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アドミッションポリシー
① 本学園の教育活動を理解し、当校で学びたいという強い意志を持って

いる人
②調理製菓の分野で活躍できる専門技術、知識を身に着ける意欲のある人
③資格取得や試験合格の意欲や素養を持っている人
④食のプロとして情熱と意欲をもって社会に貢献する意志のある人

入学時期 2023年4月

学　科 修業年限 募集定員 課　程

神戸国際調理製菓専門学校

調理スペシャリスト本科 2年間 40名 専門課程

調理師科 1年間 60名 専門課程

製菓スペシャリスト本科 2年間 80名 専門課程

製菓衛生師科 1年間 40名 専門課程

 W
ダブル

ライセンスコース ※1年目は製菓衛生師科、
　2年目は調理師科に在籍 専門課程

育成調理師専門学校 調理師科 1年間 40名 専門課程

École CPとは
École CP（エコールセーペー）は調理と製菓、それぞれに幅広い視野を持っ
たプロを育成しています。
シェフを目指す学生も、パティシエを目指す学生も、ひとつの校舎でお互
いにプロを目指す活気にあふれた食の総合学園です。

「École CP（エコールセーペー）」とはフランス語でÉcole＝エコール（学校）、
Cuisine＝キュイジーヌ（調理）、Pâtisserie＝パティスリー（製菓）を意味しています。
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学科・コース概要

■神戸国際調理製菓専門学校

■育成調理師専門学校

学科・コース 修業年限 授業時間・休日 学科概要

調理スペシャリスト本科
（2年制）

2年間
（2023年4月上旬～

2025年3月上旬）

授業時間／9：15～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

１年目は調理の基礎を学び、2年目は65％以
上を実習が占めるカリキュラムで構成し創
作料理を作れる応用力と高い技術を身につ
けます。この学科の特徴として、調理技術だ
けでなく、食材のことや包丁のこと、器のこと
や礼儀作法に関することも学び調理の道で
生きる心構えも同時に身に付けることがで
きます。 

調理師科� （1年制）
1年間

（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

授業時間／9：15～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

調理実習を何度も繰り返すことで、西洋・日
本・中国料理、それぞれの基礎力を習得。食
材の知識や栄養・健康についての知識もしっ
かりと学ぶことができます。卒業と同時に調
理師免許を取得することができます。

製菓スペシャリスト本科
（2年制）�

2年間
（2023年4月上旬～

2025年3月上旬）

授業時間／9：15～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

はじめの１年間は洋菓子・和菓子・製パン、そ
れぞれの器具の使い方と基本的なレシピを
習得。２年目は70％以上を実習が占めるカ
リキュラムで構成し、販売やサービス技術も
身に付けます。この学科の特徴として、製菓
技術だけでなく世界の食文化や経営学、コー
ヒーや紅茶などドリンクに関することも学
び、世界で活躍するパティシエを育成する環
境を用意しています。

製菓衛生師科� �（1年制）
1年間

（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

授業時間／9：15～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

製菓実習を何度も繰り返すことで洋菓子・和
菓子・製パン、それぞれの基礎力を習得。卒
業後は調理師科のクラスに入学することが
できるＷライセンスコースも用意していま
す。

Ｗライセンスコース
2年間

（2023年4月上旬～
2025年3月上旬）

授業時間／9：15～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

1年目を製菓衛生師科、2年目を調理師科に
所属し、2年間で料理とお菓子の両方の技術
と知識の習得を目指します。

学　科 修業年限 授業時間・休日 学科概要

調理師科� （1年制）
1年間

（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

授業時間／9：30～15：50
休日／土曜・日曜祝日及び
夏季冬季休暇（ただし土曜
日は授業を行う場合があり
ます）

学費を最小限に抑えた調理コースです。1年
間で西洋・日本・中国料理、それぞれの基礎
の習得を目指します。
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出願期間

日本国外在住者 2022年9月1日(木)～2022年12月9日（金）
※出願期間中であっても定員になり次第締め切ります。

日本国内在住者 2022年9月1日(木)～2023年3月3日（金）
※出願期間中であっても定員になり次第締め切ります。

※最終日は午後5時にて受付を終了します

出願資格（学校によって出願資格が異なるので注意して下さい）

神戸国際調理製菓専門学校（下記のAおよびB1〜6のいずれかに該当する者）

入試区分 出願資格

一般入試
（留学生用）

A
12年以上の学校教育を修了した者。（原則として正規の学校教育12年目の課程を修了している必要
があります）またはこれに準ずる日本の文部科学大臣が指定した者。

Ｂ

１

日本語教育機関にて6か月以上（認定コースに限る）学習した者。
＜日本語教育機関とは＞

「入管法第7条第１項第２号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語
教育機関等を定める件」（法務省告示）別表第1.2.3.5に掲げられた日本語教育機関等のことです。

２

日本語能力試験（JLPT）でN1またはN2を取得した者。
＜日本語能力試験とは＞
日本国内では、財団法人 日本国際教育支援協会（JEES）が7月と12月に実施しています。なお、海外
では、国際交流基金（Japan Foundation）が現地機関の協力を得て実施しています。

３
日本留学試験（EJU）において日本語科目で200点以上を取得した者。
＜日本留学試験とは＞
独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が日本国内および国外において実施しています。

４
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得した者。
公益財団法人日本漢字能力試験協会が実施しています。

５
実用日本語検定（J.TEST）でB級以上を取得した者。
日本語検定協会が実施しています。

６
学校教育法第１条に規定する（幼稚園を除く）日本の学校において１年以上教育を受けた者。（短大・
大学の１年以上の別科日本語課程を含みます）

育成調理師専門学校（下記のAおよびB1〜4のいずれかに該当する者）

入試区分 出願資格

一般入試
（留学生用）

A
12年以上の学校教育を修了した者。（原則として正規の学校教育12年目の課程を修了している必要
があります）またはこれに準ずる日本の文部科学大臣が指定した者。

Ｂ

１ 日本語能力試験（JLPT）でN1またはＮ2を取得した者。

２ 日本留学試験（EJU）において日本語科目で200点以上を取得した者。

３ ＢＪＴビジネス日本語能力テストで400点以上を取得した者。

４ 実用日本語検定（J.TEST）でB級以上を取得した者。
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出願書類

必要書類 備考

１ 入学願書 写真（3×4cm）及び払込み済みの振替払込受付証明書を貼り付けてください。（記入例P.7参照）

２ 写真
3か月以内に撮影した写真（3×4cm）を2枚用意し、1枚を入学願書の所定の欄に貼り付けて下さい。
残りは裏面に名前を記入のうえ、入学願書に添えて提出してください。

3 作文 テーマにもとづいて300文字以上400文字以内で直筆で作成してください。

4 振替払込受付証明書
入学検定料20,000円を振り込んでください。
※日本国外在住者の方は、ご相談ください。

5
卒業証明書（原本）

または
卒業証書（コピー）

高等学校または大学のもの。（母国語または英語で書かれたもの）
（外国において12年以上の学校教育修了を証明するもの。または、昭和56年文部科学省告示第153
号にあてはまるもの）
※英語以外で記載されている卒業証明書は日本語の翻訳文を添付してください。

6
日本語能力を証明する書類

（右記のうち有するもの全て）

a. 日本語教育機関が発行する証明書（1）と（2） 
（1）成績・出席証明書 
（2）卒業（見込）証明書 
※日本語学校在籍中の人、および在籍したことがある人は必ず提出してください。

b. 日本語能力試験（JLPT）の日本語能力認定書（N１またはＮ２）、または合否結果通知書
c. 日本留学試験（EJU）の成績通知書（日本語科目の聴解、聴読解、読解の合計が200点以上）
d. BJTビジネス日本語能力テストの成績証明書（400点以上） 
e. 実用日本語検定(J.TEST)の成績通知書(B級以上)
 ｆ. 学校教育法第第1条に規定する（幼稚園を除く）日本の学校において1年以上教育を受けた証明

