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建 学 の 精 神
　本学は、学祖　近藤安次郎（1894年～1990年）により国家及び社会に貢献できる人
間の育成と、時代に適応した専門技術者の養成を目指して1973年に設立された。その
趣旨は、学祖の教育哲学を項目別に列挙した学園訓として本館正面玄関に掲げられて
おり、国の伝統を尊重し勤労と奉仕の心を身につけた「人づくり」の教育観を表して
いる。
　この「人づくり」の教育を本学の建学の精神として位置づけ、本学の教育目的の精
神的支柱とする。

教 育 理 念
　建学の精神に則り、品性の向上を図り、自発的に社会に貢献できる人間性を養い、
技術革新が著しい自動車産業界になくてはならない人材を育成することを本学の教育
理念とする。

教 育 目 的
　建学の精神・教育理念を土台として、自動車工業に関する専門知識を身に付けた人
材を育成することを目的とする。自動車整備士資格の取得を目指すことはもとより、
国際化する社会への理解を深めさせ、価値観の多様化した学生に、社会人として必要
な能力を育成することを目指すものとする。

教育課程の編成・実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）
　高度化、複雑化する自動車技術の進展に対応できる専門知識と幅広い教養を有する
人材を育成し、国家資格『二級自動車整備士・一級自動車整備士・車体整備士』の資
格取得を目標にすると共に、多方面の分野にも進出できるようカリキュラム（教育課
程）を編成する。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　国土交通省の定める必修科目及び本学の建学の精神である「人づくり」を実現する
ための諸科目や自動車工学の基礎となる科目を合わせ履修し、卒業要件単位数を修得
した者に学位を与える。

徳島工業短期大学が求める学生像（アドミッション・ポリシー）
　本学は、「人づくり」を建学の精神に掲げ、「品性の向上を図り、自発的に社会に貢
献できる人間性を養い、技術革新が著しい自動車産業界になくてはならない人材を育
成する」ことを教育理念として教育活動を行っています。
本学の建学の精神・教育の理念を理解し、学習意欲を有した、次のような目的を持
つ学生に入学してはしいと考えています。

１　自動車整備士資格の取得を目指したい人

２　身に付けた知識・技術を基に、自ら課題を解決したいと考える人

３　主体性を持ち、多様な人とコミュニケ―ションを図りたいと考える人



Semangat Pendirian Sekolah
   Sekolah ini didirikan pada tahun 1973 oleh Yasujiro Kondo (1894-1990) dengan tujuan membina 
manusia yang dapat berkontribusi pada negara dan masyarakat, serta melatih teknisi ahli yang dapat 
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuannya tersebut terdapat dipintu masuk utama
sebagai filosofi sekolah yang mencantumkan filosofi pendidikan pendiri sekolah, dan mewakili pan-
dangan pendidikan “Pembangunan Manusia” yang menghormati tradisi negara dan memiliki hati 
seorang yang bekerja dan melayan
    Kami menganggap pendidikan “Pembangunan Manusia” ini sebagai semangat pendirian sekolah 
kami dan pilar spiritual tujuan pendidikan kami.

Filosofi  Pendidikan
   Filosofi pendidikan sekolah kami adalah untuk meningkatkan pembangunan manusia sesuai dengan 
semangat pendirian sekolah, menumbuhkan manusia yang mampu berkontribusi kepada masyarakat 
secara sukarela, dan menciptakan sumber daya manusia yang penting bagi industri otomotif yang 
memiliki inovasi teknologi luar biasa

Tujuan Pendidikan
  Tujuan Pendidikan kami adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang telah mem-
peroleh pengetahuan khusus tentang industri mobil berdasarkan filosofi pendiri sekolah. Selain untuk 
memperoleh kualifikasi mekanik mobil, kami juga memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman 
tentang masyarakat internasional, serta mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh siswa-
siswa yang memiliki keberagaman nilai untuk menjadi.

Kebijakan Tentang Pembentukan dan Implementasi Kurikulum
 (Curriculum- Policy ) 
   Mengembangkan sumber daya manusia dengan pengetahuan khusus dan beragam melalui pendidi-
kan yang dapat mengatasi kemajuan teknologi mobil yang semakin canggih dan kompleks, dengan 
tujuan memperoleh kualifikasi mekanik nasional Jepang “Mekanik Mobil Kelas Dua / Satu dan 
Mekanik Bodi Mobil”. Selain itu kurikulum (bagian pendidikan) juga diselaraskan supaya dapat 
mengakomodir berbagai bidang.

Kebijakan Tentang Gelar Akademik ( Diploma- Policy )
   Dengan mata pelajaran kursus yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Trans-
portasi dan Pariwisata, dan berbagai mata pelajaran lain yang memiliki filosofi “Pembangunan 
Manusia” yang dicetuskan oleh pendiri universitas ini, kami menciptakan dasar mata pelajaran 
otomotif. Bagi mereka yang telah memperoleh kredit yang diperlukan untuk lulus akan diberikan 
gelar kelulusan.

Gambaran Siswa yang dicari oleh Tokushima College of Technology
（Admission- -Policy ）
   Kegiatan universitas kami berdasarkan semangat konsep“Pembangunan Manusia”bertujuan untuk 
meningkatkan kualitasnya dan mumupuk manusia yang mampu memberikan kontribusi kepada 
masyarakat secara sukarela, dan menumbuhkan sumber daya manusia yang penting bagi industri 
otomotif yang memiliki inovasi teknologi luar biasa.
   Oleh karena itu, kami ingin siswa yang mendaftar ke universitas kami memiliki kemauan untuk 
belajar dan memahami filosofi pendiri universitas kami, serta memiliki tujuan sebagai berikut ;

1 Mereka yang ingin membidik kualifikasi mekanik.

2 Orang yang bisa memecahkan masalah subjek sendiri berdasarkan pengetahuan       

   dan teknologi yang dipelajari.

3 Orang yang punya proaktif dan ingin berkomunikasi dengan berbagai orang.
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大学工学部
（機械科関係）

大学 機械関係学部以外高校
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　入学志願要項

１． 学科
(１)募集学科　自動車工業学科（二年制）

(２)入学定員　10名（日本人及び外国人の合計80名）

(３)卒業後の資格と特典

本学は、文部科学省が認可した二年制の短期大学で、卒業すれば短期大学士の学歴が得られます。
また、 下の図に示すように、二級自動車整備士国家試験を受験するには、三級整備士の資格を有し、
かつ所定の実務経験が必要です。しかし、二級整備士の養成施設として国土交通省より認定されて
いる本学を卒業すると、実務経験が免除され、直ちに二級整備士国家試験（学科）の受験資格が得
られます。従って本学への進学は二級自動車整備士への最短コースです。
　なお、国家試験には学科試験と実技試験があり、社団法人 徳島県自動車整備振興会が卒業時に本
学で行う技術講習を修了すると実技試験が免除されます。
　さらに2009年４月に一級自動車整備士をめざす二年制の専攻科を設置しました。本学卒業者で二
級自動車整備士（ガソリン及びジーゼル）国家試験合格者が進学できます。

２． 受験資格
文部科学省が定める大学入学資格を有する者。

３． 選考基準
合否の判定については、次の項目を重視して選考を行なう。

（１）日本語能力試験（JLPT）N２の合格またはN２と同レベルの日本語を理解できること。

（２）学費を送金できる経費支弁者を持つこと。

（３）入学までに留学生の査証を取得できること。

４． 出願期間及び試験日

５． 選考方法
基礎数学（100点、45分）、日本語（100点、筆記30分及び口答試問）及び推薦書、成績 ·出欠     

証明書、履歴書、日本語能力試験証明書（100点）により選考する。

(１)日本国外

本学より教員が出向き試験を実施する。試験会場及び試験日は、その都度本学が指定する。

(２)日本国内

本学にて実施する。

区　分

日本国内受験者

日本国外受験者
出願締切日 試験日

11月19日（金）

10月22日（金）

12月21日（火）

10月中旬

一次　2021年10月20日（水）まで

二次　2021年11月17日（水）まで

一次　2021年9月末

三次　2021年12月18日（土）まで

1 月28日（金）四次　2022年  1 月26日（水）まで



Jurusan Industri
(Teknik Mesin)

Sekolah/kuliah diluar
Teknik Mesin

SMA
(Teknik

Industri Otomotif Matkul
Pembebsan

UjianKurikulum 2 tahun

Praktek 6
bulan

Praktek 2
tahun lebih

Praktek 6
bulan lebih

Praktek 1
tahun 6 bulan

lebih

Praktek 1
tahun lebih

Praktek 3
tahun lebih

Tanpa Praktek

　PEDOMAN PENDAFTARAN

１． Jurusan
(1) Jurusan yang merekrut – Jurusan Industri Otomotif (2 Tahun)
(2) Kapasitas Penerimaan 10 Orang （Sebanyak 80 Orang Jepang dan Orang Asing）
(3) Kualifikasi dan Manfaat Setelah Lulus

３． Kriteria Seleksi
 Lulus atau tidaknya, penyeleksian akan ditekankan pada hal-hal berikut ini :
(1) Lulus Tes Kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) N2 atau dapat memahami bahasa Jepang

setingkat N2.
(2) Memiliki sponsor finasial yang mampu membiayai uang sekolah.
(3) Mempunyai visa pelajar sebelum masuk kuliah.

４． Tanggal Pendaftaran dan Ujian

２．Kualifikasi Ujian
  Mereka yang memiliki kualifikasi penerimaan universitas yang ditetapkan oleh Kementerian 

　　Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi.

５． Proses Seleksi

(1) Siswa Luar Negeri
Universitas kami akan mengadakan ujian kunjungan. Universitas akan menunjuk lokasi dan
tanggal ujiannya.

(2) Siswa Dalam Negeri
Ujian diadakan di kampus Universitas.

   Universitas kami adalah perguruan tinggi junior dua tahun yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Sains, dan Teknologi. Selain itu, seperti yang ditunjukan pada gambar dibawah ini, untuk mengikuti 
ujian nasional mekanik mobil kelas dua, peserta ujian harus memenuhi syarat sebagai mekanik kelas tiga dan 
memiliki pengalaman praktis yang diperlukan. Namun, jika anda lulus dari Universitas kami, yang telah disertifikasi 
oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwasata sebagai fasilitas pelatihan mekanik kelas 
dua, anda akan dibebaskan dari praktek dan akan langsung memenuhi syarat untuk ikut ujian nasional mekanik kelas 
dua. Oleh karena itu, Kursus di Universitas kami adalah rute terpendek untuk menjadi mekanik mobil kelas dua.
   Ujian nasional meliputi ujian mata pelajaran dan ujian praktek. Jika anda menyelesaiakn kursus teknis di 
Universitas kami, maka ujian praktek akan ditiadakan oleh Asosiasi Mekanik Mobil Tokushima Jepang. Untuk 
mendapatkan lisensi mekanik mobil kelas satu, harus memiliki lisensi kelas dua dan mempunyai pengalaman 
praktek selama lebih dari 3 tahun. 
   Selanjutnya, pada bulan April 2009, kami membuat program belajar 2 tahun yang bertujuan untuk pelatihan 
menjadi mekanik mobil kelas satu. Bagi lulusan universitas kami yang dapat lulus ujian nasional mekanik mobil 
kelas dua (bensin dan diesel) dapat melanjutkan ke program belajar ini.

Kategori

Siswa Dalam
Negeri

Siswa Luar Negeri
Tanggal Deadline Pendaftaran Tgl. Ujian

Periode 1 – Akhir September 2021
Periode 1 – 20 Oktober 2021 (Rabu)
Periode 2 – 17 November 2021(Rabu)
Periode 3 – 18 Desember 2022(Sab)
Periode 4 – 26 Januari 2022 (Rabu)

Tengah Oktober
22 Oktober (Jum)
19  November (Jum)
21 Desember (Selasa) 
28 Januari (Jum)

UNAS
Level

2

UNAS
Lvl. 2

Lisensi
Mekanik
Level 2

UNAS
Level

1

Lisensi
Mekanik

Level
1

Kursus
Utam

2 tahun

Pembebasan
Ujian PraktekUNAS

Lvl. 3

Matkul
Ketrampilan

Matkul
Ketrampilan

Dikte
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Tes ini dipilih berdasarkan matematika dasar(100 poin, 45 menit), bahasa Jepang(100 poin， 
ujian tertulis 30 menit dan ujian lisan) dan rekomendasi, sertifikat nilai, sertifikat absensi dan 
absen, dan sertifikat ujian kemahiran Jepang (100 poin).



