
外国人留学生募集要項

（日本語科）

「日本語のできる技術者」養成
※文部科学大臣告示による称号「専門士」の付与
※大学への編入学可



学校 概要

学校紹介

本校は１９８３年創立された工業系の専門学校です。

熊本県で最も規模の大きな専門学校の一つです。また

本校は学校法人 開新学園に属しており、開新学園の

母体である開新高校は百余年の歴史を持っています。

１９９１年に国際交流会館が建てられ、「大学進学」

と「日本語のできる技術者」の養成のため２０００年

に日本語科も新設されました。本校には日本語科のほ

かに、自動車整備工学科、電気システム科、機械シス

テム科があります。

日本語を２年間学習した後、殆ど留学生が本校の専

門学科に進学し、２年間学習、専門の技術を身につけ

日本の企業に内定し「就労ビザ」を取得し働いて

います。

地理位置

◆九州第３の都市

◆物価が安くて暮らしやすい

◆治安がいい

◆生活が便利

【熊本市内にあります】
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生活費
東京 月１０～１２万円
熊本 月５万円

政令指定都市である熊本市は便利性と緑豊かな自
然を兼ね備えた街です。

日本は治安が良い国ですが、その中でもさらに熊
本は
治安が良い街です。

スーパーや病院が多く日常の生活に便利です。



日本語科 概要
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課程紹介 文化体験及び定例活動

◆課程

◆授業時間

◆教科書

◆開設科目

二年コース：４月入学
一年半コース：１０月入学

午前９:００～１０:３０、１０:４０～１２:１０
午後１２：５０～１４：２０

初級 『みんなの日本語 初級I II』本冊、準拠教材
中級 文法 読解 語彙 漢字 分野別テキスト
上級 長文総合問題集、生教材 他

科 目／日本語、読解、聴解、聴読解、漢字、語彙、
会話、作文等

生活類／講話（注意事項、交通ルール、生活指導など）
演習（日本事情、日本文化、日本人の考え、
習慣）

他 ／総合科目、料理、パソコンなど

文化体験（和装） 発表会（料理コンテスト）

文化体験（柔道） 文化体験（剣道）

フラワーアレンジメント サントリー工場見学

グリーンランド いちご狩り卒業式

学校の特色

本校の専門課程

本校は日本語科の他、工業技術専攻の３つの科があり
ます。２級整備士を目的としている自動車整備工学科、
全ての科学技術の基礎となる電気の知識と技術を学ぶ電
気システム科、先端材料や先端技術を学ぶ機械システム
科。各科は各自の履修科目を持ち、在学中学生が色々な
資格を取るサポートをします。本校の日本語科から専門
課程へ進学者は入学金（１０万円）が免除されます。専
門課程卒業と同時に「専門士」の称号が付与され、就職
につながります。就職内定後就労ビザの取得も可能です。

自動車整備工学科
国士交通大臣「自動車
整 備 士 一 種 養 成
施設」指定校

電気システム科
経済産業大臣「第二
種・三種電気主任
技術者」認定校

機械システム科
社団法人日本パーソナ
ルコンピューターソフ
トウェア協会「CAD利
用技術者試験」認定校

就労ビザ取得95％以上
２０２０年３月専門課程卒業者のビザ取得95％以上
熊本県内で働いています。

■日本人学生と交流できる環境

留学生と日本人学生が同じキャンパスで勉強します
から、お互いに交流できます。

■日本文化体験

文化体験が多く取り入れ、日本語の授業だけでなく、
日本の文化を通じて日本語を学ぶことができます。

■進学率１００％

日本全国の大学・短大学・専門学校への進学率は
１００％です。本校の日本語科から本校の他の科に
進学する場合、１０万円の入学金が免除されます。

■留学支援

日本学生支援機構より認められた学生に私費外国人
留学生学習奨励費が給付されます。
月額 ４８,０００円ｘ１２ヶ月＝５７６,０００円



先輩からメッセンジ
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グエン・ティ・ハン・ナ さん（ベトナム出身）
熊本工業専門学校 電気システム科卒業
九州電設株式会社就職

私はハン・ナです。熊本工業専門学校の電気システム科で２年間勉強していました。
学校の先生はみんな優しくて、わからないことを親切に教えてくれました。先生の
おかげで、卒業後、九州電設株式会社に入社しました。今、電気工事士の資格を取る
ために、一生懸命勉強しています。仕事がよくできるようになりたいので、毎日諦め
ずに頑張っています。

