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スーパースイーツ製菓専門学校

パティシエ・ブーランジェ学科 2年 80名

2年

スーパースイーツ調理専門学校

高度調理師学科 40名

2018年度

〉募集学科・募集定員

〉入学試験の流れ

〉試験区分・入学選考日・スケジュール

〉AO入学

〉推薦入学

〉自己推薦入学

〉一般入学

〉大学・短大等入学

〉入学願書提出時の注意点

〉学　費

〉スーパースイーツ製菓専門学校／スーパースイーツ調理専門学校奨学金制度

〉入学願書の記入例

〉入学願書

〉学校長推薦書

〉自己推薦書

〉自己推薦入学奨学金制度 作文用紙

〉併願書

〉AO入学エントリーシート

〉奨学生エントリーシート
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6月1日（木）～9月16日（土）

10月2日（月）～

10月2日（月）～10月18日（水）

オープンキャンパス参加が
必須条件です。

※1

自己推薦入学

書類選考・作文　・面談
10月2日（月）
　　～10月18日（水） 10月21日(土)

■ 一般入学
■ 自己推薦入学

■ 一般入学11月18日(土)

12月16日(土)

1月27日(土)

2月24日(土)

3月24日(土)

10月19日（木）
　　～11月15日（水）
11月16日（木）
　　～12月13日（水）

12月14日（木）
　　～1月24日（水）

1月25日（木）
　　～2月21日（水）

2月22日（木）
　　～3月20日（火）

② 2017年3月25日（土）～2017年9月16日（土）までに開催される
　 「オープンキャンパス」に参加し説明を聞いて、本学の教育方針を理解した者。

① a.2018年3月に高校・高等専門学校・専門学校・短大・大学を卒業見込みの者。
　 b.高校・高等専門学校・専門学校・短大・大学を卒業した者。
　 c.高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者。

■ 本学を第一志望とする者。
■ ＡＯ入学エントリーに合格した者。
　 （エントリーの条件は下記参照。①はa.b.c.のいずれか）

■ 本校を「専願」にて出願する者。

■ 2018年3月に高校を卒業見込みで、出身校の推薦が受けられる者。
■ 成績優秀者（評定平均値3.5以上）もしくは3年間クラブ活動を継続した者。
■ 出席状態が良好な者。　■ 本校を「専願」にて出願する者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に高校を卒業見込みの者。　■ 高校を卒業した者。
■ 積極的な学習意欲・向上心をもって、自分自身を推薦できる者。
■ 本校を「専願」にて出願する者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に高校を卒業見込みの者。　■ 高校を卒業した者。
■ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に大学・短大・高等専門学校・専門学校を卒業見込みの者。
■ 大学・短大・高等専門学校・専門学校を卒業した者。

下記の条件すべてに該当する者

3月21日（水）

※2

※1

※2 自己推薦入学にて受験される方のみ

※2

自己推薦入学



6月1日（木）～9月16日（土）

10月2日（月）～

10月2日（月）～10月18日（水）

オープンキャンパス参加が
必須条件です。

※1

自己推薦入学

書類選考・作文　・面談
10月2日（月）
　　～10月18日（水） 10月21日(土)

■ 一般入学
■ 自己推薦入学

■ 一般入学11月18日(土)

12月16日(土)

1月27日(土)

2月24日(土)

3月24日(土)

10月19日（木）
　　～11月15日（水）
11月16日（木）
　　～12月13日（水）

12月14日（木）
　　～1月24日（水）

1月25日（木）
　　～2月21日（水）

2月22日（木）
　　～3月20日（火）

② 2017年3月25日（土）～2017年9月16日（土）までに開催される
　 「オープンキャンパス」に参加し説明を聞いて、本学の教育方針を理解した者。

① a.2018年3月に高校・高等専門学校・専門学校・短大・大学を卒業見込みの者。
　 b.高校・高等専門学校・専門学校・短大・大学を卒業した者。
　 c.高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者。

