
県内の専修学校における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績 入学資格等

①学校法人今泉学園今泉女子
専門学校

○ ○ ○ 授業料 免除規定は特になし

http://www.imajo.net 奨学金 日本学生支援機構奨学金

住宅 学校優待契約アパート有

コロナ 現在特に規定はないが、状況により対応

その他 アパート紹介・就職サポート等

②国際ビジネス公務員大学校 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・FSGカレッジリーグ「FSG特待生制度」により、入学金・授業料
等の免除

http://www.jo-bi.jp 奨学金 ・JASSO（日本学生支援機構奨学金）(月額48,000円)
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金（月額70,000
円）

住宅 ・希望者には保証人不要の個人契約アパート紹介

コロナ ・オンライン説明会の実施
・オンライン入試の実施

その他 ・日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

③国際アート＆デザイン大学
校

○ ○ ○ ○ 授業料 ・FSGカレッジリーグ「FSG特待生制度」により、入学金・授業料
等の免除

http://www.art-design.ac.jp 奨学金 ・JASSO（日本学生支援機構奨学金）(月額48,000円)
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金（月額70,000
円）

住宅 ・希望者には保証人不要の個人契約アパート紹介

コロナ ・オンライン説明会の実施
・オンライン入試の実施

その他 ・日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

各学校における支援内容

入学時までに満１８歳に達し、以下の要件を全て満たす者

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、若しくは修了見込み
  の者(準備教育課程を卒業し通算１２年の学校教育を修了した者を含む)
２．日本語能力に関して、以下のいずれかの要件を満たす者
　①日本国内の日本語教育施設で６か月以上の日本語教育を受けた者
　②日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格した者
　③日本留学試験(EJU)の日本語科目(読解・聴解・聴読解の合計)200点以上の者
　④BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の者
　⑤学校教育法第一条に規定する学校で１年以上の教育を受けた者
　 (但し幼稚園を除く)
３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
  欲を有する者
４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者

入学時までに満１８歳に達し、以下の要件を全て満たす者

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、若しくは修了見込み
  の者(準備教育課程を卒業し通算１２年の学校教育を修了した者を含む)
２．日本語能力に関して、以下のいずれかの要件を満たす者
　①日本国内の日本語教育施設で６か月以上の日本語教育を受けた者
　②日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格した者
　③日本留学試験(EJU)の日本語科目(読解・聴解・聴読解の合計)200点以上の者
　④BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の者
　⑤学校教育法第一条に規定する学校で１年以上の教育を受けた者
　 (但し幼稚園を除く)
３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
  欲を有する者
４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者

・日本国以外の国籍を持ち、入学時までに１８歳に達する方。
・外国において、学校教育１２年間の課程を修了した方及び入学時までに終了見込みの
方、もしくは本国において大学入学資格を持つ方。またこれに準
  じる方で文部科学大臣の指定した方。
・日本語教育振興協会認定の日本語学校において６ヵ月以上の教育を受けた方、また
  は財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する「日本語能力試験」
  のN2もしくは２級以上に合格している方。
・日本語学校における出席率が概ね９０％以上の方。
・在学中の学費、生活費等の費用が用意できる方。
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県内の専修学校における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績 入学資格等 各学校における支援内容

④国際情報工科自動車大学校 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・FSGカレッジリーグ「FSG特待生制度」により、入学金・授業料
等の免除

http://www.wiz.ac.jp 奨学金 ・JASSO（日本学生支援機構奨学金）(月額48,000円)
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金（月額70,000
円）

住宅 ・希望者には保証人不要の個人契約アパート紹介

コロナ ・オンライン説明会の実施
・オンライン入試の実施

その他 日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

⑤国際医療看護福祉大学校 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・FSGカレッジリーグ「FSG特待生制度」により、入学金・授業料
等の免除

http://www.i-medical.jp 奨学金 ・JASSO（日本学生支援機構奨学金）(月額48,000円)
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金（月額70,000
円）

住宅 ・希望者には保証人不要の個人契約アパート紹介

コロナ ・オンライン説明会の実施
・オンライン入試の実施

その他 ・日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

⑥国際ビューティファッショ
ン・製菓大学校

○ ○ ○ ○ 授業料 ・FSGカレッジリーグ「FSG特待生制度」により、入学金・授業料
等の免除

http://www.b-f.ac.jp 奨学金 ・JASSO（日本学生支援機構奨学金）(月額48,000円)
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金（月額70,000
円）