ギミレ・ディパク さん（ネパール出身）

熊本工業専門学校 自動車整備工学科 １年生
日本語能力試験 N3合格

私は２０１９年５月にネパールから日本へ来ました。熊本工業専門学校の日本語科で
二年間日本語を勉強し、JLPTN3を取得しました。そして、入学したときからの希望
だった自動車整備工学科へ進学しました。日本語科から専門課程に進学すると学費の面
で優遇されます。さらに、専門で勉強した技術の分野で就労ビザを取得し、日本の企業
へ就職することができます。これから、さらに努力して、立派な自動車整備士になれる
ように頑張ります。

サプコダ・バドリ さん（ネパール出身）

熊本工業専門学校 自動車整備工学科卒業
国家試験自動車整備士２級合格
（有）石田オートサービス就職

私は２０１３年に日本に来ました。２年間日本語を学び、その後、熊本工業専門学校
の自動車整備工学科へ入学しました。先生かたのおかげで、卒業までに日本語能力試験
Ｎ２と自動車整備２級に合格し、学校の紹介で石田オートサービスに就職することが
できました。
熊本工業専門学校では留学生のため、日本のルールやマナー、習慣なども親切に教え

てもらいました。また、留学生はアルバイトをしながら勉強しなければならないので、
先生も私たちの気持ちを理解してくれて、アルバイトの紹介までしてくれました。熊本
工業専門学校には大変お世話になりました。心より感謝しています。
留学生は、資格を取り、就職するために、勉強を頑張ることが大事だと思います。

グエン・フ・トゥ さん（ベトナム出身）

熊本工業専門学校 自動車整備工学科卒業
国家試験自動車整備士２級合格
ファーレン熊本株式会社 フォルクススワーゲン熊本支店就職

私はグエン・ふ・トゥです。ベトナムのViet Triから参りました。２０１５年に熊本工
業専門学校の自動車整備工学科に入学しました。先生が親切に教えてくれたおかげで、
２年間勉強していた後、２級整備士の資格を取得しました。卒業後、学校の先生の
ご紹介で、ドイツ車メーカーのVolkswagen熊本支店に就職できました。ずっと前から
抱えていた日本で働く夢がやっと叶いました。熊本工業専門学校の先生かたに大変
お世話になっており、心より感謝の意を申し上げます。これから、先生かたのご期待に
応えられるように、もっと頑張ります。



支援
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アルバイトへの支援

■留学生にアルバイト先の情報を提供します。
■履歴書の書き方、電話する時のマナー及び面接時の注意事項などを指導します。

アルバイトの仕事内容

弁当作り
パック詰め
宅急便
医療機器製造工場
調理アシスタント
コンビニ
食品加工
半導体工場

： 弁当の容器に料理を詰める
： 食品工場又は店舗内での魚・肉・野菜の加工及びパック詰め
： 荷物仕分け作業
： 医療機器部品製造
： キッチンで料理の補助
： レジ、商品整理など
： 冷凍食品の加工・製造
： 半導体部品製造

その他、色々な種類があります。

時給 900円～1000円
（企業送迎）

住宅支援

■学内に寮があります。
１人部屋、月額１８，０００円
２人部屋、一人月額１３，０００円
４人部屋、一人月額１０，０００円

■学校指定の民間アパートがあり、通常より格案で入居できます。
１～２人部屋、一人月額１２，０００円～１５、０００円（２０２１年７月現在）

アパートの例

第二寮 第一寮

民間アパート 民間アパートの部屋



日本語科外国人留学生募集・出願手続きについて
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外国人留学生募集 出願手続

①募集人数

②出願資格

③出願時期

④出願手続

⑤選考方法

①入学検定料

②出願方法

③書類審査・受験許可通知

④結果通知

二年コース：定員６０名
一年半コース：定員２０名

次の条件を全て満たす者

年齢
年齢について満１８歳以上の者

学歴
必ず、次のいずれか満たす者
1)母国で１２年以上の学校学歴となる（即ち、普通
高校か職業高校また中等専門学校の卒業または、
それ以上の学歴）教育を受けた者

2)母国で正式な短大か大学への入試資格を有する学
校教育を受けた者

3)上の載っている条件のいずれかと同等或いはそれ
以上の学歴を持っている者

日本語能力
政府機関が日本語教育実施能力を持っていると認
める学校あるいは民間の日本語教育実施機関での
１５０時間以上の日本語学習歴である。また、日
本語能力試験N5相当以上の能力を立証できる各種
試験結果を有する者