7 留学生身上書 （記入例P.8参照）

1から7までの必要書類を本校指定の封筒に入れて、出願期間内に郵送または本校への持参で出願とします

入学選考試験日について

審査願書の受付順に書類審査を行い、書面で入学試験日を通知します。

入学選考試験について

筆記試験と面接試験を行います。

※日本入国にビザが必要な場合は個人で取得をしてください。状況によっては面接試験をオンラインでも対応します

合否通知については入学試験より2週間以内に合否結果を郵送します。

※試験後、2週間を過ぎても通知がない場合は入学事務局までご連絡ください
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学費一覧（2023年度）

学費納入

■神戸国際調理製菓専門学校

■神戸国際調理製菓専門学校（1年次の学費より）

■育成調理師専門学校

学科・コース 年次 入学金 施設設備費 授業料 実習材料費 教育充実金 合計

調理スペシャリスト
本科

1年 100,000円 150,000円 740,000円 650,000円 100,000円 1,740,000円

2年 ― 150,000円 740,000円 650,000円 100,000円 1,640,000円

調理師科 1年 100,000円 150,000円 740,000円 700,000円 100,000円 1,790,000円

製菓スペシャリスト
本科

1年 100,000円 150,000円 740,000円 600,000円 100,000円 1,690,000円

2年 ― 150,000円 740,000円 600,000円 100,000円 1,590,000円

製菓衛生師科 1年 100,000円 150,000円 740,000円 700,000円 100,000円 1,790,000円

Wライセンス
コース

1年 100,000円 150,000円 740,000円 700,000円 100,000円 1,790,000円

2年 ― ― 690,000円 700,000円 100,000円 1,490,000円

回数 全納 2回分納 3回分納

期日
合格通知後
1か月以内

合格通知後
1か月以内

2023年
6月末日まで

合格通知後
1か月以内

2023年
6月末日まで

2023年
9月末日まで

学
科
・
コ
ー
ス

調理スペシャリスト
本科

1,740,000円 945,000円 795,000円 945,000円 470,000円 325,000円

調理師科 1,790,000円 970,000円 820,000円 970,000円 470,000円 350,000円

製菓スペシャリスト
本科

1,690,000円 920,000円 770,000円 920,000円 470,000円 300,000円

製菓衛生師科 1,790,000円 970,000円 820,000円 970,000円 470,000円 350,000円

Wライセンス
コース

1,790,000円 970,000円 820,000円 970,000円 470,000円 350,000円

回数 全納 2回分納 3回分納

期日
合格通知後
1か月以内

合格通知後
1か月以内

2023年
6月末日まで

合格通知後
1か月以内

2023年
6月末日まで

2023年
9月末日まで

学科 調理師科 1,080,000円 640,000円 440,000円 640,000円 240,000円 200,000円

■育成調理師専門学校

●諸経費
　学費以外に教科書、包丁一式、実習教具、実習服、課外研修等の諸経費が必要です。

　詳細の案内は、2023年3月中旬を予定しております。

学科 年次 入学金 施設設備費 授業料 実習材料費 教育充実金 合計

調理師科 1年 100,000円 100,000円 480,000円 400,000円 ― 1,080,000円
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留学生奨学金制度（いずれも対象者は神戸国際調理製菓専門学校の学生のみとし、併用は不可とします）

留学生支援奨学金 留学生特待奨学金

対象人数 先着10名 先着10名

奨学金額 年間150,000円（返済不要） 年間250,000円（返済不要）

受給資格

以下のAとBの要件を満たす者
A 在留資格「留学」を有する外国人
B  日本語教育機関（もしくは入学前に在籍していた学校）

の出席率が80％以上の者

以下のAとBの要件を満たす者
A 在留資格「留学」を有する外国人
B 以下のいずれかに該当する者
　◦日本語能力検定（JLPT）でN1またはN2を取得した者
　◦日本留学試験(EJU)の日本語科目で200点以上を取得した者
　◦ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得した者
　◦ 実用日本語検定（J.TEST）でB級以上を取得した者

支給方法 入学後に奨学金として支給 入学後に奨学金として支給

※各種日本人向け奨学金制度との併用は不可とします

入学辞退について

出願後、やむを得ない事情によって入学を辞退される場合は、入学事務局までご連絡ください。

［手続き方法］

　本校から「入学辞退届」を送付→「入学辞退届」に記入し、「合格通知」とともに入学事務局にご返送ください。

　下記の所定期間内に手続きを完了された場合のみ、入学金を除く学費納入金を返金いたします。

【最終提出期日】�2023年3月17日（金）� ※最終日は、午後5時にて受付を終了します。

入学手続き（合格者は、指定期日までに1・2の手続きを完了してください）

１ 必要書類の提出
合格通知に同封している必要書類に必要事項を記入し14日以内に提出
※ 在留資格「留学」への変更・更新には合格通知書ではなく、学費納入後に発行する入学許可書が必要です。

２ 学費の納入

合格通知を受け取り後、1か月以内に納入してください。
（詳細は、学費一覧・納入方法P.5参照）
◦海外から送金される場合は、中継銀行・受取銀行の手数料も含めて振り込んでください。
◦振込人の氏名記載欄には、入学者の氏名を記入してください。

３
在留期間の更新

または変更、
在留資格認定

学費を納入された人には入学許可書を発行します。
＊日本国内在住者＊
学費の納入を確認後、入学許可書を普通郵便にて郵送します。
入学前に在留資格の期限が満了する場合は、自分で変更または更新の申請をしてください。
申請に必要な「所属機関等作成用」は本校で作成いたします。
＊日本国外在住者＊
本校が合格者の代理で入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をするとき、入学許可書を提示しま
す。在留資格認定証明書が交付されれば、入学許可書と一緒に郵送しますので、母国の日本大使館、または
領事館に在留資格認定証明書と旅券（パスポート）を持参し、留学ビザの申請をしてください。

４ 入学までのご案内
実習服・教科書・包丁教材セットなどの購入方法、学生証の発行、入学式などの詳しい案内を郵送します。（3
月上旬頃）



入学願書（留学生用）

ふりがな

ふりがな

7

出願

■入学願書記入例

受験生名で記入すること。

必ず志願学科を1つ
選んで○印をつけてください。

3か月以内に撮影したもの
を貼ってください。

郵便局で払込済みの
振替払込受付証明書を
貼ってください。

「本人名前」欄の印は本人の
自筆署名の場合は省略できます。

願書を記入した日付を
記入してください。



留 学 生 身 上 書
Foreign Student Personal Information Form

■記入日　　　　　年　　月　　日 

姓／Family Name 名／Given Name

1. 既婚 
Married

2. 未婚 
Unmarried

ふりがな

氏名／Name

氏名アルファベット表記
Name in Roman alphabet

生年月日（年齢） 
Date of  birth（age）

　 　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）
　　　 　 Year　 　Month　 Day　　 　  　age

性　別 
SEX

男　　・　　女 
  Male          Female

国　籍 
Nationality

■経費負担方法／Method of support to meet expenses while in Japan

学費／Tuition Fees 保護者・保証人分／
Guardian/guarantor

円／年
Yen/per year 本人分／Self 円／年

Yen/per year

生活費／Living Expenses 保護者・保証人分／
Guardian/guarantor

円／年
Yen/per year 本人分／Self 円／年

Yen/per year

■保護者または保証人（2名分）／Guardians or guarantors（two persons）

氏名／Name 本人との関係／Relationship

住所／Address 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

勤務先名／Place of employment 年収／Annual income 円／年
Yen/per year

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□Check if this person will pay for your costs.
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
Contact in Japanese or English Japanese（Yes・No） English（Yes・No）