■ 本学を第一志望とする者。
■ ＡＯ入学エントリーに合格した者。
　 （エントリーの条件は下記参照。①はa.b.c.のいずれか）

■ 本校を「専願」にて出願する者。

■ 2018年3月に高校を卒業見込みで、出身校の推薦が受けられる者。
■ 成績優秀者（評定平均値3.5以上）もしくは3年間クラブ活動を継続した者。
■ 出席状態が良好な者。　■ 本校を「専願」にて出願する者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に高校を卒業見込みの者。　■ 高校を卒業した者。
■ 積極的な学習意欲・向上心をもって、自分自身を推薦できる者。
■ 本校を「専願」にて出願する者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に高校を卒業見込みの者。　■ 高校を卒業した者。
■ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2018年3月に大学・短大・高等専門学校・専門学校を卒業見込みの者。
■ 大学・短大・高等専門学校・専門学校を卒業した者。

下記の条件すべてに該当する者

3月21日（水）

※2

※1

※2 自己推薦入学にて受験される方のみ

※2

自己推薦入学



2017年6月1日（木）～2017年9月16日（土）
2017年9月16日（土）

2017年10月21日（土）

2017年10月2日（月）～ 2017年10月18日（水）

■ 選考方法：書類選考者
① 本学を第一志望とする者。
②

上記①及び②a.b.cのいずれかに該当し2017年3月25日（土）～2017年9月16日（土）までに開催される
「オープンキャンパス」に参加し説明を聞いて、本学の教育方針を理解した者。

者
2018年

（1）将来プロとして活躍したいという目的が明確な方
（2）自ら考え、自ら行動する姿勢と意欲の高い方
（3）明るく前向きでチャレンジ精神のある方

当校の“教育理念”に共感し、2年間の学業・学生生活ともに目標に向かって精一杯努められる学生。

（22ページをご利用下さい）

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

16

。
。

10日

10日



2017年6月1日（木）～2017年9月16日（土）
2017年9月16日（土）

2017年10月21日（土）

2017年10月2日（月）～ 2017年10月18日（水）

■ 選考方法：書類選考者
① 本学を第一志望とする者。
②

上記①及び②a.b.cのいずれかに該当し2017年3月25日（土）～2017年9月16日（土）までに開催される
「オープンキャンパス」に参加し説明を聞いて、本学の教育方針を理解した者。

者
2018年

（1）将来プロとして活躍したいという目的が明確な方
（2）自ら考え、自ら行動する姿勢と意欲の高い方
（3）明るく前向きでチャレンジ精神のある方

当校の“教育理念”に共感し、2年間の学業・学生生活ともに目標に向かって精一杯努められる学生。

（22ページをご利用下さい）

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

16

。
。

10日

10日



第1回　2017年10月21日（土）・第2回　2017年11月18日（土）

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2017年11月15日（水）

18

16

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。

第1回　2017年10月21日（土）

自己推薦書

作文 テーマ：将来の夢（※字数制限：320 字以上 400 字以下）

6

自己推薦入学

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2017年10月18日（水）

20

16

10日

書類選考・作文・面接

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。



第1回　2017年10月21日（土）・第2回　2017年11月18日（土）

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2017年11月15日（水）

18

16

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。

第1回　2017年10月21日（土）

自己推薦書

作文 テーマ：将来の夢（※字数制限：320 字以上 400 字以下）

6

自己推薦入学

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2017年10月18日（水）

20

16

10日

書類選考・作文・面接

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。



（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2018年3月20日（火）

16

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2018年3月20日（火）

2018年

16

20

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。



（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2018年3月20日（火）

16

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

（※ご自身でご用意下さい）

2017年10月2日（月）～ 2018年3月20日（火）

2018年

16

20

10日

※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

。
。



スーパースイーツ製菓専門学校 パティシエ・ブーランジェ学科

スーパースイーツ調理専門学校 高度調理師学科

教育充実費

3月
（2018年）

3月
（2019年）

8月
（2018年）

○上記学費以外に、研修・教材費が１年次：250,000円、２年次：200,000円がかかります。
○上記の学費以外は原則として必要ありません。（但し、資格試験などの検定料が別途必要となる場合がございます。）
○ご事情により期日までに納入困難な場合は、入試事務局までご相談ください。
○納入期限を過ぎても入学手続きに関するご連絡がない場合、入学辞退とさせていただく場合がございます。