― 5 ―

６．入学までの手順

事前連絡1

（随時）

予備面接

2

出願書類提出 

3

4

入学試験5

合格発表6

入学手続き7
合格発表後
２週間以内

9

10

11

12

13

前期授業料･施設拡充費

査証（ビザ）取得手続き

住居の紹介

入国,入学前日本語教育

入学式

「在留資格認定書」の 交付・変更申請

8

10月中旬

（４月上旬）

日本国外 日本国内

各自が最寄りの入国管理局に申請すること

本学は、入学許可証を発行し合格者に郵送す
る｡合格者は、入国管理局に在留資格変更申請
を行い、受理されたら本学に連絡する。なお、
申請用紙のコピーを本学に郵送すること。

合格者は、入学式に出席する。

合格者は、住居を決める。

３月10日までに308,000円を本学に送金する。

合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受講
する。

合格者は、入学金（250,000円）を本学に送金
する。

合格者は、入学式に出席する。

20万円は、前期奨学金（８万円）と一部相殺する。
残額12万円は、原則後期奨学金（12万円）と相殺
する。

14 諸　費

３月下旬
合格者は、本学が定めた日に入国する。
合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受
講する。

合格者は、学費、預り金等（758,000円）を 本学に
送金する。

11月中旬
本学は、入学許可書を発行し合格者に「在留資格認定
証明書交付申請書」を送り記入を求める。
本学は上記書類が到着後、合格者に代わって、在留
資格取得のための申請を法務省入国管理局に行う。

１月下旬～２月上旬
本学は、「在留資格認定証明書」の原本を合格者
に郵送する。合格者は、査証取得手続きをする。

３月上旬
合格者は、査証取得の可否について、本学に連
絡する。本学は、査証を取得した合格者に廉価
な住居の紹介を行う。

本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者
に郵送する。

入学試験

受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

９月上旬
本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受
験資格の可否を確認する。

９月30日

受験希望者は、本学に連絡する。

10月下旬   一次 11月1日        二次1 1月29日                  三                                   次12月24日

本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者に
郵送する。
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Skype授業入学試験前２か月

 四次2月7日

受験希望者は、本学に連絡する。

自動車の基本用語を覚える授業を1か月（N2
レベル)〜2か月(N3レベル)毎週1時間行なう。

 授業終了後日本語能力のチェックをする。

  一次 10月10日まで    二次 11月7日まで     三次 12月8日まで     四次 1月16日まで

本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受験資
格の可否を確認する。受験希望者は、身元保証人
がいる場合には同行を依頼する。

  一次10月20日まで           二次11月17日まで                 三次12月18日まで              四次1月26日まで

受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

  四次1月28日   一次10月22日      二次11月19日       三次12月21日  

入学試験



本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受験
資格の可否を確認する。受験希望者は、身元保
証人がいる場合には同行を依頼する。

６．入学までの手順

事前連絡1

（随時）

予備面接2

出願書類提出3

書類審査4

入学試験5

合格発表6

入学手続き7
合格発表後
２週間以内

9

10

11

12

13

前期授業料･施設拡充費

査証（ビザ）取得手続き

住居の紹介

入国,入学前日本語教育

入学式

「在留資格認定書」の交付・変更申請

8

９月上旬

９月30日

10月上旬

10月中旬

11月中旬

１月下旬～２月上旬

３月上旬

３月中旬

（４月上旬）

各自が最寄りの入国管理局に申請すること

日本国外 日本国内
受験希望者は、本学に連絡する。

本学は、入学許可証を発行し合格者に郵送す
る｡合格者は、入国管理局に在留資格変更申請
を行い、受理されたら本学に連絡する。なお、
申請用紙のコピーを本学に郵送すること。

合格者は、入学式に出席する。

合格者は、住居を決める。

３月10日までに298,000円を本学に送金する。

合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受講
する。

合格者は、入学金（250,000円）を本学に送金
する。

本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者
に郵送する。

入学試験

受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

合格者は、入学式に出席する。

20万円は、前期奨学金（８万円）と一部相殺する。
残額12万円は、後期奨学金（12万円）と相殺する。

14 諸　費

合格者は、本学が定めた日に入国する。
合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受
講する。

合格者は、査証取得の可否について、本学に
連絡する。本学は、査証を取得した合格者に
廉価な住居の紹介を行う。

本学は、「在留資格認定証明書」の原本を合格者
に郵送する。合格者は、査証取得手続きをする。

本学は、入学許可書を発行し合格者に「在留資格認定
証明書交付申請書」を送り記入を求める。
本学は上記書類が到着後、合格者に代わって、在留
資格取得のための申請を法務省入国管理局に行う。

合格者は、学費、預り金等（748,000円）を本学
に送金する。

本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者
に郵送する。

入学試験

本学事務局で書類審査を行う。

受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受験
資格の可否を確認する。

受験希望者は、本学に連絡する。

10月下旬

一次 9月30日まで 二次 12月7日まで 三次 1月24日まで 四次 2月22日まで

一次 10月9日まで 二次12月12日まで 三次1月30日まで 四次 3月4日まで

一次 10月11日 二次 12月14日 三次 2月1日 四次 3月6日

一次 10月12日 二次 12月21日 三次 2月8日 四次 3月16日

Melakukan ujian kemahiran Jepang setelah seselai pelajaran.

６．PROSEDUR MASUK UNIVERSITAS

Kontak1

Kapan Saja

Mengajar dengan Skype2

Pengiriman Dokumen Pendaftaran

3

4

Ujian Masuk5

Pengumuman K l l6

Prosedur Masuk Sekolah7

Dalam 2 Mninggu Setelah
Pengumuman Kelulusan
Dalam 2 Mninggu Setelah
Pengumuman Kelulusan

Biaya Semester Awal
dan Uang Gedung8

Pengurusan Visa10

Pengenalan Tempat Tinggal11

12

Upacara Masuk Universitas13

Biaya Lainnya14

Penerbitan / Perubahan
“Certificate of Eligibility”

Pembelajaran Bahasa Jepang
Pra-Kuliah

9

30 Sep

Tengah Okt

Tengah Nov

Awal Mar

 Akhir Mar

Akhir Jan s/d Awal Feb

Akhir Okt

(Awal Bulan April)

DILUAR JEPANG DIDALAM JEPANG

Pendaftar menghubungi universitas.

Peserta yang lulus mengikuti Upacara
Masuk Universitas.

200,000 Yen akan dipotong beasiswa (80,000 Yen) 
di awal semester. 
120,000 yen yang tersisa pada prinsipnya diimbangi 
beasiswa (120,000 yen) semester berikutnya.

Peserta menentukan tempat tinggalnya.

Peserta mendapatkan pembelajaran bahasa
Jepang sebelum Upacara Masuk Kuliah.

Bagi peserta yang lulus, mengirimkan uangmasuk
(250,000 yen) ke Universitas.

Setelah pengecekan oleh Komite Pengajar Kampus,
hasil ujian akan dikirim ke pendaftar.

Ujian Masuk

Pendaftar mengirim dokumen pendaftaran ke universitas. 
(Mohon untuk menlihat tabel list dokumen pendaftaran)

Peserta yang lulus mengikuti Upacara Masuk
Universitas.

Peserta yang lulus, pergi ke Jepang berdasarkan
tanggal yang telah ditentukan pihak kampus.
Peserta akan mendapatkan pembelajaran bahasa
Jepang sebelum Upacara Masuk Universitas.

Peserta memberitahukan ke kampus, tentang
hasil pengurusan visanya. Apabila peserta
sudah mendapatkan visa, kami akan
mengenalkan tempat tinggal yang terjangkau.

Kami akan mengiriman “Certificate of Eligibility” 
asli ke peserta yang lulus. Kemudian peserta 
mengurus untuk pembuatan Visanya

Kami akan mengirimkan Ijin Masuk Universitas dan 
“Formulir Pengajuan Certificate of Eligibility” ke peserta 
yang lulus. Setelah formulir tersebut diisi oleh peserta, 
dan kirim kembali ke kami, lalu, kami daftarkan ke 
Imigrasi Jepang.

Bagipeserta yang lulus,mengirimkan uang kuliah, 
dan deposit (748,000 Yen) ke Universitas.

Setelah pengecekan oleh Komite Pengajar
Kampus, hasil ujian akan dikirim ke pendaftar.

Ujian Masuk

2 bulan sebelum tes penerimaan

Pendaftar menghubungi universitas.

P1. s/d 20
Okt

P2. s/d 17
Nov

P3. s/d 18
Des

P4. s/d 26
Jan

P1. 22
Okt

P2. 19
Nov

P3. 21
Des

P4. 28
Jan

P1. 1
Nov

P2. 29
Nov

P3. 24
Des

P4. 7
Feb

Membayar 308,000 yen ke kampus paling lambat 
tanggal 10 Maret.

Peserta mendaftarkan sendiri ke Imigrasi terdekat

Kami akan mengirimkan Ijin Masuk Universitas. 
Peserta yang lulus mengajukan perubahan ijin 
tinggal ke kantor Imigrasi. Setelah diterima oleh 
pihak Imigrasi, mohon untuk menghubungi pihak 
kampus .  Se t e l ah  i t u  k i r im  sa l inan  l embar  
pendaftarannya ke kampus.
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Pendaftar mengirim dokumen pendaftaran ke 
universitas. (Mohon untuk menlihat tabel list 
dokumen pendaftaran)

Awal Sep
Kami melakukan wawancara awal untuk 
menyeleksi kualifikasi pendaftar. Kami melakukan seleksi awal untuk menyeleksi kualifikasi

pendaftar. Apabila pendaftar mempunyai penjamin, kami
meminta penjamin ikut serta dalam wawancara.

P1. s/d 10
Okt

P2. s/d 7
Nov

P3. s/d 8
Des

P4. s/d 16
JanWawancara

Kelas untuk mempelajari istilah dasar mobil diadakan selama 
1 bulan (tingkat N2) hingga 2 bulan (tingkat N3) selama 1 
jam setiap minggu.
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必要な書類 日本国外志願者 日本国内志願者 注意事項

△△日本語能力試験
合格証書（写し）19

７．出願書類一覧表　　

入学願書 ○ ○3 本学所定用紙。

○△パスポート16 （すべての記載の写し） 日本国外者は所有していれば提出する。

○○身分証明書（写し）17 国内志願者は、在留カード

履歴書及び留学理由書2 本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。
予備面接前日までに提出をする。

○×国民健康保険証の
写し14

○○経費支弁書15 ※本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。

△△推薦書4 （校長の推薦書） 学校在学者は必要。本学所定用紙。

○○卒業証書6 最終学歴校の卒業証書。在学者は、当該学校
の在学証明書が必要。

（写し可）

（写し可）

○
（留学理由書不要）

△

（写し可）
△

○成績証明書 7 最終学歴校の成績（各学年毎の成績が表記さ
れているもの）。

○○健康診断書8
３ヵ月以内に病院が作成したもの。
本学所定用紙。

本人名義の預金通帳の
写し（最近の査証許可後）

○所得証明書10

経費支弁者のもの。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、会社名、
住所、電話、社長署名、記入責任者署名及び会社印、発行日記載）し、
最近3年間の月給、諸手当、賞与と所得税の納付金額及び税引後手
取年収額を明記すること。自営業者の場合は営業許可書も要する。

