
【日本人向け】

２０１９年度

学校法人せとうち 日本ＩＴビジネスカレッジ

募集要項

●募集学科および定員

募集学科 修業年限 募集定員

国際ビジネス学科 ２年 ４０名

外国語学科 ２年 ４０名

本校は学校教育法第１２４条に該当する専修学校専門課程です。

●出願資格

▽下記のうち１項目を満たしている者

（１） 高等学校卒業者（卒業見込みを含む）

（２） 専修学校高等課程（大学入学資格付与校３年課程）卒業者（卒業見込みを含む）

（３） 高等専門学校の３年以上の修了者（修了見込みを含む）

（４） 文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格者（合格見込みを含む）

（５） 本校において個別の入学資格審査により、入学試験受験資格ありと認めた場合で１８歳に達した者

●入学選考方法

●入学選考料

１５，０００円 ※一旦納入された選考料は、いかなる場合であっても返金はできません。

●入学選考料 支払先（以下のいずれか）

備前信用金庫
お

邑
く

久支店

普通預金 No. 0196349
名義：学校法人せとうち 日本 ITビジネスカレッジ 理事長 田中 旬一

ｶﾞｸ) ｾﾄｳﾁ ﾆｯﾎﾟﾝｱｲﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞﾘｼﾞﾁｮｳ ﾀﾅｶｼﾞｭﾝｲﾁ

推薦入学 指定校推薦 一般入学

出願

資格

以下の①～④すべての項目に該当す

る者

①高等学校、専修学校高等課程等（３

年）を平成３１年３月卒業見込みの

者、または平成３０年３月卒業の者

②調査書評定平均値３．０以上の者

③推薦者が推薦する者

④本校を専願し、必ず入学する者

本校が指定した高等学校、専修

学校高等課程等（３年）を平成

３１年３月卒業見込みの者

本校を専願し、必ず入学する者

※自分の学校が指定校であるか

否かは、進路指導の先生または

担任の先生にお問い合わせくだ

さい。

上記出願資格のうち、１項

目を満たしている者。

選考

方法

・書類審査

・面接

・書類審査

・面接

・書類審査 ・面接

・筆記試験（作文）
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中国銀行
お

邑
く

久支店

普通預金 No．2504829
名義：学校法人せとうち 日本 ITビジネスカレッジ 理事長 田中 旬一

ｶﾞｸ) ｾﾄｳﾁ ﾆｯﾎﾟﾝｱｲﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞﾘｼﾞﾁｮｳ ﾀﾅｶｼﾞｭﾝｲﾁ

●指定校推薦制度

指定校の校長に推薦された方は、筆記試験を免除し

入学金および施設設備費の合計１０万円を免除いたします。（1年次のみ）

※ただし、別の免除規定との併用はできません。

●推薦制度

推薦者に推薦された方は、筆記試験を免除し入学金５万円を免除いたします。（1年次のみ）

※ただし、別の免除規定との併用はできません。

●出願書類

必要書類 推薦入学 指定校推薦 一般入学

入学願書（当校指定様式Ａ） ● ● ●

■出身高等学校調査書（高校 3 年生の方、高校卒業の方）

■高卒認定試験（旧大検）合格の方は合格証明書

■大学、短大、専門学校を卒業された方、または高校卒

業後３年以上経過している方は、最終出身学校の卒業証

明書または卒業証書の写し

●

いずれかひとつ

志望理由書（当校所定の推薦書 B） ● ● ●

推薦書（当校所定の推薦書 C） ●

指定校推薦書（当校所定の推薦書 D） ●

誓約書・身元保証書（当校指定様式 E） ● ● ●

減額申請書（当校指定様式 F） 対象の方のみ

入学選考料振込受領書

（願書の所定の位置に貼り付けて提出）
● ● ●

１日留学（オープンキャンパス）参加証明書 お持ちの方のみ

●願書受付期間・選考面接日・合格発表・納入期日 ※変更の可能性あり

願書受付期間 選考面接日 合格発表日 校納金納入期日

1 ９月 ３日（月）～ ９月１４日（金） ９月２０日（木） １０月 １日（月） １０月１１日（木）

2 ９月 １８日（火）～ ９月２８日（金） １０月 ４日（木） １０月１５日（月） １０月２５日（木）

3 １０月 １日（月）～１０月１２日（金） １０月１８日（木） １０月２９日（月） １１月 ８日（木）

4 １０月 １５日（月）～１０月３１日（水） １１月 ８日（木） １１月１９日（月） １１月２９日（木）

5 １１月 １日（木）～１１月１６日（金） １１月 ２２日（木） １２月 ３日（月） １２月１３日（木）

6 １１月 １９日（月）～１１月３０日（金） １２月 ６日（木） １２月１７日（月） １２月２５日（火）

7 １２月 ３日（月）～１２月２７日（木） １月１０日（木） １月２１日（月） １月２８日（月）

8 １月１０日（木）～ １月３１日（木） ２月 ７日（木） ２月１８日（月） ２月２５日（月）

9 ２月 １日（金）～ ３月２５日（月） ３月２６日（火） ３月２７日（水） ３月２９日（金）
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※定員になり次第、募集を終了する場合があります。

