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＜４月・１０月入学生＞ 募集学科および募集人員 

 

募集学科 最低修業年限 募集人員 課程 

国際応用情報学科 ４年 ４０名※1 通信制 

※1 ４月入学生・１０月入学生を合わせた募集人員です。 

※次学期以降に全日制課程の学科へ転科することが可能です。 

 

１．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  

※通信制課程は，留学ビザの取得はできません。 

 （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（2023 年 3 月修了見込者，10 月入学生は

2023年 9月修了見込者を含む），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（2023年4月1日現在，10月入学生は2023年10月 1日現在）

に達した者，かつ以下の 6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  公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験の N 1 

（ 1 級）又はN 2 （ 2 級）に合格した者 

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（日本語（読解，聴解及び聴読解の合計））の

200点以上を取得した者 

③  公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJT ビジネス日本語能力テストJLRT 聴読解テスト

（筆記テスト）の400点以上を取得した者   

④  KCG日本語入学試験に合格している者 

⑤  外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定

めるものにおいて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）  

⑥  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  

※海外の提携校との共同教育プログラムで出願する場合はお問い合せください。 

※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）日本在住者 

 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者 

   ※永住・定住・日本人の配偶者・家族滞在など。 

   海外在住者 

    本学院で実施するスクーリングに出席できること（京都で実施）。スクーリングに参加するため，短期来

日の招へい状を発行する。ただし，本学院の提携校からの推薦以外の場合は，日本国内在住の身元保証人

が必要である。 

 （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）在学中の一切の費用が保証される者 

     ※短期大学・大学・大学院等に在学中の方はお問い合わせください。 

 

〈アドミッション・ポリシー〉 

現代社会においては，あらゆる機器にコンピュータが搭載され，IT は人間社会や経済活動，日常生活に不可欠

となっています。コンピュータ業界のみならず，さまざまな分野で IT 関連の技術や知識を持った人材が必要

とされています。今後の我が国の産業・経済の発展のためには，極力多様な技術・知識を持った人材を IT 分

野の専門職業人として育成していくことが必要です。こうした観点から，本学院は，産業界が求める IT 分野

の専門職業人を育成するために，文系・理系を問わず，本学院の教育理念を理解し，「Pioneer Spirit」実現の

ために挑戦を続ける意欲のある学生を広く受け入れる方針です。 
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２．入学選考（外国人学生入試） 

書類選考 提出された出願書類により審査します。  

※海外提携校から推薦入学の場合は，お問い合わせください。 

 

３．入学時期 
 

入学時期は原則として４月（春学期生），１０月（秋学期生）とします。学期は２学期制で，４月から始まる春

学期，１０月から始まる秋学期の授業を受けることになります。ただし，科目によっては学期途中から受講を開

始することが可能です。 

春学期 ４月１日から９月３０日まで 

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

４．出願手続 

志願者は出願期間内に，出願書類等を以下の提出先に郵送してください（期間末日までに本学院必着）。  

※出願書類の到着は，各自で郵便局引受番号または国際宅配業者の追跡番号等で確認してください。  

 日本在住者：封筒の表に「通信制課程（外国人学生）入学願書類在中」と朱書きのうえ，簡易書留にて郵送して

ください。  

 海外在住者：国際スピード便（EMS）または国際宅配便にて郵送してください。  

・出願期間  

日本在住者 

  〈4月入学生〉2022年10月1日（土）～2023年 3月27日（月） 

  〈10月入学生〉2023年4月1日（土）～2023年 9月18日（月） 

 海外在住者 

  〈4月入学生〉2022年8月1日（月）～2023年2月24日（金） 

  〈10月入学生〉2023年2月1日（水）～2023年 8月25日（金） 

・提出先   〒601－8407 京都市南区西九条寺ノ前町 10－5 

京都コンピュータ学院 留学生入学事務室 

10-5，Nishikujoteranomae-cho，Minami-ku，Kyoto-shi，Kyoto 601－8407 Japan  

Admissions Office，Kyoto Computer Gakuin 

＊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https://www.kcg.ac.jp/site_policy.htmlよりご覧いただけます。 

 

５．出願書類等 

日本語以外で記載されている書類については，日本語訳を添付してください。（日本語訳の添付が難しい場合  

は，英語もしくは中国語文書でも可。）  

① 入学願書（Ａ票）（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 志望理由書（Ｂ票）（指定のもの。本人自筆・日本語で記入してください。）  

③ 最終出身学校の卒業証明書（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。  

④ 作文  

 ※作文は，「IT が生活に与えた変化」または「母国と日本の文化の違い」に関して800字程度で書いてください。  

 ※文書作成ソフトで入力し，出力用紙（A４サイズ）を提出してください（データでの提出は認めません）。  

⑤ 入学選考料 30,000円  

 銀行にて振り込みのこと。詳細は「13. 出願書類等における注意事項」の「入学選考料等の振込について」 を

ご覧ください。  

⑥ 奨学生志願書（Ｃ票）（指定のもの。KCG留学生特別奨学制度志願者のみ。写真を貼付し，本人自筆・日本

語で記入してください。）  
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⑦ 推薦書（Ｄ票）（指定のもの。KCG 留学生特別奨学制度志願者のみ。） 

⑧ 在留カードの写し（日本在住者のみ） 

 表・裏の両面をコピーしてください。 

⑨ パスポートの写し 

 発行日，国籍，氏名，生年月日，性別等が記載されている全ページと日本国査証および上陸許可などのペー

ジのコピーを提出してください。 

⑩ 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 

⑪ 職歴・在職証明書（該当者のみ） 

 職歴がある場合，または現在職についている場合のみ提出してください。 

※出願書類（指定のもの）は，「外国人留学生募集要項」のものを使用してください。 

※いったん受理した出願書類および入学選考料は返却いたしません。 

※出願書類受理後の出願書類の変更は認めません。 

 