預金残高を証明
する書類11

残高証明書は満期日が３月１日以降でかつ、証明
有効期間が３ヵ月以上あること。日本国内の研修
生経験者は、普通預金で110万円以上あるもの。

×

×

×

○定期預金証書
（写し）

12 経費支弁者の名義で、現地通貨で日本円に
換算し、180万円以上預金があるもの。

○○写真18 縦４㎝横３㎝、３枚。３ヵ月以内に正装し
てカラーで上半身を撮影したもの。

○○受験料20 （31,000円）
■日本国外者：出願時にアメリカドルまたは円で送金。
■日本国内者：入試日に持参。

○○その他学長が
求める書類

21
※交通手段に関する誓約書
※授業料免除申請書　※連帯保証書。
※留学生 車両保有・通学登録許可願〔使用者のみ〕

○在職証明書9
経費支弁者及び本人が必要。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、
会社名、住所、電話、社長署名及び会社印、発行日記載）し、氏名、
生年月日、入社日、在職期間、職名、職務内容を記載すること。会
社の規模が小さく専用箋がない場合は、その旨の理由書を添える。

△△日本語学校成績
・出欠証明書5

日本語学校在学者は必要｡入学時から今日まで
及び最近１か月の出席率が90％以上を要する。

○

○13 経費支弁者と本人が親族であることを立証す
る書類。

出生証明書

受験資格チェックリスト × 予備面接前日までに提出する。1

J.TEST  C級認定証（写し）も可。

○：出願時提出書類
母国の保護者の署名が必要な書類は※
　△：該当者のみ提出　×：提出不要

○
預金残高証明書

○

○



必要な書類 日本国外志願者 日本国内志願者 注意事項

△△日本語能力試験
合格証書（写し）19

７．出願書類一覧表　　母国の保護者の署名、印が必要な書類は※

入学志願書 ○ ○3 本学所定用紙。

○△パスポート
（すべての記載の写し）16 日本国外者は所有していれば提出する。

○○身分証明書（写し）17 国内志願者は、在留カード

◎◎履歴書及び留学理由書2 本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。
予備面接前日までに提出をする。

○×国民健康保険証の
写し14

○○経費支弁書15 ※本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。

△△推薦書
（校長の推薦書）4

学校在学者は必要。日本国内の日本語学校に
在学している者は、入学時から今日まで及び
最近１か月の出席率が90％以上を要する。

○○卒業証書6 最終学歴校の卒業証書。在学者は、当該学校
の在学証明書が必要。

（写し可）

（写し可）

（留学理由書不要）

△

（写し可）
△

○成績証明書7 最終学歴校の成績（各学年毎の成績が表記さ
れているもの）。

○○健康診断書8
３ヵ月以内に病院が作成したもの。
■日本国外者：本学指定のもの。
■日本国内者：病院の様式による。

本人名義の預金通帳の
写し（最近の査証許可後）

○所得証明書10

経費支弁者のもの。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、会社名、
住所、電話、社長署名、記入責任者署名及び会社印、発行日記載）し、
最近3年間の月給、諸手当、賞与と所得税の納付金額及び税引後手
取年収額を明記すること。自営業者の場合は営業許可書も要する。

○預金残高証明書11
残高証明書の満期日が３月１日以降でかつ、証明
有効期間が３ヵ月以上あること。日本国内の研修
生経験者は、普通預金で110万円以上あるもの。

×

×

×

○定期預金証書
（写し）

12 経費支弁者の名義で、現地通貨で日本円に換
算し、180万円以上預金があるもの。

○○写真18 縦４㎝横３㎝、７枚。３ヵ月以内に正装して
カラーで上半身を撮影したもの。

○○受験料
（31,000円）20 ■日本国外者：出願時にアメリカドルまたは円で送金。

■日本国内者：出願時に郵便為替で郵送。

○○その他学長が
求める書類

21
※交通手段に関する誓約書
※授業料免除申請書　※連帯保証書。
※留学生 車両保有・通学登録許可願〔使用者のみ〕

○在職証明書9
経費支弁者及び本人が必要。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、
会社名、住所、電話、社長署名及び会社印、発行日記載）し、氏名、
生年月日、入社日、在職期間、職名、職務内容を記載すること。会
社の規模が小さく専用箋がない場合は、その旨の理由書を添える。

△△日本語学校成績・
出席証明書5 日本語学校在学者は必要｡

○

○13 経費支弁者と本人が親族であることを立証す
る書類。

出生証明書

受験資格チェックリスト ◎ × 予備面接前日までに提出する。1

J.TEST  C級認定証（写し）も可。

○：出願時提出書類　◎：予備面接日持参　△：該当者のみ提出　×：提出不要
DOKUMEN YANG

DIPERLUKAN
PENDAFTAR

DARI LUAR JEPANG
PENDAFTAR DI

JEPANG KETERANGA N

△△Bukti Kelulusan Tes Kemampuan
Bahasa Jepang/JLPT(Copy)19

７．TABEL LIST DOKUMEN PENDAFTARAN  DOKUMEN BERTANDA※, MEMBUTUHKAN TANDA TANGAN DARI PENJAMIN.

Formulir Pendaftaran ○ ○3 Formulir yang ditentukan kampus.

○△Passport
(Copy semuanya)16 Bagi pendaftar diluar Jepang, apabila ada

mohon untuk dilampirkan juga.

○○Kartu Identitas(Copy)17 Residence Card bagi pendaftar di Jepang.

Riwayat Pendidikan
dan Alasan Kuliah di
Jepang

2 Baca dengan seksama catatan pada entri formulir
dari kampus. Diberikan pada wawancara awal

○×Copy Kartu Asuransi Nasional14

Surat Jaminan15 ※Formulir yang ditentukan kampus
Baca dengan teliti sebelum mengisi.

△△Surat Rekomendasi
(Dari Kepala Sekolah)4

Perlu bagi pendaftar yang masih sekolah.   Formulir 
yang ditentukan kampus

○○Sertifikat Kelulusan6 Sertifikat Kelulusan Sekolah paling akhir. Bagi 
yang masih sekolah dibutuhkan surat aktif belajar.

( Copy)

( Copy)

(Dokumen alasan
kuliah tidak perlu)

△

( Copy)
△

○Rapor7 Rapor sekolah terakhir. (terdapat hasil rapor tiap 
tahun pelajaran).

○○Medical Check-up8
Dibuat dalam 3 bulan terakhir di RS.
Formulir yang ditentukan kampus

Tanggal jatuh tempo bukti saldo simpanan lebih dari tanggal 1 maret dan 
masa berlakunya masih 3 bulan lagi. Bagi pekerja magang di Jepang,
mempunyai simpanan lebih dari 1,100,000 yen.

Atas nama penjamin biaya, dikurskan ke mata uang yen 
dengan nominal lebih dari 1,800,000 yen.

Dokumen yang bisa membuktikan hubungan keluarga 
antara penjamin biaya dan pendaftar.

Copy buku tabungan pendaftar
 (setelah perpanjangan visa terakhir)

○Bukti Pendapatan10

○Dokumen yang 
mengesahkan saldo 
setoran

11

×

×

×

○Sertifikat/Deposito
Berjangka(Copy)

12

○○Foto18

○○Biaya Ujian
(31,000 Yen)20

■ Pendaftar diluar Jepang : Dikirim menggunakan US
dollar atau Japan Yen.

■ Pendaftar di Jepang :  Bawa pada hari ujian masuk

○○

Dokumen lainnya
yang diminta oleh
kampus

21

※Surat Perjanjian mengenai alat transportasi
※Surat Permohonan Pembebasan Biaya Kuliah
※Surat Jaminan Bersama
※Surat Permohonan Ijin Memiliki Kendaraan Untuk

Transportasi Ke Sekolah〔Khusus Pengendara〕

○Bukti Bekerja9
Diperlukan bagi penjamin biaya dan pendaftar. Menggunakan surat khusus dari Perusahaan 
(kop perusahaan, nama perusahaan, alamat, no.telp, tanda tangan pemilik perusahaan, 
stempel perusahaan), mencantumkan juga nama pekerja, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, 
lama bekerja, nama pekerjaan, dan detail pekerjaan. Apabila perusahaannya kecil dan tidak 
ada surat khusus seperti diatas, maka lampirkan juga surat alasanmengenai hal tersebut.

Bukti pendapatan dari penjamin biaya. Menggunakan surat khusus dari Perusahaan (kop 
perusahaan, nama perusahaan, alamat, no. telpon, tanda tangan pemiliki perusahaan, tanda tangan 
penanggung jawab dan stempel perusahaan),serta lampirkan bukti jumlah gaji bulanan, tunjangan, 
bonus, pembayaran pajak penghasilan 3 tahun terakhir serta hitung pendapatan bersih setelah 
dipoton gpajak. Apabila penjamin adalah wiraswasta, diperlukan juga surat ijin usaha perusahaan.

△△
Nilai sekolah 
Jepang·sertifikat 
absensi dan absen

5
Perlu bagi peserta yang sedang belajar bahasa di Jepang.
Diperlukan tingkat kehadiran 90% dari awal masuk 
sampai dengan sekarang dan selama sebulan terakhir.

○

○13 Akte Kelahiran

Checklist Kualfikasi Ujian × Diberikan pada wawancara awal.1

Foto 4x3cm, 3 lembar. Foto terbaru 3 
bulan terakhir dengan pakaian formal dan 
tubuh bagian terfoto.

J.TEST level C (copy) juga bisa dilampirkan.

　　△：　　　　　　　　×：○ DIBE
PENDAFT

RIKAN 
ARAN

SE：　　　　　WAKTU DIBERIKAN KEPADA
ORANG TERTENTU

TIDAK PERLU 
DIBERIKAN
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○○

○

○

○

Bukti Saldo Simpanan
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８．８．入学手続き入学手続き
（１）（１）学費・諸費送金について学費・諸費送金について

①①入学金の送金は、合格通知到着後２週間以内とする。入学金の送金は、合格通知到着後２週間以内とする。
②②日本円またはアメリカドルで、経費支弁者名義で送金する。日本円またはアメリカドルで、経費支弁者名義で送金する。
③③経費支弁者が居住するもよりの銀行から送金する。経費支弁者が居住するもよりの銀行から送金する。
④④銀行が発行した送金証明書（写し）銀行が発行した送金証明書（写し） をFAXで送る。 をFAXで送る。

（２）（２）提出書類一覧提出書類一覧
学費・諸費と同様に合格通知到着後２週間以内に提出すること。学費・諸費と同様に合格通知到着後２週間以内に提出すること。
①①入学願い（本人）入学願い（本人）
②②身上調書（本人）身上調書（本人）
③③誓約書（本人）誓約書（本人）

★★出願上の注意事項出願上の注意事項

（1）過去に入国申請を行ない不許可になった者は、出願できない。

（2）提出書類は、特に説明のない限り原本に限る。

（3）外国語で記載されたすべての書類は、日本語訳を要する。翻訳者氏名、押印、翻訳日、翻訳者所属先及び電

    話番号を記すこと。     

（4）一度提出した書類は、卒業証書を除いて返還しない。

（5）出願書類などに不正があった場合は、入学を取り消す。

（6）日本滞在中の家族（親、兄弟、配偶者、子供）がいる場合は、その家族の在留カードの写しを提出する。

（7）家族（配偶者、子供）を自国に残して入学する場合は、その家族についての説明書を提出する。

（8）受験票は発行しない。来学証明書を発行する。



８．PROSEDUR PENDAFTARAN
(1) Perihal Pengiriman Uang untuk Biaya Sekolah dan Biaya Lainnya.
① Pengiriman uang dilakukan dalam 2 minggu setelah diterimanya notifikasi kelulusan seleksi pendaftaran sekolah.
② Pengiriman uang menggunakan mata uang Yen Jepang atau Dollar Amerika, dengan menggunakan nama sponsor finansial.
③ Pengiriman Uang di Bank terdekat dengan tempat tinggal sponsor finansial.
④ Kirim melalui FAX, Bukti Pengiriman Uang (copy) yang dibuat oleh bank.

