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顔写真（かおしゃしん）の
画像（がぞう）データ

スマホで
OK！

インターネットに
接続(せつぞく）された
スマートフォン、
パソコン、タブレット

いつも使（つか）って
いる

メールアドレス

スマートフォン、タブレットの方は
下のQRよりアクセス▼事前に用意しておくもの▼

じ　　ぜん よう     い

在留（ざいりゅう）カード
表（おもて）・裏（うら）両方
の画像（がぞう）データ

スマホで
OK！

パソコンでの出願（しゅつがん）はこちら URL www.jc-21.ac.jp/mypage/

24h
出願可能 簡単
いちはやく

を確認できる できる

入力しやすいから

節約
切手代や
写真代を

合格

Web出願のご案内
2023

本年度より、書類によるAOエントリーや出願の他に、インターネットを利用した「Web出願」も
お選びいただけます。Web出願は、パソコンやスマートフォンから24時間エントリーや出
願が可能で、締切間近でも出願手続がしやすくなります。また、手書きに比べ手間や負担が少
なく、手軽に出願することが可能です。選考結果の連絡や入学前のお知らせ等を、パソコンや
スマートフォンで確認することができます。ぜひWeb出願をご利用ください。
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本年度より、書類によるAOエントリーや出願の他に、インターネットを利用した「Web出願」も
お選びいただけます。Web出願は、パソコンやスマートフォンから24時間エントリーや出
願が可能で、締切間近でも出願手続がしやすくなります。また、手書きに比べ手間や負担が少
なく、手軽に出願することが可能です。選考結果の連絡や入学前のお知らせ等を、パソコンや
スマートフォンで確認することができます。ぜひWeb出願をご利用ください。
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マイページを作成するための仮登録です。送信のあとにメールが届きます｡

最初に仮登録をします（AOエントリー・Web出願 共通）最初に仮登録をします（AOエントリー・Web出願 共通）

東北電子専門学校
留学生のマイページ登録（とうろく）

はじめて
Web出願（しゅつがん）をする方

すでに
Web出願（しゅつがん）をしてる方

マイページを登録（とうろく）する
（メールで通知（つうち）をうけとる）

マイページ
ログイン画面（がめん）へ

※AOエントリーで注意（ちゅうい）すること
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Step１
本校（ほんこう）のホームページからWeb
出願（しゅつがん）のページへアクセスし、
「留学生（りゅうがくせい）」をえらびます。

新規登録（しんきとうろく）と
　利用規約確認（りようきやくかくにん）

氏名（フリガナ）

電話番号

姓（せい） 名（めい）

セイ（カタカナ）

090・・・・・・

メールアドレス

ご入力いただいたメールアドレス宛に
登録用のURLを送信します。

個人情報の取り扱いについてはこちら

xxxxxxx@tohokudenshi.com

メイ（カタカナ）

送信（そうしん）

個人情報の保護に同意します。

Step２
氏名（しめい）・電話番号（でんわばんご
う）・メールアドレスを入力（にゅうりょく）
し、送信（そうしん）ボタンをおしてください。

Step４
届（とど）いたメールのURLをクリッ
クし、マイページであなたの情報
（じょうほう）を登録（とうろく）しま
す。

I info.mypage@
宛先　NGUYEN THI NGOCさん

仮登録完了のお知らせ

NGUYEN THI NGOCさん
仮登録が完了いたしました。
引き続き、以下URLより、マイページ作成のための登録
手続きを進めていただきますようお願いいたします。

https://www.xxx xx.jp/xxxxx/xxxxx/
xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
※本メールは送信専用です。返信にはご回答できま
せん。

