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入学資格／出願方法／出願手続

下記のうち１項目を満たしている方

高等学校卒業（卒業見込みを含む）以上の方
文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者（合格見込みを含む）
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）
高等専門学校の３年以上の修了者（修了見込みを含む）
外国において学校教育１２年以上の課程を修了した方
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして、認定した在外教育施設の当該課程を修了した方
※留学生用の募集要項をご希望の方はお申し出ください。

入学資格

合格までの流れ

本校の出願方法は以下の通りです

→P.6へ
●社会人入学 ……………20２3年４月の入学時点で19歳以上の者が対象の入試方法です。

※大学・短大・専門学校等の在校生も可。

→P.5へ
●一般入学………………高等学校卒業見込みの者が対象の入試方法です。

□ 専  願 ： 本校を第一希望として受験する者。
□ 併  願 ： 本校の受験のほか、大学・短期大学の受験をする者。
※併願受験の方は、入学願書内に併願受験大学・短期大学名をご記入ください。他の専門学校との併願はできません。
※合格後に所定の手続きを済まされた方は、申請された併願校の結果発表日まで学籍を確保します。

→P.5へ
●高等学校推薦入学 ……… 高等学校卒業見込みで本校を第一志望とし、下記の２点の基準で学校から推薦を受ける者が対象の入試方法です。

１.積極的に物事に取り組むことのできる者
２.自分が進みたい分野に、情熱を持って努力していける者
※偏差値や成績の基準はありません。

出願方法

●AO入学 ………………
→P.3へ

ＡＯ入学とは、本校を第一志望とし、アドミッション・ポリシーにあてはまる者が対象の入試方法です。

●将来の目標を持っている方 ●本校の教育内容や方針を十分理解している方
●好きな仕事を通じて、人に喜びや感動を与えたい方 ●「好きな事を仕事にしたい」という気持ちを持っている方
●めざす夢に向かって努力できる方

アドミッション・ポリシー（求める学生像）

 

出 願
１０月1日（土）出願開始

■入学願書提出後、選考日前日までに選考日時を通知します。

・出願後、受験票を返送します。記載されている日時にお越し下さい。
・選考日直前に願書が提出された場合は、選考日時を電話にて連絡します。
　受験票は本校でお渡ししますので、選考日当日に受付にてお申し出ください。

  

 
 

 
 

  
 
 

入学願書提出 出 願
8月1日（月）出願開始
■入学願書提出後、選考日前日
　までに選考日時を通知します。
・出願後、受験票を返送します。
　記載されている日時にお越し下さい。
・選考日直前に願書が提出された場合は、
　選考日時を電話にて連絡します。
　受験票は本校でお渡ししますので、
　選考日当日に受付にてお申し出ください。

入学選考
第１回選考１０月9日（日） 

■受験票に記載されている日時を厳守の上、来校してください。

第２回選考以降はP.５をご覧ください。

ＡＯ入学正式出願
提出書類確認
8月1日（月）受付開始

出願手続
●出願書類（P.14 ～21参照）を「出願書類封筒」に入れ、必要事項を記入し、簡易書留にて郵送してください。
　本校窓口でも願書を受付けます。（受付時間 9:00 ～17:００）　※ネット出願については、P.7 をご参照ください。
●入学選考料　３0,000 円
　 選考料は学生募集要項に同封の専用振込用紙にて郵便振替で払込み後、証明書を「郵便振替払込受付証明書台帳」に貼付してご提出ください。
ネット出願をご利用の場合は、クレジットカード決済または、コンビニ決済によるお支払い方法を選択することができます。
ご持参にてご提出の場合は、現金でも受付けます。

　

●提出された書類及び選考料は返却いたしません。

AO入学エントリー
6月1日（水）受付開始

入学選考

日程はP.6をご覧ください。

■受験票に記載されている日時を
　厳守の上、来校してください。

第1回選考 8月7日（日）

オープンキャンパス・説明会・オンライン説明会に参加

AO認定通知
認定者には「AO出願要件認定証」

を送付します。

AO入学面接
※日程についてはP.３をご覧ください。

一般入学
※詳しくは、P.5 をご覧ください。

高等学校
推薦入学

※詳しくは、P.5 をご覧ください。

社会人入学
（高校生以外）

※詳しくは、P.6 をご覧ください。

AO入学

各学科定員に達し次第、募集を終了いたします。

合　否　通　知
選考結果は選考日より１０日前後で郵送にてお送りいたします。
（メール・電話・SNSでのお問合わせにはお答えできません）

※詳しくは、P.3 をご覧ください。
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通常のAO入学の流れ

●職業体験・学校説明会に参加
職業体験又は学校説明会に参加し、個別相談を受けてください。（オンライン説明会も可）
※ＡＯ入学エントリーには、職業体験又は学校説明会への参加が必要です。

STEP
1 職業体験・
学校説明会に参加

合格通知 ※合格通知は正式出願から１０日前後で郵送にてお送りいたします。

STEP
6

合格通知 ※合格通知は正式出願から１０日前後で郵送にてお送りいたします。

●AO入学エントリー
「ＡＯ入学エントリーシート」（１４ページ）に必要事項を記入の上、郵送してください。
持参いただいても結構です。

※定員になり次第、募集を締め切ります。
※裏面のプレゼンテーションシートも必ずご記入ください。

エントリー期間 随時受付中です。AO入学エントリー締切は各面接日前日17:00必着です。

提出書類 AO入学エントリーシート

ＡＯ入学エントリー

STEP
2

●AO入学面接 AO入学面接日
6/5（日）

6/12（日）

6/19（日）

6/26（日）

7/3（日）

7/10（日）

7/17（日）

7/24（日）

面接
あなたの将来の目標、
目指す職業へのやる気などを確認する面接です。
これまでの学業成績や、本校の専攻に関連する専門知識・
技術を問うものではありません。

※上記以降の日程はホームページをご確認ください。
※面接日は本校で調整させていただく場合がございます。

確認内容
AO入学

出願要件の確認

STEP
3

●AO入学面接結果通知
面接後１０日以内に、ＡＯ入学面接の結果を本人あてに郵送します。
合格者には「AO出願要件認定証」をお送りいたします。この通知書は、願書提出の際に必要となり
ますので、大切に保管してください。
（選考結果に関する電話やＥメールでのお問合わせには、お答えできません。）