住宅 ・希望者には保証人不要の個人契約アパート紹介

コロナ ・オンライン説明会の実施
・オンライン入試の実施

その他 ・日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

入学時までに満１８歳に達し、以下の要件を全て満たす者

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、若しくは修了見込み
  の者(準備教育課程を卒業し通算１２年の学校教育を修了した者を含む)
２．日本語能力に関して、以下のいずれかの要件を満たす者
　①日本国内の日本語教育施設で６か月以上の日本語教育を受けた者
　②日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格した者
　③日本留学試験(EJU)の日本語科目(読解・聴解・聴読解の合計)200点以上の者
　④BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の者
　⑤学校教育法第一条に規定する学校で１年以上の教育を受けた者
　 (但し幼稚園を除く)
３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
  欲を有する者
４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者

入学時までに満１８歳に達し、以下の要件を全て満たす者

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、若しくは修了見込み
  の者(準備教育課程を卒業し通算１２年の学校教育を修了した者を含む)
２．日本語能力に関して、以下のいずれかの要件を満たす者
　①日本国内の日本語教育施設で６か月以上の日本語教育を受けた者
　②日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格した者
　③日本留学試験(EJU)の日本語科目(読解・聴解・聴読解の合計)200点以上の者
　④BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の者
　⑤学校教育法第一条に規定する学校で１年以上の教育を受けた者
　 (但し幼稚園を除く)
３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
  欲を有する者
４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者

入学時までに満１８歳に達し、以下の要件を全て満たす者

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、若しくは修了見込み
　の者(準備教育課程を卒業し通算１２年の学校教育を修了した者を含む)
２．日本語能力に関して、以下のいずれかの要件を満たす者
　①日本国内の日本語教育施設で６か月以上の日本語教育を受けた者
　②日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格した者
　③日本留学試験(EJU)の日本語科目(読解・聴解・聴読解の合計)200点以上の者
　④BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の者
　⑤学校教育法第一条に規定する学校で１年以上の教育を受けた者(但し幼稚園を除く)
３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
　欲を有する者
４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者
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県内の専修学校における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績 入学資格等 各学校における支援内容

⑦郡山健康科学専門学校 〇 〇 〇 〇 授業料 本学の定める入試区分にて対応するものがあれば免除となる場合
があります。

www.k-tohto.ac.jp 奨学金 日本学生支援機構等を案内します。

住宅 学生寮またはアパート斡旋等の対応が可能です。

コロナ 遠隔教育による学習サポート、公的制度を活用した各種修学支援
を行います。

その他 英語、中国語ができる教職員を配置しており、生活・学習・就職
の面で留学生をサポートします。

⑧福島医療専門学校 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・免除規定は特になし

http://www.f-iryo.ac.jp/ 奨学金 （株）共立メンテナンス奨学基金奨学金
本校規定「日本語学科奨学金」（進学2年コース：10万円/1.5年
コース：7.5万円）　　　※卒業までの出席率が90％以上かつN3
合格であれば返金義務なしとなる

住宅 ・学生寮（生活家電・家具の備え付け）
・アパート紹介

コロナ アルバイト情報提供、経済的支援等、相談に応じます。

その他 日本語学校協同組合「留学生プラン」保険加入。フィリピン人の
職員を採用。

【介護福祉学科】
次に挙げる要件を全て満たす必要があります。
□ 通常の12年以上の学校教育を修了した方、若しくは修了見込の方。
　（準備教育課程を卒業し通算12年の学校教育を修了した者を含む）
□ 日本語能力に関して、下記の 1 を満たし且つ 2.3.4 のうち、いずれかの要件を満
　 たす方。
  1.法務省告示を受けた日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けた
　　方。
  2.日本語能力試験（JLPT）N3以上を取得した方。
  3.日本留学試験（EJU）の日本語科目（読解・聴解・聴読解の合計)180点以上を取得
　　した方。
  4.BJTビジネス日本語能力テストで360点以上を取得した方。
□ 専門分野における知識や技能を修得することに強い意欲を持つ方。
□ 在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する方。
□ 日本語教育機関又は現在籍校での出席率が85％以上の方。
  ※ 【必須】3月上旬に2月末までの出席状況証明書を再度ご提出ください。なお、
　　　これにより2月末時点での出席率が、出願時に比べ、極端に低い場合は、合格が
　　　取り消される場合もありますので、ご注意ください。