おくられてきたメール

Step３
入力（にゅうりょく）したメールアドレ
スにメールがとどきます。

新規登録（しんきとうろく）と
　利用規約確認（りようきやくかくにん）

氏名（フリガナ）

電話番号

NGUYEN　THI NGOC

グエン　ティ

09087654321

メールアドレス

ご入力いただいたメールアドレス宛に
登録用のURLを送信します。

個人情報の取り扱いについてはこちら

ichiro-ogawa@tohokudenshi.com

ゴック

送信（そうしん）

個人情報の保護に同意します。

ご入力いただいたメールアドレス宛に
送信しました。メール内の案内に従い、操作を
お願いいたします。

※メールが受信できない場合は、迷惑メール設
定をご確認いただくか、お問い合わせくださ
い。

OK

仮登録の方法

次にマイページ登録をします（AOエントリー・Web出願 共通）次にマイページ登録をします（AOエントリー・Web出願 共通）

AOエントリーAOエントリー

※実際の画面（がめん）とデザイン・文章（ぶんしょう）がちがう場合（ばあい）があります。

選考方法や日程等詳細は、「2023留学生募集要項」に記載しています。Web出願の場合も、必ず募集要項をご確認ください。

あなたの情報と顔写真、在留カードを登録します。

Step5
メールのリンクから、「マイページ」で、必要（ひつよう）な個人情報（こじん
じょうほう）を入力（にゅうりょく）します。

Step6
事前（じぜん）に用意（ようい）した
顔写真（かおしゃしん）の画像（がぞ
う）データをえらびます。

Step7
内容（ないよう）の送信（そうしん）を押
してAOエントリーまたはWeb出願
（しゅつがん）へとすすみます。

マイページ登録の方法

顔写真（かおしゃしん）をアップロード

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

ファイルを選択 選択されていません

画像（がぞう）データをえらんで

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

顔写真 ※

NGOC

ゴック

< 2日 <

宮城県 <
<

あなたの情報（じょうほう）を
登録（とうろく）します。

氏名（しめい） ※

生年月日 ※

性別 ※　　○男性　　○女性

NGUYEN　THI

グエン　ティ

2002年

住所 ※

出身学校 ※

9800013 検索

仙台市青葉区花京院

１－３－１

建物名　部屋番号

建物名　部屋番号

< 4月

入力する個人情報

●性別（せいべつ）
●生年月日（せいねんがっぴ）
●郵便番号（ゆうびんばんごう）
●住所（じゅうしょ）
●電話番号（でんわばんごう）

●保護者氏名（ほごしゃしめい）
●あなたとの関係（かんけい）
●保護者電話番号（ほごしゃでんわばんごう）
●保護者住所（ほごしゃじゅうしょ）

　※入力内容が変更になる場合があります。

内容（ないよう）の
送信（そうしん）

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

1

AO入学の方

推薦入学・一般入学の方

「AOエントリー」へ3

「Web出願」へ4

2

しゅつ　　　がん
かん　　　たん

じ            かん         うけ　　　つけ　　　　か　　　のう

Web出願Web出願
しゅつがん

せん こう  ほう  ほう　　 にっ てい とう しょうさい                                   りゅうがくせい ぼ しゅう  よう こう             き  さい 　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅつがん　　　ば  あい　　　かなら　　ぼ　しゅうよう こう                かくにん

 さい          しょ　                   かり          とう          ろく

つぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　　ろく　　　　

かり   とう   ろく           ほう  ほう

しゅつ   がん　  きよう   つう

しゅつ   がん　  きよう   つう

とう   ろく          ほう  ほう じょうほう　　　かお しゃ    しん       ざいりゅう                              とう   ろく

・自宅（じたく）　・携帯（けいたい）
にゅうがく

すい　せん にゅう  がく         いっ  ぱん  にゅう  がく            かた

しゅつがん

かた

AOエントリーも出願もネットで簡単！ 
24時間受付可能!
AOエントリーも出願もネットで簡単！ 
24時間受付可能!

しゅつ　　　　　　　　　　がんWeb出願ガイド

メールのここを
おします



AOエントリーAOエントリー
▼エントリー受付期間

2022年7月1日㊎～2022年9月30日㊎ 7月1日より
エントリー開始!