６．その他の提出書類 

① 健康診断書（Ｆ票）（出願日からさかのぼって3ヵ月以内に病院等が発行したものを提出してください。）  

② 経費支弁書（Ｅ票）  

 本学院所定の用紙で支弁者本人が母国語で記入し，志願者が日本語訳を添付してください。  

  ※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。  

③ 戸籍またはこれに関わる証明書の原本（海外在住者のみ）  

  志願者および経費支弁者両名を含む家族全員の分を提出してください。  

（中国籍の場合：戸口簿の写しおよび居民証の写し）  

④ 写真４枚（縦４cm ×横３cm）  

3ヵ月以内に撮影したもの。裏面に国籍・氏名を記入してください。  

⑤ 合否通知用切手（日本在住者のみ）  

500円分の切手を同封してください。  

⑥ 調査書（Ｇ票）（日本在住者のみ）  

本学院所定の用紙に記入してください。  

※提出に関しては，留学生入学事務室までお問い合わせください。 

※いったん受理した書類は返却いたしません。  

※受理後の書類の変更は認めません。 

 

７．合格発表 

受験者には，合否結果を電子メールもしくは書面にて通知します。 

 

８．入学手続 
 
入学選考に合格した者は所定の期日までに，次の入学手続を行ってください。詳細は，合格通知書に同封され

る入学手続書類に従ってください。  

 （1）誓約書を，本学院留学生入学事務室へ提出してください。  

 （2）納付金（入学金，登録料，学友会費，校友会費）を本学院宛てに納入してください。  

※所定の期日までに手続がなされない場合は，入学の意志のないものとして，合格を取り消すことがあります。  

入学を辞退される場合は，速やかに留学生入学事務室に申し出てください。    

 

ノートパソコンの必携について  

本学院の学生は，受講の際にノートパソコンが必携です。本学院の勉学で使用する標準的なノートパソコンの

仕様などは本学院ウェブサイトでご確認ください。  

   https://www.kcg.ac.jp/admission/a2022/tuition.html#pc 
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９．学 費 
 

入学選考に合格した方は，所定の期日までに入学金，学費等を納入してください。 

入学金 登録料 受講料（１単位） 学友会費 

200,000円 25,000円 20,000円 2,500円 

※入学金は初年度のみの納入となります。 

※登録料，学友会費は１学期あたりの金額です。 

※上記金額とは別に，入学年度に校友会費 30,000円を徴収します。 

※科目により教材費等が必要となることがあります。教科書は原則として，各自で購入してください。 

※原則として一旦納入された学費は返還いたしません。 

※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。 

※履修しない学期は，当該学期開始前に休学手続きが必要です。 

※卒業必要単位は日本国内で入学する場合１２４単位です。 

 

１０．履修登録 
 

入学手続が完了した方に対し，学期開始前に履修登録の案内をします。 

履修科目が決定後，受講料を納入してください。 

※１学期に履修可能な単位数の上限は２２単位となります。 

※一部の授業ではスクーリングを実施します。 

 

１１．外国人用奨学制度（外国人学生対象） 

京都コンピュータ学院では，将来，国際的に活躍する IT エンジニアを志す外国人学生を支援するための独自

の奨学制度を設けています。本学院と提携している機関からの推薦に基づき，学業・人物ともに優秀で，経済的

理由で修学が困難である外国人学生を奨学生として募集します。奨学生を志願する外国人学生は本学院と提携機

関とのプロジェクトの応募要領に従って，奨学生試験を受験してください。 

 

１２．全日制への学科変更 

通信制課程から本学院が設置する全日制課程に学科変更が可能です。 

海外の提携校との共同教育プログラムでは，海外で教育を受ける際の語学要件は出願資格（1）①〜⑥の要件

によらず当該プログラムの定める要件となりますが，全日制課程の学科に学科変更する場合には，変更する学科

の出願資格に定める日本語能力が求められます。 

 

１３．出願書類等における注意事項 
 

●記入について 

日本語以外で記載されている書類については，日本語訳を添付してください。（日本語訳の添付が難しい場合

は，英語もしくは中国語文書でも可。）記入に際しては，太枠内すべてを自筆で，黒または青インクで記入し

てください。鉛筆や消せるボールペンは不可。 

●入学願書（A票）について 

・現住所欄については，確実に連絡がとれるものを記入してください。 

・保証人欄は，保護者など保証人にあたる方が記入してください。 

・写真は，裏面に氏名を記入して貼り付けてください。 

●証明書類について 

・出願時前 3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。 
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●すべての写し（コピー）について 

・Ａ４サイズの鮮明なカラーコピー（モノクロコピー可）を必ず提出してください。 

※いったん受理した出願書類は返却いたしません。 

●入学選考料等の振込について 

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，JAPAN） 

電 話 番 号 075-221-1141 

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 

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

SWIFT CODE DIWAJPJT 

※送金時の手数料は志願者が負担してください。 

また，海外から入学選考料を送金する場合，日本の銀行でも手数料（1,500円）が徴収されますので，計

31,500円を送金してください。 

※日本円で送金できない場合は，お問い合わせください。 

※取扱銀行の収納印のある「振込利用明細票」の写しを，その他の出願書類とともに本学院へ提出してくだ

さい。 

※送金者の名義は志願者本人としてください。 

※いったん納入された入学選考料は，いかなる事情があっても返還しません。 

 