(2) Daftar Dokumen yang Harus Dikirim
Kirim dokumen dalam 2 minggu setelah diterimanya notifikasi kelulusan seleksi pendaftaran sekolah.
① Formulir Pendaftaran Sekolah (Pemohon)
② Catatan Identitas (Pemohon)
③ Surat Kontrak (Pemohon)

★ CATATAN PERIHAL PENDAFTARAN
(1) Bagi pemohon yang dahulu pernah melakukan permohonan imigrasi ke Jepang sebelumnya dan tidak

diizinkan untuk masuk ke Jepang, pemohon tidak diperbolehkan untuk mendaftar lagi.
(2) Dokumen yang akan diserahkan terbatas pada aslinya kecuali ditentukan lain.
(3) Semua dokumen harus diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Dokumen terjemahan tersebut harus memuat

nama penerjemah, stempel, tanggal terjemahan, instansi asal penerjemah, dan nomor telpon penerjemah.
(4) Kecuali Ijazah kelulusan, semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan.
(5) Jika ditemukan kecurangan dokumen maka pendaftaran sekolah dibatalkan.
(6) Jika ada keluarga (Orang tua, Kakak, Adik, Suami, Istri, Anak) yang sedang tinggal di Jepang, mohon

disertakan juga Surat Keterangan Pendaftaran Orang Asing.
(7) Bagi pemohon yang mendaftar dan meninggalkan keluarga (Suami, Istri, Anak) di Negara asal,

Menyerahkan salinan kartu tempat tinggal keluarga.
(8) Tidak ada tiket masuk.Ada sertifikat kedatangan.８．入学手続き

（１）学費・諸費送金について
①入学金の送金は、合格通知到着後２週間以内とする。
②日本円またはアメリカドルで、経費支弁者名義で送金する。
③経費支弁者が居住するもよりの銀行から送金する。
④銀行が発行した送金証明書（写し）をFAXで送る。

（２）提出書類一覧
学費・諸費と同様に合格通知到着後２週間以内に提出すること。
①入学願い（本人）
②身上調書（本人）
③誓約書（本人）

★出願上の注意事項
（１）過去に入国申請を行ない不許可になった者は、出願できない。
（２）提出書類は、原本に限る。
（３）外国語で記載されたすべての書類は、日本語訳を要する。翻訳者氏名、押印、翻訳日、翻訳者

所属先及び電話番号を記すこと。
（４）一度提出した書類は、卒業証書を除いて返還しない。
（５）出願書類などに不正があった場合は、入学を取り消す。
（６）日本滞在中の家族（親、兄弟、配偶者、子供）がいる場合は、その家族の外国人登録原票記載事項証明書。
（７）家族（配偶者、子供）を自国に残して入学する場合は、その家族についての説明書。

― 10 ―
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９．学費・諸費及びその他事項について

入学金
授業料

施設拡充費
学費合計  ①

○日本国外受験者

【学　費】 

入学手続き時
250,000

168,000

140,000

558,000

168,000

140,000

308,000

176,000

140,000

316,000

176,000

140,000

316,000

250,000

688,000

520,000

1,498,000

1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日 2年後期 8月31日 2年間の合計金額
単位：円

預かり金  ②
【諸　費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

200,000 90,000 290,000

納付時期
項目

支払合計①+②
支払合計

（奨学金と相殺できる場合）
支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

758,000

558,000

558,000

308,000

308,000

428,000

406,000

326,000

406,000

（b）（a）

（d）（c）

316,000

316,000

1,788,000

1,388,000（1,508,000（）f）

1,708,000

入学金
授業料

施設拡充費
学費合計  ①

○日本国内受験者

【学　費】 

入学手続き時
250,000

250,000

168,000

140,000

308,000

168,000

140,000

308,000

176,000

140,000

316,000

176,000

140,000

316,000

250,000

688,000

560,000

1,498,000

入学前 ３月10日 1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日 2年後期 8月31日 2年間の合計金額
単位：円

預かり金  ②
【諸　費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

200,000 90,000 290,000

納付時期
項目

支払合計①+②
支払合計

（奨学金と相殺できる場合）
支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

250,000

250,000

250,000

508,000

308,000

308,000

308,000 406,000

308,000（a） 326,000（b）

428,000（c）  406,000（d）

　316,000

196,000（316,000（）e）

316,000

1,788,000  

1,708,000

注意：（a）初年度預り金200,000円のうち、80,000円は１年前期奨学金と相殺でき、１年後期も奨学金が受給できれば残額
　120,000円も相殺できます。

(b)２年次預り金90,000円は、２年前期奨学金が受給できれば10,000円の支払いですみます。
(c)１年前期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、相殺できない預り金残金120,000円が1年後期８月31日支払

い分に加算されます。
(d)１年後期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、２年前期４月30日支払い分の預り金90,000円は支払う必要

があります。
(e)２年前期末試験の結果、奨学金が受給できれば学費諸費の実質負担は残額196,000円となります。
(f)２年間奨学金が受給できれば学費・諸費の実質負担合計は1,388,000円となります。

1,388,000（1,508,000（）f）

196,000（316,000（）e）

(１)授業料免除について
授業料は、経済的理由により修学が困難な場合（仕送りが月平均９万円以下または、日本国
内に保証人がいる場合はその保証人の年収が500万円未満）60％免除する。※印は、授業料
60％免除後の金額である。ただし、正規の在学期間で卒業、修了ができないとの見込みが
成立した次の学期からは、授業料を全額徴収する。また、留学生が日本の法律または条
例、本学の学則または規程等に違反し、学長訓告以上の処分を受けた場合は、以後の授業料
の一部または全部を減額しない。

(２)奨学金
次の条件をすべて満たす自動車工業学科に在籍する留学生に毎月20,000円（８月、３月を除く）
の奨学金を支給する。ただし、学長訓告、停学、休学の場合は当該月支給しない。また留年
者については留年決定後、２年時７月期の日本語能力試験（JLPT）においてもなおN２に合
格していない者については同結果発表後支給しない。
(ア) 日本学生支援機構や外部機関からの奨学金を支給されていない者。
(イ) 前期末、後期期末試験の各試験（追試験の場合には追試験）に欠点がない者。



９．学費・諸費及びその他事項について

（１）授業料免除について
授業料は、経済的理由により修学が困難な場合（仕送りが月平均９万円以下または、日本国
内に保証人がいる場合はその保証人の年収が500万円未満）60％免除する。※印は、授業料
60％免除後の金額である。ただし、正規の在学期間で卒業、修了ができないとの見込みが
成立した次の学期からは、授業料を全額徴収する。また、留学生が日本の法律または条例、
本学の学則または規程等に違反し、学長訓告以上の処分を受けた場合は、以後の授業料の一
部または全部を減額しない。

（２）奨学金
　次の条件をすべて満たす自動車工業学科に在籍する留学生に毎月20,000円（８月、３月を除く）

の奨学金を支給する。ただし、学長訓告、停学、休学の場合は当該月支給しない。また留年
者については留年決定後、２年時７月期の日本語能力試験（JLPT）においてもなおN２に合
格していない者については同結果発表後支給しない。
（ア）日本学生支援機構や外部機関からの奨学金を支給されていない者。
（イ）前期末、後期期末試験の各試験（追試験の場合には追試験）の必修科目及び日本語科目
　　　に欠点がない者。

入学金
授業料

施設拡充費
学費合計 ①

【学　費】

○国外受験者

入学手続き時
250,000
168,000
130,000
548,000

168,000
130,000
298,000

176,000
130,000
306,000

176,000
130,000
306,000

250,000
688,000
520,000

1,458,000

1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日 2年後期 8月31日 2年間の合計金額
単位：円

預かり金 ②
【諸　費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

200,000 85,000 285,000

納付時期
項目

支払合計①+②
支払合計

（奨学金と相殺できる場合）
支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

748,000

548,000

548,000

298,000

298,000

418,000

391,000

311,000

391,000

（b）（a）

（d）（c）

306,000

186,000（306,000）（e）

306,000

1,743,000

1,343,000（1,463,000）（f）

1,663,000

入学金
授業料

施設拡充費
学費合計 ①

【学　費】

○国内受験者

入学手続き時
250,000

250,000

168,000
130,000
298,000

168,000
130,000
298,000

176,000
130,000
306,000

176,000
130,000
306,000

250,000
688,000
520,000

1,458,000

入学前 ３月10日 1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日 2年後期 8月31日 2年間の合計金額
単位：円

預かり金 ②
【諸　費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

200,000 85,000 285,000

納付時期
項目

支払合計①+②
支払合計

（奨学金と相殺できる場合）
支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

250,000

250,000

250,000

498,000

298,000

298,000

298,000

298,000

418,000

391,000

311,000

391,000

（b） （e）（a）

（d）（c）

　306,000  

186,000（306,000）

306,000  

1,743,000

1,343,000（1,463,000）（f）

1,663,000

注意：（a）初年度預り金200,000円のうち、80,000円は１年前期奨学金と相殺でき、１年後期も奨学金が受給できれば残額
120,000円も相殺できます。

（b）２年次預り金85,000円は、２年前期奨学金が受給できれば5,000円の支払いですみます。
（c）１年前期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、相殺できない預り金残金120,000円が1年後期８月31日支払

い分に加算されます。
（d）１年後期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、２年前期４月30日支払い分の預り金85,000円は支払う必要が

あります。
（e）２年前期末試験の結果、奨学金が受給できれば実質負担は残額186,000円となります。
（f）２年間奨学金が受給できれば学費・諸費の実質負担合計は1,343,000円となります。

９．PERIHAL BIAYA KULIAH DAN BIAYA LAINNYA

(1) Perihal Pembebasan Uang Sekolah
Uang sekolah akan dipotong 60% apabila siswa kesulitan ekonomi (Uang kiriman yang diterima
perbulan rata-rata dibawah 90,000 Yen, atau memilki penjamin di Jepang yang memiliki pendapat
pertahun tidak lebih dari 5,000,000 Yen). Tanda ※ adalah jumlah uang setelah dipotong 60%. Namun
apabila, ada kemungkinan tidak dapat lulus atau menyelesaikan sekolah dalam waktu yang normal,
maka pada semester berikutnya, uang sekolah akan ditarik keseluruhan. Kemudian, apabila siswa
melanggar hukum dan peraturan negara Jepang, regulasi dan peraturan sekolah, serta menerima
peringatan dari Kepala Universitas, siswa akan ditarik sebagian atau keseluruhan uang sekolah

(2) Beasiswa
Apabila siswa jurusan Industri Mobil dapat memenuhi persyaratan berikut ini maka kami akan
memberikan beasiswa perbulan sebesar 20,000 yen (kecuali bulan Agustus dan Maret). Tetapi, apabila
siswa tersebut mendapatkan peringatan dari kepala Universitas, disuspensi oleh Kampus dan tidak masuk
kuliah maka kami tidak akan membayarkan pada bulan tersebut. Dan bagi siswa yang memperpanjang
masa kuliah, maka apabila pada bulan Juli tahun ke-2, siswa tidak dapat lulus JPLT N2 maka setelah ada
pengumuman hasilnya, kami tidak membayarkan beasiswanya.
a. Siswa yang tidak menerima beasiswa dari JASSO dan Instansi lainnya.
b. Siswa yang mendapatkan nilai baik pada disetiap ujian UTS dan UAS (Ujian Tambahan juga

termasuk).

