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当校の出願システムの特徴⒈

★出願書類を当日までに揃え、当日の受験料納付で受験可能！（揃わない場合は受験できません）

★推薦入試、一般入試ともに選考料一律10,000円！

★たとえ不合格でも同じ年度の再受験なら選考料の再納付は不要！（ただし一度合格して辞退した
方の再受験は選考料が必要です。）

当校は受験料を抑えるため、募集要項、願書の外注印刷はしておりません。ホームページよりダウ
ンロードの形式を採用しております。

日中文化芸術専門学校ホームページ http://jccollege.ac.jp/

募集学科⒉

※各学科は卒業時、専門士の称号が授与されます。
※観光・通訳ガイド専攻学科の卒業生は観光通訳案内業務の仕事に従事する資格を得ます。

学科 課程類型 修業年限 募集定員（留学生も含む）

観光通訳ガイド学科 全日制 2年 80名（10月入学40名、4月入学40名）

日中通訳学科 全日制 2年 50名（10月入学25名、4月入学25名）

日中通訳学科 遠隔授業 2年 40名（10月入学20名、4月入学20名）

第1時限目 09:00～09:50

第2時限目 10:00～10:50

第3時限目 11:00～11:50

第4時限目 12:00～12:50

第5時限目 13:00～13:50

第6時限目 14:00～14:50

補習講座、特別講座、模擬試験、就職指導、進学指導（必要に応ずる） 15:00～17:00



必要書類の提出と選考料の納入

（書類と選考料の入金確認後、受験票を送付致
します。）

入学試験

選択学科による、筆記試験・面接の実施

合格通知と入学手続き案内の発送

入学手続き開始
（入学金、授業料納入、入寮手続き、校内奨学
金申請等）

入学許可書の発行

オリエンテーション

入学式の案内

入学

出願から入学までの流れ⒊

※当日に出願書類の提出と受験料の支払いが完了した方は当日に受験票の発行となります。

＜2＞

高校生（2022年3月卒業見込み者）、高校既卒者、高等学校卒業程度認定試験合格者

出願資格⒋
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出願書類⒌
推薦入試（専願者） 一般入試 (併願者 )

・当校指定の入学願書
※（必要事項を記入し顔写真貼付）

・最終学歴出身校の卒業（見込）証明書

・最終学歴出身校の成績証明書

・健康状況自己申告書は本校指定用紙（健康診断
書がある場合も提出、願書提出前3ヶ月以内に医師
が診断したもの）

・証明写真（カラー、横3cm×縦4cm）1枚
※裏面に氏名を記入すること

・学校推薦の場合、在籍高校の校長または理事長
の推薦状（書式自由）

・自己推薦の場合、自己PR資料（書式自由）
（どんな学生生活を送ったか取り組んだ内容、写
真など。社会人の方は実績PRや志望動機の作文
等）

・選考料を振込した場合は控えのコピー

・当校指定の入学願書
※（必要事項を記入し顔写真貼付）

・最終学歴出身校の卒業（見込）証明書

・最終学歴出身校の成績証明書

・健康状況自己申告書は本校指定用紙（健康診断
書がある場合も提出、願書提出前3ヶ月以内に医師
が診断したもの）

・証明写真（カラー、横3cm×縦4cm）1枚
※裏面に氏名を記入すること

・選考料を振込した場合は控えのコピー

※入学願書には必ず写真（写真の裏面に氏名を記入すること）を貼付し、所定の位置に印鑑を押してく
ださい。
必要書類をお手持ちの封筒にて郵送（記録に残る郵便）または当校に直接持参してください。

出願方法⒍
① 持参する場合
本館1階事務局 受付時間 平日9：00～17：00
② 郵送する場合
必要書類を郵送する場合は希望受験日前日までに当校に必着のこと。その場合選考料を振込された方
は振込控えのコピーを必ず同封してください。なお、当日の支払いも受け付けます。ただし選考料の
支払いがない場合の受験はできません。
※提出された書類及び納入された選考料は、理由を問わず返還致しません。

選考料 10,000円

振り込み先 三菱東京UFJ銀行
阿部野橋支店
普通預金 0220241

口座名義人 学校法人日中文化芸術学院
理事長 張永勝

（ガッコウホウジンニッチュウブンカゲイジュツガクインチョウエイショウ）
※振込料は各自ご負担ください。

選考方法

推薦入試 書類審査及び選考日に面接（14：30から順次）（13：30から受付）

一般入試 書類審査及び選考日に小論文（14：30～15：20）と面接（15：30から順次）

⒎
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※入学試験の合否結果通知・学費納入案内は選考日より1週間以内に書面にて通知する。学費納入
案内の通りに期限までに納入すること。

※入学許可された者に、オリエンテーション・入学式についての案内を3月末までに通知する。

合否通知⒐
選考の結果、合格発表日に合否の通知を書面にて本人宛に郵送します。

入学手続きと学費・諸費用⒑
合格者には入学手続きの案内を同封します。所定の期日までに入学金、授業料を納入してください。

願書受付開始 2021年5月6日(木)→2021年10月入学
2021年9月28日(火) →2022年4月入学

本館1階事務局 受付時間 平日9：00～17：00

願書の受付と選考日程

10月
入学 願書受付期間 入学試験日 合否発表日 入学手続期限

① 2021年5月6日(木)
～5月18日(火) ～2021年5月20日(木) 2021年5月25日(火) 2021年6月4日(金)