受付期間内に、AOエントリー登録してください。

留学生説明会参加日（りゅうがくせいせつめいかいさんかび）

選択し▲選択し < 選択し▲選択し < 選択し▲選択し <

留学生（りゅうがくせい）
AO入学（にゅうがく）エントリー

①どうして東北電子専門学校（とうほくでんし）をえらびましたか︖
200文字以内

高校時代に興味関心を持ったこと  ※

0文字入力／500文字

最大500文字程度

▲選択してください <

志望学科（しぼうがっか）　※

エントリー区分（くぶん）　※

▲選択してください <

志望（しぼう）コース　※

選択し▲選択してください <

Step4 Step5
受付完了（うけつけかんりょう）のあと、
パスワードを設定（せってい）します。

マイページのパスワードを
設定（せってい）し入力（にゅうりょく）
します。

内容の送信
（ないようのそうしん）

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。

「内容（ないよう）の送信（そうしん）」
をおした後、「申請（しんせい）してよ
ろしいでしょうか？」で
をおしてください。

OK

AOエントリーの方法

AOエントリーで入力する内容
●志望学科(しぼうがっか）
●志望(しぼう）コース
●留学生説明会参加日
　（りゅうがくせいせつめいかいさんかび）
●どうして東北電子専門学校（とうほくでんしせんもんがっこう）
　えらびましたか?
●日本（にほん）で頑張（がんば）ったこと
●入学（にゅうがく）してからの目標（もくひょう）
●希望面接日（きぼうめんせつび）
●国籍（こくせき）
●日本語学校（にほんごがっこう）の情報（じょうほう）
●母国（ぼこく）の最終学歴（さいしゅうがくれき）
●パスポート番号（ばんごう）
●在留（ざいりゅう）カード番号（ばんごう）

※内容（ないよう）がかわる場合（ばあい）があります。

Step3
「内容の送信（ないようのそうしん）」
をおして、入力（にゅうりょく）が完了
（かんりょう）です。

マイページ

NGUYEN THI NGOC

試験情報

申請内容を変更

[AO面接]第1回
AOエントリー受付完了

入試区分 [AO入試]第1回

希望学科 国際ビジネス科

エントリー
変更期間

2022年7月7日（木）まで

Step1 マイページ登録（とうろく）のあと、次にAOエントリーに必要
（ひつよう）な情報（じょうほう）を入力（にゅうりょく）してください。

マイページ

NGUYEN THI NGOC

AOエントリーの受付が完了しました

パスワードを設定してください。

パスワード設定

試験情報

[AO面接]面接／留学生
AOエントリー受付完了

一次保存

AOエントリー登録内容

の一次保存ができます。

画面内の「一次保存」で

入力を中止し、あとで入力

することができます。

一時保存ではパスワード

の設定が必要です。

マイページのパスワード設定
【東北電子専門学校】

マイページのパスワードを設定することで、
申請内容を確認・変更することができます。

電話番号

09087654321

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

パスワード ※英数文字8文字以上

パスワード（確認）

登録

パスワードを忘（わす）れ
ないようにしてください

3

完了後
かんりょうご

「出願者情報を確認する」
から、出願者情報（しゅつ
がんしゃ）を変更（へんこう）
できます。
※当日（とうじつ）のみ

「申請内容を変更」からAOエントリー
情報（じょうほう）を変更（へんこう）
できます。※当日（とうじつ）のみ

エントリーの当日（とうじつ）のみ修正（しゅうせい）できます。
よく確認（かくにん）して、登録（とうろく）してください。

個人情報に対する基本方針 東北電子専門学校では、皆様より寄せられた個人情報を第三者に開示、提供することはありません。本校では個人情報の重要性を深く理解するとともに、
プライバシー保護に努め、個人情報の取り扱いに関し徹底した管理を行います。詳しくは、2023留学生募集要項をご覧ください。

うけ   つけ    き   かん

AOエントリーに必要な追加の情報を入力して登録してください。
ひつよう　　　 つい    か          じょうほう　　　にゅうりょく　　　　　とう　ろく

●AO入学の出願要項は2023留学生募集要項の3ページを見てください。
にゅうがく    しゅつがんようこう                       りゅうがくせい ぼ しゅうようこう                                     み

                                           にゅうりょく          ないよう

うけ  つけ   き   かん  ない                                                           とう  ろく ほう  ほう