経済能力
本校入学から卒業までの学費、生活費等が確実に
支弁できる者
経済負担者は、２００万円以上の金額に相当する
外資を保有していなければなりません。

二年コース（４月入学）：前年の１１月上旬まで
一年半コース（１０月入学）：同年の５月上旬まで

申請者はまず直接、あるいは日本に居住する知人、
友人などを通じて、熊本工業専門学校日本語科入
学申請書（本校日本語科書式）を請求し、本人が
正確に日本語で記入してください。

①書類審査 ②日本語筆記試験 ③面接

２０，０００円
（一旦納入した入学検定料は一切返還しません）

出願書類を全て揃え、郵送してください。日本国外
から出願する場合はＥＭＳを利用してください。
書類を送付する前にメールで確認してください。
※直接持ち込みでの出願受付もできます。

出願書類送付先
熊本工業専門学校 日本語科
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺東5-1-1

TEL： +81 96380 8645
FAX: +81 96380 8646
Email: info@kumakosen.jp

nt-hien@kumakosen.jp

出願書類によって、書類審査を行います。その
結果、受験資格があると認められた場合には受験
許可をメールで通知します。入学申請書にEmail
addressを記入してください。

日本出入国在留管理庁の在留資格認定証明書が交
付され次第、EMSで在留資格認定証明書、入学許
可証明書など必要な書類を送付します。
申請者は母国でパスポートを申請し、母国に駐在
する日本領事館で日本入国の査証手続きをして、
領事館の許可が下りたら、すぐに本学に連絡して
ください。そして、日本へ入国する日が決まった
ら、飛行機の時間と便名等の情報を本校に連絡し
てください。

1）

2）

※出願書類についての注意事項

①書類記入は省略を一切行わず、該当事項がない場合は、その旨明記してください。書類には、全て西暦にて作成年月日を記入して
ください。
②訂正方法：書き間違えた場合は、修正液を使わず書き直したい部分に二重線を引いて消し、その上の空白部分に正しい記述をし、
印鑑の押印を訂正個所に行ってください。
③書類の翻訳：日本語以外の文書は、全て別紙に日本語の訳文を添付してください。
④証明書は全て3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
⑤出願書類に虚偽の記載があることが判明した場合、入学後であっても入学を取り消すことがあります。
⑥出願書類は卒業証書など再発行が不可能な書類のみ返却します。
⑦国籍により必要な書類が異なりますので、お問合せください。

注意／出願期間は出願書類を準備する期間ではありません。
出願書類は出願期間前に全て準備するようにしてください。

mailto:info@kumakosen.jp
mailto:nt-hien@kumakosen.jp


出願書類／入学金・学費等／納金等

①出願書類

No 出願書類等 摘要

1 申請人の身分事項を証明する資料 ・旅券又はID等身分事項が分かるもの写し

2 証明写真4枚（3ｃｍｘ4ｃｍ） ・3ヶ月以内のもの

3
入学申請書兼履歴書及び留学理由書
（本校所定用紙）

・必ず本人がサインすること。

4 最終学歴に係る卒業証書原本
・申請の時点で卒業証書が交付されていない場合、高等学校卒業証明書（仮）
原本を提出してください。

5 最終学歴の成績証明書・成績表原本 ・最終学歴が高校の者は高校成績表原本を提出すること。

6
日本語能力試験合格証明書原本
（N5相当以上）

・日本語能力試験N5以上の合格証がない場合は、日本語教育を主催する機関が
発行した150時間以上の日本語学習証明書を提出すること。

7 経費支弁書（本校所定用紙） ・必ず経費支弁者がサインすること。

8
経費支弁者と留学希望者との関係を証
する資料

・申請人の出生届写し、戸籍簿の写しなどの経費支弁者と申請人の関係を立証
する資料

9
経費支弁者名義の預金残高証明書の原
本

・発行日が3ヶ月以内、200万円以上の残高があるものを提出してください。
・金融機関の定期に係る規約（定期の種類、期間、中途解約の条件等の詳細が
記された規定）の書面も提出してください。