AO入学
出願許可

STEP
4

●職業体験・学校説明会に参加
職業体験又は学校説明会に参加し、個別相談を受けてください。（オンライン説明会も可）
※ＡＯ入学エントリーには、職業体験又は学校説明会への参加が必要です。

職業体験・
学校説明会に参加

STEP
1

※面接日の前日１７：００までに
　エントリーしてください。
※面接日の前日１７：００までに
　エントリーしてください。

●AO入学ネットエントリー

本校のホームページ
www.kyoto-tech.ac.jpから、
「ネットＡＯ入学（エントリー）」

ボタンをクリック

ホームページから
ＡＯ入学エントリー

必要事項を記入、
内容を確認し送信

ネットＡＯ入学
エントリー完了！
AO入学面接の時間は
別途ご連絡致します。

学校ホームページはコチラ

※パソコン・スマートフォンのいずれからもエントリー可能です。

※エントリー後、登録したメールアドレスに完了メールが届きます。（info@kyoto-tech.ac.jp の受信を許可してください。）

エントリー開始 随時受付中です。AO入学エントリー締切は各面接日前日17:00必着です。

STEP
2

AO入学
出願要件の確認

●AO入学面接
※面接結果は電話・メール・SNSでのお問合わせにはお答えできません。
※面接内容についてはP.3をご確認ください。

※面接日の集合時間は郵送もし
　くは電話にてご連絡致します。
　連絡がない場合は必ず面接日
　の前日17：00までに入学事務
　局までお問い合わせください。

※面接日の集合時間は郵送もし
　くは電話にてご連絡致します。
　連絡がない場合は必ず面接日
　の前日17：00までに入学事務
　局までお問い合わせください。

STEP
3

ネットエントリー番号見本

●AO入学面接結果通知
認定者には「ＡＯ出願要件認定証」をお送りいたします。
また、ネット登録からＡＯ入学面接に認定された方には、
「ネットエントリー番号」が発行されます。
ネット出願時に必要となる大事な番号ですので、
大切に保管してください。

AO入学
出願許可

STEP
4

AO入学願書提出
●ネットでの正式出願について
※ＡＯ入学正式出願・願書提出締切日については、P.3をご確認ください。

1. ネットＡＯ出願開始

ネットエントリー番号、氏名、
生年月日を入力してログイン

※選考料の支払いで「コンビニ払い」を選択された方は、
　選考日までにコンビニで支払いを行ってください。

２. 選考料の支払い方法を
　 選びます。

3. 必要事項を記入、
　 内容を確認し送信

４. ネットＡＯ出願
　  完了！

STEP
5-1

その他の
出願書類を郵送

●願書以外の出願書類の郵送
その他の出願書類の提出による最終選考をもって、正式に合格とします。
郵送する書類 ･高等学校調査書（社会人の方は、最終卒業学校の卒業証明書、または卒業証書のコピー）
 ･写真（ネットで登録済みの方は除く）
 ･ＡＯ出願要件認定証
 ･受験票

必ずＡＯ入学正式出願・願書提出締切日までに出願書類が到着するように郵送してください。

STEP
5-2

STEP
6

●AO入学願書提出（正式出願）について
２０２２年８月１日（月） 以降に入学願書（１６ページ参照）を提出してください。書類の提出後の最終選考を
もって正式に合格となります。出願書類は１３ページを参照ください。

AO入学
願書提出

STEP
5

AO入学正式出願・願書提出締切日

※締切日必着です

  ８月２１日（日）   ９月  ４日（日）
  ９月１１日（日）   ９月１８日（日）
  ９月２５日（日） 10月  ９日（日）
10月1６日（日） 10月２３日（日）
10月３０日（日）

※上記以降の日程はホームページをご確認ください。
※面接日は本校で調整させていただく場合がございます。

AO入学について WEBを利用したＡＯ入学の流れ



高等学校推薦入学／一般入学（専願・併願）について

高等学校推薦入学／一般入学（専願・併願）の流れ

第１回選考

１０月９日（日）
※第２回以降も実施しています。

■面接選考と書類
　選考を行います。

●入学選考会場

・ 筆記用具を持参してください。

合否通知は、
選考日から
約１０日前後
で郵送
されます。

※高等学校調査書等の
　不足書類がある場合は、
　全て揃い次第の発送
　となります。 

 

