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外匡人特徳還学生賊窟を希望する方は、「学校男学」にお越しください。また授業晃学を希望する方は、ご予約のうえ、ご来校ください。
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よこはまえきひがしぐちょこはまちゅうおうゅうびんきょくまえ で
〇横浜駅東口、横浜中央郵便局前に出てください。

Find the Yokohama Central Post Office in the EAST EXIT of Yokohama Station. 
よこはまちゅうおうゆうびんきょく きよう［サし あいだ どうろ すす ばんりばし みち わた

〇横浜中央郵便局と崎陽軒の間の道路を進み、万里橋を道なりに渡る。
Go st『a ight between the Yokohama Central Post Office(on your right) 
and the Kiyoken Building(on your left) and cross the Banri bashi. 

.... 

〇 そのまま進みセブンイレブンをすぎて、
した め はしあさやまばし わた

J Rガー ドFを くぐり、2つ目の橋（浅山襦）を渡る。
Go st『aight along the street, pass the 
Seven七leven and cross the Asayama bashi. 

さき てん す さいしょ かど うせつ
O HottOMottoの先、タイヤ店を過ぎて最初の角を右折、

ぽどある みぎがわ し9わた［こがくえん よこはまほし9くせんもんがっこう ごうかん
30m程歩いて右側が岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校(3号館）
Go straight down for two blocks and turn to the right.You will find the 
lwatani College of Business Building No.3 on your right. 
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横浜保育専門学校
ごうかん
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いわたにがくえん よこはまほいくせんもんがっこう

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

ねんかん まんえん

2年間で38万円の
がくひげんめん

学費減免で
ねんかん がくひごうけい

2年間の学費合計

152茄

ねんどせい

2023年度生
ざいにちがいこくじん

在日外国人の

むり のうにゅう

無理なく納入！
がくひぶんのうせいど

学費分納制度

がくひげんめん

さらに学費減免！
しゅうがくしえんせいど

修学支援制度
ざいりゅうしかく ていじゅうしゃ えいじゅうしゃ とう

在留資格「定住者」「永住者」等
いってい ようけん み ばあい

一定の要件を満たした場合

ヽ



三 口
まな きぎょう かつやく 戸いがく

ビジネスを学びたい！ IT企業で活躍したい！大学
いわたにがくえん よこはまほいくせんもんがっこうしょうかい 1 りゅうがくせい いっしょ ねんかんまな

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校紹介 留学生と一緒に2年間学びま

しんがく ゆめ おお

進学したい！あなたの夢を大きくバックアップ！
りゅうがくせい やく にんまな

す。現在はアジアを中心に10ヶ国の海外からの留学生が約500人学んでいます。

えら

選ばれる

g 
ポイント！

けいえい か

経営マネジメント科
Business Management 

一
グロ ーバルビジネスコ—ス

全日クラス(2年・50名）ぜんにちくらす(2ねん•50めい）

しゃちょう てんちょうめせん かいけいすう じ ひと りょくやしな
社長・店長目線で会計数字がわかる人になる。マネジメントカを養う。

目指す職業めざすしょくぎょう

けいり じむ えいぎょう けいえいしゃ
経理事務 ・ 営業 ・ 経営者など

Accounting Work IT sales Owner etc 一 目指す資格めざすしかく

ぜんけいぼきけんてい きゅう につしょう1まきけんてい きゅう ぜIvけいしょうぎょう［まき きゅう こうぎょうぼき きゅう
全経簿記検定3級・日商簿記検定3級・全経商業簿記2級・工業簿記2級

