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大学

NO. 学　校　名 所在地 対　象　学　部 試　験 人数 その他

1 秀明大学 千葉県八千代市 英語情報マネジメント、観光ビジネス 面接 各２名
８５％、N2もしくは同等の日本語能力、ピアス不可、入学金３０万、授業料２０万減
免

2 東洋大学 文京区 11学科 書類審査・面接 若干名 日留試文系300点以上、理系280点以上ほか

3 東京経済大学 国分寺市
経済学科・国際経済学科１名、コミュニ

ケーション学科１名
作文・面接 2名 経済・経営学部931,400；コミュニケーション学部971,400円。

4 明海大学 千葉県浦安市 外国語、経済、不動産 面接 各１名 出席率９０％以上。

5 第一工業大学 台東区 情報電子システム 面接 １名 授業料20免、日留試230点、Ｎ2以上

6 東京農業大学 世田谷区 国際バイオビジネス 作文・面接 １名 45000円/月の援助1年間。年度ごとに審査

7 拓殖大学 文京区 政経学部１、外国語学部１、国際学部１ 書類審査・面接 各学部1名
オープンキャンパスに参加し日留試日本語240点以上出席日数、出席時数とも
に９０％以上

8 東京福祉大学 池袋 面接
1年次入学1名、3

年次編入5名 N2相当の日本語力、出席率90％以上。4期5期あり

9 流通経済大学 千葉県松戸市
流通経済学科、国際観光学科、ビジネ

ス法学科
書類審査・面接

法学部1名、他
学部2名

Ｎ２程度。出席率85％。ＥＪＵ受験または受験見込み

10 文化学園大学 新宿区 全学科 面接 １名 ＥＪＵ200点以上。またはＮ２以上。90％

11 大東文化大学 東松山、板橋区 外国語学部日本語学科 面接 2名

12 ものつくり大学 埼玉県行田市 総合機械学科、建設学科 面接、書類審査 3名 Ｎ1/Ｎ２合格、ＥＪＵ200点程度

13 西武文理大学 埼玉県狭山市 サービス経営 面接（１００点） 2名 茶髪、ピアス禁止

14 恵泉女学園大学 多摩市 人文、人間社会 面接
各学部

（若干名）
日留試2４0点またはＮ２、英検３級程度、出席率９０％

15 松蔭大学 神奈川県厚木市
ビジネスマネジメント、異文化コミュニ

ケーション、観光文化
作文・面接 若干名 授業料30％減免

16 愛知産業大学 愛知県岡崎市 造形学部、経営学部 面接、書類審査 ２名 入学金免除、出席率８５％以上、N2相当以上と見込まれる者

17 中央学院大学 千葉県我孫子市 商学部、法学部、現代教養学部
1期日本語面接、2

期面接日留試「日本
語」

各学部1名
２期日留試「日本語」200点以上、1期200点に相当する日本語力(その場合11月
受験のこと)