１００，０００円 ２５０，０００円

３００，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

７５０，０００円

２００，０００円

２００，０００円

３５０，０００円

60０，０００円

３５０，０００円

１，30０，０００円

5０，０００円

5０，０００円

教育充実費

3月
（2018年）

3月
（2019年）

8月
（2018年）

１００，０００円 ２５０，０００円

25０，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

７0０，０００円

２００，０００円

２００，０００円

３５０，０００円

60０，０００円

３５０，０００円

１，20０，０００円

5０，０００円

5０，０００円

2018年3月31日（土）午後5時まで

〒920-0919　石川県金沢市南町6-12
□ スーパースイーツ調理専門学校
□ スーパースイーツ製菓専門学校



スーパースイーツ製菓専門学校 パティシエ・ブーランジェ学科

スーパースイーツ調理専門学校 高度調理師学科

教育充実費

3月
（2018年）

3月
（2019年）

8月
（2018年）

○上記学費以外に、研修・教材費が１年次：250,000円、２年次：200,000円がかかります。
○上記の学費以外は原則として必要ありません。（但し、資格試験などの検定料が別途必要となる場合がございます。）
○ご事情により期日までに納入困難な場合は、入試事務局までご相談ください。
○納入期限を過ぎても入学手続きに関するご連絡がない場合、入学辞退とさせていただく場合がございます。

１００，０００円 ２５０，０００円

３００，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

７５０，０００円

２００，０００円

２００，０００円

３５０，０００円

60０，０００円

３５０，０００円

１，30０，０００円

5０，０００円

5０，０００円

教育充実費

3月
（2018年）

3月
（2019年）

8月
（2018年）

１００，０００円 ２５０，０００円

25０，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

７0０，０００円

２００，０００円

２００，０００円

３５０，０００円

60０，０００円

３５０，０００円

１，20０，０００円

5０，０００円

5０，０００円

2018年3月31日（土）午後5時まで

〒920-0919　石川県金沢市南町6-12
□ スーパースイーツ調理専門学校
□ スーパースイーツ製菓専門学校



辻口博啓奨学金 制度

資格取得者奨学金 制度

自己推薦入学 制度

スーパースイーツ製菓専門学校／スーパースイーツ調理専門学校　　　　　　 奨学金制度

当校主催のオープンキャンパスにご参加いただき、学習内容・カリキュラム・就職状況等をご理解いただいた方を
対象として、「積極的な学習意欲・向上心をもって、自分自身を推薦できる者」且つ「本校を「専願」にて出願する者」
に該当する場合、作文・面談をもとに選考を実施します。合格された方は入学金半額免除（5万円）。
※出願資格に関しては募集要項の4ページ目に記載されている「出願資格」にてご確認ください。
※大学・短大等入学入学金免除制度とは併用できません。

調理師・製菓衛生師・栄養士いずれかの資格取得者または取得見込みの方を対象とし、授業料の一部免除（10万円）。
※指定校奨学金制度との併用はできません。　※資格付与に関する各種証明書が必要となります。

指定校奨学金 制度
学校の学部・学科にて食に関する授業を受けて卒業または卒業見込みの方を対象とし、授業料の一部免除（5万円）。
※資格取得者奨学金制度とは併用できません。

大学・短大等入学 入学金免除 制度
大学短大等入学で受験され入学する場合は、入学金全額免除（10万円）。
※出願資格に関しては募集要項の4ページ目に記載されている「出願資格」にてご確認ください。

兄弟姉妹 入学金免除 制度
国際ビジネス学院グループ各校における卒業生または在校生の兄弟姉妹が入学する場合は、
入学金半額免除（5万円）。
※入学願書裏面の国際ビジネス学院グループ奨学金申請欄に必要事項を記入してください。