かいl9いl91vていきゅう
Microsoft O ffice Spec i a li st (MOS) ・ビジネス会計検定3級

Global Bus iness 
Course 

つうがく

通学しやすい
じゅぎょうじかん

援業時間
平日9:00~13:05

じょうほう か

情報ビジネス科
IT Stud ies 

一
ITデザイン コース臨悶�gn

全日クラス(2年・50名）ぜんにちくらす(2ねん•50めい）

きそ きそ さくせい せんもんぎ じゅつまな
コンピュ ータ基礎 ·ネットワ ーク基礎・プログラミング・ Web作成など専門技術を学ぶ。

目指す職業めざすしょくぎょう

プログラマ ー • Webクリエイター など
Programme『 Web Cceato, etc 

つうがく

通学しやすい
じゅざょうじかん

援業時閾

ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけん せんこうほうほう およ がくひ

在日外国人生特待奨学生試験選考方法及び学費
ねん がつにち ねんがつ にち

遍壽一畔謡叡濯品蒻ぶ面扇置匹匿ヨト翠亡塁冨竺す年3月 15 日■ lまつ

方法 -■卜屈五伍滅蘊函□ します。 1 園・｀；石．碕五西·出溢扇

がくひ

■学費 1年汝も2年知 76茄
つうじょう がくひ ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけんごうかくしゃ がくひ

通常の学費 在日外国人生特待奨学生祉騒合格者の学費
ねんじ ねんじ ねんじ

1年次 1年次 2年次

入学金rこゅうがくきん 140,000酋 140,000荷
授業料（年額）じゅぎょうりょう（ねんがく） 600,000昔 600,000酋 600,000首

施設設備費（年額）しせつせつびひ（ねんがく） 180,000苔 180,000酋 180,000首
奨学金しょうがくきん △260,000酋 ※△120,000肯

合計ごうけい 920,000酋 660,000荷 660,000首
教材費等預り金きょうざいひとうあか＇りきん 100,000肯 100,000肯 100,000首

総計そうけい 1,020,000昔 760,000酋 760,000首
ねんじしゅつせきりつ いじょう Ifんめん じょうけん

※1年次出席率90％以上が減免の条件になります。

がくひぶんのうせいど

■ 学費分納制麿むり がくひのつIぃゅう

無理なく学費を納入

ねん じ
〈 1 年次〉

かし＼めにゅうがくきん

1回目入学金 140,000向
［こゅうがくてつづ守 あんない きさい きげん

入学手続のご案内に記載された期限

かいめ

2回目

かいめ

3回目

一 目指す資格めざすしかく

平日9:00~13:05

のう りょくけんていきゅう のう りょくにんていじょうきゅう ぎのうけんていきゅう
」avaプログラミング能力検定2級． Webクリエイター 能力窮定七緞． Accessビジネスデータベース技能認定2級 ．

360,000付
ねん がつまつ

2023年2月末まで

260,000首
ねん がつまつ

2023年8月末まで

ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけん ごうかく

在日外国人生特待奨学生試験に合格し
こうとうきょういく しゅうがくしえんせし＼ど りよう にほんがくせいしえんきこう

「高等教育の修学支援制度」を利用して、日本学生支援機構からの
きゅうふがたしょうがくきんじ ゅきゅう き かた

給付型奨学金を受給できることが決まっている方
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にほんごけんきゅうか

日本語研究科
Advanced Japanese 

一
一

しんがく

進学コース \!nive『sity Adm ission 
Course 

全日クラス(1年・40名）ぜんにちくらす(1ねん・40めい）／午後クラス(1年・20名）ごごくらす(1ねん・20めい）

ぜん に ち しぼうだいがくしんがく ごご にほんご しゅうちゅうてきまな おも せんもんがっこう しんがく めざ
全日クラスは志望大学進学を、午後クラスは日本語だけを集中的に学び、主に専門学校進学を目指します。

実績大学（一部）じっせきだいがく（いちぶ）

わせだだいがく じょうちだいがく ちゅうおうだいがく めいじだいがく ほうせいだいがく よこはまこくりつだいがく ちゃ みずじよしだいがく たすう
早稲田大学・上智大学・中央大学 •明治大学・法政大学・横浜国立大学•お茶の水女子大学·ほか多数。

