
 

 東京国際学園外語専門学校 

募集要項 

●国際ビジネス科(2年制) 

 -韓国語コース 

 -中国語コース 

●情報デザイン科（2年制） 

   ●情報デザイン応用科(1年制) 
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 募集概要  

設置学科   

学科 修学期間（2023年 4月～） 時間(月～金曜日) 入学定員 

国際ビジネス科(午前) 2年 ９時～１２時２０分 33名 

国際ビジネス科(午後) 2年 １３時～１６時２０分 33名 

情報デザイン科(午前) 2年 ９時～１２時２０分 33名 

情報デザイン科(午後) 2年 １３時～１６時２０分 33名 

情報デザイン応用科(午前) 1年 ９時～１２時２０分 60名 

情報デザイン応用科(午後) 1年 １３時～１６時２０分 60名 

   ※午前午後は選べません。合否結果とともに通知いたします。 

 

入学資格  

・高等学校を卒業した方(2023年 3月に卒業見込みの方を含む) 

・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(2023年 3月合格見込みを含む)、及

び本校入学時に満 18歳以上の方 

・外国において学校教育 12年以上の課程を修了した方 

・上記と同様以上の学歴があると認められる方 ※要相談 

 

試験日程 

・出願開始  AO入試・社会人推薦入試 2022年 9月 1日(木)～ 

学校推薦入試・一般入試   2022年 10月 1日(土)～ 

期 出願期間 選考日 AO入試 

社会人推薦 

学校推薦 一般 

社会人一般 

1期 ～ ９月 ９日(金) ９月１０日(土) 〇   

2期 ～ ９月２３日(金) ９月２４日(土) 〇   

3期 ～１０月 ７日(金) １０月 ８日(土) 〇 〇 〇 

4期 ～１０月２１日(金) １０月２２日(土) 〇 〇 〇 

5期 ～１１月１１日(金) １１月１２日(土) 〇 〇 〇 

6期 ～１１月２５日(金) １１月２６日(土) 〇 〇 〇 

7期 ～１２月 ９日(金) １２月１０日(土)  〇 〇 

8期 ～１２月２３日(金) １２月２４日(土)  〇 〇 

9期 ～2023年１月２０日(金) １月２１日(土)   〇 

1０期 ～ １月２７日(金) １月２８日(土)   〇 

11期 ～ ２月１０日(金) ２月１１日(土)   〇 

12期 ～ ２月２４日(金) ２月２５日(土)   〇 

13期 ～ ３月 ３日(金) ３月４日(土)   〇 

14期 ３月５日(日)～３月３１日(金) 随時   〇 

・合否通知発送日：入学選考後 1週間以内に選考結果を本人宛に郵送します。 

・入学手続き期間：選考結果とともにお送りする書類に記載の当校指定の期限日。(2週間以内程度) 

・併願制度を利用の場合、制度をご参照ください。(P.8) 



3 

 

 AO入試    

応募基準 

次の各項すべてに該当する方 

(1)本校を第一志望とする方で、外国語分野/情報分野を理解し、将来この分野で働きたいと強い志を持つ方 

(2)2023年 3月に高等学校卒業見込みの方 

(3)オープンキャンパス等(学校説明会・体験授業・オンライン相談会)に参加し、個別面談を受けた方 

 

出願から入学手続きまでの流れ 

STEP1.オープンキャンパス等に参加 

学校説明会・体験授業・オンライン相談会などに 1回以上参加し、 

本校のカリキュラムや内容を理解し、学校の雰囲気を感じてください。 

「エントリーシート」を受け取ってください。 

 

 

 

 

 

STEP2.個別面談を受ける 

オープンキャンパス当日に個別面談を受けてください。もしくは、個別面談の予約をし、別

日に、個別面談を受けてください（来校または、オンラインでの個別面談が可能）。 

個別面談後、「エントリーシート」に出願許可の受付印を押します。 

 

 

 

 

 

