。 

※国内の場合は日本語学校，大学等の修了証明書または修了見込証明書，および成績証明書を提出

してください。さらに日本語学校，大学の留学生別科の場合は出席証明書も提出してください。 

（５）日本語能力試験（JLPT）の合格証書（日本語能力認定書） または日本留学試験（EJU） または BJT ビジ

ネス日本語能力テストの成績通知書 または他の日本語試験の成績を証明する書類の写し 

（６）健康診断書（指定のもの 視力・聴力・結核＜胸部のＸ線撮影の診断結果が記載されたもの＞およびそ

の他の疾病・異常について，出願日からさかのぼって６ヵ月以内に医師が作成したもの） 

（７）経費支弁書（指定のもので支弁者本人が母国語で記入し，志願者が日本語訳を付けたもの） 

（注）経費支弁者が志願者もしくは志願者の親以外である場合には支弁するに至った経緯を詳細に

記載してください。 

（８）経費支弁者の在職証明書および過去３年間の収入証明書 

（９）住民票（出願日からさかのぼって３ヵ月以内に発行されたもの） 

住所等の基本事項，国民健康保険等の被保険者に関する事項，国籍等，在留資格，在留期間等が明

記されたものを提出してください。 

（10）在留カードの写し（表・裏の両面をコピーしてください。） 

（11）パスポートの写し（記載事項欄をすべてコピーしてください。） 

（12）志願者の預金通帳の写し（送金事実と送金者の記載があるもの） 

（13）調査書（指定のもの） 

（14）合否通知用切手 ５００円分 
     

●入学選考料の振込について 
  
■入学選考料振込先 

銀行・支店名 
りそな銀行 京都支店 

（RESONA BANK KYOTO BRANCH  Code Ｎｏ．５０１） 

所 在 地  

〒６０４－８１５３  京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６９１  

（691 Takanna-cho Karasuma-Dori Shijo-Agaru Nakagyo-ku Kyoto-City，604-

8153  JAPAN） 

電 話 番 号  ０７５‐２２１‐３１６１ 

口 座 名 義  京都コンピュータ学院入試係 （Kyoto Computer Gakuin Nyushikakari） 

口 座 番 号  １３７１７７８   ACCOUNT No.１３７１７７８ 

募集回 出願期間 試験日 合格発表日 

第 1回 2021年 5月 1日（土）～ 2021年 7月 5日（月）  7月 10日（土）  7月 14日（水） 

第 2回 2021年 7月 6日（火）～ 2021年 9月 6日（月）  9月 11日（土）  9月 13日（月） 



 

口 座 種 類  普通預金（Ordinary savings account） 

SWIFT CODE DIWAJPJT 

※ 海外から送金する場合は，入学選考料 ３０,０００円に日本での受取銀行手数料〈１,５００円〉を加算

して振り込んでください。 

 

６．学  費 
 
■ 入学選考に合格した者は，合格通知書に記載の指定の期日までに，入学時納入金（初年度学費等） 

を指定の銀行口座に納入してください。 

※ 海外から送金する場合は，入学時納入金＜初年度学費等＞に日本での受取銀行手数料〈3,000円〉

を加算して振り込んでください。 
 

■正規学費 

 対象学科 入学金 設備費 授業料 実習費 学友会費 合 計 

芸術情報学科 
アート・デザイン学科 
アート・デザイン基礎科 
マンガ・アニメ学科 
経営情報学科 
応用情報学科 
ビジネス基礎科 
医療事務学科 
情報科学科 
メディア情報学科 

ネットワーク学科 
情報処理科 
ゲーム学科 
ゲーム開発学科 
ゲーム開発基礎科 
情報工学科 
コンピュータ工学科 
コンピュータ工学基礎科 
情報コミュニケーション科 

210,000円 385,000円 500,000円 300,000円 5,000円 1,400,000円 

   