とうろくないよう

いち  じ   ほ ぞん

がめんない

にゅうりょく にゅうりょくちゅうし

いちじ   ほ ぞん

いちじ   ほ ぞん

せってい　ひつよう

かい      し

わからないことは電話で、
で聞いてください
わからないことは電話で、
で聞いてください

Web出願（しゅつがん）について、わからないことは、フリーダイヤルまでお電話ください。なお、電話での相談（そうだん）は、2022年7月以降（いこう）とさせ
ていただきます。留学生説明会（りゅうがくせいせつめいかい）でも、Web出願（しゅつがん）の説明（せつめい）おこないます。ぜひ、参加（さんか）してください。

でんわ

き

Step2

入力（にゅうりょく）の最後（さいご）
に、在留（ざいりゅう）カードの画像
（がぞう）データを、表（おもて）と裏
（うら）別 （々べつべつ）にアップロー
ドします。

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

在留カード ※

在留（ざいりゅう）カードの画像（がぞう）
をアップロード

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

ファイルを選択 選択されていません

画像（がぞう）データをえらんで

事前に、顔写真と在留カードの(表・裏）の画像データをスマートフォンまたはパソコンに保存してください。

顔写真サンプル顔写真サンプル

お
も
て

う
ら

かおしゃしん

入学後に学生証の写真として使用しますので、
専門学校の学生にふさわしい写真としてください。

にゅうがく  ご           がくせいしょう           しゃしん                         し  よう

せん もん がっ  こう           がくせい                                             しゃしん　

iPhone、iPadを使用している
方は注意が必要です。

iPhoneまたはiPadの設定（せってい）で、カメラ

撮影（さつえい）フォーマットを「高効率（こうこうり

つ）」ではなく「互換性優先（ごかんせいゆうせん）」

にして撮影（さつえい）してください。ファイル形式

（けいしき）はJPEG形式で保存されます。設定

（せってい）がない機種（きしゅ）は大丈夫（だいじょ

うぶ）です。

し　よう

かた　　　ちゅうい ひつよう

●3ヶ月以内（かげついない）に撮影（さつえい）したもの。
●背景（はいけい）は無地（むじ）または単色（たんしょく）。
●アプリで、顔部分（かおぶぶん）を加工（かこう）してはいけません。
●派手（はで）なメイクは不可（ふか）とします。
●画質（がしつ）の悪（わる）い画像（がぞう）は不可（ふか）。
●画像（がぞう）ファイル形式（けいしき）はJPEGのみ。
　（.jpg、または.jpeg）サイズは１０MBまで。

◎顔写真は、カラー画像で3:4のサイズのもの。
◎スマートフォンで撮影したもので大丈夫です。

かおしゃしん     　　　　        がぞう                       　

さつえい だいじょうぶ

●1ヶ月以内（かげついない）に撮影（さつえい）したもの。
●しっかり文字が読めるように撮影してください。
●ななめから撮影（さつえい）しないでください。
●表（おもて）と裏（うら）は別 （々べつべつ）に撮影（さつえい）してください。

◎在留カードの画像は表と裏の両方。
◎スマートフォンで撮影してください。

かおしゃしん     　　　  が ぞう     おもて   うら　   りょうほう  

 さつえい

じ    ぜん              かお  しゃ   しん         ざい  りゅう                                 おもて     うら                が   ぞう                                                                                                                                                    ほ   ぞん



マイページ登録の後に、Web出願を行います。（AO入学は出願許可がでたあと）
なお、Web出願だけでは、手続きは終わりません。必要書類が学校に到着したら
出願手続完了です。

Web出願 （AO入学・推薦入学・一般入学）Web出願 （AO入学・推薦入学・一般入学）

10月3日より
受付開始！

推薦入学・一般入学

9月15日より
受付開始！

AO入学

▼Web出願受付期間
 A O 入 学 2022年9月15日㊍ ～ 2022年10月31日㊊
推薦・一般入学
すいせん　いっぱんにゅうがく 2022年10月3日㊊ ～ 2022年   3月31日㊎