Biaya Masuk
Biaya Kuliah

Biaya Fasilitas
Total Biaya①

【Biaya Kuliah】
○ Bagi Pendaftar Dari Luar Negeri

Sewaktu Masuk
Kuliah

250,000

168,000

140,000

558,000

168,000

140,000

308,000

176,000

140,000

316,000

176,000

140,000

316,000

250,000

688,000

520,000

1,498,000

31 Agustus Semester
Akhir Tahun Ke-1

30 April Semester
Awal Tahun Ke-2

31 Agustus Semester
Akhir Tahun Ke-2

Total Biaya
Selama 2 Tahun

Sewaktu Masuk
Kuliah

Sewaktu Masuk
Kuliah

10 Maret sebelum
masuk ke sekolah

31 Agustus Semester
Akhir Tahun Ke-1

30 April Semester
Awal Tahun Ke-2

31 Agustus Semester
Akhir Tahun Ke-2

Mata Uang : Yen

Deposit ②
【Biaya Lainnya】  ＊Bagi Penerima Beasiswa = Beasiswa dan Potongan

200,000 90,000 290,000

Waktu Pembayaran
Item

Total Pembayaran ①+②
Total Pembayaran
（Dengan Beasiswa）
Total Pembayaran
（Tanpa Beasiswa）

758,000

558,000

558,000

308,000

308,000

428,000

406,000

326,000

406,000

（b）（a）

（d）（c）

316,000

316,000

1,788,000

1,708,000

Biaya Masuk
Biaya Kuliah

Biaya Fasilitas
Total Biaya①

【Biaya Kuliah】
○Bagi Pendaftar Di Jepang

250,000

250,000

168,000

140,000

308,000

168,000

140,000

308,000

176,000

140,000

316,000

176,000

140,000

316,000

250,000

688,000

560,000

1,498,000

Mata Uang : Yen

Deposit ②
【Biaya Lainnya】  ＊Bagi Penerima Beasiswa = Beasiswa dan Potongan

200,000 90,000 290,000

Waktu Pembayaran
Item

Total Pembayaran ①+②
Total Pembayaran
（Dengan Beasiswa）
Total Pembayaran
（Tanpa Beasiswa）

250,000

 250,000

250,000

508,000

308,000

308,000

308,000 406,000

）308,000（ a ） 326,000（ b）

428,000（ c） 406,000（ d）

　316,000

196,000（316,000（）e 

316,000

1,788,000  

1,388,000（1,508,000（）f ） 

1,708,000

(a) Uang deposit tahun pertama sebesar 200,000 yen bisa tanggung dengan uang beasiswa semester awal Tahun ke-1 dulu sebesar
80,000 yen, apabila pada tahun pertama akhir semester, siswa mendapatkan beasiswa juga, maka sisa deposit sebesar 120,000 yen
dapat ditanggung oleh beasiswa.

(b) Uang deposit di tahun ke-2 sebesar 90,000 yen, apabila siswa mendapatkan beasiswa di tahun ke-2 semester akhir, cukup hanya
dengan membayar 10,000 yen saja.

(c)  Apabila dikarenakan hasil semester awal tahun pertama, beasiswanya dihentikan, maka sisa uang deposit sebesar 120,000 yen akan
ditambahkan pada pembayaran di semester akhir tahun pertama pada tanggal 31 Agustus.

(d)  Apabila dikarenakan hasil semester akhir tahun pertama, beasiswanya dihentikan, maka pada tanggal 30 April semester awal tahun
ke-2 harus membayar uang deposit sebesar 90,000 yen.

(e) Apabila semester awal tahun ke-2, siswa mendapatkan beasiswa, maka total biaya kuliah, maka sisa pembayaran yang ditanggung 
menjadi 196,000 yen.

(f) Apabila mendapatkan beasiswa selama 2 tahun, maka total biaya kuliah, biaya lainnya adalah 1,388,000 yen.
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送 金 幣 種

送 金 方 法

口 座 番 号

銀 行 名

(3)諸費の説明事項

２年間の預り金290,000円の内訳：教科書、実習服、安全靴、保険代など学生が教育に使用す

る経費。

(4)その他の費用

２年次の12月に二級自動車整備士技術講習会（ガソリン、ジーゼル）費用として、別に

165,200円（2020年の例）が必要となる。

(5)入学手続き時の学費・諸費の返還について

一旦納入された学費等については、入出国管理当局等国の判断により日本国入国ができない場

合は、交付された入学許可書の返却を待って受験料及び送金手数料を除いて返金する。留学生

本 人の事情による場合でも、事情説明書とともに入学許可書、在留資格認定証明書が３月末

日までに返却された場合は、入学金、受験料及び送金手数料を除いて返金する。

10．受験料及び学費の送金
(１)受験料

出願時に31,000円を送金。日本国外者は、本国の銀行より送金。日本国内者は、郵便為替で郵

送。選考結果にかかわらず，返金されない。

(２)学　費
○日本国外受験者：合格通知書到着後、２週間以内に学費･諸費合計758,000円を送金。

○日本国内受験者： ① 合格通知到着後、２週間以内に入学金250,000円を送金。
② ３月10日までに授業料、施設拡充費 計308,000円を送金。
③ ②は①と同時に送金してもよい。

(３)送金済確認の連絡
送金した振込済用紙をFAXで大学に送ること。

(４)振込み先等について

※日本国外からの送金に要した日本国内の銀行手数料は、入学後の預り金から徴収する。

　日本語：「普通」

銀行スウィフトコード

：日本円、アメリカドル

：電信送金

：０８８０１９０

：Awa-ginko kachidokibashi shiten

　日本語：「阿波銀行かちどき橋支店」
：AWABJPJT

： J a p a n T o k u s h i m a - k e n T o k u s h i m a - s h i k a c h i d o k i b a s h i １ - ７
  日 本 語 ： 「 日 本 国 徳 島 県 徳 島 市 か ち ど き 橋 １ - ７ 」 
： G a k k o h o u j i n T o k u s i m a J o h n a n G a k u e n R i j i c h o K o n d o K o z o 

  日 本 語 ： 「 学 校 法 人 徳 島 城 南 学 園 理 事 長 近 藤 孝 造 」 
： J a p a n T o k u s i m a - k e n I t a n o - g u n I t a n o - c h o I n u b u s h i A z a R e n g e d a n i 1 0 0 

日 本 語 ： 「 日 本 国 徳 島 県 板 野 郡 板 野 町 犬 伏 字 蓮 花 谷 1 0 0
： F u t u s

銀 行 の 住 所

口  座  名  義

口 座 名 義 人 住 所

口　座　種　目

銀 行 コ  － ド ： 0 1 7 2 、 支 店 コ － ド ： 1 2 0



Mata uang yang digunakan 
Metode Transfer 
Nomor Rekening 
Nama Bank

Kode Swift Bank
Kode Bank
Alamat Bank

Nama Pemilik Rekening

Alamat Pemiliki Rekening

Jenis Rekening

：Yen Jepang, Dolar Amerika
：Transfer Elektronik
：０８８０１９０
：Awa-ginko kachidokibashi shiten
　Bahasa Jepang ：「阿波銀行かちどき橋支店」
：AWABJPJT
 ：0 1 7 2, Kode Cabang: 1 2 0
：Japan  Tokushima-ken Tokushima-shi kachidokibashi 1-7
　Bahasa Jepang ：「日本国徳島県徳島市かちどき橋１-７」
：Gakkohoujin Tokusima Johnan Gakuen Rijicho Kondo Kozo
　Bahasa Jepang ：「学校法人 徳島城南学園 理事長 近藤孝造」
：Japan  Tokusima-ken Itano-gun Itano-cho  Inubushi Aza Rengedani 100
　Bahasa Jepang ：「日本国徳島県板野郡板野町犬伏字蓮花谷100番地」
：Futsu
　Bahasa Jepang ：「普通」

(3) Penjelasan Biaya Sekolah dan Biaya Lainnya
Perincian uang deposit 290,000 yen selama 2 tahun adalah untuk biaya pendidikan siswa berupa :
buku pelajaran, baju praktik, peralatan, safety shoes, asuransi, dan lain-lain.

(4) Biaya Lainnya
Pada bulan Desember, 2 tahun kemudian, diperlukan biaya tambahan 165,200 yen (contoh tahun 2020)
untuk biaya workshop teknik mekanik level 2 (Bensin, Diesel).

(5) Perihal Pengembalian Biaya Kuliah dan Biaya Lainnya Sewaktu Masuk Kuliah
Apabila karena keputusan dari Imigrasi Jepang yang menolak mengijinkan siswa untuk masuk ke Jepang,
maka kirim kembali surat izin masuk sekolah, kemudian uang biaya sekolah yang elah dibayarkan akan
dikembalikan kecuali uang tes dan biaya pengiriman uang antar bank. Begitupula, apabila siswa sendiri
yang membatalkan masuk sekolah, maka yang perlu dikembalikan adalah surat alasan pembatalan, surat
izin masuk sekolah, sertifikat CoE (Certificate of Eligibility). Apabila dikembalikan sebelum akhir bulan
Maret maka uang biaya Sekolah akan dikembalikan kecuali uang pendaftaran, uang tes dan biaya
pengiriman uang antar bank.

10. PEMBAYARAN UANG UJIAN DAN BIAYA KULIAH
(1) UANG UJIAN

Membayar 31,000 yen sewaktu pendaftaran. Bagi pemohon yang berada diluar Jepang, lakukan
pembayaran melalui Bank yang ada di Negaranya. Bagi pemohon yang sedang ada di Jepang, pembayaran
melalui kantor pos. Meskipun tidak lulus, uang ujian tidak dapat dikembalikan

(2) BIAYA SEKOLAH
Pendaftar dari luar Jepang: Membayar 758,000 yen dalam 2 minggu setelah pengumuman
kelulusan.
Pendaftar di Jepang:

1. Membayar 250,000 yen dalam 2 minggu setelah pengumuman kelulusan.
2. Membayar 308,000 yen untuk uang kuliah dan fasilitas sebelum 10 Maret.
3. Pembayaran No.2 boleh bersamaan dengan pembayaran No.1

(3) LAPORAN SETELAH PEMBAYARAN SELESAI
Kirim bukti pembayaran melalui Fax ke Universitas.

(4) ALAMAT TUJUAN PEMBAYARAN

※Biaya transfer dari luar negeri ke Bank di Jepang akan diambil dari uang deposit setelah masuk kuliah.
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1. Harus ditulis sendiri oleh pendaftar dengan jelas.
2. Nama

Untuk ditulis dalam alfabet.

3.  Alamat Asal/Alamat Sekarang
Tulis dengan rinci. Jika ada No. Telp dan HP masukkan juga.

4. Riwayat Pendidikan
Tulis dengan rapi. Apabila ada waktu luang tulis dahulu di kertas A4 
kosong.
(Nama, Tanggal, diperlukan)
Nama sekolah harus sama dengan ijazah kelulusan.
Tulis alamat dengan rinci tanpa perlu disingkat.
Tanggal masuk kuliah ditulis sampai bilangan bulan.
Tanggal kelulusan harus sama dengan ijazah kelulusan

5. Riwayat Belajar Bahasa Jepang
Catatannya sama dengan no. 4 

6. Riwayat Pekerjaan
Tulis dengan rapi. Apabila ada waktu luang tulis dahulu di kertas A4 kosong.
(Nama, tanggal, diperlukan)
Nama tempat bekerja harus sama dengan surat keterangan bekerja.
Tulis alamat dengan rinci tanpa perlu disingkat.
Apabila masih bekerja tulis di kolom “tanggal berhenti kerja” dengan “masih 
bekerja sampai sekarang”.

7. Riwayat Imigrasi (ditulis dengan bahasa Jepang)
Apabila pernah datang ke Jepang dalam rangka magang, tulis dengan
rinci pada kolom alasan masuk ke Jepang, nama perusahaan tujuan
dan detail kegiatan magang.

8. Alasan Masuk Kuliah (ditulis dengan bahasa Jepang)
Mohon untuk membaca terlebih dahulu “Kebijakan Penerimaan” yang tertulis di 
sampul dokumen ini. Tulis dengan rinci sampai ke baris paling bawah.