入学選考 合否通知

■詳しくはP.13をご覧ください。

本校校舎

入学願書受付開始
 ○入学願書

○受験票
○郵便振替払込受付証明書台帳
　（選考料３０，０００円）
○高等学校調査書 ※高等学校に依頼してください
○高等学校推薦書
　（高等学校推薦入学のみ）

提出書類  ○入学願書
○受験票
○郵便振替払込受付証明書台帳
　（選考料３０，０００円）

○卒業証明書または卒業証書のコピー

提出書類

１０月１日（土）から

20２2年

・ 制服またはスーツ等、それに準ずる
  清楚な服装で受験してください。

社会人入学について

社会人入学の流れ

第１回選考

8月7日（日）
※第２回以降も実施しています。

■面接選考と書類
　選考を行います。

●入学選考会場

・ 筆記用具を持参してください。

合否通知は、
選考日から
約１０日前後
で郵送
されます。

※高等学校卒業程度認
　定試験を受けられる
　方は、合格証明書が
　届き次第の発送とな
　ります。

入学選考 合否通知

■詳しくはP.13をご覧ください。

本校校舎

 

入学願書受付開始

　

8月１日（月）から

20２2年

・ スーツ等、それに準ずる清楚な服装で
  受験してください。

高等学校推薦入学／一般入学（専願・併願）日程

第１回

第２回

第３回

第４回

選考日
 10月　 9日（日）

10月  16日（日）

10月  23日（日）

10月  30日（日）
※上記以降の日程はホームページをご確認ください。
※各学科定員に達し次第、募集を終了いたします。
※選考日は本校で調整させていただく場合がございます。

願書提出締切は各選考日の前日17:00必着です。

社会人入学日程

第１回

第２回

第３回

第４回

選考日
 8月    7日（日） 

8月  21日（日）

9月    4日（日）

9月  11日（日）
※上記以降の日程はホームページをご確認ください。
※各学科定員に達し次第、募集を終了いたします。
※選考日は本校で調整させていただく場合がございます。

願書提出締切は各選考日の前日17:00必着です。

入学願書

郵便振替払込
受付証明書台帳

○○ ○○様

卒業証明書
または卒業証書のコピー

高等学校推薦書○○ ○○様
入学願書

郵便振替払込
受付証明書台帳

高等学校調査書（開封厳禁）

受験票
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学費等納入のスケジュール／本人・兄弟姉妹等学費免除制度

入学許可証 入学許可証

新入生オリエンテーション
入学式

入　学

キャリア教育振興費等
納入手続き

第２回学費等納入 キャリア教育振興費等納入手続き

※入学されない場合でも、入学金の返却はできませんのであらかじめご了承ください。
※入学願書に併願校（大学・短期大学）を必ずご記入ください。
※各種推薦は受けられません。
※他の専門学校との併願はできません。

本人・兄弟姉妹等学費免除制度

合格通知

第１回学費等納入

合格通知・第１回学費等納入ご案内の通知 

約１４日

●合格通知と共に、学費等納入のご案内を送付します。
　入学金・授業料・施設維持費・総合演習費の合計を合格通知発行日から１４日以内に
　納入してください。（P.9·10参照）
　合格通知と同封された本校所定の振込用紙を使用し、銀行振込にて納入手続きを
　行ってください。

●指定の期日までに納入手続きが諸事情により困難な場合は、京都医健専門学校内
　事務局会計課（ 　   0120-448-808）までご連絡ください。
※やむなく入学を辞退される場合、20２３年３月３１日（金）までに入学辞退手続きを完了された方には、
　入学金を除き、納入された学費等を返還いたします。４月１日以降は、最高裁判例に基づき、
　一旦納入された入学金、授業料および施設維持費、総合演習費、キャリア教育振興費等は返金できません。
※合格通知の送付先が願書記載の住所と異なる場合は、入学事務局までお申し出ください。

第１回学費等納入手続きが完了し、本校にて入金確認後、入学許可証を発行いたします。

P.9・10に記載されているキャリア教育振興費等の納入ご案内を２月中旬頃に送付します。
20２3年３月9日（木）までに納入してください。
併せて入学式、新入生オリエンテーションのご案内を送付します。

４月上旬から、新入生オリエンテーション（教本配布）、入学式、健康診断、特別講義などが行
われます。

①入学者ご本人が滋慶学園グループ校に
　在籍、もしくは卒業生の場合、初年度の
　入学金相当額を免除。

②入学者の「親・子・配偶者・兄弟姉妹」が
　滋慶学園グループ校に在籍・卒業の場
　合、学費の一部（１０万円）が免除。

併願で受験された方には、併願校（大学・短期大学）の結果発表
の日まで、入学手続きを延期する制度があります。合格通知と共
に、入学金納入のご案内（振込用紙）を送付します。
入学金（10万円）を合格通知発行日から14日以内に納入してくだ
さい。
入学金の納入確認後、併願校の結果発表日まで学籍を確保いたし
ます。結果発表後、２日以内に入学の意志を電話にてご連絡くだ
さい。本校に入学の場合は、１週間以内に授業料等を納入してくだ
さい。

※入学願書内にご本人・家族（兄弟・姉妹など）の氏名・学校名・
　入学年度・学科・コース・専攻をご記入ください。

併 願 制 度

ネット出願の方法

ネット出願なら、２４時間出願と選考料のお支払いが可能です。

【１】  入学願書以外の必要書類を本校指定の出願用封筒に同封し、簡易書留で郵送または持参してください。
（受験日の前日必着。必要書類が届いて出願完了となります。）

 

　　【ご郵送いただく書類】
　　　受験票、受験票返送用切手 323円（学校へ直接持参される方は必要ありません）、写真※、

高等学校調査書もしくは最終学校卒業証明書または卒業証書のコピー、ＡＯ出願要件認定証（ＡＯ入学の方のみ）、
高等学校推薦書（高等学校推薦入学の方のみ）

※写真について

データをお持ちの場合：写真のデータ（正面上半身、脱帽、無背景の３ヵ月以内に撮影したもの）を出願登録の画面に従ってアップロードして
　　　　　　　　　　　　　ください。
データをお持ちでない場合：写真（正面上半身、脱帽、無背景で３ヵ月以内に撮影したもの、証明写真サイズ４×３cm）を１枚ご用意いただき、
　　　　　　　　　　　　　出願用封筒に同封し、ご郵送ください。

