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１．募集学科 

学    科 コース 修業年限 募集定員 

ＩＴエキスパート学科 
ＩＴスペシャルエンジニアコース 

Ｗｅｂ＆動画クリエイターコース 
３年 ２０名 

ＩＴ・デザイン学科 
ドローンエンジニアコース 

デジタルデザインコース 
２年 ３０名 

総合ビジネス学科 

医療事務・メディカルスタッフコース 

登録販売者コース 

ホテル・ブライダルコース 

ＩＴオフィスビジネスコース 

２年 ４０名 

公務員学科 ２年 ２０名 

公務員速修学科 １年 １０名 

２．入学資格 

下記のいずれかに該当する者 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) ２０２３年３月高等学校卒業見込みの者 

(3) 高等学校卒業程度認定試験に合格し、本校入学時に満18歳以上の者 

または、高等学校卒業と同程度の学力を有すると認められる者 

３．出願手続 

■出願方法 Ｗｅｂ出願システムから必要事項を入力し送信してください。 

            ※Ｗｅｂ出願が難しい場合は、ご相談ください。 

■出願期間 ２０２２年９月１日（木）～２０２３年３月２２日（水） 

 ※募集期間であっても定員になり次第、締め切ります。 

■提出書類 下記のいずれかの書類 

 (1)高等学校調査書 [高等学校卒業者、卒業見込者] 

 (2)高等学校卒業程度認定試験の合格証のコピー [高等学校卒業程度認定試験の合格者] 

 【郵送の場合】専用封筒にて簡易書留郵便で郵送してください。 

 【持参の場合】本校受付窓口までご持参ください。 

            受付時間：月曜日～金曜日(祝日は除く) ９:００～１７:００ 

            ※学校説明会開催日の土･日曜日は受付致します。 

■選 考 料 １０,０００円 

 【郵送の場合】所定の振込用紙にて銀行または、郵便局にてお振込みください。 

振込金受取書(提出用)を提出書類と一緒に郵送ください。 

 【持参の場合】提出書類と一緒に現金をご持参ください。（振込も可） 

■選考方法 1.筆記試験（一般常識 50分） ※学校説明会 参加者は免除します。 

2.面接試験 

  



 

４．願書受付期間および入試日程 

 願書受付締切日 選考日 合否発表日 入学手続き締切日 

第1期 ９月１０日(土) ９月１５日(木) ９月１６日(金) １０月  ４日(火) 

第2期 ９月３０日(金) １０月  ６日(木) １０月  ７日(金) １０月２５日(火) 

第3期 １０月２１日(金) １０月２７日(木) １０月２８日(金) １１月１４日(月) 

第4期 １１月１１日(金) １１月１７日(木) １１月１８日(金) １２月  ５日(月) 

第5期 １２月  ２日(金) １２月  ８日(木) １２月  ９日(金) １２月２６日(月) 

第6期 １２月２１日(水) １２月２７日(火) １２月２８日(水) １月１３日(金) 

第7期 １月１６日(月) １月２０日(金) １月２１日(土) ２月  ６日(月) 

第8期 １月３１日(火) ２月  ６日(月) ２月  ７日(火) ２月２２日(水) 

第9期 ２月１４日(火) ２月２０日(月) ２月２１日(火) ３月  ８日(水) 

第10期 ２月２８日(火) ３月  ６日(月) ３月  ７日(火) ３月２２日(水) 

第11期 ３月１０日(金) ３月１４日(火) ３月１５日(水) ３月３１日(金) 

第12期 ３月２２日(水) ３月２３日(木) ３月２４日(金) ３月３１日(金) 

 ３月２３日(木)以降に出願希望の場合は、お問い合わせください。 

 ※提出書類が希望の受験期の締切日に間に合わない場合でも、選考日までにご用意できる場合は 

ご相談ください。 

■合否発表 

  選考の結果は、Ｗｅｂサイトで発表、ならびに受験者本人および高校生は高等学校へ郵送します。   

 

５．入学手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

  

合格通知書に同封の振込用紙にて入学手続き金を納入 

納入期限：各期の入学手続き締切日(納付書にも記載) 

入学許可証郵送 

授業料振込用紙・各制度のお知らせ同封 

Ｗｅｂ出願(Web出願システムから入力・送信) 