9. Rencana Setelah Lulus (ditulis dengan bahasa Jepang)
Sebisa mungkin tulis dengan rinci.

1.正確に、はっきり受験者本人が書くこと。
2.氏名

戸籍と同じ漢字。アルファべット表記すること。

3.本国住所・現住所
略さずに番地まで書くこと。電話及び携帯電話があれば書くこと。

4.学歴
漏れなく記載すること。空白期間がある場合は、何をしていたかを別
紙（A4 白紙）に書くこと。
（氏名、記載日も必要）
学校名⇒卒業証書と同じ名称を書くこと。
所在地⇒略さずに番地まで書くこと。
入学年月⇒月まで書くこと。
卒業年月⇒卒業証書の月と一致していること。

5.日本語学習歴
4.と同じ注意。

履　歴　書

経費支弁書

履歴書・経費支弁書の記入上の注意

6. 職歴
漏れなく記載すること。空白期間がある場合は、何をしていたのかを別紙

（A4 白紙）に書くこと。
（氏名、記載日も必要）
勤務先⇒在職証明書と同じ名称。
所在地⇒略さずに番地まで書くこと。
退職年月⇒現職の場合は「現在に至る。」と書く。

7. 出入国歴（日本語で記入）
研修で来日の場合は、入国目的に会社名と研修の具体的内容を書くこと。

8. 本学への留学理由（日本語で記入）
本要項表紙見返し記載の「アドミッションポリシー」を読んで書くこと。
一番下の行まで詳しく書くこと。

9. 修了後の予定（日本語で記入）
できるだけ具体的に書くこと。

1. 経費支弁者本人が書くこと。

2. 経費支弁者と銀行残高証明書及び定期預金証明書の名義人は、一致していること。

3. 記載事項と異なる事実が判明した場合には、査証申請が不許可になる場合がある。

Curriculum Vitae

Surat Penjamin Biaya

Catatan Pengisian CV dan Surat Penjamin Biaya

1. Harus ditulis sendiri oleh penjamin biaya.
2.  Apabila pendaftar nama penjamin biaya harus sama antara bukti tabungan bank, tabungan berjangka dan deposito.
3. Apabila ditemukan perbedaan antara yang tertulis dan kondisi sebenarnya, ada kemungkinan penerbitan visanya akan ditolak.
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本国住所　〒／Alamat Asal

現住所　〒／Alamat Sekarang

国　籍／Kewarganegaraan

生年月日／Tanggal Lahir

配偶者の有無／Status Pasangan

学歴：初等教育（小学校）から順次最終学歴まで／ Riwayat Pendidikan dari Sekolah Dasar menurun kebawah sampai yang terakhir

日本語学習歴／Riwayat Pendidikan Bahasa Jepang

最近の日本語能力試験(JLPT)の結果：合否を問わない/Hasil tes kemahiran bahasa Jepang terbaru: tidak ada 
masalah lulus atau tidak 

出入国歴／ Riwayat Imigrasi Ke Jepangt

本学への入学理由／ Alasan Masuk Ke Universitas
本学のアドミッションポリシー（P１）をもとに書いてください。／Silakan isi sesuai dengan  izin dan 
kebijakan(P1) sekolah kami.

無 ・ 有／Tidak Ada ・ Ada

学校名／Nama Sekolah 所在地／Lokasi
修学期間／Masa Sekolah

（配偶者氏名／(Nama Pasangan)

  （　　）
        （　　）

TEL／Nomor Handphone  
携帯電話／Nomor Handphone    

   （　　）携帯電話／Nomor Handphone         

氏　名／NAMA
カタカナ

年 月 日

(Tulis dengan Katakana)

Curriculumn Vitae

月／Tanggal Ujian _Tahun bulan 級 点／   Peringkat           Nilai 受験日 

職歴（就職年月順に記載すること）／ Riwayat Bekerja (Tulis urut dari tahun bekerja)

所在地／Lokasi 就職年月／Tanggal Mulai Bekerja 退職年月／Tanggal Berhenti Bekerja勤務先／Tempat Bekerja 

入国年月日／Tanggal Masuk Ke Jepang 出国年月日／Tanggal Keluar Dari Jepang. 在留資格／Status Tinggal 入国目的／Tujuan Kedatangan.

年

卒業年月／Tanggal Lulus入学年月／Tanggal Masuk

修学期間／Masa Sekolah
学校名／Nama Sekolah 所在地／Lokasi

卒業年月／Tanggal Lulus入学年月／Tanggal Masuk

以上のことは真実であり、私 が直筆したものです。／ Saya menyatakan bahwa saya sendiri mengisi

本人署名／ TANDA TANGAN PEMBUAT

年 月 日dengan sebenar-benarnya hal yang tertulis diatas
作成年月日／ Tanggal pembuatan Tahun            Bulan            Tanggal

修了後の予定  進学希望･就職希望･事業経営希望･その他／ Rencana Setelah Lulus ; Melanjutkan Kuliah,Bekerja,
Manajemen Bisnis dan Lain-lain.

Tahun            Bulan             Tanggal





氏　名
NAMA

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

Struktur Keluarga

Tempel Foto

Alamat Sekarang

Katakana

Kode Pos
(Umur)

Laki-laki

Perempua(Tahun        Bulan      Tanggal)

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

年／Tahun            月／Bulan

Nomor Telpon Rumah

Masuk SD

Lulus SD

Masuk SMP

Lulus SMP

Lulus SMA

Masuk SMA

(Foto 3 bulan
terakhir kelihatan
setengah badan)

現住所

学　歴／

職　歴／

家族構成／

氏名／NAMA Hubungan Keluarga 年齢／Umur 現住所・電話番号／Alamat dan No. Telpon 勤務先名称・電話番号／Nama Pekerjaan dan No. Telp本人との続柄／

カタカナ／

歳／

Lokasi
Nomor Ujian Peserta

自宅電話番号／

Untuk Siswa Masuk Kuliah

留学生入学用

小学校入学／

小学校卒業／

中学校入学／

中学校卒業／

高校入学／

高校卒業／

年　 入学願書
Lembar Pendaftaran Kuliah

年 月 日
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推 薦 書 
（西暦） 年 月   日 

徳島工業短期大学 学長  多田博夫  様 

 学 校 名 

校 長 名 ○印

ふりがな   卒  業  月  日 

（西暦）

知識・技能 

思考力・判断力・表現力 

 主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度 

特記事項 

（上記以外に特に優れた点） 

氏

名

留学生入学志願用 

（西暦）   年  月  日生 

性 別 

男

女

卒業見込・卒業 
年 月 

本

人

に

関

す

る

事

項
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FORMULIR MEDICAL CHECK-UP

Saya mendiagnosa seperti

NAMA

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

UMUR

TEKANAN
DARAH

TES URIN

GULA

PROTEIN

TANGGAL PENGAMBILAN
GAMBAR

INDIRECT 10×10 NO. FILM

DIRECT

X-RAY
BAGIAN

DADA

TEMUAN
LAIN

TAHUN

TAHUN            BULAN          TANGGAL

BULAN                  TANGGAL

PEREMPUAN

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

RIWAYAT MEDIS

TINGGI BADAN

BERAT BADAN

PENGLIHATAN

PENDENGARAN

KETERANGAN

Tanggal Medical Check-up

NAMA RUMAH SAKIT

TANDA TANGAN DOKTER STEMPEL

Tahun Bulan  TANGGAL

TES WARNA NORMAL

TIDAK ADA TEMUAN ADA TEMUAN

TIDAK ADA TEMUAN ADA TEMUAN

UROBILINOGEN DARAH URIN
尿潜血

LEMAH BUTA WARNA

KANAN

KIRI

KANAN

KIRI
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日本国法務大臣 殿／ Kepada Yth.: Kementerian Hukum Jepang

国

学 生 氏

籍／ Kewarganegaraan：

名／ Nama Siswa：

学生生年月日／  Tanggal  Lahir  Siswa：  年 月 日／ Tahun     Bulan     Tanggal

１．  経費支弁の引き受け経緯／ Alasan anda menjadi penjamin biaya 
 私は上記息子が日本の大学で勉強し、技術を身に付けるために、経費支弁者になることを

決めました。

 ／ Saya memutuskan untuk menjadi pendukung pengeluaran agar putra di atas dapat belajar di 
universitas Jepang dan memperoleh keterampilan.

（１） 学費及び諸費

入学時納入金

後期学費

（２） 生活費

月額

（３）支弁方法／ Cara Penjaminan
生活費は息子のアルバイトの給料や短期大学奨学金の２万円で支払います。

学費など不足分は日本にある息子の銀行口座に送金、または息子が一時帰国

する際に適宜必要な金額を渡します。

／ Biaya hidup putranya dibayar dengan gaji paruh waktu dan beasiswa 20,000 yen dari
universitas jangka pendek.Biaya kuliah dan dan kekurangan lainnya akan dikirimkan
kepada saya melalui rekening banknya di Jepang,atau ketika dia kembali ke rumah,dia
akan dapat uang yang diperlukan dengan tepat.

３．  経費支弁者／ PENJAMIN BIAYA

年 月 日

住所／Alamat 

電話／TEL 

氏名／NAMA

その他（ ）

年 月 日 翻訳者：徳島工業短期大学
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558，000円／ Yen、諸費／ Lainnya 200，000円／Yen 

308，000円／ Yen

円／Yen

／ Biaya kuliah semester akhir

／Biaya Hidup

／Perbulan

学生との関係 父

／ HUBUNGAN DENGAN PEMOHON

（翻訳年月日）

Ayah  Ibu  lain ( )

／ (Tanggal terjemahan)  Tahun  Bulan Tanggal Penerjemah : Tokushima College of Technology 

経費支弁書 /SURAT PENJAMIN BIAYA

／ Biaya Kuliah dan Lainnya

／Sewaktu pendaftaran

母

○で囲む／Dikelilingi dengan○

Tahun      Bulan     Tanggal

２．  経費支弁内容 ／Isi Jaminan Biaya





学校法人 徳島城南学園
徳島工業短期大学
理事長 近藤孝造先生

Kepada Yth: Direktur KONDO Kozo, 

Tokushima College Of Technology, 

Tokushima Johnan Gakuen.

交通手段に関する誓約書
／SURAT KONTRAK PERIHAL TRANSPORTASI

私は、日本の交通事情を理解し、貴学に入学後は車両の運転・所有について次のことを守ることを約束
します。守らない時は、学則により処分を受けることに同意します。
　／Saya memahami perihal transportasi Jepang, dan saya berjanji untuk mematuhi hal berikut ini perihal berkendara

 dan memiliki kendaraan setelah masuk ke sekolah:

／Saya hanya akan memiliki SIM atau berkendara sepada motor 50 cc sebagai alat transportasi selain sepeda
１. 自転車以外の私の交通手段として、原動機付自転車（50cc 未満）の免許取得及び所有だけとする。

／Saya akan meminta ijin dari penjamin ketika saya akan membuat SIM.

／Saya akan membayar pajak, dan ikut dalam asuransi wajib dan opsional ketika saya akan
membeli sepeda motor 50cc.

２. 免許取得を希望する時は、事前に保証人の許可を得る。

３. 原動機付自転車を購入時には、税金、強制保険及び任意保険に加入する。

／Saya tidak akan mengendarai sepeda milik orang lain atau meminjam sepeda motor 50cc.
４. 他人の原動機付自転車に乗らない、また他人に貸さない。

／Saya akan mengambil SIM untuk mengendarai mobil hanya ketika sudah berselang 2 tahun dan lulus sekolah dan
bekerja di Jepang.

５. ２年になって、卒業後日本国内で就職する場合に限って、普通四輪自動車免許を取得する。

／Setelah saya mendapatkan SIM untuk mengendari mobil, saya tidak mengendarai mobil sebelum lulus sekolah
kecuali sudah mendapatkan ijin dari sekolah.