※指定校の校長に推薦された方は、筆記試験を免除します。

※合格通知は本人に郵送いたします。

●減免制度

減免項目 条件 減免内容 金額

願書早期提出
① ９月３日 ～ １０月３１日迄に提出 入学金および施設設備費 １０万円

② １１月１日 ～ １１月３０日迄に提出 入学金免除 ５万円

指定校推薦 指定校推薦の方 入学金および施設設備費 １０万円

推薦 推薦者の推薦の方 入学金免除 ５万円

１日留学 １日留学(オープンキャンパス)に参加された方 入学金 ５万円

※上記の減免制度項目は１年次のみの適用となります。

※各減免制度項目を併用することはできません。

※対象者は減免申請書に記入し、入学願書その他必要書類と一緒に提出してください。

●特待生制度

＊特待生試験の結果に応じて、以下の金額を免除いたします。

・ Aランク 特待生試験点数 100点 ～ 90点 （初年度納入金のうち、授業料（350,000円）を免除）

・ Bランク 特待生試験点数 89点 ～ 80点 （初年度納入金のうち、授業料の半額（175,000円）を免除）

・ Cランク 特待生試験点数 79点 ～ 70点 （初年度納入金のうち、実験実習料（150,000円）を免除）

※ただし、別の免除規定との併用はできません。

・応募資格：指定校推薦入学・推薦入学・一般入学のいずれかにて出願し、本制度の利用を希望する者。

・応募方法：入学願書の「特待生制度を希望する」の欄にチェックをしてください。

・選考方法：希望者のみ、面接日に特待生試験を実施いたします。

・結果発表：合格通知時に、試験結果も一緒にお知らせいたします。

※免除対象となった方は、同封の「減額申請書」にて、すみやかに免除申請を行ってください。

●願書提出方法

郵送、もしくは月曜日～金曜日の１０時～１６時の間に当校に持参してください。

1 郵送の場合

簡易書留等配達記録の残るもの（レターパック可）で郵送してください。

【郵送先】〒701-4212 岡山県瀬戸内市邑久町尻海 2968 日本ＩＴビジネスカレッジ「願書受付係」宛

2 持参の場合

必ず出願する本人が願書を持参してください。（持参する日を事前に連絡してください）

【連絡先】（０８６９）２４－８５８８ （担当：
もり

森、
たかいし

高石）
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●年間学費 ＊入学時は 1 年次のみの学費のお支払いになります。

国際ビジネス学科

農水産 IT専攻・貿易専攻

外国語学科

マーケティング専攻・通訳翻訳専攻

１年次 ２年次 １年次 ２年次

入学金 50,000円 0円 50,000円 0円

授業料 350,000円 350,000円 350,000円 350,000円

施設設備費 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円

実験実習料 150,000円 150,000円 150,000円 150,000円

委託徴収費 210,000円 80,000円 210,000円 80,000円

合計 810,000円 630,000円 810,000円 630,000円

※ 国の教育ローンを利用できます。

※ 本校提携学費クレジットがご利用いただけます。ご希望の方は本校窓口にお申し付けください。

▽委託徴収費の内訳（委託徴収費は本校が一旦預かり、各機関へ一括して納入します）

【１年次内訳】パソコン費用（Apple MacBook Air）・教材費用（各種検定料含む）・ソフトウェア費用（MS Office

2016 for Mac, iMovie, Keynote, gimp, Inkscape 他）・同窓会費・損害保険費用・健康診断費用

【２年次内訳】教材費用（各種検定料含む）・ソフトウェア費用・損害保険費用、健康診断費用

●寮費

古民家を改良したシェアハウスを学生寮にしています。また、希望する学生には畑を提供します。

寮費の例：1か月 25,000円～（水道光熱費、Wi-Fi費込み）

※ただし、別途入寮費として寮費 1か月分を、敷金として寮費 2か月分をお支払いいただきます。

その他火災保険料 11,000円、自治会費 2000円等が発生します。

古民家によって寮費を含む各条件が異なるため、入寮前に別途お問い合わせください。

入寮希望者は入寮誓約書に記入し、入学願書その他必要書類と一緒に提出してください。

学校法人せとうち 日本ＩＴビジネスカレッジ
〒701-4212 岡山県瀬戸内市邑久町尻海２９６８ ☏（０８６９）２４－８５８８

http://setouchicollege.com/