18 駿河台大学 埼玉県飯能市 全学部 面接 - 留学生入試と同じ。20万円免除。優秀者は30％減免予定

19 日本経済大学 渋谷区 経営学科 面接 - 学校長推薦をその代わりとする。90％以上、ＥＪＵ200点以上

20 神戸山手大学 神戸市中央区
観光文化学部観光文化学科、

観光マネジメント学科
書類選考、小論、面

接
3名 入学金20万円授業料40万円免除

21 埼玉女子短期大学 日高市 商学、国際コミュニケーション 日本語、面接 若干名 出席率８０％以上、　１年次８９万

22 山野美容短期大学 八王子市
美容芸術学科、美容保健学科、　容福

祉学科3年制
面接 若干名 出席率９０％以上、　学費５万減免

23 東京経営短期大学 市川市 経営総合学科 面接 2名 入学金75000円免除。日留試180点、N2以上、またはそれと同等。出席率80％。

24 東大阪大学・短期大学 東大阪市
こども学部アジアこども学科、[短]健康

学科・幼児教育学科
面接 各１名 N2または日留試原則200点以上。Ⅳ期もある

25 愛国学園大学 千葉県四街道市 人間文化学部、人間文化学科 書類審査、面接
若干名
（女子）

窓口出願、（２５万免除）Ⅳ期31年2・12～2・22

26 静岡産業大学 静岡県藤枝市 経営学部、情報学部 日本語作文、面接 各学部１名 出席率９０％、EJU(日本語)で漢字圏は２１０点以上、非漢字圏は１８０点以上

27 山村学園短期大学 埼玉県　比企郡
鳩山町

コミュニケーション学科 面接 ２名 日留試日本語200点以上、出席率90％以上

芸術情報 面接 １名

総合政策 小論文、面接 ２名
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専門学校

NO. 学　校　名 所在地 対　象　学　部 試　験 人数 その他

1 ICSカレッジオブアーツ 目黒区 全学科 書類・面接・作文 若干名 選考料1.8万円免除、他3万円免除

2 駿台法律経済専門学校 千代田区 ビジネスＩＴ 日本語・面接 １名 入学金５万免除

3 秀林外語専門学校 江東区 日韓通訳・日中通訳 日本語・面接 １名 選考料2万5000円免除・10万円免除

4 中央情報専門学校 埼玉県　新座市 情報システム学科 筆記試験・面接 ２名 １万免除

5 東京アニメーションカレッジ 新宿区 全科 書類選考、面接 ３名 選考料免除

◎他の学校を受けることはできません。

◎出席率（９０％以上）・学習態度を中心に担任の先生の意見も聞いた上で、推薦するかどうかを決めます。

≪2018年度MCA指定校・提携校推薦入学≫

≪MCA指定校・提携校推薦入学≫
◎他の学校を受けることはできません。

◎出席率（９０％以上）・学習態度を中心に担任の先生の意見も聞いた上で、推薦するかどうかを決めます。

28 尚美学園大学 埼玉県　　川越市
入学金の30%、　授30％減、出席率９０％以上、ＥＪＵ200点以上或いは同等の日
本語力



6 東京コミュニケーションアート 江戸川区

7 東京フィルムセンター映画・俳優 江戸川区

8 東京テクノロジーコミュニケーション 新宿区

9 東京スクールオブミュージック 渋谷区　　　　江戸
川区

10 東京商科・法科学院専門学校 千代田区 全科 筆記試験・面接 若干名 授業料５万免除、選考料１万免除

11 東京製菓学校 新宿区 全科 面接 数名 選考料免除

12 服部栄養専門学校 渋谷区 パティシエを除く各科 筆記試験・面接 1名以上 入学金5万、選考料2万免除。出席率９０％以上

13 東京誠心調理師専門学校 大田区 フードコーディネート １名 ８５％以上

14 国際フード製菓専門学校 横浜市 製菓・製パン １名 Ｎ２以上

15 東京テクニカルカレッジ 中野区
建築監督科、インテリア科、　ＷＥＢデザ

イン科他

16 東京工科自動車大学校 中野区　　世田谷
区

１級自動車整備科、エンジンメンテナン
ス科

17 東京工科専門学校 品川区 ハーレーダビットソン自動車整備科

