
Tokyo Kasei Gakuin University

留学生のみなさんへ

Support 1 留学生であることを最大限にいかせるカリキュラム

Support 2 日本語 ・日本文化の習得、 日本人との交流を促す支援制度

Support 3 安心して勉学に取り組める生活支援

　　（学費減免 /奨学金制度 /住居提供）

2023年に学院創立 100周年を迎える歴史ある女子大学です
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■千代田三番町キャンパス
　　現代生活学部　現代家政学科
　　人間栄養学部　人間栄養学科

　　〒102 - 8341
　　東京都千代田区三番町 22
　　アクセス︓市ケ谷駅から徒歩約 8 分、 他

■町田キャンパス
　　現代生活学部　生活デザイン学科
　　現代生活学部　食物学科
　　現代生活学部　児童学科
　　〒194 - 0292
　　東京都町田市相原町 2600
　　アクセス︓相原駅からバス約 9 分、 他

東京家政学院大学を知ろう︕ OPEN CAMPUS

☎　問い合わせ先（日本語対応のみ）︓町田キャンパス　アドミッションオフィス　042 - 782 - 9411

千代田三番町キャンパス　　7/10（日）・ 30（土）・ 31（日）・ 8/21（日）・ 11/3（木祝）

町田キャンパス　　　　　　　　7/10（日）・ 8/7（土）・ 20（土）・ 10/30（日）

東京家政学院大学を受験しよう︕︕
私費外国人留学生試験　【出願期間】 Ⅰ期 2022 年 10 月 11 日～ 2022 年 10 月 19 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ⅱ期 2023 年 1 月 16 日～ 2023 年 1 月 25 日
　　　　　　　　　　　　　　　　【試験日】　  Ⅰ期 2022 年 11 月 19 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Ⅱ期 2023 年 2 月 24 日
　　　　　　　　　　　　　　　　【選考方法】 小論文、 面接、 「日本留学試験」 の成績、 出願書類による総合判定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※小論文は、 日本語で論述

※入試内容については、 大学案内 2023 入試ガイドで確認してください。

※事前予約制

留学生のための学費減免制度 留学生のための奨学金制度 近隣でアルバイトも可能︕

住居提供制度（町田キャンパス）（大学 ・ 大学院） 指定住居 「アミューズ ・ ヨシノ」
町田キャンパスに入学した場合、 本学が 4 年間住居を提供します。
●現在は生活デザイン学科 ・ 食物学科 ・ 児童学科の 3 学科が対象です。
●住居は本学が指定した住居になります。
●転学部 ・ 転学科に伴うキャンパスの変更や指定の住居を転居した場合は、
　 制度対象外となります。
※（注）大学院は、 指導教員によりキャンパスが決定します。

家具家電付きで、 すぐに生活が始められます︕
（備付家具家電︓テレビ、 洗濯機、 冷蔵庫、
　電子レンジ、 電気コンロ、 エアコン、 ベッド
　カーテン、 テーブル、 照明器具、　ウォシュレット付きトイレ）

在留資格が 「留学」 の学部生 ・ 大学院生は、
学費の減免（20%）を受けることができます。

1 年次のみ（大学 ・ 大学院）
本学に入学した留学生のうち、 前期授業の指定の
単位数を取得した学生は、 後期の学費納入後に、
奨学金として 200,000 円を支給します。

留学生の先輩は、 キャンパスの近くの
コンビニ、 スーパー、 飲食店などで
アルバイトしています。
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学部生︓1,385,660 円→1,103,660 円（奨学金 20 万円給付で実質 903,660 円）
大学院生︓1,017,430 円→817,430 円（奨学金 20 万円給付で実質 617,430 円）

安心して勉学に取り組める生活支援
学費減免、 奨学金制度により、 初年次学納金は以下のとおりです。
　がくひ　　　　　げんめん　　　　　　　しょうがくきん　　　　　せいど　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょねんじ　　　　　　がくのうきん　　　　　　　　　 いか
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まちだ　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　　　　　　　　　　    ど                          ど　　　　　　　　　　　　　　　     にち　　　　　　　　　　　　　

  にゅうし  ないよう　　　　　　　　　　　　　　　　　だいがくあんない　　　　　　　　　　　　にゅうし　　　　　           かくにん

じぜんよやくせい

　　しひ　　　　がいこじん　　 りゅうがくせい   しけん　　　　　しゅつがん  きかん　　　　　　　　き　　　　　　　　　　ねん            げつ　　　　　　にち　   　　　　　　　　　　ねん　　　　　　げつ　　　　 　にち         

　　                                                                                                          き　　　　　　　　　　ねん        げつ　　　　　　にち　   　　　　　　　　　　ねん　　　　げつ　　　　 　にち         

　　                                                                                                          　　　　　　　　　　　しけんび　　　　　　　　　　　 き　   　　　　　　　　ねん　　　　　　げつ　　　　 　にち         

　　                                                                                                          　　　　　　　　　　　                 　　　　　　　　　 き　   　　　　　　　　ねん　　　　げつ　　　　 　にち         

せんこう　　ほうほう        しょうろんぶん     　　めんせつ　　　　　　　にほん　 りゅうがく   しけん              せいせき          しゅつがん しょるい          　　　そう ごう はん てい         

しょうろんぶん     　　     　にほんご         ろんじゅつ

 ち    よ   だ　 さんばんちょう                                                                                                           まちだ  

 げんだい　せいかつ　 がくぶ　　　　 げんだい  かせい　　がっか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんだい   せいかつ　　がくぶ　　　 せいかつ                      がっか

 にんげん　えいよう　 がくぶ　　　　 にんげん  えいよう　　がっか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんだい   せいかつ　　がくぶ　　　しょくもつ　 がっか

 げんだい　せいかつ　 がくぶ　　　　 じどう　　がっか

　とうきょうと　　　　　ちよだく　　　　　さんばんちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうきょうと　　　　まちだし　　　あいはらまち

　　　いちがやえき　　　　　　　　とほ　　 やく                     ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいはらえき　　　　　　　　　　 やく                      ほか

　　　と　　　　 あ　　　　　　 さき　　　　　　にほんご　　 たいおう                      まちだ


	留学生募集案内表
	留学生募集案内裏