しゅうがくしえんせいど

〈修学支援制度〉
ていじゅうしゃ えいじゅうしゃ

「定住者」「永住者」など
いっていようけん ひつよう

一定要件が必要です
ほんこう もんぶかがくしょう たいしょうきかん にんてい う

本校は文部科学省から対象機関として認定を受けました。
せいど にゅうがくてつづきじ がくひし1から たい

この制度では入学手続時の学費支払いに対して
しえん う 1まんこう ごうかく かた
支援を受けることができ ます。本校に合格された方で

さいようこうほしゃけっていつうち きゅうふしょうがくさん こうほしゃけってい
「採用候補者決定通知」の給付奨学金に「候補者決定」し

じ●ぎょうりょうとうげんめん かか しんせいしよ しんせいてつづ おこな かた
「授業料等減免に係る申請奮」の申請手続きを行った方は

うき とお しえん
右記の通り支援いたします。

こうきじゅぎょうりょう ＜ぶんみなお しえんがく かくてい
※後期授業料については、区分見直しにより支援額が確定します。

にゅうがくご まいつきしょうがくきん きゅうふ
※入学後は毎月奨学金が給付されます。

にゅうがくごがつ しょう，，，，＼さ＼こ可丸こくば由『＜訊蒋しゅうようこう らん
（入学後5月より）詳細は在日外国人学生募集要項をご克ください．

ねんじ のうにゅう

1年次の納入

28詣しえんくぶん かた
※支援区分1の方

100,000首
にゅうがくてつづきじ しえんげんめんご のうにゅうきんがく ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけんごうかくしゃ

入学手続時における支援減免後の納入金額（在日外国人生特待奨学生試験合格者）

言 口



三 口
まな きぎょう かつやく 戸いがく

ビジネスを学びたい！ IT企業で活躍したい！大学
いわたにがくえん よこはまほいくせんもんがっこうしょうかい 1 りゅうがくせい いっしょ ねんかんまな

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校紹介 留学生と一緒に2年間学びま

しんがく ゆめ おお

進学したい！あなたの夢を大きくバックアップ！
りゅうがくせい やく にんまな

す。現在はアジアを中心に10ヶ国の海外からの留学生が約500人学んでいます。

えら

選ばれる

g 
ポイント！

けいえい か

経営マネジメント科
Business Management 

一
グロ ーバルビジネスコ—ス

全日クラス(2年・50名）ぜんにちくらす(2ねん•50めい）

しゃちょう てんちょうめせん かいけいすう じ ひと りょくやしな
社長・店長目線で会計数字がわかる人になる。マネジメントカを養う。

目指す職業めざすしょくぎょう

けいり じむ えいぎょう けいえいしゃ
経理事務 ・ 営業 ・ 経営者など

Accounting Work IT sales Owner etc 一 目指す資格めざすしかく

ぜんけいぼきけんてい きゅう につしょう1まきけんてい きゅう ぜIvけいしょうぎょう［まき きゅう こうぎょうぼき きゅう
全経簿記検定3級・日商簿記検定3級・全経商業簿記2級・工業簿記2級

かいl9いl91vていきゅう
Microsoft O ffice Spec i a li st (MOS) ・ビジネス会計検定3級

Global Bus iness 
Course 

つうがく

通学しやすい
じゅぎょうじかん

援業時間
平日9:00~13:05

じょうほう か

情報ビジネス科
IT Stud ies 

一
ITデザイン コース臨悶�gn

全日クラス(2年・50名）ぜんにちくらす(2ねん•50めい）

きそ きそ さくせい せんもんぎ じゅつまな
コンピュ ータ基礎 ·ネットワ ーク基礎・プログラミング・ Web作成など専門技術を学ぶ。

目指す職業めざすしょくぎょう

プログラマ ー • Webクリエイター など
Programme『 Web Cceato, etc 

つうがく

通学しやすい
じゅざょうじかん

援業時閾

ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけん せんこうほうほう およ がくひ

在日外国人生特待奨学生試験選考方法及び学費
ねん がつにち ねんがつ にち

遍壽一畔謡叡濯品蒻ぶ面扇置匹匿ヨト翠亡塁冨竺す年3月 15 日■ lまつ

方法 -■卜屈五伍滅蘊函□ します。 1 園・｀；石．碕五西·出溢扇

がくひ

■学費 1年汝も2年知 76茄
つうじょう がくひ ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけんごうかくしゃ がくひ