氏名／Name 本人との関係／Relationship

住所／Address 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

勤務先名／Place of employment 年収／Annual income 円／年
Yen/per year

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□Check if this person will pay for your costs.
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
Contact in Japanese or English Japanese（Yes・No） English（Yes・No）

【学歴】母国の12年以上の学歴（小学校～最終学歴）を記入してください／Academic record: list schools attended in your home country for 12+ years（from elementary school to latest school attended）
学校名／Name of school 所在地／Location 修業年数／Standard no. years of study 入学年月～卒業（修業）年月／Period of study

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

【日本での学歴】日本語学校・専門学校・短大・大学の学習歴を記入してください／Academic record in Japan: list Japanese language schools, vocational schools, junior colleges, and universities attended in Japan.
学習機関名／Name of school 所在地／Location 修業年数／Standard no. years of study 入学年月～卒業（修業）年月／Period of study

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

【職歴】日本または母国での職歴がある場合記入してください／Work experience: list any work experience in Japan or your home country.
会社名／Name of company 職種／Occupation 勤務地／Place of work 就業期間／Period of employment

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

■犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 ＜  有　・　無  ＞
　Criminal record （in Japan and overseas） Yes  　  No

パスポート番号／Passport number 有効期限／Date of expiration

在留カード番号／Residence card number 有効期限／Date of expiration

在留資格／Status of residence 有効期限／Date of expiration

本国住所 
Address in Japan

〒

TEL ：                                                 Email ：

母国住所 
Address in home country 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

日本への渡航経験 
Past entry into/departure from Japan

有　　・　　無
Yes　　　　No

上記で『有』を選択した場合 〈回数〉 回
Fill in the following if the answer is “Yes”   Number of times

〈直近の日付〉 年 月
Lastest entry in  Year Month

〈個人情報の取り扱いについて〉　皆様の個人情報は、入学に関連する資料送付、またお電話でのご確認のみに使用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはいたしません。
Personal information: your personal information will only be used to send you admission documents or confirm details via telephone, and will not be provided to a third party without your consent.

8

【記入上の注意】
※黒色のインクまたはボールペンで記入してください。
　（消せるボールペン不可）

現在、日本に在住している
留学生は記入する必要は
ありません。

外国において12年以上の学
校教育を修了したのかを再確
認します。

入学後の生活費を保護者また
は保証人がいくら負担するの
かを記入してください。

保護者または保証人の年収を
円に換算して記入してくださ
い。
保護者または保証人が無職の
場合は記入しなくても構いま
せん。その場合年収も記入し
なくても構いません。

例えば出願した学科が1年制
（学費179万円）の場合、保護
者または保証人がいくら負担
するのか、本人がいくら負担
するのかを記入してください。

（保護者または保証人分と本
人分を合算して学費額になる
ように記入してください）

入学後、学校生活等で問題が
発生した場合、日本の保証人
ではなく、母国の家族に直接連
絡するために必要な情報です。
また学費を家族名義で海外か
ら送金する場合があるなら
ば、その際に学校が名義照会
するために必要な情報となり
ます。

■留学生身上書記入例
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申请（入学申请书填写范例／留学生简历填写范例）����������� 15
前往École CP 集团的交通方式 �������������������� 25

招生方针
1. 理解本学园的教育活动，有强烈意愿来本校学习者
2. 在烹调糕点制作的领域方面，有志于学习专业知识及技能者
3. 具有取得资格及通过考试的意愿及其素质者
4. 有成为专业餐饮人士之热情及抱负，并会对社会有贡献者

入学时期 2023年4月

学　科 修业年限 招生名额 课　程

神户国际调理制菓专门学校

烹调专门本科 2年 40名 专门课程

烹调师科 1年 60名 专门课程

糕点制作专门本科 2年 80名 专门课程

糕点制作卫生师科 1年 40名 专门课程

双证书课程 ※第1年就读糕点制作卫生师科、 
　第2年就读烹调师科 专门课程

育成调理师专门学校 烹调师科 1年 40名 专门课程

关于École CP
École CP 是指培养在烹调和糕点制作方面具有广泛视角的专业人士。
这是一所充满活力的综合性餐饮学园，无论学生的目标是成为专业的主厨
还是西点师，都可在同一个校舍里互相交流切磋。

École CP 是法语，École＝学校、Cuisine＝烹调、Pâtisserie＝糕点制作。
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学科・课程概要

■神户国际调理制菓专门学校

■育成调理师专门学校

学科・课程 修业年限 上课时间・假日 学科概要

烹调专门本科
（2年制）

2年
（2023年4月上旬～
2025年3月上旬）

上课时间／9:15～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

第1年学习烹调的基础，第2年通过实际操作
占65％以上的教学计划，培养能够创作菜
品的应用能力和高度技能。作为本学科的特
征，不仅可以学习烹调技能，还可以学习关
于食材、菜刀、器皿和礼仪的相关知识，同
时能够培养在烹调方面应有的生活态度。

烹调师科
（1年制）

1年
（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

上课时间／9:15～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

通过多次重复烹调实际操作，掌握西餐、日
餐和中餐各自的基础能力。还可以扎实地学
习食材的知识和营养、健康的相关知识。毕
业可同时取得烹调师证书。

糕点制作专门本科
（2年制） 

2年
（2023年4月上旬～
2025年3月上旬）

上课时间／9:15～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

第1年学习西式糕点、日式糕点和面包制作
各自器具的使用方法和基本食谱。第2年通
过实际操作占70％以上的教学计划，还能
学习销售和服务技能。作为本学科的特征，
不仅能学习糕点制作技能，还能学习世界的
餐饮文化、经营学、咖啡和红茶等饮料的相
关知识，为培养活跃于世界的西点师营造环
境。

糕点制作卫生师科 
（1年制）

1年
（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

上课时间／9:15～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

通过多次重复糕点制作实际操作，学习西式
糕点、日式糕点和面包制作各自的基础能
力。毕业后，还备有可就读烹调师科的双证
书课程。

双证书课程（烹调及糕点
制作）

2年
（2023年4月上旬～
2025年3月上旬）

上课时间／9:15～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

第1年就读糕点制作卫生师科，第2年就读烹
调师科，目标是要在2年内掌握烹调和糕点
两方面的技能和知识。

学　科 修业年限 上课时间・假日 学科概要

烹调师科
（1年制）

1年間
（2023年4月上旬～
2024年3月上旬）

上课时间／9:30～15:50
假日／周六、周日、节假
日、暑假、寒假（但是有时
会在周六上课）

为将学费负担减至最小限度的烹调课程。目
标是在1年内学习西餐、日餐和中餐各自的
基础。
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神户国际调理制菓专门学校（符合以下A及B1〜6任一情况者）
入学考试分类 申请资格

一般入学考试
（留学生用）

A
完成12年以上的学校教育者。（原则上必须完成第12年的正规学校教育课程）或相当于日本文部
科学大臣指定的上述课程者。

B

1

在日语教育机构学习6个月以上（仅限认定课程）者。 
＜关于日语教育机构＞
“根据制定入管法第7条第１款第２项标准的省令中留学在留资格相关标准的规定，设置日语教育机
构等件”（法务省告示）附表第1.2.3.5中记载的日语教育机构等。