入学選考試験 

合否発表・合否結果通知郵送 

受験票(選考試験のお知らせ)を登録アドレスに送信 

授業料納付 

※納入金額、納入時期は出願期により異なります 

※注意※  指定期日までに入学手続きが行われない場合、 
合格を取り消すことがありますのでご注意下さい。 

 



 

 

６．入学金･学費等納入時期 

■入学金･学費（入学年次諸費用） 

全学科共通 
入学金 授業料 教育充実費 

１５０,０００円 ６００,０００円 ３００,０００円 

■１年次の納入金額  ※第１期・第２期出願で早期割引が適用されます 

学費等納入金額 

入学手続き金 

(入学金＋教育充実費) 
授業料① 授業料② 補助活動費 

４５０,０００円 

第１期 420,000円 

第２期 430,000円 
３００,０００円 ３００,０００円 

約３０,０００～ 

      ７０,０００円 

 

１年次の納入時期 

 合否発表 入学手続き締切日 授業料① 授業料② 補助活動費 

第1期 ９月２０日(火) １０月  ４日(火) 

入学許可証 
発行後 

1ヵ月以内 
３月３１日(金) 

第2期 １０月１１日(火) １０月２５日(火) 

第3期 １０月３１日(月) １１月１４日(月) 

第4期 １１月２１日(月) １２月  ５日(月) 

第5期 １２月１２日(月) １２月２６日(月) 

第6期 １２月３０日(金) １月１３日(金) 

第7期 １月２３日(月) ２月  ６日(月) 

入学許可証発行後 

1ヵ月以内 
４月２８日(金) 

第8期 ２月  ８日(水) ２月２２日(水) 

第9期 ２月２２日(水) ３月  ８日(水) 

第10期 ３月  ８日(水) ３月２２日(水) 

第11期 ３月１６日(木) ３月３１日(金) 
４月２８日(金) 

第12期 ３月２４日(金) ３月３１日(金) 

(注1) 上記以外に、教材（教科書・問題集など）とノートパソコンの購入が必要になります。 

＜主な教材の購入＞ 

指定業者からの購入となり現金でのお支払いとなります。(４月中旬 販売予定) 

学科コースにより異なりますが、２万～６万円程度（昨年度実績）です。 

＜ノートパソコンの購入＞ 

本校では、ＩＣＴ教育を推進しており、授業はもとより家庭学習や課題への取り組みなどを通して、 

パソコンを活用する力を身につけるため、すべての学科でノートパソコンを準備していただくようお

願いしております。パソコンはご自身でご用意いただきます。(販売業者を紹介することもできます)

学科により推奨する性能が異なります。詳細については入学決定後にご案内いたしますので詳しくは

そちらをご確認ください。 

                ＩＴエキスパート学科、ＩＴ・デザイン学科       １７２,７００円（税込） 

                総合ビジネス学科、公務員学科、公務員速修学科   １２３,２００円（税込） 

(注2) 一旦納入された入学金・学費等については、返還いたしませんのでご了承ください。 

※学費関連のお問い合わせ、ご相談（分割払い、納入時期、各種教育ローン等）につきましては、 

事務局までご連絡ください。  

** 参  考 ** 

昨年推奨品価格 



 

■２年次・３年次の納入金額・時期 

２年次 ３年次 

授業料･教育充実費 

９００,０００円 

補助活動費 

約40,000～110,000円 

授業料･教育充実費 

９００,０００円 

補助活動費 

約60,000～70,000円 

２０２３年３月３１日 ２０２４年３月２９日 

上記以外に、教材費（教科書・問題集など）が必要となります。指定業者から購入いただきます。 

学科コースにより異なりますが、５千～２万円程度（昨年度実績）です。 

７．Ｓ.Ｋ.Ｋ.給付奨学金制度 （返済不要）※S.K.K.の他制度との併用は出来ません。 

給 付 額 年額１２０,０００円  （年２回の支給） 

給 付 期 間 

在学期間 

ただし、２年目以降は学業成績、出席状況や生活全般が奨学生としてふさわしいか 

審査し、給付の有無を決定する 

応 募 資 格 

入学が決定し、次の項目をすべて満たしている者 

(1) 高等学校の評定平均値３.８以上 

(2) 経済的に修学に支障のある者 

(3) 第６期（１２月２１日受付締切）までに出願の者 

選 考 基 準 
奨学生としてふさわしい人格をもち、目標をもって学校生活を送り、 

他学生の模範となる者 

給 付 方 法 ４月と１０月の末日に、指定口座に振込み 

受 付 期 間 ２０２２年１０月１１日(火) ～ ２０２３年１月２０日(金)必着 

必 要 書 類 

(1) 奨学生申込書 (本校指定の用紙) 