通常の学費 在日外国人生特待奨学生祉騒合格者の学費
ねんじ ねんじ ねんじ

1年次 1年次 2年次

入学金rこゅうがくきん 140,000酋 140,000荷
授業料（年額）じゅぎょうりょう（ねんがく） 600,000昔 600,000酋 600,000首

施設設備費（年額）しせつせつびひ（ねんがく） 180,000苔 180,000酋 180,000首
奨学金しょうがくきん △260,000酋 ※△120,000肯

合計ごうけい 920,000酋 660,000荷 660,000首
教材費等預り金きょうざいひとうあか＇りきん 100,000肯 100,000肯 100,000首

総計そうけい 1,020,000昔 760,000酋 760,000首
ねんじしゅつせきりつ いじょう Ifんめん じょうけん

※1年次出席率90％以上が減免の条件になります。

がくひぶんのうせいど

■ 学費分納制麿むり がくひのつIぃゅう

無理なく学費を納入

ねん じ
〈 1 年次〉

かし＼めにゅうがくきん

1回目入学金 140,000向
［こゅうがくてつづ守 あんない きさい きげん

入学手続のご案内に記載された期限

かいめ

2回目

かいめ

3回目

一 目指す資格めざすしかく

平日9:00~13:05

のう りょくけんていきゅう のう りょくにんていじょうきゅう ぎのうけんていきゅう
」avaプログラミング能力検定2級． Webクリエイター 能力窮定七緞． Accessビジネスデータベース技能認定2級 ．

 

360,000付
ねん がつまつ

2023年2月末まで

260,000首
ねん がつまつ

2023年8月末まで

ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけん ごうかく

在日外国人生特待奨学生試験に合格し
こうとうきょういく しゅうがくしえんせし＼ど りよう にほんがくせいしえんきこう

「高等教育の修学支援制度」を利用して、日本学生支援機構からの
きゅうふがたしょうがくきんじ ゅきゅう き かた

給付型奨学金を受給できることが決まっている方

てし｀廿 9ヽ ー
こ＼9

氾阪玲叫肯 I —

更佑

恥饂苓げ詈置ふ”
｀｀乙＼へ ＂〉 心

＇

り凩虎．，；

；料，P噸＜｀‘→，．．•"I�虚

炉ぶ司 ，
租

匁豆 I
’ー，

“ 9 ：象甜ー

にほんごけんきゅうか

日本語研究科
Advanced Japanese 

一
一

しんがく

進学コース \!nive『sity Adm ission 
Course 

全日クラス(1年・40名）ぜんにちくらす(1ねん・40めい）／午後クラス(1年・20名）ごごくらす(1ねん・20めい）

ぜん に ち しぼうだいがくしんがく ごご にほんご しゅうちゅうてきまな おも せんもんがっこう しんがく めざ
全日クラスは志望大学進学を、午後クラスは日本語だけを集中的に学び、主に専門学校進学を目指します。

実績大学（一部）じっせきだいがく（いちぶ）

わせだだいがく じょうちだいがく ちゅうおうだいがく めいじだいがく ほうせいだいがく よこはまこくりつだいがく ちゃ みずじよしだいがく たすう
早稲田大学・上智大学・中央大学 •明治大学・法政大学・横浜国立大学•お茶の水女子大学·ほか多数。