【日本語学科】
・本国において通常の課程による12年の学校教育（日本の高等学校卒業程度以上）を
　修了した方
・年齢が18歳から25歳までの方（原則として最終学歴卒業年から5年以内）
・日本語学習歴が150時間以上、もしくは日本語能力試験（JLPT）のＮ5以上、または
　同等の日本語能力を証明できる書類（TOPJ初級A-5・NAT-TEST 5級・J.TEST F級等）
　を提出できる方
・経費支弁者を有する方

【日本語学科】
・日本国籍を有しない者
・外国において、学校教育における12年間の課程を修了した者、又はこれに準ずる者
・入学時において18歳以上である者
・進学2年コース：日本語能力試験N5以上に合格している者、又はこれに準ずる者
　進学1.5年コース：日本語能力試験N5以上に合格している者、又はこれに準ずる者
〇上記の条件をすべて満たし、かつ母国での日本語学習時間が180時間以上である事、
　若しくは出入国在留管理局の定める日本語能力試験に合格している者
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県内の専修学校における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績 入学資格等 各学校における支援内容

⑨福島県理工専門学校 〇 授業料 ・免除規定は特になし

http://www.rikou.ac.jp/ 奨学金 ・日本学生支援機構奨学金

住宅

コロナ ・特になし

その他

⑩しらかわ介護福祉専門学校 〇 授業料 免除規定は特になし(２回に分納可)
介護福祉士修学資金等貸付制度紹介(審査有)

http://shirakawa-kaigo.jp 奨学金 日本学生支援機構奨学金

住宅 不動産斡旋サポート

コロナ

その他 学生傷害保険加入（学校負担）
英語、ネパール語版の学校案内パンフレットを準備
授業中におけるアイパット翻訳ソフトの無償貸し出し

⑪いわき文化服飾専門学校 授業料 ・分納可能

http://www.asahi-
net.or.jp/~am3f-iskw/

奨学金

住宅 ・アパート探しサポート

コロナ

その他 ・日本語学習サポート　　・就職活動サポート
・在留資格更新サポート　・学校行事（年に数回あり）

・外国において１２年間の学校教育を受けた１８歳以上の者

・日本語能力試験のN３に合格した者、又は、日本国内における日本語教育機関で２年
　間の日本語教育を受けた者、若しくは日本の高等学校や大学を卒業した者

・本校開催のオープンキャンパスに参加し介護福祉士資格取得に意欲的な者

1. 高卒以上（見込み可）の学歴を有し、全色盲でない者。

○ ○ ○ ・外国において、学校教育における12年間の課程を修了した方
  または、これと同等以上の学力があると認められる満１８歳以上に達した方
　
・日本語能力検定【N３程度】以上の日本語能力を有している方
・日本語学校における出席率が概ね85％以上の方
・在学中の学費、生活費等の費用が用意できる方
・ファッション･アパレル分野にて活躍することを目指す方
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県内の専修学校における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績 入学資格等 各学校における支援内容

⑫学校法人畑学園　磐城学芸
専門学校

○ ○ ○ 授業料 ・入学時および進級時の設備費・教育充実費免除
・入学時JLPT N2以上合格者に対し授業料の一部を免除

http://iwaki-gakugei.ac.jp 奨学金 ・各種検定試験合格者に対し奨学金給付（授業料を一部免除）
・日本学生支援機構学習奨励費給付事業利用（月額48,000円）

住宅

コロナ ・アルバイト等の紹介・学費納入期限の延長等の相談に応じる
・状況によるオンライン授業等の体制準備

その他 ・学生災害傷害保険加入（学校負担）・学校行事（遠足・スキー
教室等）費用一部補助
・就職活動サポート

⑬磐城高等芸術商科総合学園 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・入学金、学費等一部補助（志願者全員）
・一括・分割納付選択可能

https://i-geisho.jp/ 奨学金 ・日本学生支援機構奨学金
・出席　95％以上で学費一部補助

住宅 ・アパート紹介

コロナ ・在宅課題学習
・遠隔教育による学習サポート、公的制度を活用した各種修学支
援を行います。

その他 ・日本語学習サポート、就職活動サポート、アルバイト紹介

１．外国において学校教育における１２年の課程を修了した者

２．専門学校において教育を受けるに足りる日本語能力を有する者

３．留学の目的が明確であり、専門分野における知識や技能を修得することに強い意
　　欲を有する者

４．在留期間中の学費及び生活費用を支弁する十分な資産等を有する者

・日本の法律および学則を守り、勉学に意欲があること

・外国において通常の課程による１２年間の学校教育を終了したこと

・専門学校で教育を受けられる日本語力があること（日本語能力試験N3以上）

・日本語学校の出席率が概ね90％以上であること

・在学中に必要な全ての経費が払えること
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