2

在日本语能力测试（JLPT）中取得N1或N2者。
＜关于日本语能力测试＞
日本国内，由财团法人日本国际教育支援协会（JEES）在7月和12月实施。在海外，由国际交流基
金（Japan Foundation）与当地机构合作实施。

3
在日本留学试验（EJU）的日语科目中取得200分以上者。
＜关于日本留学试验＞
由独立行政法人日本学生支援机构（JASSO）在日本国内及国外实施。

4
在BJT商务日语能力考试中取得400分以上者。
由公益财团法人日本汉字能力试验协会实施。

5
在实用日语检定（J.TEST）中取得B级以上者。
由日语检定协会实施。

6
根据学校教育法第１条规定，（幼儿园除外）在日本的学校受过1年以上教育者。（包括短大、大
学1年以上的别科日语课程）

申请期限

非日本国内居住者 2022年9月1日(周四)～2022年12月9日（周五）
※申请期限内额满为止。

日本国内居住者 2022年9月1日(周四)～2023年3月3日（周五）
※申请期限内额满为止。

※将于最后一天的下午5点结束受理

申请资格（请注意，申请资格因学校而不同）

育成调理师专门学校（符合以下A及B1〜4任一情况者）
入学考试分类 申请资格

一般入学考试
（留学生用）

A
完成12年以上的学校教育者。（原则上必须完成第12年的正规学校教育课程）或相当于日本文部
科学大臣指定的上述课程者。

B

1 在日本语能力测试（JLPT）中取得N1或N2者。

2 在日本留学试验（EJU）的日语科目中取得200分以上者。

3 在BJT商务日语能力考试中取得400分以上者。

4 在实用日语检定（J.TEST）中取得B级以上者。
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申请文件

必要文件 备注

１ 入学申请书 请粘贴照片（3×4cm）及已支付的转账受理证明。（填写范例请参阅P.15）

２ 照片
请准备2张3个月内拍摄的照片（3×4cm），其中1张粘贴在入学申请书指定的栏位上。剩余的请
在背面写上姓名，并与入学申请书一起提交。

3 作文 请根据主题写出300文字以上400文字以内的文章。

4 转账支付受理证明
请转账入学检定费20,000日元。
※如果非日本国内居住者，请另行咨询。

5
毕业证明书（原件）或 
毕业证书（复印件）

高中或大学的。（以母语或英语记载）
（在国外完成12年以上学校教育的证明。或符合1981年文部科学省告示第153号的文件）
※以英语以外的语言记载的毕业证明书请附上日语翻译。

6
日语能力证明文件 

（右侧之中有的全部项目）

a. 日语教育机构发行的证明书（1）和（2）
（1）成绩、出勤证明书
（2）毕业（预定）证明书 
※正在日语学校就读以及曾经就读过的人请务必提交。

b. 日本语能力测试（JLPT）的日语能力认定书（N1或N2）或结果通知书
c. 日本留学试验（EJU）的成绩通知书（日语科目的听解、听读解、读解合计200分以上）
d. BJT商务日语能力考试的成绩证明书（400分以上）
e. 实用日语检定（J.TEST）的成绩通知书（B级以上）
 f. 学校教育法第第1条规定，（幼儿园除外）在日本的学校受过1年以上教育的证明

7 留学生简历 （填写范例请参阅P.16）

请将1至7项所需的文件放入本校指定的信封内，在申请期限内邮寄或亲自携带至本校。

关于入学考试日期

将按照收到审查申请书的顺序进行文件审查，并以书面形式通知入学考试日期。

关于入学考试

将进行笔试和面试。
※如果需要入境日本的签证，请自行取得。根据情况，入学考试也可采用线上形式进行。

关于合格结果通知，将在入学考试后2周内邮寄考试结果。
※如果在考试后2周内仍没收到通知，请联系入学事务局。
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学费一览（2023年度）

学费缴纳

■神户国际调理制菓专门学校

■神户国际调理制菓专门学校（头1年的学费）

■育成调理师专门学校

学科・课程 年次 入学注册费 设施设备费 上课费 材料费 教育充实费 合计

烹调专门本科
1年 100,000日元 150,000日元 740,000日元 650,000日元 100,000日元 1,740,000日元

2年 ― 150,000日元 740,000日元 650,000日元 100,000日元 1,640,000日元

烹调师科 1年 100,000日元 150,000日元 740,000日元 700,000日元 100,000日元 1,790,000日元

糕点制作专门本科 
1年 100,000日元 150,000日元 740,000日元 600,000日元 100,000日元 1,690,000日元

2年 ― 150,000日元 740,000日元 600,000日元 100,000日元 1,590,000日元

糕点制作卫生师科 1年 100,000日元 150,000日元 740,000日元 700,000日元 100,000日元 1,790,000日元

双证书课程
1年 100,000日元 150,000日元 740,000日元 700,000日元 100,000日元 1,790,000日元

2年 ― ― 690,000日元 700,000日元 100,000日元 1,490,000日元

次数 全额缴纳 2次分期缴纳 3次分期缴纳

最后 
期限

合格通知后 
1个月内

合格通知后 
1个月内

2023年6月 
最后一天

合格通知后 
1个月内

2023年6月 
最后一天

2023年9月 
最后一天

学
科
・
课
程

烹调专门本科 1,740,000日元 945,000日元 795,000日元 945,000日元 470,000日元 325,000日元

烹调师科 1,790,000日元 970,000日元 820,000日元 970,000日元 470,000日元 350,000日元

糕点制作专门本科 1,690,000日元 920,000日元 770,000日元 920,000日元 470,000日元 300,000日元

糕点制作卫生师科 1,790,000日元 970,000日元 820,000日元 970,000日元 470,000日元 350,000日元

双证书课程 1,790,000日元 970,000日元 820,000日元 970,000日元 470,000日元 350,000日元

次数 全额缴纳 2次分期缴纳 3次分期缴纳

最后 
期限

合格通知后 
1个月内

合格通知后 
1个月内

2023年6月 
最后一天

合格通知后 
1个月内

2023年6月 
最后一天

2023年9月 
最后一天

学科 烹调师科 1,080,000日元 640,000日元 440,000日元 640,000日元 240,000日元 200,000日元

■育成调理师专门学校

●各项费用
　除了学费，还需要教科书、菜刀一套、实习服、课外研修等各项费用。
　详情计划于2023年3月中旬发布。

学科 年次 入学注册费 设施设备费 上课费 材料费 教育充实费 合计

烹调师科 1年 100,000日元 100,000日元 480,000日元 400,000日元 ― 1,080,000日元
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留学生奖学金制度（适用者都仅限于神户国际调理制菓专门学校的学生，不能一起使用）

留学生支援奖学金 留学生特待奖学金

适用人数 先申请的前10人 先申请的前10人

奖学金额度 全年150,000日元（无需返还） 全年250,000日元（无需返还）

领取资格

同时满足以下A和B的条件者
A 具有在留资格“留学”的外国人
B 在日语教育机构（或入学前曾就读的学校）的出席率达
到80％以上者

同时满足以下A和B的条件者
A 具有在留资格“留学”的外国人
B 符合以下任一情况者
　・在日语能力检定（JLPT）中取得N1或N2者
　・在日本留学试验(EJU)的日语科目中取得200分以上者
　・在BJT商务日语能力考试中取得400分以上者
　・在实用日语检定（J.TEST）中取得B级以上者

发放方法 入学后作为奖学金发放 入学后作为奖学金发放

※不能与各种面向日本人的奖学金制度一起使用

关于入学取消

申请后因不得已的情况需取消入学时，请联系入学事务局。

［手续方法］
　由本校发送“入学取消通知书”→请填写“入学取消通知书”，连同“合格通知”寄回入学事务局。
　仅限在以下规定期限内完成手续的情况，不包括入学注册费，将退还已缴纳的学费。