しゅうがくしえんせいど

〈修学支援制度〉
ていじゅうしゃ えいじゅうしゃ

「定住者」「永住者」など
いっていようけん ひつよう

一定要件が必要です
ほんこう もんぶかがくしょう たいしょうきかん にんてい う

本校は文部科学省から対象機関として認定を受けました。
せいど にゅうがくてつづきじ がくひし1から たい

この制度では入学手続時の学費支払いに対して
しえん う 1まんこう ごうかく かた
支援を受けることができ ます。本校に合格された方で

さいようこうほしゃけっていつうち きゅうふしょうがくさん こうほしゃけってい
「採用候補者決定通知」の給付奨学金に「候補者決定」し

じ●ぎょうりょうとうげんめん かか しんせいしよ しんせいてつづ おこな かた
「授業料等減免に係る申請奮」の申請手続きを行った方は

うき とお しえん
右記の通り支援いたします。

こうきじゅぎょうりょう ＜ぶんみなお しえんがく かくてい
※後期授業料については、区分見直しにより支援額が確定します。

にゅうがくご まいつきしょうがくきん きゅうふ
※入学後は毎月奨学金が給付されます。

にゅうがくごがつ しょう，，，，＼さ＼こ可丸こくば由『＜訊蒋しゅうようこう らん
（入学後5月より）詳細は在日外国人学生募集要項をご克ください．

ねんじ のうにゅう

1年次の納入

28詣しえんくぶん かた
※支援区分1の方

100,000首
にゅうがくてつづきじ しえんげんめんご のうにゅうきんがく ざいにちがいこくじんせいとくたいしょうがくせいしけんごうかくしゃ

入学手続時における支援減免後の納入金額（在日外国人生特待奨学生試験合格者）

言 口



三 口

へい じつ

平日 10:00~17:00
ホームページまたは、；；＃約のうえ、ご玉反うください。 a 045-321-3210 

|参砿蘊如ヽ五；；（寧；；く） 犀鴫璽l
ざいにちがいこくじんとくたいしょうがくせいしけん ぎばう かた がっごうけんがく こ じゅぎょうけんがく きばう かた よやく らし9ごう
在

・
外匡人特徳還学生賊窟を希望する方は、「学校男学」にお越しください。また授業晃学を希望する方は、ご予約のうえ、ご来校ください。
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よこはまえきひがしぐちょこはまちゅうおうゅうびんきょくまえ で
〇横浜駅東口、横浜中央郵便局前に出てください。

Find the Yokohama Central Post Office in the EAST EXIT of Yokohama Station. 
よこはまちゅうおうゆうびんきょく きよう［サし あいだ どうろ すす ばんりばし みち わた

〇横浜中央郵便局と崎陽軒の間の道路を進み、万里橋を道なりに渡る。
Go st『a ight between the Yokohama Central Post Office(on your right) 
and the Kiyoken Building(on your left) and cross the Banri bashi. 

.... 

〇 そのまま進みセブンイレブンをすぎて、
した め はしあさやまばし わた

J Rガー ドFを くぐり、2つ目の橋（浅山襦）を渡る。
Go st『aight along the street, pass the 
Seven七leven and cross the Asayama bashi. 

さき てん す さいしょ かど うせつ
O HottOMottoの先、タイヤ店を過ぎて最初の角を右折、

ぽどある みぎがわ し9わた［こがくえん よこはまほし9くせんもんがっこう ごうかん
30m程歩いて右側が岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校(3号館）
Go straight down for two blocks and turn to the right.You will find the 
lwatani College of Business Building No.3 on your right. 
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いわたにがくえん

岩谷学園

テクノビジネス
よこはまほいくせんもんがっこう

横浜保育専門学校
ごうかん

(3号館）
けいえい か

・経営マネジメント科
じょうほう か
・情報ビジネス科

に1まんごけんきゅうか
•日本語研究科

」-

IWATANI 
COLLEGE OF BUSINESS 
Business, lT&AdvancedJapanese ] 

いわたにがくえん よこはまほいくせんもんがっこう

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

ねんかん まんえん

2年間で38万円の
がくひげんめん

学費減免で
ねんかん がくひごうけい

2年間の学費合計

152茄

ねんどせい

2023年度生
ざいにちがいこくじん

在日外国人の

むり のうにゅう

無理なく納入！
がくひぶんのうせいど

学費分納制度

がくひげんめん

さらに学費減免！
しゅうがくしえんせいど

修学支援制度
ざいりゅうしかく ていじゅうしゃ えいじゅうしゃ とう

在留資格「定住者」「永住者」等
いってい ようけん み ばあい

一定の要件を満たした場合
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