STEP3.エントリーシート提出 

エントリーシートに必要事項を記入し、提出ください。 

エントリー期間：体験授業開始日から 11月 25日(金)まで 

 

           ＜エントリーシート送付先住所＞ 

            〒35０－1133 埼玉県川越市砂 1071－5 

            東京国際学園外語専門学校 入試係行 

 

 

 

AO(アドミッションズ・オフィス)入試とは、出願者の「やる気」や「適性」と、本校が求める学生像(アドミッショ

ン・ポリシー)を照らし合わせ合否を決める入試制度。 

「本校が求める学生像」 

本校を第一志望とする者で、外国語分野/情報分野を理解し、将来この分野で働きたいと強い志を持つ者。 

 

学校説明会・体験授業に参加の方

本校にて「エントリーシート」をお渡

しします。 

オンライン相談会に参加の方 

その後の個別面談の際に「エントリーシ

ート」をお渡し、もしくは郵送します。 

本校で個別面談を受けた方 

「エントリーシート」に出願許可の受

付印を押し、お渡しします。 

オンラインで個別面談を受けた方 

出願許可の受付印を押した「エントリー

シート」を郵送します。 
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STEP4.願書提出 

               出願時の必要書類を、出願期間内に提出してください。 

               出願期間：２０２２年９月１日(木)～１１月２５日(金) 

               出願書類： 

(1)入学願書(写真 4x3cm貼付・カラー・上半身・無背景・裏面に氏名記入のこと) 

【書式 1】 

(2)調査書（厳封したもの） 

※高等学校卒業後、調査書が発行されない場合は、卒業証明書 

(3)入学検定料用紙【書式２】 

受験料：2０,000円 

振込先：みずほ銀行 上福岡支店 普通 0901063 「東京国際学園」 

※受験料 2０,000円の銀行振込領収書のコピーを貼付してください。  

来校の場合は、窓口で納入してください。 

                (4)誓約書(願書裏面)【書式 3】 

                    (5)志願理由書(志望する理由・学習意欲などを記入してください。)【書式 4】 

（6）その他資料(検定合格証書のコピーなどがあれば) 

 

          郵送の場合：本校指定の封筒に必要書類をすべて入れ、封筒裏面のチェックリストで確認の上 

簡易書留でお送りください。 

※郵送書類は、出願期間に本校に必着となるように余裕をもって郵送してください。 

 

窓口提出の場合：必要書類をすべてそろえ、出願期間内の月～金曜日の９時～17時に本校 

            窓口に提出、受験料をお支払いください。 

                      (10月 1日(土)以降の土日開催のオープンキャンパス時も来校にて受付可能) 

            ※なお、出願書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

STEP5.書類審査 

               選考方法：書類審査 

              入学選考後 1 週間以内に選考結果を本人宛に郵送します。なお、電話での合否結果のお

問い合わせには応じかねますのでご了承ください。 

 

STEP6.入学手続き 

                入学選考結果とともにお送りする期限日(合格発表より約２週間後)までに学費を納入し、 

入学手続きを済ませてください。 

  

 

＊＊AO入試の特典＊＊ 

9月 30日(金)までに入学手続きをした場合は、入学金 5０，０００円を免除 

11月 30日(水)までに入学手続きをした場合は、入学金５０，０００円のうち 20,000円を免除 
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 社会人推薦入試  

応募基準 

・次の各項すべてに該当する方 

(1)本校を第一志望とする方で、外国語分野/情報分野を理解し、将来この分野で働きたいと強い志を持つ方 

(2)オープンキャンパス等(学校説明会・体験授業・オンライン相談会)に参加し、個別面談を受けた方 

・加え、次の各項いずれかに該当する方 

(1)高等学校を卒業した方 

(2)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(2023 年 3 月までの合格見込み

を含む)、及び本校入学時に満 18歳以上の方 

(3)外国において学校教育 12年以上の課程を修了した方 ※要相談 

(4)上記と同様以上の学歴があると認められる方 

 