【最后提交期限】2023年3月17日（周五） ※将于最后一天的下午5点结束受理。

入学手续（合格者请在指定期限内完成1、2项的手续）

１
必要文件的提交 

(合格通知须一同提交)
填写合格通知中随附的所需文件上的所需事项，并在14天内提交
※ 如果要将在留资格变更或更新为“留学”，需要的不是合格通知书，而是缴纳学费后发行的入学许可书。

２ 学费的缴纳

收到合格通知后，请在1个月内缴纳。
（详情请参阅学费一览・缴纳方法P.13）
・如果从海外转账，转账金额中应包含中间银行和收款银行的手续费。
・请在转账人的姓名栏上填写入学者的姓名。

３
在留期限的更新或
变更、在留资格 

认定

完成学费缴纳的人将获发入学许可书。
＊日本国内居住者＊
学费缴纳确认后，将通过普通邮件发送入学许可书。
如果在留资格在入学前到期，请自行申请变更或更新。
本校将创建申请所需的“所属机构等创建用”。
＊非日本国内居住者＊
本校代理入学合格者向入国管理局申请在留资格认定证明书的交付时，将出示入学许可书。被交付在留资
格认定证明书后，将与入学许可书一起邮寄，请携带在留资格认定证明书和护照到本国的日本大使馆或领
事馆申请留学签证。

４ 入学前的指南
将会邮寄实习服、教科书、菜刀教材套装等购买方法、学生证的发行、入学式等的详细信息。（3月上旬
左右）
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入学願書（留学生用）

ふりがな

ふりがな

15

申请

■入学申请书填写范例

请填写考生姓名。

请务必圈选一个想就读的学
科。

请粘贴3个月内拍摄的照片。

请粘贴已在邮局完成支付的转账
受理证明。

关于“本人姓名”栏的印章标记，
如果本人亲自签名可省略盖章。

请填写申请书填写完成的日期。
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入学願書（留学生用）

ふりがな

ふりがな

15

申请

■入学申请书填写范例

请填写考生姓名。

请务必圈选一个想就读的学
科。

请粘贴3个月内拍摄的照片。

请粘贴已在邮局完成支付的转账
受理证明。

关于“本人姓名”栏的印章标记，
如果本人亲自签名可省略盖章。

请填写申请书填写完成的日期。

留学生身上書
留学生简历

■記入日 / 填写日期　　　　　年　　月　　日 

姓 名

1. 既婚 
　已婚

2. 未婚 
　未婚

平假名标注

氏名／姓名

氏名アルファベット表記
姓名罗马字标音

生年月日（年齢） 　 　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）
　　　　　　　　　　　　　　　( 　  　　岁) 性　別 男　　・　　女 国　籍

■経費負担方法／费用负担方法

学費／学费 保護者・保証人分／
监护人・保证人

円／年
日元／年 本人分／本人 円／年

日元／年

生活費／生活费 保護者・保証人分／
监护人・保证人

円／年
日元／年 本人分／本人 円／年

日元／年

■保護者または保証人（2名分）／监护人或保证人（2名）

氏名／姓名 本人との関係／与本人的关系

住所／住址 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL／电话号码：

勤務先名／工作单位名称 年収／年收入 円／年
日元／年

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□如果是费用负担者，请打勾
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
可不可以通过日语或英语联系 日语（可・不可） 英语（可・不可）

氏名／姓名 本人との関係／与本人的关系

住所／住址 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL／电话号码：

勤務先名／工作单位名称 年収／年收入 円／年
日元／年

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□如果是费用负担者，请打勾
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
可不可以通过日语或英语联系 日语（可・不可） 英语（可・不可）

【学歴】母国の12年以上の学歴（小学校～最終学歴）を記入してください／【学历】请填写在本国12年以上的学历（小学～最终学历）
学校名／学校名称 所在地／所在地点 修業年数／修业年数 入学年月～卒業（修業）年月／入学年月～毕业（修业）年月

年 年 月　〜 年 月

年 年　 月　〜 年 月

年 年　 月　〜 年 月

年 年　 月　〜 年 月

年 年 月　〜 年 月

【日本での学歴】日本語学校・専門学校・短大・大学の学習歴を記入してください／【在日本的学历】请填写在日语学校、专门学校、短大、大学的学习经历
学習機関名／学习机构名称 所在地／所在地点 修業年数／修业年数 入学年月～卒業（修業）年月／入学年月～毕业（修业）年月

年 年 月　〜 年 月

年 年 月　〜 年 月

年 年 月　〜 年 月

【職歴】日本または母国での職歴がある場合記入してください／【职历】在日本或本国如果有职历，请填写
会社名／公司名称 職種／工种 勤務地／工作地点 就業期間／就业期间

年 月　〜 年 月

年 月　〜 年 月

■犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 ＜  有　・　無  ＞
　有无因犯罪而受过刑事处罚　 ＜  有　・　无  ＞

パスポート番号／护照编号 有効期限

在留カード番号／在留卡编号 有効期限

在留資格／在留资格 有効期限

本国の住所 
日本的住址

〒／邮编

TEL ／电话号码：                                                 Email 

母国住所 
本国住址 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ／电话号码：  

日本への渡航経験 
造访日本的经验

有 　　・　　無
有 　 　・　　无

上記で『有』を選択した場合 〈回数〉 回
上述选择“有”的情况   〈次数〉　　　　  次

 〈直近の日付〉 年 月〈最近的日期〉

〈個人情報の取り扱いについて〉　皆様の個人情報は、入学に関連する資料送付、またお電話でのご確認のみに使用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはいたしません。
〈关于个人信息的使用〉: 各位的个人信息将仅用于发送入学相关资料和电话确认，未经本人同意不会提供给第三方。
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【填写注意事项】
※ 请 使 用 黑 色 的 墨 水 笔 或 圆 珠 笔 填 写 。 
（不可使用可擦圆珠笔）

現在居住在日本的留学生
无需填写。

将再次确认您已在国外完成了
12年以上的学校教育。

请填写注明监护人或保证人在
您入学后将负担多少生活费。

请将监护人或保证人的年收入
换算成日元填写。
如果监护人或保证人没有工作
可不必填写。这种情况下也可
不必填写年收入。

比如您申请的学科是1年制
（学费179万日元），请填写
注明监护人或保证人负担多
少，本人负担多少。
（填写学费金额时，请将监护
人或保证人以及本人合并计
算）

这个信息是必要的，因为入学
后如果您在学校生活等方面发
生问题，将直接联系您本国的
家人，而不是日本的保证人。
此外，如果学费是以家人的名
义从海外转账来的，届时那会
是学校查询名义时的必要信
息。

■留学生简历填写范例
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Admissions Policy
1. Individuals that possess an understanding of the educational activities of 

this academy, as well as a strong desire to learn at this school
2. Individuals with the motivation to acquire specialized skills and knowledge 

that can enable them to excel in the fields of the culinary and confectionary 
arts

3. Individuals that possess the motivation and qualities necessary to acquire 
certification and to pass examinations

4. Individuals that possess the determination necessary to passionately and 
enthusiastically contribute to society as a food professional

Enrollment Period April�2023

Course Training�period Capacity Course�type

Kobe Kokusai Cooking & 
Pastry College

Culinary Specialist Course 2 years 40 students Post-Secondary Course

Culinary Course 1 year 60 students Post-Secondary Course

Pastry Specialist Course 2 years 80 students Post-Secondary Course

Pastry Hygienist Course 1 year 40 students Post-Secondary Course

Double License Course * In the first year students are enrolled in the Pastry Hygienist
  Course and in the second year the Culinary Course Post-Secondary Course

Ikusei Cooking College Culinary Course 1 year 40 students Post-Secondary Course

What is École CP?
ÉcoleCP cultivates professionals with wide-ranging perspectives in 
the fields of the culinary and confectionary arts. Aspiring chefs and 
patissiers both aim to become professionals under one roof at our 
vibrant comprehensive culinary institution. 