(2) 市町村役場発行の所得証明書（同一家計の収入のある方全員分） 

自営業、農業、その他事業経営されている方は前年度所得申告書 

選 考 方 法 (1) 書類審査     (2) 面接試験 

選 考 日 ２０２３年２月下旬予定（応募者には、後日詳しい日程をお知らせします） 

８．家族割引制度(入学金一部免除)  ※S.K.K.の他制度との併用は出来ません。 

免 除 額 入学金より５０,０００円免除 （あらかじめ差し引いた額を納入いただきます） 

対 象 者 親や兄弟姉妹に本校の卒業生または在校生がいる者 

申 込 方 法 
Ｗｅｂ出願の際、対象家族の氏名・学科・卒業生の場合、卒業年度を入力ください。 

卒業後に姓が変わられた方は、旧姓を入力してください。 

９．公務員一次試験合格者優待制度(入学金一部免除)  ※S.K.K.の他制度との併用は出来ません。 

免 除 額 入学金より５０,０００円免除 （あらかじめ差し引いた額を納入いただきます） 

対 象 者 
公務員学科・公務員速修学科に出願する者で、２０２２年度の公務員一次試験の 

合格者。ただし、自衛官候補生を除く 

申 込 方 法 Ｗｅｂ出願の際、選択項目にチェックを入れてください。 

必 要 書 類 
２０２２年度公務員試験の一次試験合格証のコピー 

※出願時の提出書類と一緒に郵送または、ご持参ください。 

  



 

１０．大学生・社会人 入学支援制度(入学金一部免除)  ※S.K.K.の他制度との併用は出来ません。 

免 除 額 入学金より３０,０００円免除 （あらかじめ差し引いた額を納入いただきます） 

対 象 者 大学生・短大生・専門学校生・社会人・フリーター の専願受験者 

申 込 方 法 Ｗｅｂ出願の際、選択項目にチェックを入れてください。 

 

１１．資格特待生制度  ※S.K.K.の他制度との併用は出来ません。 

内 容 

入学前に対象資格を取得しており、入学後も勉学に励み、他学生の模範となるよ

う努める者を特待生と認定します。 

複数の資格・検定を取得している場合は、上位ランクを適用します。 

願書提出後に取得した資格も対象となります。 

給 付 額 Ａランク  １００,０００円    ／    Ｂランク    ８０,０００円 

申 請 資 格 入学手続きを完了した者 

給 付 方 法 ２年次の教育充実費に充当 （公務員速修学科の場合、振込について別途ご案内します） 

必 要 書 類 
(1) 資格特待生制度申込書 (本校指定の用紙) 

(2) 該当資格・検定の合格証のコピー 

選 考 方 法 書類審査 

受 付 締 切 ２０２３年４月１２日(水) 

 

Ａランク 

簿記検定２級以上 （日本商工会議所） 

簿記能力検定１級以上 （全国経理教育協会） 

実用英語技能検定２級以上 （日本英語検定協会） 

ＧＴＥＣ スコア 900点以上 

ＴＯＥＩＣ スコア 550点以上 

日本漢字能力検定準１級以上 （日本漢字能力検定協会） 

実用数学技能検定２級以上 （日本数学検定協会） 

基本情報技術者試験  （経済産業省） 

Ｂランク 

簿記検定３級 （日本商工会議所） 

簿記能力検定 商業簿記２級（全国経理教育協会） 

簿記能力検定 工業簿記２級（全国経理教育協会） 

実用英語技能検定準２級 （日本英語検定協会） 

ＧＴＥＣスコア 700点以上 

ＴＯＥＩＣ スコア 400点以上 

日本漢字能力検定２級 （日本漢字能力検定協会） 

実用数学技能検定準２級 （日本数学検定協会） 

ＩＴパスポート  （経済産業省） 

電気工事士第２種以上（経済産業省） 

電気通信設備工事担任者ＤＤ第３種以上 （経済産業省） 

色彩検定２級 （色彩検定協会） 

全商ならびに全工の各種検定１級を３種目取得 

全商:全国商業高等学校協会  全工:全国工業高等学校長協会 

  