【２】 必要提出書類が到着後、受験票を返送します。

● 画面の指示に従って入力
●「コンビニ決済」か「クレジットカード決済」からお支払い方法を選択
● 終了後、登録したメールアドレスに完了メールが送られます。【※info@kyoto-tech.ac.jpの受信を許可してください。】

スマートフォン、パソコンで学校ホームページにアクセス
https://www.kyoto-tech.ac.jp
　　　　　　 をクリックして出願開始！！　　ネット出願

ネット出願はコチラ

● 一度お支払いされた選考料は、返金できません。
● コンビニでのお支払いは期間に余裕を持って行ってください。注意事項

【クレジットカード決済の場合】
画面の指示に従い入力をしてください。「送信ボタン」を押すとその場で決済されます。

VISA MASTER
CARD JCB AMERICAN

EXPRESS
DINERS
CLUB

【コンビニ決済の場合】
画面の指示に従い入力をしてください。
「送信ボタン」を押すと各コンビニの払い込み用の番号が表示されます。
その番号を控えるか、プリントアウトして各コンビニでお支払いください。※指定期間内にお支払いください。

ローソン・ミニストップ
（Loppi へ）

ファミリーマート
（Fami ポートへ）

セイコーマート
（クラブステーションへ）

※コンビニでのお支払い方法については、ネット出願完了後、お送りするメール内に記載されているURLにてご確認ください。

出
願
の
お
申
し
込
み

選
考
料
の
お
支
払
い

書
類
送
付



学科・ワールド・専攻一覧／学費等一覧について 分納・延納を希望される方は事務局会計課（TEL 0120-448-808）までご相談ください。

学科・ワールド・専攻一覧 初年次の学費等一覧

ワールド 専　　攻
入学金

（入学時のみ）
①

授業料
（年額）
②

施設維持費
（年額）
③

学費年間
①～④の合計

総合演習費
（年額）
④

キャリア教育振興費
（年額）
⑤

総合計

【納入時期②について】

納入時期①／合格通知発行日から14日以内 納入時期②／

※保護者・兄弟姉妹学費免除制度をご利用いただけます。詳しくは、P.8をご覧ください。

⑤キャリア教育振興費　（70,000円・年額）
社会、産業界に求められる社会人・職業人として自立するための必要な能力（計画力、問
題解決能力、創造力、マネジメント力、チームワーク、コミュニケーション力等々）や職業
観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を実施、また卒業後の就職・デビューへの
サポートを行ないます。

延納・分納・学費に関するご相談は、京都医健専門学校内
事務局会計課（TEL 0120-448-808）までご連絡ください。
※やむなく入学を辞退される場合、２０２3年３月３１日（金）までに入学辞退手続きを完
了された方には、入学金を除き、納入された学費等を返還いたします。４月１日以降
は、最高裁判例に基づき、一旦納入された入学金、授業料および総合演習費、施設維
持費、キャリア教育振興費等は返金できません。

（円）

スーパーＡＩ&テクノロジー科　４年制（募集定員70名）

デジタルクリエイター科　３年制（募集定員160名）

ゲームワールド
スーパーゲームクリエイター専攻
クラウドゲーム専攻

eｓportsワールド esportsプロマネジメント専攻

5Gメディアデザイン
ワールド スーパーCG映像クリエイター専攻

5Gメディアデザイン
ワールド

UI/UXデザイナー専攻
ネット動画クリエイター専攻
CGクリエイター専攻

esportsプロゲーマー専攻

AI・IT・ロボットワールド

スーパーAIクリエイター専攻
データサイエンティスト専攻
ホワイトハッカー専攻
ロボット・AIエンジニア専攻
スーパーITエンジニア専攻

700,000 330,000 1,480,000350,000 70,000 1,550,000100,000

700,000 330,000 1,480,000350,000 70,000 1,550,000100,000

ゲームワールド

eｓportsワールド

プログラマー専攻AI・IT・ロボットワールド

ゲームプログラマー専攻
ゲーム企画シナリオ専攻
ゲームCG&キャラクターデザイン専攻

・「高等学校等就学支援金制度」につきましてはお問合せください。

学　　　　　　科

スーパーＡＩ&テクノロジー科

デジタルクリエイター科

授業料 施設維持費 合　計 キャリア教育振興費
の合計

=

総　合　計

800,000 330,000 70,000 1,550,0001,480,000

800,000 330,000

総合演習費

350,000

350,000 70,000 1,550,0001,480,000

※進級時に必要な費用は、それぞれの学年の1月下旬にご案内します。 ◎卒業年次には下記の表以外に卒業関連費（40,000円）が別途必要になります。

２・３年次の学費等 4年次の学費等

２・３年次以降の「学費等」は下表のとおりです。

2月中旬にご案内します。
2023年３月9日（木）まで

+

● 海外実学研修積立金　（100,000円・入学時のみ）
海外実学研修は在学期間中に授業の一環として実施を予定しています。
参加費用は総額５00,000円前後で、渡航手続き時に残額を納めていただきます。
※万が一、不参加の場合は、進級時の学費（授業料）に充当します。
※国際情勢により実施できない場合は、進級時の学費（授業料）に充当します。
※上記総額は201８年の実績です。渡航先変更に伴い費用が変更になる場合があります。

● 健康管理費　（19,250円・年額）
総合的な健康診断を受診できるだけでなく、通学経路を含む校内での１年間の負傷について
の治療費は、症状の程度により、一定額は補填されます。