10
経費支弁者の在職証明書又は営業
許可書原本

・在職証明書の場合は、勤務先会社の納税登録番号が明記されているものを提
出してください。
・個人経営の場合は、営業許可書の写しを、会社役員等の場合は法人登記簿謄
本等を提出してください。

11
9を形成するに至った経緯を明らかに
する説明書及び資料

・預金通帳写しまたは定期預金通帳の写しを提出してください。
・定期預金通帳の写しのみを提出した場合、「資金形成過程説明書」の提出が
必要となります。

12
支弁者の家族構成を立証する書類
（支弁者家族全員分の戸籍簿写し等）

8と重複する場合には相互に流用して構いません。

13
支弁者の個人所得に対する収入証明書
及び納税又は免税証明書原本

証明書発行年月日、発行機関名、発行機関連絡先が記載されているものである。

②入学等・学費等

学校費用一覧表

入学時期 年次 入学検定料 入学金 授業料 雑費 合計

４月入学の場合
第一年度 20,000 100,000 580,000 120,000 820,000

第二年度 0 0 580,000 0 580,000

１０月入学の場合

第一年度 20,000 100,000 580,000 100,000 800,000

第二年度 0 0 290,000 0 290,000

③納金等

外国から送金の場合は、次の銀行口座に申請者本人名義で送金してください。

振込先
BANK／ THE HIGO BANK, LTD. MISOTENJIN BRANCH SWIFT CODE／ HIGOJPJT ACCOUNT NO／ 1432455
BENEFICIARY／ KUMAMOTO TECHNICAL COLLEGE JAPANESE COURSE ETOU MASAYUKI PRESIDENT Post code: 8618038
BENEFICIARY‘S ADDRESS／ 5-1-1 NAGAMINEHIGASHI, HIGASHI WARD, KUMAMOTO CITY, KUMAMOTO PREF, JAPAN

注意／本校の入学選考に合格して、在留資格認定証明書の交付不交付に拘わらず、入学検定料を返還しません。何らかの理由でビザの許可を得られな
かった場合、入学金及び学費を申請者に返金します。ただし国際送金手数料は申請者本人が負担します。

（日本円）
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※申請書類については、事前に打ち合わせが必要です。



Q&A

〒 861-8038熊本県熊本市東区長嶺東5-1-1
☎ 096-380-8645
 096-380-8646

📧 info@kumakosen.jp URL: http://www.kumakosen.jp

Q１ 工業専門学校の特色はなんですか？
A）本校には日本語科の他に、自動車整備、
電気システム、機械システムの３つの専
門課程があります。日本語科を卒業した
後は、本校のこれらの専門課程に内部進
学することも可能です。そして、専門課
程修了後は技術者として活躍できます。

Q２ いつ入学できますか？
A）4月と10月です。

Q３ いつ・どうやって申請しますか？
A) 4月入学の場合は前年の11月上旬まで、
10月入学の場合は同年の5月上旬までに書
類をそろえる必要がありますが、面接な
どありますから、早めに担当者まで
お問い合わせください。

Q４ 日本語科を卒業した後はどんな進路
がありますか？
A）進学コースですので、多くの学生は、
大学や専門学校に進学しています。

Q５ 1ヶ月の生活費はいくらですか？
A）熊本は都会に比べ物価が安く、現在の
学生の平均生活費は5万円程度です。

Q６ アルバイトできますか？
A）出入国在留管理庁から資格外活動許可
を得ることができれば、決められた時間、
職種の範囲内でアルバイトが可能です。ち
なみに、１週間の資格外活動時間は２８時
間以内です。夏休みなどの長期休業期間は
１日について８時間以内です。

Q７ 学校がアルバイトを紹介してくれま
すか？
A）可能です。実際に多くの学生が学校の
紹介でアルバイトをしています。だたし、
ある程度の日本語力が求められることが多
いです。

Ｑ８ もし日本で病気や怪我をした場合、
対応や保険はどうなっていますか？
A）病院を紹介します。日本語に不安があ
る場合は、本校のスタッフがサポートしま
す。また、保険に関しては、全員、国の定
める国民健康保険に加入していますので、
治療費は３割の自己負担です。また本校独
自に加入している補償プランから支払いが
ありますので、実質自己負担０円です。
（治療内容や治療日数によって例外もあり
ます）