“École CP” is French: “École” means school, and “CP” stands for “Cuisine” 
and “Pâtisserie”.
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Overview of Courses

■Kobe Kokusai Cooking & Pastry College

■Ikusei Cooking College

Course Training�period Class�times�/�holidays Course�overview

2-Year�Culinary�Specialist�Course
2�years

(early April 2023 –
 early March 2025)

Class�times:
9:15 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

Learn the basics of cooking in your 
first year, and gain the adaptability and 
advanced technique to create a variety 
of cuisines in a curriculum composed of 
65% practical instruction in your second 
year. In this course, you learn not only 
cooking techniques, but also ingredients, 
knives, utensils, and manners, to prepare 
yourself to live the life of a chef.

1-Year�Culinary�Course
1�year

(early April 2023 –
 early March 2024)

Class�times:
9:15 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

Repeated practical cooking instruction 
allows you to obtain fundamental ability in 
Western, Japanese, and Chinese cuisine. 
You will also gain a thorough knowledge 
of ingredients, nutrition, and health. 
On graduating you can obtain a chef’s 
license. 

2-Year�Pastry�Specialist�Course
2�years

(early April 2023 –
 early March 2025)

Class�times:
9:15 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

In your first year, you will learn how 
to use utensils and basic recipes for 
Western sweets, Japanese sweets, 
and bread baking. In the second year, 
70% of the curriculum is composed of 
practical instruction, and you will also 
learn sales and service skills. This course 
teaches not only pastry technique, but 
also food cultures of the world, business 
management, and coffee, tea, and other 
drinks, making it the perfect environment 
to cultivate patissiers who will act on the 
global stage. 

1-Year�Pastry�Hygienist�Course
1�year

(early April 2023 –
 early March 2024)

Class�times:
9:15 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

Repeated pastry training allows you to 
obtain fundamental ability in Western 
sweets, Japanese sweets, and bread. A 
double license course is also available to 
enter the Culinary Class after graduation.

Double�License�Course
2�years

(early April 2023 –
 early March 2025)

Class�times:
9:15 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

In the first year, students study in the 
Pastry Hygienist Course, in the second 
year the Culinary Course. During these 
two years, students will gain skil ls 
and knowledge in both cooking and 
confectionery making.

Course Training�period Class�times�/�holidays Course�overview

1-Year�Culinary�Course
1�year

(early April 2023 –
 early March 2024)

Class�times:
9:30 AM – 3:50 PM
Holidays:�Saturdays, 
Sundays, national holidays, 
summer and winter vacation 
(classes may sometimes be 
held on Saturdays)

This culinary course keeps tuition fees to 
a minimum. You will gain the fundamentals 
of Western, Japanese, and Chinese 
cuisine in one year.
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Application Period

Applicants�residing�
outside�of�Japan

Thursday, September 1, 2022 – Friday, December 9, 2022
*Application will be closed before deadline if course fills up.

Applicants�residing�
in�Japan

Thursday, September 1, 2022 – Friday, March 3, 2023
*Application will be closed before deadline if course fills up.

*Applications will be accepted until 5 PM on the deadline date.

Eligibility (Please exercise caution as eligibility to apply will differ depending on the school being applied to)

Kobe Kokusai Cooking & Pastry College （Individuals who correspond to A and one of B1–6）

Selection�category Eligibility

General selection
（for foreign students）

A
Have completed at least 12 years of school education (as a general rule, applicants are 
required to have completed 12 years of formal education) or equivalent as specified by the 
Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan.

Ｂ

１

Have studied at least 6 months at a Japanese language educational institution (certified courses only). 
Definition of Japanese language educational institution:
A Japanese language educational institution listed in Appendix 1. 2. 3. 5 of the “Determination of 
Japanese Language Educational Institutions Based on the Regulation on Standards Relating to the 
Status of Residence of Foreign Students in the Ordinance Determining Standards for the Immigration 
Control Act, Article 7, Paragraph 1, Item ii” (Ministry of Justice Notice)

２

Have passed either the N1 or N2 level of the Japanese Language Proficiency Test （JLPT）.
Japanese Language Proficiency Test: 
Administered in Japan each July and December by Japan Educational Exchanges and 
Services (JEES) and in overseas countries through cooperation between the Japan 
Foundation and local organizations. 

３

Have achieved a score of at least 200 points in the Japanese as a Foreign Language 
subject test in the Examination for Japanese University Admission for International Students 

（EJU）, a test conducted both in Japan and overseas by the Japan Student Services 
Organization （JASSO）

４ Have scored at least 400 points in the BJT Business Japanese Proficiency Test.
This test is conducted by the Japan Kanji Aptitude Testing Foundation.

５ Have achieved at least level B in the Test of Practical Japanese (J.Test).
This test is conducted by Nihon-go Kentei Kyokai.

６
Have attended a school in Japan recognized by Section 1 of the Japan School Education 
Act (excluding kindergartens) for at least 1 year. (Includes independent Japanese courses 
of at least one year in duration at junior colleges and universities.)

Ikusei Cooking College （Individuals who correspond to A and one of B1–4）

Selection�category Eligibility

General selection
（for foreign 
students）

A
Have completed at least 12 years of school education (as a general rule, applicants are 
required to have completed 12 years of formal education) or equivalent as specified by the 
Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan.

Ｂ

１ Have passed either the N1 or N2 level of the Japanese Language Proficiency Test （JLPT）.

２
Have scored 200 points or higher on the Japanese as a Foreign Language subject portion 
of the Examination for Japanese University Admission （EJU）.

３ Have scored at least 400 points in the BJT Business Japanese Proficiency Test.

４ Have achieved at least level B in the Test of Practical Japanese (J.Test).
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Documents for Application

Necessary�documents Notes

１ Application form
Please attach a 3×4 cm photo of yourself and a transfer payment acceptance certificate as 
proof of completed transfer payment. (See p.23 for completed sample)

２ Photo
Please prepare two 3×4 cm photos of yourself taken within the last three months. Paste 
one photo in the relevant space on the application form. Write your name on the back of the 
other photo and clip it to your application form when you submit it.

3 Essay
Please write an essay between 300 and 400 Japanese characters in your own handwriting 
based on the theme. 

4
Postal transfer payment 

receipt certificate
Please transfer the admission screening fee of 20,000 yen.
*Please consult with us if you live outside Japan.

5
Graduation certificate 

(original)
or diploma (copy)

High school or university graduation certificate or diploma (written in either your native 
language or in English) (Documentation which proves that the applicant has completed at 
least 12 years of formal education abroad or documentation equivalent to that set forth in the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology Notice No. 153 of 1981) 
*Please attach a Japanese translation if the graduation certificate or diploma provided is 
written in a language other than English.