出願から入学手続きまでの流れ 

P.3.4のAO入試と同様 

 

 

＊＊社会人推薦入試の特典＊＊ 

9月 30日(金)までに入学手続きをした場合は、入学金 5０，０００円を免除 

11月 30日(水)までに入学手続きをした場合は、入学金５０，０００円のうち 20,000円を免除 
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 学校推薦入試  

応募基準 

次の各項すべてに該当する方 

(1)本校が第一志望の方 

(2)2023年 3月に高等学校卒業見込みの方 

(3)評定平均が 2.7以上または、学校生活・課外活動・資格取得等において評価され、出身高等学校長の推薦を

受けた方 

  

出願方法 

下記、出願書類の準備・提出が必要になります。 

＜出願書類＞ 

(1) 入学願書(写真 4x3cm貼付・カラー・上半身・無背景・裏面に氏名記入のこと)【書式 1】 

(2) 学校推薦書【書式 5】 

(3) 調査書（厳封したもの） 

(4) 入学検定料用紙【書式 2】 

受験料：2０,000円 

振込先：みずほ銀行 上福岡支店 普通 0901063 「東京国際学園」 

※受験料 20,000円の銀行振込領収書のコピーを貼付してください。 

来校の場合は、窓口で納入してください。 

(5)誓約書(願書裏面)【書式 3】 

(6)志願理由書(志望する理由・学習意欲などを記入してください。)【書式 4】 

(7)その他資料(検定合格証書のコピーなどがあれば) 

郵送の場合：本校指定の封筒に必要書類をすべて入れ、封筒裏面のチェックリストで確認の上、簡易書留で 

お送りください。 

※郵送書類は、出願期間に本校に必着となるように余裕をもって郵送してください 

 

       窓口提出の場合：必要書類をすべてそろえ、出願期間内の月～金曜日の９時～17時に本校窓口に提出、  

                 受験料をお支払いください。 

             (10月 1日(土)以降の土日開催のオープンキャンパス時も来校にて受付可能) 

   ※なお、出願書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。  

 

選考方法・試験科目 

面接及び出願書類の総合判定 

 

選考結果 

入学選考後 1週間以内に選考結果を本人宛に郵送します。 

なお、電話での合否結果のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 

 

入学手続き 

  入学選考結果とともにお送りする期限日(合格発表より約２週間後)までに学費を納入し、入学手続きを済ませて 

ください。 
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 一般入試  

応募基準 

次の項目のいずれかに該当する方 

(1)高等学校を卒業した方または、２０２３年３月に卒業見込みの方 

(2)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(2023 年 3 月までの合格見込みを

含む)、及び本校入学時に満 18歳以上の方 

(3)外国において学校教育 12年以上の課程を修了した方 

(4)上記と同様以上の学歴があると認められる方※要相談 

 

出願方法 

下記、出願書類の準備・提出が必要になります。 

＜出願書類＞ 

(1)入学願書(写真 4x3cm貼付・カラー・上半身・無背景・裏面に氏名記入のこと)【書式 1】 

(2)入学検定料用紙【書式 2】 

受験料：25,000円 

振込先：みずほ銀行 上福岡支店 普通 0901063 「東京国際学園」 

※受験料 25,000円の銀行振込領収書のコピーを貼付してください。 

来校の場合は、窓口で納入してください。 

(3)誓約書【書式 3】 

（4）志願理由書(志望する理由・学習意欲などを記入してください。)【書式 4】 

(5)調査書（厳封したもの） 

(6)その他資料(検定合格証書のコピーなどがあれば) 

郵送の場合：本校指定の封筒に必要書類をすべて入れ、封筒裏面のチェックリストで確認の上、簡易書留で 

お送りください。 

※郵送書類は、出願期間に本校に必着となるように余裕をもって郵送してください 

 

       窓口提出の場合：必要書類をすべてそろえ、出願期間内の月～金曜日の９時～17時に本校窓口に提出、  

                 受験料をお支払いください。 

             (10月 1日(土)以降の土日開催のオープンキャンパス時も来校にて受付可能) 