② 2021年6月1日(火)
～6月15日(火) ～2021年6月17日(木) 2021年6月22日(火) 2021年7月2日(金)

③ 2021年7月1日(木)
～7月20日(火) ～2021年7月22日(木) 2021年7月27日(火) 2021年8月6日(金)

④ 2021年8月2日(月)
～8月17日(火) ～2021年8月19日(木) 2021年8月24日(水) 2021年9月3日(金)

⑤ 2021年9月1日(水)
～9月14日(火) ～2021年9月16日(木) 2021年9月21日(火) 2021年9月28日(火)

4月
入学 願書受付締切日 入学試験日 合否発表日 入学手続期限

① 2021年9月28日(火) ～2021年9月30日(木) 2021年10月5日(火) 2021年10月15日(金)

② 2021年10月12日(火) ～2021年10月14日(木) 2021年10月19日(火) 2021年10月29日(金)

③ 2021年10月26日(火) ～2021年10月28日(木) 2021年11月2日(火) 2021年11月12日(金)

④ 2021年11月9日(火) ～2021年11月11日(木) 2021年11月16日(火) 2021年11月26日(金)

⑤ 2021年11月24日(水) ～2021年11月25日(木) 2021年11月30日(火) 2021年12月10日(金)

⑥ 2021年12月7日(火) ～2021年12月9日(木) 2021年12月14日(火) 2021年12月24日(金)

⑦ 2021年12月14日(火) ～2021年12月16日(木) 2021年12月21日(火) 2021年12月29日(水)

⑧ 2022年1月11日(火) ～2022年1月13日(木) 2022年1月18日(火) 2022年1月28日(金)

⑨ 2022年1月25日(火) ～2022年1月27日(木) 2022年2月1日(火) 2022年2月10日(木)

⑩ 2022年2月8日(火) ～2022年2月10日(木) 2022年2月15日(火) 2022年2月25日(金)

⑪ 2022年2月22日(火) ～2022年2月24日(木) 2022年3月1日(火) 2022年3月11日(金)

⑫ 2022年3月1日(火) ～2022年3月3日(木) 2022年3月8日(火) 2022年3月18日(金)

⑬ 2022年3月15日(火) ～2022年3月17日(木) 2022年3月22日(火) 2022年3月28日(月)

⒏
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日中通訳専攻学科 (単位：円)

内訳 1年次 2年次
入学金 50,000 —
授業料 700,000 700,000
教材費 20,000 20,000

課外活動費 15,000 15,000 合計
合計 785,000 735,000 1,520,000

＊入学手続きにおいて、授業料の一括納付、もしくは年間2分割納付が可能です。

2022年4月入学の場合（例）：
納入期限 納入金額（円）

第一年次 第1期 2022年2月5日 445,000

観光・通訳ガイド専攻学科 第2期 2022年7月5日 350,000

第一年次 第1期 2022年2月5日 435,000

日中通訳学科 第2期 2021年7月5日 350,000

第二年次 第3期 2023年2月5日 395,000

観光・通訳ガイド専攻学科 第4期 2023年7月5日 350,000

第二年次 第3期 2023年2月5日 395,000

日中通訳 第4期 2023年7月5日 350,000

観光通訳ガイド専攻学科 (単位：円)

内訳 1年次 2年次
入学金 50,000 —
授業料 700,000 700,000
教材費 30,000 30,000

課外活動費 15,000 15,000 合計
合計 795,000 745,000 1,540,000

納入期限 納入金額（円）

第一年次 第1期 2021年9月5日 445,000

観光・通訳ガイド専攻学科 第2期 2022年2月5日 350,000

第一年次 第1期 2021年9月5日 435,000

日中通訳学科 第2期 2022年2月5日 350,000

第二年次 第3期 2022年9月5日 395,000

観光・通訳ガイド専攻学科 第4期 2023年2月5日 350,000

第二年次 第3期 2022年9月5日 395,000

日中通訳 第4期 2023年2月5日 350,000

2021年10月入学の場合（例）：



各種優遇制度と奨学金及び教育ローン⒒
日本学生支援機構
入学金、教材費、学費が対象です。あらかじめ高校在籍中に申請します。在籍高校を通してお申し
込みください。入学後、5月から貸与され、卒業後一定期間を経て返済が始まります。
教育ローン
（株）オリエントコーポレーションと提携しています。学生本人もしくは保護者が契約し、直接学
校に学費が入金されます。合格後から在籍時において申し込むことができます。 学費サポートデス
ク 0120-517-325 
校内奨学金制度 優遇制度
・入学試験において成績上位なおかつ経済的事情のある学生には入学金、もしくは学費、さらには
状況において入学金と学費の両方を一部免除、もしくは全額免除する等の制度があります。審査が
ありますので、入学手続き時に申請してください。
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