
   

◇募集学科 

学科 修業年限 募集定員 

観光ビジネス学科 ２年 １０名程度 

 

入学時期 入学選考料 入学選考方法 

２０２０年１０月 ２０，０００円 一般入試 

◇選考方法 

 書類選考、面接試験 

★選考においては、以下の２つの方法をお選びいただけます。 

□当日学校にお越しいただいて受験する。 □(遠方の方用)ご自宅でオンラインにて受験する。  

★留学生の方は、入学前のオリエンテーションにて事前の学力状況を把握するための日本語の試験と作文を実

施します。 

◇出願書類の提出方法 

 本校へ出願者本人が出願受付期間内に持参、もしくは送付。 
 持参する場合の受付時間は月～金 午前 9:00 ～ 午後 5:00 です。   

◇入学検定料振込先 

振込先 

振込先銀行：三菱  UFJ 銀行 四日市支店 
預 金 種 目：普通 
口 座 番 号：1497127 
受 取 人：学校法人みえ大橋学園 

◇出願受付期間 

 2020 年(令和 2 年)7 月 27 日(月) ～ 8 月 28 日(金) 
                                       ※募集定員になり次第締め切ります。 

◇試験日 

 出願書類到着後、１週間以内に担当者から出願者本人に連絡をとり、日程調整及び受験

方法をどのように行うか相談し、決定します。 
                                        

◇出願資格 
 日本人学生の方 

 以下のいずれかに該当する者 

１. 学校教育法による高等学校または高等専修学校（大学入学資格を付与された）を 2020 年 3 月まで

に卒業した者 

２. 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規則による大

学入学資格検定に合格した者を含む）で、同年 9 月 30 日までに満 18 歳に達する者 

2020 年度（令和 2 年度） 
 秋入学試験 



 

   外国籍の方  

 以下の 1～5 すべてに該当する者 

１. 母国において通常の課程による 12 年間の学校教育、またはそれに準ずる課程を修了している者 

２. 在留資格が以下の①～③のいずれかに該当する者 

①「留学」 ②「特定活動」（就職活動中の者）③｢家族滞在｣｢定住者｣等 

３. 経済的に学業の継続に支障をきたさない者 

４. 心身ともに健康である者 

５. 以下の①～③のいずれかに該当する者 

① 日本語教育機関で 1 年以上のコースに在籍し、６ヵ月以上の教育を受けた者 

（但し、日本語能力Ｎ２相当以上であること） 

② わが国が認める日本語教育機関を修了、または入学する年の 3 月に修了の者 

③ 日本語能力試験Ｎ２以上に合格、または日本留学試験の「日本語」科目（読解・聴解･聴読解）

の合計点が２００点以上の者 

 

◇出願書類 （注意事項含む） 
本校「2021 年度 学生募集要項」をご参照ください。日本人学生の方は４ページ◆出願書類(一般入試)

を、外国人留学生の方等は５ページ◆出願書類(一般入試)をご確認の上、不明点はお問い合わせください。 

 

◇入学手続方法 
・入学手続は「入学金納付」と「入学手続（授業料等納付）」の 2 段階方式です。 
・「入学金納付」「入学手続（授業料等納付）」ともに手続きが行われない場合、合格は無効になります。 
 

◇入学金及び学費等                                    （円） 

 検定料 入学金 前期授業料 後期授業料 施設設備費 諸費予定額 合計 

秋生 1 年目 20,000 80,000 360,000 360,000 40,000 96,000 956,000 

秋生 2 年目   360,000 360,000 40,000 104,000 864,000 

※諸費内訳（教科書代・教材費・学生保険・実習費等）。なお、2 年次の諸費については、予定金額の為変動すること

があります。 

◇特典・特待制度                                                         （円） 

1 
JLPT 合格者出願特待制度 

★出願時に合格している一番上のレベルです。 
1 年次学費一部免除 

N1：100,000 
N2： 80,000 
N3： 50,000 

2 留学生特別減免制度 1 年次学費一部免除 100,000 

3 1 年次 JLPT 合格者 (2 年次は１２月受験まで) 次期学費一部免除 
N1：100,000 

N2： 80,000 

4 皆勤・精勤減免（1 年目修了時 出席率が 95％以上） 学費一部免除 100,000 

◇学費納入プラン 

 特典・特待制度による減免を受けた中で、一人ひとりの学費納入プランを立てられます。   

   ① 全額納入（入学前に年間学費の支払いを済ませたい方） 

   ② 分割納入・2 回（年間学費を 2 回に分けて納入したい方） 

   ③ 3 回以上に分けての納入を希望される場合は、ご相談ください。 



①JLPT2級合格者 ①JLPT3級合格者

　➡JLPT合格者出願特待制度 　➡JLPT合格者出願特待制度

②外国人留学生の方 ②外国人留学生の方

　➡留学生特別減免制度 　➡留学生特別減免制度

③１年次12月JLPT１級合格

　➡JLPT合格者 特典

④１年次 出席率９５％以上

　➡皆勤･精勤減免 【初年度納入金合計】

【初年度納入金合計】

【２年次納入金合計】

諸費予定額 ¥104,000

初年度後期納入金 ¥360,000

¥664,000

¥756,000

初年度前期授業料 ¥360,000

③④減免額 ¥-200,000

施設設備費 ¥40,000

施設設備費 ¥40,000

諸費予定額 ¥96,000

初年度後期納入金 ¥360,000

初年度前期授業料 ¥360,000 初年度後期納入金 ¥360,000

①②③減免額 ¥-180,000 ¥786,000

①②③減免額 ¥-150,000

施設設備費 ¥40,000

入学金 ¥80,000 諸費予定額 ¥96,000

①②③減免額 合計➡ ¥150,000
¥100,000

¥100,000

①②③④減免額 合計➡ ¥380,000
入学金 ¥80,000

初年度前期授業料 ¥360,000

¥80,000 ¥50,000

¥100,000 ¥100,000
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¥936,000 ¥864,000
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http://www.humanitec-ld.jp/tourism_business/

特典･特待制度利用シュミレーション

２０２0年度 秋入学 入学金及び学費等

夢に向かってがんばる

皆さんを応援します！