●推薦入学、一般入学については、2023留学生募集要項の4・5ページを見てください。

必要書類が学校に届いたら、出願手続完了となります。かならず、
出願受付期間内に届くようにて郵送または持参してください。

ひつようしょ るい　   がっ こう     とど　　　　　　 しゅつがんてつづきかんりょう  

しゅつがんうけつけきかんない     とど　　　　　　　　　 ゆうそう                  じ さん必要書類（郵送または持参） AO入学
にゅうがく すいせんにゅうがく いっぱんにゅうがく

推薦入学 一般入学

○

○

○

○

○

○

○ ○○
○ ○○
○ ○○

○誓約書 （募集要項（ぼしゅうようこう）とじこみ）

推薦書

最終学校（母国）の卒業証明書+成績証明書

パスポートのコピー

日本語学校の修了証明書と成績証明書

日本語能力試験（N1、N2）認定書

Web出願（しゅつがん）で不要（ふよう）
となる書類（しょるい）

X 入学願書（にゅうがくがんしょ）

X 在留（ざいりゅう）カードの写（うつ）し

X カラー写真（しゃしん）

Web出願のあとに、必要書類を送るか、または持ってきてください必要書類（郵送または持参）

0120-373-501おといあわせは

出願受付期間内に出願をしてください。Web出願方法

Step3

内容の送信
（ないようのそうしん）

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。

すべて入力（にゅうりょく）したら
「内容の送信（ないようのそうしん）」
をおしてください。

Step1 Step2AO入学（にゅうがく）の方は
「ログイン」、はじめての方は
マイページ登録（とうろく）を
済ませてから、出願（しゅつが
ん）へすすんでください。

「留学生の入学出願（りゅうがくせいのしゅつがん）」で出願（しゅつがん）に必要（ひつよう）な情報
（じょうほう）を入力（にゅうりょく）します。在留（ざいりゅう）カードの登録では、表（おもて）と裏（うら）
別 （々べつべつ）に、画像（がぞう）データアップロードします。

マイページのパスワード設定
【東北電子専門学校】

マイページのパスワードを設定することで、
申請内容を確認・変更することができます。
電話番号

09087654321

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

パスワード ※英数文字8文字以上

パスワード（確認）

送信

Step4

Step5

受付完了（うけつけ
かんりょう）のあと、
パスワードの設定を
してください。

マイページのパスワードを
設定（せってい）し
終了（しゅうりょう）です。

マイページ

NGUYEN THI NGOC

出願の受付が完了しました。

パスワードを設定してください。

パスワード設定

試験情報

[一般入学]
出願受付完了

4

入学選考結果の
通知について

必要書類到着後１０日以内
に、入学選考結果について
メールにて通知し、マイペ
ージにて発表をします。
かならずメールを受け取れるよう、迷
惑（めいわく）メールの設定（せってい）
にご注意（ちゅうい）ください。また、
メールがこない場合（ばあい）はマイペ
ージを確認（かくにん）してください。

出願当日（しゅつがんとうじつ）しか修正（しゅうせい）
できません。よく確認（かくにん）して登録（とうろく）
を完了（かんりょう）してください。

※かならず、2023留学生募集要項（りゅうがくせいぼしゅうようこう）を見（み）て確認（かくにん）してください。

とうろく　　　 あと　　　　　　　　　　　しゅつがん　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　にゅうがく　　　しゅつ がん  きょ   か

しゅつがん　　　　　　　　　　　　て    つづ                 お　　　　　　　　　　　　　　   ひつ よう　しょ   るい         がっ  こう          とう ちゃく

しゅつ がん  て   つづきかんりょう

しゅつがん うけ  つけ   き   かん  ない          しゅつがん 

しゅつがん 　　　　　　　　　　　 ひつ  よう  しょ   るい　　　おく　　　　　　　　　　　　　　 も 

すいせんしょ

せいやくしょ

さいしゅうがっこう　ぼこく　　　そつぎょうしょうめいしょ　せいせきしょうめいしょ

※日本語訳文（にほんごやくぶん）をつけてください

にほん    ご  がっこう　    しゅうりょうしょうめいしょ   せいせきしょうめいしょ

にほん  ご  のうりょくしけん にんていしょ

ゆうそう　              じさん
ひつ  よう  しょ   るい

しゅつがん   ほう  ほう

ひつ よう   しょ   るい ゆうそう  じ  さん

しゅつ   　　がん　
にゅう     がく　            すい    せん  にゅう      がく                 いっ    ぱん  にゅう     がく