入学金・授業料・施設維持費、総合演習費以外に、下記⑤の費用と諸経費が必要です。

［左記の表以外に下記が別途必要となります。］ 
※20２3年３月9日（木）までに納めていただきます。

学校行事・学生主催イベント・インターネット活用など学生生活に必要となるもので、20２3年
３月9日（木）までに納めていただきます。正確な合計額は、20２3年２月中旬頃に学科・コース
別にご案内いたします。

● 教本・教材費・資格検定費（専攻ごとに2月中旬にご案内します）
本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しを行います。そのため、教
本・教材が必要に応じて変更となります。決定額は、2月中旬にご案内いたします。
※教本・教材は専攻により異なります。
※進級時カリキュラムの変更により新たに教本・教材を購入していただく場合があります。

学　　　　　　科

スーパーＡＩ&テクノロジー科

授業料 施設維持費 合　計 キャリア教育振興費
の合計

=

総　合　計

800,000 330,000 70,000 1,550,0001,480,000

総合演習費

350,000 +

9 10
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日本学生支援機構奨学金 教育ローン各種

在学中に借りて、卒業してから少しずつ分割で返済できるシステムです。無利子または低利子なので、返済も無理がありません。

日本学生支援機構（旧日本育英会）奨学金（貸与型）について

手続きの流れ

■ 予約採用申込み　日本学生支援機構奨学金では、高等学校で予約採用申込みができます。
●進学後の申込みよりも高校での予約の方が採用される確率も高く、断然有利です。
　予約申込みは高校３年生の春から夏にかけて実施されます。
　ただし、高校によって異なりますので、お早めに高校の先生にご相談ください。
●進学後の申込みでは夏からの交付となってしまいますが、予約奨学金の場合、
　春からの交付になります。
●進学先が確定していなくても申込みができ、採用決定後の取り消しもできますので
　「とりあえず予約」ということも可能です。

高校３年生の奨学金の予約は

春から夏にかけて
実施されます。
※高校によって若干異なりますので、
　高校の先生にご相談ください。

※高等学校で、予約採用申込みができます。（高校３年生の５月頃までに、担任の先生にお問合わせください。）
※奨学金は２年目以降の学費に充てることができます。

日本学生支援機構（旧日本育英会）

第一種奨学金（無利息） 第二種奨学金（利息付・最大利率３％）

貸与月額
（私立専門学校）

　①自 宅 通 学： 20,000円／30,000円／40,000円／
53,000円

　②自 宅 外 通 学： 20,000円／30,000円／40,000円／
50,000円／60,000円

　③通学方法問わず： 20,000円／30,000円／40,000円
　 ※選択できる金額には条件があります。

  ・次の中から選択でき、貸与中に金額変更が可能です。
 　２0,000円／30,000円／４0,000円／50,000円／
６0,000円／７0,000円／80,000円／９0,000円／
100,000円／110,000円／120,000円

 　  
 　

貸与始期   ・日本学生支援機構が定める始期
  全学年、申込んだ年の４月     ・申し込んだ年の４月～９月の間で希望する月から貸与。

人　物   ・人物、学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により著しく就学に困難がある方。

所　得
日本学生支援機構が定めた収入基準以下であること。
（例）自宅通学：給与所得約７８1万円（４人世帯）以下
　　   自宅外通学：給与所得額約８２6万円（４人世帯）以下
(基準額は家族数や通学別、家計支持者の収入源などによって異なります)

日本学生支援機構が定めた収入基準以下であること。
（例）自宅通学：給与所得１，124万円（４人世帯）１，370万円（５人世帯）以下
　　自宅外通学：給与所得１，169万円（４人世帯）１，460万円（５人世帯）以下
(基準額は家族数や通学別、家計支持者の収入源などによって異なります)

学　力   ・高等学校最終２か年の評定平均値が
  ３．２以上（高校での予約採用は３．５以上）

  ・学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込みが
　あると学校長が認めた方。学年平均水準以上。　