注１． 入学年度開始前（４月入学生は３月３１日まで，１０月入学生は９月３０日まで）に，入

学辞退を書面にて申し出た場合には，入学金以外の授業料等については，諸費精算のうえ

返還いたします。その他の場合には，原則として，一旦納入された学費は返還いたしませ

ん。また，いったん受理した出願書類および入学選考料・入学金は返却いたしません。 

注２．上記金額とは別に，教材費等諸費預り金として初年度 30,000円，2年次以降 30,000円（初 

年度は入学手続時，2年次以降は各年次の学費請求時に徴収し，卒業時に精算します），保 

険料等を徴収します。 

       注３．２年次以降の学費は，物価上昇率を超えない範囲で多少変更する場合があります。 

 

●KCG 私費留学生奨学制度 
 
京都コンピュータ学院では，将来，国際的に活躍する IT エンジニアを志す留学生を支援するための独自

の奨学制度を設けています。学業・人物ともに優秀で，経済的理由で修学が困難である私費留学生を奨

学生として募集します。奨学生を志願する留学生は以下の要領で応募し，奨学生試験を受験してくださ

い。 

■ＫＣＧ留学生特別奨学制度 

対象学科 年次  入学金 設備維持拡充費 授業料 実習費 合  計 

全学科 1年次 50,000円 200,000円 400,000円 250,000円 900,000円 

全学科 2年次以降 0円 200,000円 400,000円 300,000円 900,000円 

 

■ＫＣＧ留学生援助制度 

対象学科 年次  入学金 設備維持拡充費 授業料 実習費 合  計 

全学科 1年次 100,000円 200,000円 400,000円 300,000円 1,000,000円 

全学科 2年次以降 0円 200,000円 400,000円 300,000円 900,000円 

注．「６．学費」注１，注２，注３も参照してください。 



 

 

１．応募方法 入学願書の「選考区分」の「奨学生」欄に☑印を付けてください。また，本募集要

項「５．出願手続｣に記載の書類一式に加え，最終出身学校の出席状況を証明する

書類および留学生奨学生志願書（指定のもの）を提出してください。 

２．審査方法 入学選考試験（原則として書類審査・日本語筆記試験＜作文＞・面接）が奨学生選

考試験をかねます。別途試験を受ける必要はありません。 

３．合否結果 本学院入学の合否通知と同時に，奨学生としての採用結果を通知します。 

 

●入学手続書類提出先および問い合わせ先    
   
 

専修学校（工業専門課程） 

  

留学生入学事務室 

〒601－8407  

京都市南区西九条寺ノ前町１０－５ 

 
TEL. ０７５－６８１－６３３４      

FAX. ０７５－６８１－６３３５ 

https://www.kcg.ac.jp/ 

E-mail:admissions@kcg.edu 
 
 

＊市販の封筒に「入学願書類在中」と明記し，上記の書類提出先へ書留郵便にて郵送してください。 

 

 

●インターネット出願について    
 

＊本学院の Web サイトから出願することもできます。[URL]https://kcg.ac.jp/apply/  

＊インターネット出願には次の推奨ブラウザをご使用ください。 

 Internet Explorer11，Microsoft Edge，Google Chrome（最新版），Safari（最新版） 

＊スマートフォンにも対応していますが，印刷が必要になるため，パソコンからの出願を推奨してい

ます。 

 

＊出願書類等に記載された個人情報は，KCGグループが厳重に管理し，①入学選考に関わる書類の送付・ 

連絡先の確認資料，②入学選考時の選考資料として，利用いたします。それ以外の目的で利用すること

はいたしません。KCGグループのプライバシーポリシーは本学院ウェブページをご覧ください。 

https://www.kcg.ac.jp/site_policy.html 

 

 

 

 

 

京都コンピュータ学院 洛北校  京都コンピュータ学院 鴨川校  京都コンピュータ学院 京都駅前校 

京都市左京区下鴨本町 17    京都市左京区田中下柳町 11    京都市南区西九条寺ノ前町 10-5 

京都コンピュータ学院洛北校，鴨川校，京都駅前校は，京都府認可の「専修学校」です。 

全日制４年の学科の卒業者には学士（大卒）と同等の「高度専門士」，全日制 2年・３年の学科の卒

業者には「専門士」の称号が付与されます。 