18 東京テクノホルティ園芸 台東区 フラワ－ビジネス学科 書類審査 数名 選考料免除。１０万円給付

19 東京デザイン専門学校 渋谷区 全学科 面接・（日本語） ２名 選考料・入学金１８万免除

20 東京デザイナー学院 千代田区

21 東京スクールオブビジネス 渋谷区

22 東京観光専門学校 新宿区

23 東京ネットウェイブ 渋谷区

24 東京ビジュアルアーツ 千代田区

25 東京デジタルテクニカル(専) 台東区 全科
A筆記試験・作文・
面接、B留学生：面

接のみ
２名 選考料2万円免除

26 東京マルチメディア（専） 新宿区 全学科 試験免除 若干名 ７0万円、60万円免除、出席率９０％以上

27 東放学園 新宿区 東放学園４校 面接のみ ５名 入学金20万減額。選考料2万免除。 出席率９０％以上

28 中野スクールオブビジネス 吉祥寺 経営、ビジネス 日本語・面接 若干名 ３万免除

29 日本菓子専門学校 世田谷区 全科 面接 数名 選考料免除

30 日本工学院(専) 大田区 作文

31 日本工学院八王子(専) 八王子市 面接

32
日本スクールオブビジネス、

東京IT会計(専)
杉並区ほか 立志舎１０校

書類・面接・日本
語、小論文

若干名
校長の推薦により選考料2万円＋２０万円免除。他に出席率により、30万、４０万
免除あり

33 日本デザイン専門学校 渋谷区 全学科 書類・面接 数名 １5万円免除、検定料２万円免除ｔ

34 日本電子(専) 渋谷区 昼間部全学科 作文、面接 選考料(2万円）免除、　学費５万免除

35 日本ホテルスクール 中野区 国際ホテル科 面接 ２名 選考料免除

36 登戸ドレスメーカー学院 神奈川県川崎市 ファッション基礎科 書類・面接 ２名 ６万円免除

37 ハリウッドビューティー(専) 港区 全学科
書類・面接・適性診

断
5名 入学金５万免除

38 バンタンデザイン研究所 渋谷区 全科 小論文、面接 5名 選考料(2万円）免除、クリエイティブ試験免除

39 ヒコみづのジュエリーカレッジ 渋谷区 全コース（WOSTEPを除く） 面接のみ 数名

40 ホスピタリティツーリズム(専) 中野区 ホテル科、ブライダル科、英語専攻科 筆記試験免除 2名程度 選考料免除、出席率90％

41 横浜システム工学院(専) 神奈川県横浜市 全学科 書類・面接 数名 選考料免除、その他3万円免除の制度あり

42 山野美容専門学校 新宿区 美容科 日本語・面接 若干名 授業料５万円免除

43
読売理工医療福祉(専)、
(専)読売自動車大学校

港区江東区 全学科 書類選考、面接、 若干名 入学金１２万免除、 入学選考料の免除

44
ヨークグローバルビジネス

アカデミー専門学校
世田谷区 グローバル・ビジネス学科

９０％以上、N2以上、２５万減額（出席率９５％以上）、１５万円減額（出席率９０％
以上）

45 町田・デザイン専門学校 町田市 全科 作文・面接 N2、EJU２００点以上は筆記テスト免除、３０万円免除

46 東京モード学園 新宿区 全科 出願選考料（30,000→10,000）,出席率９０％

47
東京豊島IT医療福祉専門

学校
豊島区南池袋 国際ビジネス学科

書類審査、日本語読
解試験、数的感覚試

験、小作文、面接
３名 要見学、奨学金１００,０００

48 CAD製図専門学校 埼玉県越谷市 全科 筆記、面接 若干名 受験料免除、学費２万円免除

49
東京栄養食糧専門学校、
東京調理製菓専門学校

世田谷区 栄養士科、高度調理技術科、 書類審査 各学校２名 ９０％、N2以上、入学金から１０万円減免

50 群馬自動車大学校 群馬県伊勢崎市 全科 面接 N2、EJU２００点以上は筆記テスト免除、選考料免除

全学科 書類・面接 数名 入学選考料の免除

音読試験

日本語・面接・適性
試験

５名 選考料2万円、および入学金15万円免除

全学科 　日本語、面接 若干名 特待生制度：授業料30万円減免

全学科 10名 特別指定校のため選考料および入学金免除



51 早稲田外語専門学校 新宿区 総合英語 面接 １名 選考料免除、８５％以上、Ｎ２以上