推薦方法   ・本校から応募基準内の出願者を推薦し、日本学生支援機構において選考、採用を決定します。

■ 本校入学後に申込む場合

※予約採用の場合は、「応募基準」の内容など、若干異なります。詳しくは、高校の先生にお尋ねください。

応
募
基
準

貸与希望金額 30,000円／50,000円／80,000円／100,000円／１２０，０００円 (月額）

返 還 例

貸与月額 借用金額 返還回数 返還月額 返還年数

  30,000 円    720,000 円 108 回   7,713 円   9 年

  50,000 円 1,200,000 円 144 回 10,055 円 12年

  80,000 円 1,920,000 円 156 回 15,059 円 13年

100,000 円 2,400,000 円 180 回 16,769 円 15年

120,000 円 2,880,000 円 192 回 19,125 円 16年

貸与金額
自宅通学 自宅外 通学方法問わず

53,000 円 60,000 円 30,000 円

貸与月額 借用金額 返還回数 返還月額 返還年数

自　宅 53,000 円 1,272,000 円 144 回 8,833 円 12 年

自宅外 60,000 円 1,440,000 円 156 回 9,230 円 13 年

通学方法問わず 30,000 円 720,000 円 108 回 6,666 円 9 年

返済例 ＜２年間（２４ヵ月）貸与の場合＞

※人的保証制度利用の場合

返済例 ＜２年間（２４ヵ月）貸与の場合＞（年利３%の返還例）
〈
第
一
種
奨
学
金
〉

〈
第
二
種
奨
学
金
〉

高等学校
に申込み

予約
採用

出願
合格
・
入学

進学届
の
提出

奨学金
支給開始
（５・６月）

詳細やお申込みは、在学している高等学校にお問合わせください。

●入学前予約採用（採用の確率が高い）

出願
合格
・
入学

申込み
（４月）

在学
採用

奨学金支給開始
（７・８月頃）

●入学後にも申込みができます！（４月に申込み）

※奨学生採用には審査があります。詳しくはお問合わせください。

https://www.jasso.go.jp/
申込みは、高等学校にて行います。 日本学生支援機構

（旧日本育英会）

 ※金利・返済目処等は２０２０年１2月現在

・ 融資には審査があり、場合によっては借入できないことがあります。
・ 審査には必要書類をお願いすることがあります。

学費や教材費などをいろいろな条件で借りることができます。

学費や生活費を無理なく借りることができます。

※ボーナス時の増額返済を併用することもできます。 ※融資額・返済期間は、いろいろあります。 ※利率は変動金利なので、金融情勢により、借入期間中に利率が変動する場合があります。

※ボーナス時の増額返済を併用することもできます。 ※融資額、返済期間は、いろいろあります。 ※利率は固定金利ですが、金融情勢により申込み時の利率と異なる場合があります。

■対　　象／本校に入学・在学する者の保護者
■融 資 額／学生１名につき３５０万円以内
■返済期間／１５年以内（据置期間含む）
■利　　率／１.65%

お問合わせ 教育ローンコールセンターTEL.0570-008656

日本政策金融公庫の教育ローン

卒業後
支払回数（期間） 毎月分割支払額 最終月分割支払額
54回（ヶ月） ¥20,000 ¥9,561

在　学　中
据置期間（回数） 毎月分割支払額
２年間（24回） ¥2,500

■対　　象／本校に入学・在学する者の保護者
■融 資 額／１０万円～５００万円
■融資期間／最長１0年（据置期間含む）
■利　　率／３.0%〔固定〕（２０２０年10月現在）
●返済例（融資額100万円ステップアップ方式の場合)

お問合わせ　（株）オリエントコーポレーション学費サポートデスク

0120-517-325

オリコ学費サポートプラン

銀行系教育ローン 低利で手続きも簡単な教育ローン制度です。

信販系教育ローン 比較的、手続きが簡単なのが特徴です。 

本校特別利率 一般利率
3.975% －

■対　　象／本校に入学・在学する者の保護者
■融 資 額／１０万円以上３００万円以内
■返済期間／６ヶ月以上9年以内（元金返済据置期間を含む）

お問合わせ　三井住友銀行梅田支店

TEL.06-6315-1122

三井住友銀行提携教育ローン

本校特別利率 一般利率
3.775% －

■対　　象／本校に入学・在学する者の保護者
■融 資 額／１０万円以上５００万円以内
■返済期間／１年以上１０年以内（据置期間別）

お問合わせ　三菱UFJ銀行船場支店

TEL.06-6261-1032

三菱UFJ銀行提携教育ローン

■対　　象／本校に入学・在学する者の保護者
■融 資 額／５万円以上５００万円以内
■融資期間／最長１5年（据置期間含む）
■利　　率／３.0%（２０２０年10月現在）
●返済例　ご利用金額１００万円（元金据置プランの場合）

お問合わせ　（株）ジャックス

0120-338-817

ジャックス学費サポートプラン

学費や生活費をいろいろな条件で借りることができます。

※ボーナス時の増額返済を併用することもできます。 ※融資額・返済期間は、いろいろあります。 
※利率は固定金利ですが、金融情勢により申込み時の利率と異なる場合があります。

公的教育ローン 低利な公的教育ローン制度です。

■ 手続きの流れ  ※手続きに１ヶ月ほど必要になりますので詳細については、お早めに各機関にご相談されることをおすすめします。

日 本 政 策 金 融 公 庫 教 育 ロ ー ン

日本政策金融公庫に
ご相談・お申込み

調　査

ご融資決定

ご契約

ご融資

　

出　願

入学手続き
（入学金納入）

学費納入

合否通知

お申込みの際にご用意いただくもの

ご契約の際にご用意いただくもの

ご融資のお知らせ（兼借用証書）が送付されます。

●インターネットから始める場合
①必要な項目を「お申込みフォーム」にご入力。
②日本政策金融公庫から「お申込み受付確認メール」が届きます。
③「お申込みに必要な書類」をご用意のうえ、日本政策金融公庫各支店にご郵送。

●ご郵送から始める場合
①「借入申込書」を教育ローンコールセンター（0570-008656）または各支店へご請求ください。
②郵送で届いた「借入申込書」にご記入。
③「お申込みに必要な書類」をご用意のうえ、日本政策金融公庫各支店へご提出。
　（ご郵送またはご来店。）

①ご融資のお知らせ（兼借用証書）（審査の結果、お客様のご希望に添えないことがあります。）
②印鑑証明書（市役所、町村役場でご入手ください。）
③合格を証明する書類（合格通知証、入学許可証など）
④預金口座振替利用届（※金融機関からの自動振替によるご返済をご希望の方のみ）
⑤送金先口座の預金通帳

お問合わせ先 TEL.0570-008656

1

2

3

卒業後
ご返済回数 毎月支払額 最終回支払額
60回 ¥17,968 ¥17,978

支払総額　¥1,138,090　　支払総回数　144回

在　学　中
据置期間 毎月支払い額
２年間 ¥2,500

ご返済 ご融資日の翌月または翌々月のご返済希望日から、ご返済が開始します。

※上記の教育ローンについては、京都医健専門学校校内事務局会計課までお問合わせください。

教育ローン一覧

２
〜
３
週
間

10
日
前
後

※金利・返済目処等は２０２1年１2月現在※２０２1年１2月現在



AO入学エントリーシート

ふりがな 生年月日

氏　　名

メールアドレス

年　　 月 ［　　　　　 立　　　　　　　　　］ 高等学校卒業 ・ 卒業見込み

年　　 月 ［　　　　　 立　　　　　　　　　］　　　    卒業 ・ 卒業見込み

年　　 月　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  合格　・　合格見込み

科 専　攻

科 専　攻

年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

西暦　

年　　月　　日生

年齢（　　　才）

現 住 所

緊急連絡先
（携帯電話等）

大 学  院
大　　学
短期大学
専門学校

＠

〒　　　　   -

T E L （　　　　　） （　　　　　）

NO.