Tahun Bulan　　　   Tanggl

６. 普通四輪自動車免許取得後は、卒業するまで特別に学校の許可を得た場合を除いて運転しない。

氏名／NAMA

年 月 日

保護者／WALI
同意氏名／NAMA WALI

― 21 ―





― 22 ―

徳島工業短期大学外国人留学生規程
【趣旨】
第１条　この規則は、徳島工業短期大学学則第14条及び50条の本学に入学する外国人留学生について必要な事項を

定めるものとする。
【出願資格】
第２条　外国人留学生として本学に出願することができる者は、本学所定の受験資格を有すること。

【出願手続】
第３条　外国人留学生として入学を志願する者は、別に定める「徳島工業短期大学入学までの手順」に従って手続

きしなければならない。
【入学者の選考】
第４条　入学者の選考は、予備審査を行った上、学力・人物・健康のほか、修学に必要な日本語の受講能力につい

て本学の教授会が行い、教授会の議に附して学長が合格者を決定する。
２　合否の判定については、以下の項目を重視して選考を行う。

①日本語能力試験（JLPT）N２の合格またはＮ２と同レベルの日本語を理解できること
②学費を送金できる経費支弁者を持つこと
③入学までに留学生のビザを取得できること

３　国外居住者でやむを得ない事情により本学で受験できない場合は、学長は教授会の議に附して、試験官を受験
生の母国に派遣することができる。

４　入学者の選考日は、入学試験要項に記載された日に限定しない。
【入学手続】
第５条　合格者は、別に定める「徳島工業短期大学入学までの手順」に従って手続きしなければならない。
第６条【入学許可】　削除
第７条【入学時期】　削除

【編入学】
第８条　編入学を志願する者については、本学の教育・研究に支障のない限り、教授会の議に附した上、学長が入

学を許可することがある。
２　前項の規定により入学した者の在学年数及び既修単位の認定は、教授会において行う。

【教育課程の履修方法】
第９条　教育課程の単位及び履修方法は、徳島工業短期大学学則の定めるところによる。

【外国人留学生の授業料減額等】
第10条　留学生については、外国人留学生授業料減額申請書（様式１）により経済的理由により修学が困難である

と認められた場合、授業料を２年間、60％減額する。専攻科車体整備工学専攻に進学する者はさらに１年間、自
動車工学専攻に進学する者は２年間、60％減額する。ただし、正規の在学期間で卒業、修了ができないとの見込
みが成立した次の学期からは、授業料を全額徴収する。また、留学生が日本の法律または条例、本学の学則また
は規程等に違反し、学長訓告以上の処分を受けた場合は、以後の授業料の一部または全部を減額しない。

２　前項の授業料減額の選考は、入学者選抜会議が行い、学長が決定し、結果を本人宛通知する。
３　前２項の授業料減額について定めのない事項は、「徳島工業短期大学留学生学費減免規程」の定めるところによ

る。
４　一旦納入された学費等については、入出国管理当局等の判断により日本国入国ができない場合は、交付された

入学許可書の返却を待って授業料及び送金手数料を除いて返金する。留学生本人の事情による場合でも、事情説
明書とともに入学許可書、在留資格認定証明書が３月末までに返却された場合は、入学金、受験料及び送金手数
料を除いて返金する。

５　（削除）
６　独立行政法人　日本学生支援機構の私費外国人留学生等学習奨励費（以下「学習奨励費」と言う。）の受給者数

の範囲内で、成績優秀であり経済的理由により修学が困難であると認められた場合、同額の学習奨励費を支給す
ることができる。　

７　留学生の入学時にお祝い金として、一人につき10,000円を支給する。
８　留学生が在学中に日本語能力試験（Ｎ１またはＮ２）に合格した場合、奨励金として、Ｎ１については40,000円、

Ｎ２については20,000円を支給する。
９　次の条件をすべて満たす自動車工業学科に在籍する留学生に毎月20,000円（８月、３月を除く）の奨学金を支給

する。ただし、学長訓告、停学、休学の場合は当該月支給しない。また留年者については留年決定後、２年次７
月期の日本語能力試験（JLPT）においてもなおN２に合格していない者については同結果発表後支給しない。
① 日本学生支援機構や外部機関からの奨学金を支給されていない者
② 前期末、後期末試験の各試験（追試験の場合には追試験）に欠点がない者。

【準用】
省略



Jepang yang diperlukan untuk perkuliahan. Semua itu akan diperiksa oleh Komite Pengajar, hasil sidang akan diberikan ke Kepala 
Universitas, kemudian akan ditentukan siapa saja pendaftar yang lulus seleksi.
2. Perihal keputusan lulus tidaknya, kami menekankan poin-poin seleksi sebagai berikut.
①Lulus Tes Kemampuan Bahasa Jepang(JLPT)N2 atau memiliki kemampuan setara JLPT N2.
②Mempunyai penjamin biaya yang mampu membiayai biaya kuliah.
③Mampu mendapatkan visa belajar.

3. Apabila pendaftar luar negeri yang tidak dapat mengikuti tes di kampus dengan alasan yang tidak dapat dihindari, maka Kepala
Universitas dengan sepengetahuan Komite Pengajar bisa mengirimkan penguji ke Negara asal pendaftar.
4. Tanggal seleksi tidak terbatas pada tanggal yang tertulis pada pedoman masuk kuliah.
[PROSEDUR MASUK KULIAH]
Pasal 5, Peserta yang lulus wajib mengikuti “Prosedur Masuk Tokushima College of Technology” yang telah ditetapkan.
Pasal 6, [IJIN MASUK]  Dihapus.
Pasal 7, [WAKTU MASUK]  Dihapus.
[PINDAH KULIAH]
Pasal 8, Bagi yang mendaftar untuk pindah kuliah, selama tidak ada masalah pendidikan dan penelitian di kampus, Kepala Universitas
bisa mengijikannya dengan sepengetahuan Komite Pengajar.

2. Perihal penentuan akreditasi lama belajar dan nilai hasil satuan kredit belajar ditentukan oleh Komite Pengajar.
[CARA PENGAMBILAN KURIKULUM]
Pasal 9, Cara pengambilan kurikulum dan satuan kredit ditentukan oleh peraturan Tokushima College of Technology.
[PENGURANGAN BIAYA KULIAH BAGI SISWA ASING]
Pasal 10, Apabila siswa asing berdasarkan formulir aplikasi pengurangan biaya kuliah siswa asing (Form 1) diketahui mengalami
kesulitan dikarenakan masalah ekonomi, biaya kuliah akan dikurangi 60% selama 2 tahun. Bagi mereka yang masuk jurusan teknik 
pemeliharaan kendaraan selama 1 tahun, akan mendapatkan pengurangan biaya kuliah 60% selama 2 tahun. Namun, apabila siswa ada 
kemungkinan tidak dapat lulus sesuai dengan waktu yang ditentukan maka mulai semester depannya akan dikenakan biaya kuliah 
penuh. Dan bagi siswa yang melanggar hukum, peraturan Negara Jepang maupun peraturan kampus, dan menerima peringatan dari 
Kepala Universitas, maka siswa tidak akan menerima pengurangan biaya kuliah

2. Seleksi pengurangan biaya kuliah diatas ditentukan oleh Rapat Seleksi Beasiswa, kemudian Kepala Universitas akan menentukan
penerima beasiswa dan memberitahukan langsung kepada penerima beasiswa.
3. Hal-hal yang belum ditentukan di ayat 2 diatas, akan ditentukan berdasarkan “Peraturan Pengurangan Biaya Kuliah Siswa Tokushima
College og Technology”.
4. Perihal seluruh biaya kuliah yang telah dibayar semuanya, apabila dikarenakan keputusan imigrasi Jepang, siswa tidak diperbolehkan
memasuki Negara Jepang, mohon untuk mengembalikan Surat Ijin Masuk Universitas, kemudian kami akan mengembalikan uang
biaya kuliah dipotong dengan biaya transfer dan uang kuliah. Apabila karena alasan pribadi siswa sendiri, maka siswa perlu membuat
Surat Keterangan mengenai hal tersebut. Kemudian, Surat Keterangan dan Surat Ijin Masuk Kuliah beserta Certificate of Eligibility
dikirim ke kami sebelum bulan Maret akhir, maka kami akan mengembalikan uang biaya kuliah dipotong uang pendaftaran, biaya
ujian, dan biaya transfer
5. (Dihapus)
6. Apabila siswa dianggap mengalami kesulitan karena alasan keuangan tetapi memiliki keunggulan akademik sehingga masuk dalam
penerima insentif bantuan siswa asing dari Badan Administrasi Independen dan JASSO, maka kami bisa membayar sesuai dengan uang
insentif tersebut
7. Kami akan memberikan 10,000 yen perorang sebagai perayaan selamat datang bagi Siswa.
8. Apabila siswa dapat lulus JLPT (N1 atau N2) selama masa kuliah, maka kami akan memberikan insentif berupa 40,000 yen bagi yang
lulus N1 dan 20,000 yen bagi yang lulus N2.
9. Apabila siswa jurusan Industri Mobil dapat memenuhi persyaratan berikut ini maka kami akan memberikan beasiswa perbulan sebesar
20,000 yen (kecuali bulan Agustus dan Maret). Tetapi, apabila siswa tersebut mendapatkan peringatan dari kepala Universitas,
disuspensi oleh Kampus dan tidak masuk kuliah maka kami tidak akan membayarkan pada bulan tersebut. Dan bagi siswa yang
memperpanjang masa kuliah, maka apabila pada bulan Juli tahun ke-2, siswa tidak dapat lulus JPLT N2 maka setelah ada pengumuman
hasilnya, kami tidak membayarkan beasiswanya.
①Siswa yang tidak menerima beasiswa dari JASSO dan Instansi lainnya.
②Siswa yang mendapatkan nilai baik pada disetiap ujian UTS dan UAS (Ujian Tambahan  juga  termasuk).
[PENERAPAN PERATURAN]
Pembatasan 

PERATURAN SISWA ASING
TOKUSHIMA COLLEGE OF TECHNOLOGY

[TUJUAN]
Pasal 1, Peraturan ini berisi tentang ketentuan yang penting mengenai siswa asing yang ingin masuk ke Tokushima College of 

Technology berdasarkan peraturan Tokushima College of Technology Pasal 14 dan 50.
[PERSYARATAN PENDAFTARAN]
Pasal 2, Pendaftar yang bisa masuk ke Universitas kami sebagai siswa asing, harus memenuhi kualifikasi penerimaan yang ditentukan 

oleh kampus.
[PROSEDUR PENDAFTARAN]
Pasal 3, Bagi pendaftar sebagai siswa asing, haru smengikuti “Prosedur Masuk Tokushima College of Technology” yang telah 
ditetapkan.[SELEKSI MASUK]
Pasal 4, Penyeleksian dengan melakukan pemeriksaan awal, tes kemampuan akademik, karakter, kesehatan, dan kemampuan bahasa 
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Tahun　　Bulan 　  Tanggal     

外国人留学生授業料減額申請書
      FORMULIR PENGAJUAN PENGURANGAN

BIAYA KULIAH UNTUK SISWA ASING
徳島工業短期大学

学長　多田博夫　様

年 月 日

Kepada Yth.: Tada Hiroo
Kepala Tokushima College Of Technology

（様式1）／ Form (FORM 1)

氏名／ Nama

経費支弁者／
Penjamin Biaya

□仕送りが平均月額9万円以下
□在日している保証人の年収が500万円未満
* Mohon beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. □

□
□ Penghasilan pertahun penjamin saya yang ditinggal di Jepang hanya

dibawah 5,000,000 yen

 私は、徳島工業短期大学留学生規程第10条の規定に基づき、以下の理由により、２年間の授
業料減額を申請します。なお、経済的な状況が好転した場合には、速やかに連絡いたします。

　／  Saya dengan ini mengajukan pengurangan biaya sekolah selama 2 tahun dengan alasan dibawah 
ini berdasarkan Peraturan Siswa Asing Tokushima College of Technology No. 10. Kemudian apabila 
saya mengalami peningkatan kondisi ekonomi, saya akan segera menginformasikannya.
＊該当するものに□をすること
理由（経済的に修学が困難な状況や生活状況など）
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詳細

□生活には困らないだけのお金があるが、日本との物価の差があるので十分な仕送りができな
い。
     一時的に年収が減少し、子供に十分な仕送りがしてやれない。
□当該子供のほかにも子供がおり、その子を養うために十分な仕送りができない。
□その他
Rincian
□ Meskipun ada cukup uang untuk hidup di Jepang,namun masih ada kesenjangan dengan harga di

Jepang,sehingga tidak dapat mengirim cukup uang.
□ Tidak dapat mengirim uang yang cukup kepada anak-anak karena pengurangan pendapatan tahunan.

□ Ada anak-anak lain selain yang ini,tidak bisa mengirim uang yang cukup kepada anak ini karena
harus membesarkan anak-anak lain.