すいせんにゅうがく　いっぱんにゅうがく　　　　　　　　　　　　　　　　　りゅうがくせい ぼ しゅうよう こう

しゅつ がん  うけ   つけ    き   かん

パスワードを忘（わす）れ
ないようにしてください

マイページ

NGUYEN THI NGOC

試験情報

申請内容を変更

[推薦入学]
出願受付完了

入試区分 [推薦入学]

希望学科 国際ビジネス科

出願
変更期間

2022年○月○日（○）まで

「出願者情報を確認する」
から、出願者情報（しゅつ
がんしゃ）を変更（へんこう）
できます。
※当日（とうじつ）のみ

「申請内容を変更」からAOエントリー
情報（じょうほう）を変更（へんこう）
できます。※当日（とうじつ）のみ

にゅうがく せん  こう けっ  か

つう   ち

ひつようしょるいとうちゃくご

にゅうがくせんこうけっか

つう ち

はっぴょう

か  いない

〒980-0013
仙台市青葉区花京院1-3-1
学校法人 日本コンピュータ学園

東北電子専門学校  入学係

せんだいしあおばくかきょういん

がっこうほうじん

とう ほく でん    し  せんもん  がっ  こう       にゅうがくかかり

にほん                               がくえん

にゅう　がく

すい     せん   にゅう    がく　       いっ     ぱん   にゅう    がく

うけ      つけ     かい       し

うけ      つけ     かい       し

完了後
かんりょうご

東北電子専門学校
マイページ登録

今年度初めて
Web出願を行う方はこちら

既に今年度の
Web出願を行っている方はこちら

マイページを登録する
(メールを受け取る)

マイページ
ログイン画面へ

※注意事項
Web出願後、必要書類を郵送してください。
必要書類は、出願区分によって異なります
ので、募集要項・Web出願のご案内をご確認
ください。

留学生の出願
（りゅうがくせいのしゅつがん）

入試区分（にゅうしくぶん）　※

高校時代に興味関心を持ったこと  ※

最大500文字程度

選択し○○入学 <

志望学科（しぼうがっか）　※

選択し▲志望学科を選択してください <

志望（しぼう）コース　※

入寮（にゅうりょう）　※
◯申込む ◯申込まない

選択し▲選択してください <

学費負担者（がくひふたんしゃ）／
学費案内送付先（がくひあんないそうふさき）

国際ビジネス科の方は、コースを選（えら）んでください

学費負担者氏名（がくひふたんしゃしめい）※

親族の氏名　（卒業生・在校生）

必要書類送付先
ひつようしょるいそうふさき

Web出願で入力する内容

●入試区分（にゅうしくぶん）
●志望学科（しぼうがっか）
●志望（しぼう）コース（国際ビジネス科の方）
●入寮（にゅうりょう）
●国籍（こくせき）
●日本語学校（にほんごがっこう）の情報（じょうほう）
●母国（ぼこく）での最終学歴（さいしゅうがくれき）
　と卒業（そつぎょう）した日（ひ）
●パスポート番号（ばんごう）
●在留カード番号（にほんごがっこう）
●在留（ざいりゅう）カードの画像（がぞう）
●学費負担者（がくひふたんしゃ）の情報（じょうほう）

しゅつがん　にゅうりょく　　　 ないよう

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

在留カード ※

在留（ざいりゅう）カードのおもて（おもて）と
裏（うら）の画像（がぞう）をアップロード

志望理由  ※

最大500文字程度

入学後の目標  ※

0文字入力

ファイルを選択 選択されていません

画像（がぞう）データをえらんで

※内容（ないよう）がかわる場合（ばあい）があります。

※AO入学（にゅうがく）のかたは必要（ひつよう）ありません。

AO入学のかたは　　　　部分のみ入力
にゅうがく ぶぶん にゅうりょく