私はゲーム・デザイン・テクノロジー分野のプロフェッショナルとなることを将来の目標とし、
京都デザイン&テクノロジー専門学校への入学を希望します。

ここに、AO入学のエントリーをいたします。

登録日　　　年　　月　　日
※太ワクの中のみ記入すること。

学　歴

（大学・短期大学・専門学校
在学中の方も
ご記入ください。 ）

高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定）

第一志望

第二志望

志　望
（学科・専攻）

※専攻名はP9・10を
　  ご参照ください。　 

登録認定担当者

AO入学面接受験希望日
※必ず記入してください

出願願書記入方法（郵送・持参の場合）

②受験票

③郵便振替払込受付証明書台帳 ④高等学校推薦書

■郵便振替払込受付証明書

切手
323円

必要なものを同封の
出願書類封筒に入れて

開封厳禁開封厳禁

○○ ○○様

高等学校にて推薦書の記入を依頼してください。

●写真はカラーでもモノクロでも可。
　※３ヵ月以内に撮影したもの

●希望する選考日を記入してください。

※出願書類封筒・郵便振替払込受付証明書は、
　学生募集要項に同封しています。（別の大きさ
　の封筒をご利用いただいても結構です。）

●出願方法に□印を付けてください。

※裏面（作文）も必ず記入してください。AO認定者は裏面の作文は不要です。

この部分を
貼って送って
ください。

この部分を
貼って送って
ください。

郵便振替口座番号

京都デザイン&テクノロジー専門学校

口座番号

加入者名

00980 5  123148

これで出願OK!これで出願OK!

簡易書留にて出願締切日の
１７：００までに届くように郵送、
またはご持参ください。

①願  書 P.16 P.20

P.20 P.18

⑥高等学校調査書

●切手を貼ってください。
　※郵便料金が改定された場合は、正しい切手

を貼ってください。
●ご自身の住所・氏名を記入してください。
●受験票は願書受理後、後日返送します。

※本校へ持参される場合は切手不要です。

●高等学校に依頼してください。

開封厳禁開封厳禁

○○ ○○様

⑦最終学校卒業証明書
　または卒業証書のコピー

⑤AO出願要件
　 認定証

●AO出願要件を
　満たした方に送付
　します。

①～④はこちらの募集要項の書式をご使用ください。⑤～⑦はご自身でご用意ください。

ＡＯ入学

《出願書類》

①②③⑤⑥
《出願書類》

①②③⑦

AO入学面接を受け、AO入学認定
を受けた者。

社会人入学
（高校生以外）

あなたの経験と高い学習意欲を
活かしてください。

※ネット出願の方は
　７ページをご確認ください。

《出願書類》

①②③④⑥

高等学校推薦
高等学校の校長先生に推薦され
る者。

《出願書類》

①②③⑥

専願
本校を第一志望とする方。

併願

一般入学

他の大学・短期大学を第一志望
にしている方。

※ＡＯ入学の方はＡＯ入学受験日ではなく
　ＡＯ入学正式出願・願書提出締切日を
　記入してください。

●学生募集要項に同封している下図の振込用紙で、郵便局に選考料（３万円）を振込み、点線で囲
んだ部分［郵便振替払込受付証明書］を、下図の『郵便振替払込受付証明書台帳ハガキ』に貼ってく
ださい。※本校へ持参される方は、現金（３万円）でも受付可能です。
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※太ワクの中のみ記入すること。

受験番号

受付日　　　　　　年　　 月　　 日

写　　真
（4cm×3cm）
正面上半身、脱帽、
無背景で3ヵ月以内に
撮影したもの。

全面にのり付けすること。
カラー・白黒どちらでも可

貴校に入学を希望しますので、必要書類を提出いたします。
入学のうえは学則その他の諸規則を守り、学業に専念する事を誓います。

入 学 願 書

ふりがな 生年月日

氏　　名

職　歴

西暦

　　　　　年　　 月　　 日生

年齢（　　　才）

現 住 所

緊急連絡先
（携帯電話等）

〒      　　-

〒      　　-

T E L （　　　　　） （　　　　　）

（　　　　）

高等学校住所　〒      　　- TEL

学級担任氏名

（　　　　　）

（現職）

勤務先名 ＴＥＬ

住　　所

メールアドレス ＠

年　　  月 ［　　　　　   立　　　　　　　　　］ 高等学校卒業 ・ 卒業見込み

年　　  月 ［　　　　　   立　　　　　　　　　］　　　    卒業 ・ 卒業見込み
大 学  院
大　　学
短期大学
専門学校

年　　  月　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  合格　・　合格見込み高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定）