 

公的な奨学金制度のご紹介 

■日本学生支援機構 

勉学に励む意欲と能力を持った学生が経済的な理由により学業を諦めることのないよう 

「給付」または「貸与」される制度です。（申込基準として家計基準、学力基準があります） 

種  類 
給付型 貸与型 

給付奨学金･給付一時金 第一種奨学金 第二種奨学金 

奨学金月額 
世帯の所得金額に基づく区分

により金額が決定 

自宅   20,000 ～ 53,000円 

自宅外 20,000 ～ 60,000円 

まで１万円単位で選択 

20,000 ～ 120,000円 

まで１万円単位で選択 

利息・利率 原則返還不要 無利息 
年3.0％を上限とする 

（在学中は無利息） 

手続き流れ 入学後(4月)に校内で説明会を開催、その後  書類提出 → 審査 → 給付または貸与 

※給付型奨学金は、「高等教育の修学支援新制度」として入学金･授業料の免除または減免が受けられます。 

～給付型奨学金・貸与型奨学金 どちらも高校在学中に予約ができます～ 

安心して進学を検討できるように、高校在学中に「予約採用」制度の申し込みをされることをお勧めします。 

【手続きの流れ】   ★給付型を予約している方は、出願時に必ず申し出てください。（チェック欄があります） 

  

11.31 mm 

 

 

 

 

 

■各市町村 奨学金制度 

居住する市町村の教育委員会へお問い合わせください。 

なお、市町村により専門学校が対象外の場合もあります。 

[一例] 弘前市の奨学生制度  貸与月額 40,000円  （教育総務課 0172-82-1639） 

■生活福祉資金貸付制度【教育支援資金】 

①教育支援費 月額 60,000円以内 ②就学支度費 500,000円以内 

居住地域の市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。 

■母子父子寡婦福祉資金【修学資金】 

私立専門学校（月額）   ①自宅通学  89,000円 ②自宅外通学  126,500円 

居住地域の各地方福祉事務所へお問い合わせください。 

中南地方福祉事務所 0172-35-1622  (弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、板柳町、西目屋村、田舎館村) 

  

TEL 0570-666-301 http://www.jasso.go.jp 奨学金相談センター 

４月

 

４月中旬

 

 
４月下旬 

予約採用方式 

(入学前申込) 
予約採用 

４月～６月 

出  願 合  格 
進学届 

提出 

出  願 

４月中旬 ４月 ６月 
高校３年生の 

５月～６月 

 

 

 

 

入学 

高等学校に 

申し込み 

奨学金支給 

(毎月 1 回) 

合  格 
奨学金支給 

(毎月 1 回) 

在学採用方式 

(入学後申込) 
希望者 

説明会 

奨学金 

申込受付 

日本学生 
支援機構で 

選考受付 



 

 

入学に関する(入試・学費等)お問い合わせ 

 

  お電話でのお問い合わせ 

        ０１２０‐４３３‐２２６ 

 

  来校して詳しい説明を聞きたい 

    Ｗｅｂサイトよりお申し込みください。お電話でも受付ています。 

 

  ●オープンキャンパス（学校説明会･体験入学会）に参加   

  【開催時間】全日程 13:30～16:00 

  【開 催 日】4/23(土)、 5/21(土)、 6/11(土）、7/ 9(土)、8/ 7(日)、8/20(土)   

   9/10(土)、10/15(土)、11/12(土)、12/10(土)、1/21(土)、2/18(土)、3/ 4(土) 

 

  ●個別に相談したい 

  個別相談会にお申し込みください。 

  平日 10:00～18:00 （18:00以降はご相談ください） 

    ※土・日も対応できる場合がありますのでご相談ください。 

 

  Ｗｅｂ相談会 

来校せずに、説明を聴いたり相談したりすることができます。 

オンライン会議システム Zoomを利用します。アプリダウンロードは無料です。 

相談会利用中は通信料がかかりますので、通信環境にご注意ください。 
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