6

Proof of Japanese 
Language Ability

 (all items listed on the 
right which are held by 

the applicant)

a. Certificates (1) and (2) issued by a Japanese language school
(1) Grade / Attendance Certificate
(2) Graduation certificate (or expected graduation certificate)
*Individuals currently or previously attending a Japanese language school must submit 
these.

b. Certification or passing notification (score sheet) of the Japanese Language Proficiency 
Test, N1 or N2 level.

c. Score sheet of the Examination for Japanese University Admission for International 
Students (EJU) (total of at least 200 points for the reading comprehension, listening-
reading comprehension sections of the Japanese as a Foreign Language subject)

d. Score sheet of the BJT Business Japanese Proficiency Test (at least 400 points)
e. Score sheet of the Test of Practical Japanese (J.Test) (at least level B)
 f . Proof that you have attended a school in Japan recognized by Section 1 of the Japan 

School Education Act (excluding kindergartens) for at least 1 year.

7
Foreign Student Personal 

Information Form
(See p.24 for completed sample)

Put the required documents 1 to 7 in the school’s designated envelope and send it by post or bring it to the school in person 
within the applications period.

School entrance examination date

Examination application forms will be examined in the order they are received and notification of the 
examination date will be made in writing.

School entrance examination

Written examination and interview are held.
* If a visa is required to enter Japan, the applicant should obtain one. Depending on the circumstances it 
may be possible to have the school entrance examination online.

The result of the examination will be made by post within 2 weeks from the date of the entrance examination.
* If 2 weeks have passed since the examination date and you have not receive a notice, please contact the 
school’s admissions office.
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Tuition (for the 2023 school year)

■Kobe Kokusai Cooking & Pastry College

Course Years Entrance�fee
Facilities�and�
equipment�fee

Course�fee
Practical�instruction�
materials�fee

Educational�
enrichment�fee

Total

Culinary Specialist Course
Year 1 100,000 yen 150,000 yen 740,000 yen 650,000 yen 100,000 yen 1,740,000 yen

Year 2 ― 150,000 yen 740,000 yen 650,000 yen 100,000 yen 1,640,000 yen

Culinary Course Year 1 100,000 yen 150,000 yen 740,000 yen 700,000 yen 100,000 yen 1,790,000 yen

Pastry Specialist Course
Year 1 100,000 yen 150,000 yen 740,000 yen 600,000 yen 100,000 yen 1,690,000 yen

Year 2 ― 150,000 yen 740,000 yen 600,000 yen 100,000 yen 1,590,000 yen

Pastry Hygienist Course Year 1 100,000 yen 150,000 yen 740,000 yen 700,000 yen 100,000 yen 1,790,000 yen

Double License Course
Year 1 100,000 yen 150,000 yen 740,000 yen 700,000 yen 100,000 yen 1,790,000 yen

Year 2 ― ― 690,000 yen 700,000 yen 100,000 yen 1,490,000 yen

●Miscellaneous costs
　 Miscellaneous costs for textbooks, knife sets, practical instruction implements, practical instruction 

uniforms, independent training, etc. will be required separately from tuition.
　Detailed information will be sent in mid-March 2023.

■Ikusei Cooking College

Course Years Entrance�fee
Facilities�and�
equipment�fee

Course�fee
Practical�instruction�
materials�fee

Educational�
enrichment�fee

Total

Culinary Course Year 1 100,000 yen 100,000 yen 480,000 yen 400,000 yen ― 1,080,000 yen

Tuition payment

■Kobe Kokusai Cooking & Pastry College (School fees from first year)
Number�of�
payments
(installments)

Full�payment Two�instalments Three�instalments

Period
Within 1 month 

from receiving the 
Acceptance Letter

Within 1 month 
from receiving the 
Acceptance Letter

By the end of 
June 2023

Within 1 month 
from receiving the 
Acceptance Letter

By the end of 
June 2023

By the end of 
September 2023

Course

Culinary 
Specialist Course

1,740,000 yen 945,000 yen 795,000 yen 945,000 yen 470,000 yen 325,000 yen

Culinary Course 1,790,000 yen 970,000 yen 820,000 yen 970,000 yen 470,000 yen 350,000 yen

Pastry Specialist 
Course

1,690,000 yen 920,000 yen 770,000 yen 920,000 yen 470,000 yen 300,000 yen

Pastry Hygienist 
Course

1,790,000 yen 970,000 yen 820,000 yen 970,000 yen 470,000 yen 350,000 yen

Double License 
Course

1,790,000 yen 970,000 yen 820,000 yen 970,000 yen 470,000 yen 350,000 yen

Number�of�
payments
(installments)

Full�payment Two�instalments Three�instalments

Period
Within 1 month 

from receiving the 
Acceptance Letter

Within 1 month 
from receiving the 
Acceptance Letter

By the end of 
June 2023

Within 1 month 
from receiving the 
Acceptance Letter

By the end of 
June 2023

By the end of 
September 2023

Course Culinary Course 1,080,000 yen 640,000 yen 440,000 yen 640,000 yen 240,000 yen 200,000 yen

■Ikusei Cooking College
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Entry Withdrawal

After completing the application process, please contact the Admissions Office if you must withdraw from 
entering the school due to unavoidable circumstances.

Withdrawal Procedure

　 Fill out the Entry Withdrawal Notification form sent by the school and send it together with your 
Acceptance Letter to the general admissions information office. Tuition, excluding the entrance fee, will be 
reimbursed only if the procedure is completed before the date specified below.

Deadline�for�Submission:�Friday,�March�17,�2023
*Submission must arrive by 17:00 on the deadline date.

Admission Procedures （Successful applicants must complete steps 1 and 2 by the designated dates.）

１ Submit necessary documents

Fill in the required items in the necessary documents included with the Acceptance Letter 
and submit them within 14 days.
*To change or update your “Student” Status of Residence, you need the Admission Permit, which 
is issued after you pay your tuition. You cannot use your Acceptance Letter for this purpose. 

２ Tuition payment

Tuition is to be paid within 1 month after receipt of Acceptance Letter.
(For details, please see Tuition and Payment Method on p.21.)
― If sending money from overseas, please include the intermediary bank and receiving bank 
service fees in your bank transfer.
―Please list the name of the person enrolling as the person sending the bank transfer.

３
Update or change period 
of residence, and receive 

Certificate of Eligibility

An Admission Permit will be issued for individuals who have paid their tuition.
For those residing in Japan:
After confirming payment of tuition, the Admission Permit will be sent by regular postal mail.
If your current Status of Residence will expire before enrolling, you must apply to change or 
update your Status of Residence.
We will create the “For organization” section of the application document.
For those residing outside of Japan:
The school will present your Admission Permit to the Immigration Bureau and apply for 
issuance of a Certificate of Eligibility on your behalf. When the Certificate of Eligibility is 
issued, we will send it to you by postal mail along with your Admission Permit. Please take 
your Certificate of Eligibility and passport to the Japanese embassy or consulate in your 
home country and apply for a Student visa.

４ Guidance for beginning school
We will send detailed guidance on purchasing a white chef’s uniform, textbooks, and school 
knife set, issuing your student ID, the entrance ceremony, and more information by postal 
mail (starting early March).  

International Student Scholarship Program
（only students enrolled at the Kobe Kokusai Cooking & Pastry College are eligible to apply, and students cannot receive multiple scholarships at the same time）

International�Student�Support�Scholarship International�Honor�Student�Scholarship�������
Number of

applicable students First 10 students selected First 10 students selected

Amount of 
scholarship 150,000 yen per year (no repayment needed) 250,000 yen per year (no repayment needed)

Eligibility 
conditions

Individuals that satisfy the criteria given in both A and B:
A - Foreigners that possess a status of residence (visa 
status) of “student”
B - Individuals that possess an attendance record of 
80% or higher at their Japanese language educational 
institution (or the school they were enrolled at before 
enrolling at our school)

Individuals that satisfy the criteria given in both A and B:
A - Foreigners that possess a status of residence (visa status) of “student”
B - Individuals that satisfy one of the following criteria:
- Have passed either the N1 or N2 level of the Japanese Language Proficiency Test
- Have scored 200 points or higher on the Japanese as a Foreign Language subject 
portion of the Examination for Japanese University Admission
- Have scored 400 points or higher on the BJT Business Japanese Proficiency Test
- Have achieved at least level B in the Test of Practical Japanese（J.Test）

Method of
receiving scholarship

Scholarship money will be provided after the student 
has enrolled at our school

Scholarship money will be provided after the student 
has enrolled at our school

*Students are prohibited from receiving any scholarship funding intended for Japanese citizens at the same time.