学　歴
大学・短期大学・専門学校
在学中の方も必ず
ご記入ください。（ ）

※学科名・専攻名はP.9・10をご参照ください。
※第二志望のない場合は空欄のままご提出ください。

第一志望

第二志望

年　　月　　日選 考 日※1

学校長　細谷  僚一 殿

科 専攻

科 専攻

プレゼンテーションシート

※シャープペンシル・鉛筆・消えるペンでの記入は不可です。
※面談時に、このシートをもとにあなたの夢や目標をお話していただきます。
※記入内容が多く、この用紙を超える場合は別紙を添付してください。
※ＡＯ入学選考につながる大切なプレゼンテーションシートです。あなたの思いをしっかり記載してください。
※このAO入学エントリーシートを提出いただいた方は、出願時の作文（願書裏面）は不要となります。

①

●作文

あなたが本校を志望した理由を書いてください。 １８０字以上、横書き、この原稿用紙を超える場合は、別紙を添付してください。

200字

100字

300字

200字

100字

あなたの将来の夢は、何ですか？ ２８０字以上、横書き、この原稿用紙を超える場合は、別紙を添付してください。

併願先
大　　学
短期大学

合格発表日 　　　　　年　　 月　　 日
西暦

出願方法
（ひとつ□印をつける） □ＡＯ入学　□高等学校推薦　□一般入学（専願）　□一般入学（併願） 社会人  

□併願
□編入学

□専願
□ＡＯ入学

※1 AO入学認定証をお持ちの方は、
 正式出願・願書締切日を記載して
 ください。（P.3参照）
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17 18

ふりがな

グループ校
在籍・卒業生氏名

受験者との関係　

　学校名                                           西暦                年入学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　コース
　　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　  専　攻

（どちらかに□をつけてください）

□ ①入学金相当額免除
□ ②１０ 万 円 免 除

●本人・兄弟姉妹等学費免除制度を受けられる方は、ご記入ください。
①入学者ご本人が滋慶学園グループ校に在籍、もしくは卒業生の場合、初年度の入学金相当額を免除。
②入学者の「親・子・配偶者・兄弟姉妹」が在籍・卒業の場合、学費の一部（１０万円）が免除。

●作文

※AO認定者は作文は不要です。　※シャープペンシル・鉛筆・消えるペンでの記入は不可です。

あなたが本校を志望した理由を書いてください。 １８０字以上、横書き、この原稿用紙を超える場合は、別紙を添付してください。

200字

100字

300字

200字

100字

あなたの将来の夢は、何ですか？ ２８０字以上、横書き、この原稿用紙を超える場合は、別紙を添付してください。

受験番号

高等学校推薦書

学校長　細谷  僚一 殿

高等学校名

学校長名

所在地　　　　　　　　　　　　　　　TEL

学級担任名

進路指導主事名

志 願 者 名
　　年　　月　　日卒業（見込み）

記

　　年　　月　　日

下記の者を貴校の入学者として認め、
推薦いたします。

所　見 （本人について特記事項がございましたらお知らせください。）

④
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高等学校学校長殿
進路指導主事殿

学校長　細谷  僚一

2023年度「推薦入学」基準についてのお願い

２０２3年度学生募集要項中「推薦入学」の基準を
 下記のとおり決定いたしましたので、ご了承のうえ、
 多数ご推薦賜わりたくお願い申し上げます。

１.積極的に物事に取り組むことのできる方
２.自分が進みたい分野に、情熱を持って努力していける方

※併願での推薦入学は認めておりません。

記

受験番号

ふりがな

氏　　名

志望の学科・
専攻をご記入
ください。

科

専攻

郵便振替払込受付証明書を裏面へ貼ってください。

郵便振替払込受付証明書台帳

※太ワク内のみ記入③

 

受付番号

ふりがな

氏　　名
（　　　　）

　　　　ー

志望の学科
及び専攻
をご記 入
ください。

選 考 日

面 接 日

第一志望 第二志望

　 　 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日 （ 　 　 　 ）

□面接あり　　　    □面接は終了されています

集合時間 時 分

集合場所

※面接が終了されている方は、選考日にご来校いただく必要はありません。

※太ワク内のみ記入

受 験 票②

電話番号

専攻専攻

※ご来校いただく必要はありません。

※　　　　　時　　　　　分以降にお越しください。

選考料領収印

学校法人 滋慶コミュニケーションアート

面接は本人のみです。保護者の方の待合室はございません。

・選考日には、必ずこの連絡票をご持参ください。
・制服またはスーツでお越しください。

地図は以下より
ご確認ください。

必要記入事項

当日について

❶上の太ワク内をご記入ください。
❷裏面の住所・氏名をご記入ください。
❸裏面の切手（323円）を
　お貼りください。
※ボールペンでお書きください。

19
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ご質問は、お電話でも受付しています。
入 学 事 務 局
フリーダイヤル 0120-109-525

出願に関する個人情報の取り扱いについて

お問合わせ先
京都デザイン&テクノロジー専門学校 個人情報保護委員会 TEL 075-366-6013 

京都デザイン&テクノロジー専門学校では、個人情報（住所・氏名・電話番号などの個人を識別でき
る情報）保護にあたって適切な管理体制にもとづき取り扱っております。なお、出願書類に記載され
た個人情報は、資料送付、その他ご案内の連絡のためにのみ使用させていただきます。個人情報に
関する取り組みは継続的に見直し、改善・向上をはかります。

21

郵 便 は が き

速 　 達

※「必要記入事項」を必ずご確認ください。

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  様

重

　
　

要

切　手
323円

郵送する方は必ず
切手をお貼りください（　　　  　   ）  

郵便振替払込受付証明書台帳

郵便振替払込受付証明書
を貼ってください。

見　本

京都デザイン&テクノロジー専門学校