□ Lainnya

／

／
Alasan (kesulitan secara finansial untuk bersekolah, kesulitan biaya hidup dan lain-lain).
Saya mendapatkan kiriman uang rata-rata 90,000yen perbulan.

□

／

／





宮城勢治

SURAT JAMINAN BERSAMA

Diserahkan
Tahun       Bulan      Tanggal
年 月 日

Tahun　　Bulan　　Tanggal

Tahun        Bulan      Tanggal
年 月 日

保証人との関係

Alamat Sekarang
Kode Pos

NAMA

Tanda

Nama dan Telpon Selain Penjamin Diatas

Tanggal Lahir

Hubungan dengan Siswa

Kode Pos
Alamat Sekarang

TEL

Siswa

NAMA

Nama dan Telpon Selain Penjamin Diatas Hubungan dengan Penjamin

Tanggal Lahir

Kepada Yth. Bapak Tada Hiroo, Kepala Tokushima College of 
Technology.

Pen-
jamin

／Perihal pemohon dibawah ini, saya bertanggung jawab atas siswa untuk mematuhi peraturan-peraturan 
ketika belajar di Universitas anda, dan juga saya bertanggung jawab atas masalah pribadi siswa. 
Kemudian, apabila siswa tidak membayar biaya sekolah yang telah ditentukan, saya akan membayarnya 
sesuai dengan arahan pihak kampus.

／Saya melampirkan dokumen ini untuk berkomitmen atas pernyataan diatas

／Penjamin harus seorang yang mempunyai identitas jelas dan dewasa dan bertimpat 
tinggal ditempat yang bisa selalu dengan sigap hadir disaat keadaan darurat.

／Apabila ada perubahan isi dokumen ini, segera untuk menyerahkan kembali.

／Penjamin juga bersedia sebagai wali.

／Bagi siswa yang belum menentukan tempat tinggalnya setelah masuk sekolah, apabila 
sudah menentukan dimana tempat tinggalnya, segera menyerahkan informasinya ke 
sekolah.

記／Catatan
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PROSEDUR IJIN PENGGUNAAN DAN PENGAMBILAN SURAT IZIN 
MENGEMUDI SEPEDA MOTOR 50CC ATAU MOBIIL BAGI SISWA ASING

31 Agustus 2009

Siswa menyerahkan formulir pengajuan ke asisten kepala penanggungjawab (PJ)

Asisten kepala penanggungjawab (PJ) siswa akan menyerahkan Formulir

Siswa mengiriman Formulir Pengajuan Ijin ke Walinya yang ada di Negara asal

Wali menandatangani dan menstempel Formulir Pengajuan Ijin tersebut dan
dikirim kembali langsung ke Direktur Universitas (Tidak dikirim kembali ke Siswa)

Asisten kepala penanggungjawab (PJ) siswa akan menghubungi siswa setelah

Siswa mendapatkan Surat Izin Mengemudi

Siswa menyerahkan copy SIM

Siswa membeli kendaraan dan mengikuti asuransi wajib dan opsional yang telah

Siswa menyerahkan dokumen yang diperlukan Formulir Pengajuan Ijin ke Asisten Kepala

Siswa menempel stiker untuk bukti ijin mengemudi, lalu bisa menggunakan kendaraan.

Tujuan dari prosedur ini supaya siswa dapat mematuhi isi dari perjanjian tentang alat transportasi yang 
diberikan ketika masuk kuliah.Di Jepang, Jumlah denda pertanggungjawaban ketika terjadi kecelakaan 
yang menyebabkan kematian sangat tinggi sekali yaitu 100 juta yen. Kemudian, didalam undang-undang 
Jepang, asuransi wajib hanya bisa menjamin sebesar 30 juta yen saja, sisanya dijamin oleh asuransi 
opsional.
Akan tetapi, pembayaran asuransi akan dikurangi berdasarkan tingkat kesalahan siswa ketika terjadi 
kecelakaan. Pada akhirnya, Penjamin finansial (wali umum) yang dikenakan kewajiban untuk membayar 
bagian yang tidak dibayar oleh asuransi ke korban kecelakaan.
Melihat kondisi aktual Jepang yang tersebut, kami sarankan kepada siswa untuk menggunakan sepeda saja 
sebagai alat transportasi. Jika melewati prosedur berikut ini, siswa dapat menggunakan sepeda motor 50cc.

Selain itu, apabila keluarga atau famili siswa yang sedang tinggal di Jepang menjadi penjamin bersama 
yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama dengan wali, siswa dapat mendapatkan 
SIM dan menggunakan sepeda motor 50cc.
Bagi anda yang ingin menjadi penjamin bersama, mohon serahkan dokumen yang dibutuhkan dan 
datang ke kampus untuk berkonsultasi dengan direktur universitas.
Universitas dapat mengijinkan prosedur perubahan penjamin bersama berdasarkan hasil tersebut.
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FORMULIR PENGAJUAN IJIN PENDAFTARAN
KEPEMILIKAN KENDARAAN SISWA ASING

Komitmen Keselamatan Berkendara

Persyaratan Ijin Kepemilikan Kendaraan dan Parkir

Perhatian Cara Pengisian Diatas
1) Isi didalam kolom yang disediakan, beri tanda checklist ke dalam □ .
2) Masa Ijin adalah didalam tahun yang sama ketika ijin keluar (sampai akhir bulan Maret). Perpanjangan

ditahun berikutnya.
3) Stiker Ijin Masuk (tempel dibagian untuk pencegah lumpur yang ada dibawah nomor plat).

<Perhatian Ketika Menyerahkan Dokumen> Setelah Pengisian dan Tanda Tangan
1) Copy Asuransi Opsional
2) Copy SIM
3) Copy Asuransi Kendaraan
4) Serahkan dokumen ini bersamaan dengan biaya pendaftaraan ke Bagian Penanggungjawab Siswa.

Kolom Inspeksi Kendaraan (Diisi oleh pihak kampus)

Saya secara sadar bertanggung jawab sosial untuk menjaga keselamatan dalam berkendara yang menjadi tugas 
universitas ini. Saya berjanji untuk sepenuh tenaga untuk mematuhi peraturan lalu lintas diluar kampus dan 
mencegah kecelakaan lalu lintas serta berkendara dengan aman.

Saya akan berusaha keras untuk memberi arahan semampu saya perihal dibawah ini. Saya juga akan 
menanggung suku cadang kendaraan. Apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, Saya akan 
menanggung semua tanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut, dan Saya bersedia menerima semua 
konsekuensinya tanpa ada keberatan sama sekali. Dengan ini saya setuju mengenai berkendara ke kampus 
dan kepemilikan kendaraan oleh siswa.

      Tahun        Bulan        Tanggal

Tahun                      Bulan                                    Tanggal (Tulisan Tangan) Nama                                                 Tanda

□□□-□□□□Alamat Sekarang: Kode Pos

Alasan Memiliki Kendaraan

Su
rat

 Pe
rse

tuj
ua

n P
en

jam
in 

Fin
an

sia
l

Pe
rs

ya
ra

ta
n 

Ik
ut

A
su

ra
ns

i O
ps

io
na

l

M
as

a A
kt

if

Te
rh

ad
ap

O
ra

ng
Te

rh
ad

ap
O

bj
ek

Tahun                 Kelas No. (Tulis Tangan) Nama Tanda

Jenis Kendaraan Sepeda Motor 50cc  Tanpa Batas

Ribu Yen

Aktif

Sampai           Tanggal

Thn/Bln/Tgl

Setiap Hari

Kepala
Penanggungjawab

Siswa

Kepala
Hubungan

Internasional
Wali KelasSekretariat

Universitas
Penanggung

Jawab
Direktur

Universitas

Merk

Nama Kendaraan

Nomor Daftar No.

Nama Pengguna
Hubungan

Dengan Pemilik
Persyaratan
Pemakaian

Telp.

 Tanpa Batas

Ribu Yen

Kadang-kadang Lainnya（　　　）
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令和 3年度 徳島工業短期大学 第四次留学生入試問題 問題用紙 1/4

受験番号 氏名

１．次の（１）～（10）の X の値を求めなさい。 （１問 ３点、 １０問で合計３０点）

（１） X ＝ （7－4）＋（3－9）×（5－4） （２） X ＝ { 21＋3×5－（－4）２}÷2

（３） X ＝ 0.27×0.5 (４) X ＝ 0.72÷0.4

（５） X ＝ 0.04×0.25 (６) X ＝ (0.58－0.08)×（4.5＋0.75÷0.5）

（７） X ＝
1
3
＋
1
2

※解答は分数 （８） X ＝
29−12
40−16

÷
17
8

※解答は分数

（９） X = 9× 16 （10） X ＝ 144－ 121
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令和 3 年度 徳島工業短期大学 第四次留学生入試問題 問題用紙 2/4

受験番号 氏名

２．次の方程式を解きなさい。 （1 問 5 点、4 問で合計 20 点）

（1） X２＋4X－5＝０ （2） X２＋16X＋63＝０

（3） X２－33X＋200＝０ （4） 4X２＋24X－28＝０

３．次の連立方程式を解きなさい。 （1 問 5 点、2 問で合計 10 点）

（1）
X = 2Y + 8
5X＋3Y = 1 （2）

2X＋5Y＝12
Y＝3X − 1
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令和 3 年度 徳島工業短期大学 第四次留学生入試問題 問題用紙 3/4

受験番号 氏名

４．次の問に答えなさい。（1 問 5 点、4 問で合計 20 点）

（1） 右図の２等辺三角形の底角∠ABC は何度ですか。

ただし、辺 AB＝辺 AC、頂角∠BAC＝40°とする。

（2） 右図の直角三角形の辺�A��B�の長さはいくらですか。

ただし、辺�B�C�=8 ㎝、辺�C��A�＝6㎝、∠ACBは直角とする。

3
（3） sinθ＝

2
のとき、cosθの値はいくらですか。

ただし、０°＜θ＜90°とする。 ※解答は分数

（4） 下図のような直径 50mm の円の面積は何 cm2 か。

ただし、円周率（π）を 3.14 として計算し、小数点第 1 位を四捨五入しなさい。

A

C

B C

A

50mm

B
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令和 3 年度 徳島工業短期大学 第四次留学生入試問題 問題用紙 4/4

受験番号 氏名

５．次の問に答えなさい。 （1 問 5 点、4 問で合計 20 点）

(1) 自動車が一定速度で片道 30km の坂道を往復したところ、上りに 50 分、下りに 30 分を要

しました。上りと下り、それぞれの平均速度は何 km/h ですか。

（2） 直径 30cm の円筒が１秒間に 10 回転の速さで転がるとき、この円筒の移動速度（分速）

は何ｍ/分ですか。

ただし、円周率（π）を 3.14 として計算し、小数点第 1 位を四捨五入しなさい。

（3） ある自動車が一定速度で 300m の区間を通過するのに 30 秒かかりました。

この自動車の時速は何 km/h ですか。

（4） ある自動車が時速 36km/h から 72km/h まで 5 秒間で加速した。5 秒間の加速度は

何 m/s2 か。



� �
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令和 3 年度 徳島工業短期大学 第四次留学生入試問題解答

受験番号 氏名

点数

問題番号 解 答 問題番号 解 答 問題番号 解 答

1－（1） X= -3 1－（2） X= 10 1－（3） X=0．135

1－（4） X=1．8 1－（5） X=0．01 1－（6） X=3

1－（7） X=5/6 1－（8） X=－1/3 1－（9） X=12

1－（10） X=1

2－（1）
X１＝1

X２＝－5

2－（2）
X１＝－7

X２＝－9

2－（3）
X１＝8

X２＝25

2－（4）

X１＝1

X２＝－7

3－（1）

X=2

Y=－3

3－（2）

X=1

Y=2

4－（1） 70 ° 4－（2） 10 ㎝ 4－（3） cosθ＝1/2

4－（4） 20 cm２

5－（1） 平均速度＝（上り） 36 ㎞/h （下り） 60 ㎞/h 両方正解で○５点

5－（2） 565 ｍ/分 5－（3） 36 ㎞/h 5-(4) 2 m/s2
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