   ※なお、出願書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。  

 

選考方法・試験科目 

面接及び出願書類の総合判定 

 

選考結果 

入学選考後 1週間以内に選考結果を本人宛に郵送します。 

なお、電話での合否結果のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 

 

入学手続き 

 入学選考結果とともにお送りする期限日(合格発表より約２週間後)までに学費を納入し、入学手続きを済ませて 

ください。 
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 学費各種制度  

 1年次 2年次 

入学金 ５０，０００円 - 

授業料 600,000円 600,000円 

教育施設費・備品教材費等 100,000円 100,000円 

合計 750,000円 700,000円 

分納の場合 (前期) 400,000円 

(後期) 350,000円 

(前期) 350,000円 

(後期) 350,000円 

※入学後に、別途教科書代・資格試験の検定料・遠足費等がかかります。 

※分納方法：前期 40万円(入学金含む場合)・後期 35万円 

※JASSOなどの奨学金を使われている方は、支払いについてご相談ください。 

＜学費納入方法＞ みずほ銀行 上福岡支店 普通 0901063「東京国際学園」へお振込となります。 

選考結果とともに入学手続きについて、詳細をお知らせします。 

 

必携 PCについて 

 入学後、下記の目的等で日常的に PC を利用する機会があります。詳しくは入学手続きのご案内にてお知らせ

します。なお、使用目的は下記の通りですので、ご確認ください。 

   

 

 

 

学費返金規定 

2０23年 3月 31日(木)までに本学指定の入学辞退願を提出した一般入試の合格者については、入学金と手数

料(３万円)を除く学費、教育施設費・備品教材費等を返還します。 

入学辞退願用紙が必要な場合、049-245-2882までご連絡ください。 

※2０23年 4月 1日(金)以降の返還請求には応じられません。 

 

併願制度 

・対象者：大学・短期大学・専門学校を併せて受験しようとする方で、本校の「一般入試」を受ける方 

・申請方法：入学願書の入試区分に併願制度利用の旨をご記入ください。 

・併願入学手続き：本校合格時に、入学金のみ納入(入学金の返金はありません。) 

                 入学する場合は、残りの学費を併願制度申請者の入学手続き締切日である 

2023年 3月 24日(金)までに納入することで入学手続きが完了します。 

 

休学・復学制度 

・休学制度や復学制度があります。詳細については別途ご相談ください。 

 

留学生の入学について 

・出願期間：3月３１日まで(金) 

・出願方法：別途、募集要項(留学生用)をご覧ください。 

 

レポートや課題作成・情報収集や調べもの・プレゼンテーション資料作成・就職活動 

情報デザイン学科は専門ソフトの使用※原則学校に用意 
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個人情報の取り扱いについて 

本校（東京国際学園外語専門学校といい、以下も同様とします）は、利用目的をできる限り特定したう

え、予めご本人（その個人情報によって識別される特定の個人）の同意を得た場合、及び法令により例外

として取り扱うことが認められている場合を除き、利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。 

 

 

 

 

利用目的  

本校は、出願書類、及び入試成績において取得した個人情報を以下に定める目的に限って利

用します。 

(1) 出願書類不備における連絡 

(2) 入学試験の実施、及び試験に関わる資料の作成 

(3) 合否判定 

(4) 合否通知の送付、及び連絡 

(5) 合格した際の入学手続き書類等の送付、及び連絡 

(6) 入学式の案内の送付、及び連絡 

(7) 個人を特定しない統計数値作成、及び分析結果の利用 

 

お問い合わせ先 

東京国際学園外語専門学校 入試係 

〒350-1133 埼玉県川越市砂 1071-5 

TEL 049-245-2882/FAX 049-245-2882 

Email tilcinfo@tilcollege.com 

受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時 3０分 

(休校日・祝日を除く) 

 

mailto:tilcinfo@tilcollege.com