入学願書（留学生用）

ふりがな

ふりがな
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Application

■Example of How to Fill Out Application Form

Fill in name of applicant.

You must choose one 
course and circle it.

Attach a photo taken within 
the last 3 months.

Please attach a transfer 
payment receipt certificate 
for payment made at a 
Japanese post office.

A personal seal is not 
required if you write 
your name in your own 
handwriting.

Enter the date you filled 
out the application form.



留 学 生 身 上 書
Foreign Student Personal Information Form

■記入日　　　　　年　　月　　日 

姓／Family Name 名／Given Name

1. 既婚 
Married

2. 未婚 
Unmarried

ふりがな

氏名／Name

氏名アルファベット表記
Name in Roman alphabet

生年月日（年齢） 
Date of  birth（age）

　 　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）
　　　 　 Year　 　Month　 Day　　 　  　age

性　別 
SEX

男　　・　　女 
  Male          Female

国　籍 
Nationality

■経費負担方法／Method of support to meet expenses while in Japan

学費／Tuition Fees 保護者・保証人分／
Guardian/guarantor

円／年
Yen/per year 本人分／Self 円／年

Yen/per year

生活費／Living Expenses 保護者・保証人分／
Guardian/guarantor

円／年
Yen/per year 本人分／Self 円／年

Yen/per year

■保護者または保証人（2名分）／Guardians or guarantors（two persons）

氏名／Name 本人との関係／Relationship

住所／Address 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

勤務先名／Place of employment 年収／Annual income 円／年
Yen/per year

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□Check if this person will pay for your costs.
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
Contact in Japanese or English Japanese（Yes・No） English（Yes・No）

氏名／Name 本人との関係／Relationship

住所／Address 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

勤務先名／Place of employment 年収／Annual income 円／年
Yen/per year

経費負担者になる場合チェックをお願いします　　　□Check if this person will pay for your costs.
日本語、または英語による連絡 日本語（ 可  ・  不 ）／ 英語（ 可  ・  不 ）
Contact in Japanese or English Japanese（Yes・No） English（Yes・No）

【学歴】母国の12年以上の学歴（小学校～最終学歴）を記入してください／Academic record: list schools attended in your home country for 12+ years（from elementary school to latest school attended）
学校名／Name of school 所在地／Location 修業年数／Standard no. years of study 入学年月～卒業（修業）年月／Period of study

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

【日本での学歴】日本語学校・専門学校・短大・大学の学習歴を記入してください／Academic record in Japan: list Japanese language schools, vocational schools, junior colleges, and universities attended in Japan.
学習機関名／Name of school 所在地／Location 修業年数／Standard no. years of study 入学年月～卒業（修業）年月／Period of study

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year（s）

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

【職歴】日本または母国での職歴がある場合記入してください／Work experience: list any work experience in Japan or your home country.
会社名／Name of company 職種／Occupation 勤務地／Place of work 就業期間／Period of employment

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

年
Year

月　～
Month

年
Year

月　
Month

■犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 ＜  有　・　無  ＞
　Criminal record （in Japan and overseas） Yes  　  No

パスポート番号／Passport number 有効期限／Date of expiration

在留カード番号／Residence card number 有効期限／Date of expiration

在留資格／Status of residence 有効期限／Date of expiration

本国住所 
Address in Japan

〒

TEL ：                                                 Email ：

母国住所 
Address in home country 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ：

日本への渡航経験 
Past entry into/departure from Japan

有　　・　　無
Yes　　　　No

上記で『有』を選択した場合 〈回数〉 回
Fill in the following if the answer is “Yes”   Number of times

〈直近の日付〉 年 月
Lastest entry in  Year Month

〈個人情報の取り扱いについて〉　皆様の個人情報は、入学に関連する資料送付、またお電話でのご確認のみに使用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはいたしません。
Personal information: your personal information will only be used to send you admission documents or confirm details via telephone, and will not be provided to a third party without your consent.
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Notice
* The application must be filled out with a black ink or 
ballpoint pen. Erasable ball pens cannot be used.

List how much of your living 
expenses will be paid by your 
guardian or guarantor after 
enrollment. 

■Example of How to Fill Out Foreign Student Personal Information Form

Foreign students currently 
residing in Japan do not need 
to fill out this item.

This reconfirms that you have 
f inished 12 or more years of 
school education outside of Japan.

Convert your guardian or 
guarantor’s yearly income 
into yen and list it.
If your guardian or guarantor 
is unemployed, you do not 
need to fill out this item or 
list their income.

For  example ,  i f  you are 
applying for a 1-year course 
(tuition 1.79 million yen), 
please list how much your 
guardian or guarantor will 
pay, and how much you will 
pay. (Please list so that the 
total of the amount paid by 
the guardian or guarantor and 
the amount paid by you adds 
up to the total tuition fee). 

This information is necessary 
to contact your family in your 
home country, rather than your 
guarantor in Japan, if you have 
an issue with school life after 
enrollment. It is also needed if 
tuition will be sent from your 
fami ly’s bank account f rom 
overseas, for the school to 
confirm the account holder name.
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エコールセーペーグループへの交通手段

■神戸国際調理製菓専門学校へ
●最寄駅 ：
　JR「元町」駅より歩いて約3分

　阪神「元町」駅より歩いて約3分

■育成調理師専門学校へ
●最寄駅 ：
　阪神「尼崎」駅より歩いて約3分

Getting to the ÉcoleCP Group

■For Kobe Kokusai Cooking & Pastry College
●From the nearest stations ：
　3-minute walk from JR Motomachi Station.

　3-minute walk from Hanshin Motomachi Station.

■For Ikusei Cooking College
●From the nearest stations ：
　3-minute walk from Amagasaki Station on the Hanshin Line.
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前往École CP集团的交通方式

■前往神户国际调理制菓专门学校
●最近车站：
　从JR元町站步行约3分钟
　从阪神元町站步行约3分钟

■前往育成调理师专门学校
●最近车站：
　从阪神尼崎站步行约3分钟

咨询、开放式校园或参观学校的预约

从日本国内拨打电话： 0120-03-1815
Email: info@ikusei.ac.jp
神户国际调理制菓专门学校的主页：

 https://www.ikusei.ac.jp
育成调理师专门学校的主页：

 https://www3.ikusei.ac.jp/senmonkatei/
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ご相談や、オープンキャンパス・学校見学の予約は

日本国内から� 70120-03-1815
Email:� info@ikusei.ac.jp
神戸国際調理製菓専門学校ホームページ：

� https://www.ikusei.ac.jp
育成調理師専門学校ホームページ：

� https://www3.ikusei.ac.jp/senmonkatei/

For�Consultation,�Open�Campus,�and�School�Tour�Reservations

Calling from Japan:�0120-03-1815
Email:� info@ikusei.ac.jp
Kobe Kokusai Cooking & Pastry College Website:

� https://www.ikusei.ac.jp
Ikusei Cooking College Website:

� https://www3.ikusei.ac.jp/senmonkatei/
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