夢サポート奨学金 制度

本校所定の奨学生エントリーシート（※26ページ）に必要事項を記入の上
本校に郵送またはご持参ください。

本校所定の奨学生エントリーシート（※26ページ）に必要事項を記入の上
本校に郵送またはご持参ください。

2018年3月に高等学校卒業見込みの方
当校を専願される方

第2回選考までに出願され合格された方

授業料の一部免除（最大5万円）

2018年2月末日を目処に結果を郵送します。合格者には「夢サポート奨学金認定証」を同封いたします。

2017年10月から2018年2月のオープンキャンパスに計3回以上参加し、
その後の試験にて合格すること。
定員20名

第1回選考までに出願され合格された方
2018年3月に高等学校卒業見込みの方

地元貢献の一環として北陸出身の方を対象に、入学金半額免除（5万円）。

採用者には入学金半額分を差し引いた納付書をお送りさせていただきます。

書類審査
定員20名

 ※大学・短大等入学入学金免除制度とは併用できません。

遠距離のため通学が困難で一人暮らしにて学生生活を送る方。

初期費用（敷金・礼金・仲介手数料）全額免除　※部屋数は毎年変動します。

各種当校が定めるコンテストの入賞者
3万円～10万円
コンテスト受賞者　※給付金額はコンテスト内容により学内会議にて決定

成績優秀者奨学金 制度
在学中に特に優秀だと判断された学生を対象に、1年次の授業料の最大半期分を1年次の年度末に
1年間の成績など総合的に評価し給付します。

コンテスト特別奨学金 制度

富山県・福井県・石川県（奥能登）より通学する方

2学年進級時に学費より10万円を給付します。

富山駅以遠 → 新幹線…10,000円╱月　普通列車…5,000円╱月
高岡駅以遠 → 新幹線…5,000円╱月　普通列車…3,000円╱月
福井県全域 → 特急…10,000円╱月　普通列車…5,000円╱月
石川県（奥能登）→ 普通列車…3,000円╱月

理事長奨学金 制度
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書類審査
定員20名
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※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

スーパースイーツ調理専門学校
スーパースイーツ製菓専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校 □ スーパースイーツ調理専門学校

□ 自己推薦入学

志望校

スーパースイーツ調理専門学校
スーパースイーツ製菓専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校志望校 □ スーパースイーツ調理専門学校

□ 自己推薦入学

※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

「保護者氏名」の欄は、
必ず保護者が記入してください。

必ず願書記入日の日付を
記入してください。

●記入上の注意事項●
・漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
・黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。
・修正する場合は、二重線で消して訂正印を押印の上、ていねいに書き直してください。修正液等は使用しないでください。
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兄弟姉妹入学金
免除制度

有資格者奨学金制度╱指定校奨学金制度

□ 有資格者奨学金制度╱指定校奨学金制度を希望する
　（取得資格にチェックを入れてください。） 

　□ 調理師 　　　　　　　　　　□ 製菓衛生師 
　□ 栄養士または管理栄養士　 
　□ 食に関する学校または学部・学科を卒業 
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※推薦入学を希望する場合は、この推薦書が必要です。
※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※記載者名の欄は担任の先生、又はクラブ顧問の先生の署名・捺印をお願いいたします。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

□ スーパースイーツ調理専門学校

□ 国際ホテル＆ブライダル専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校

□ 西暦

スーパースイーツ調理専門学校

□ スーパースイーツ調理専門学校

スーパースイーツ製菓専門学校
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　□ 食に関する学校または学部・学科を卒業 
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※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

□ スーパースイーツ調理専門学校

□ 国際ホテル＆ブライダル専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校
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スーパースイーツ調理専門学校

□ スーパースイーツ調理専門学校

スーパースイーツ製菓専門学校



20

2018

□ スーパースイーツ製菓専門学校
□ スーパースイーツ調理専門学校

自己推薦書

※自己推薦入学を希望する場合は、この推薦書が必要です。
※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。
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2018

□ スーパースイーツ製菓専門学校
□ スーパースイーツ調理専門学校

自己推薦書
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※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
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※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。



22

※大学・短大の入試結果発表後 5 日以内に本校へご連絡下さい。本校へ入学する場合は入学手続きを進めさせていただきます。
　期日までに手続きがなされない場合は、本校の合格を取り消します。
※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。
　消せるボールペンは使用しないでください。

□ スーパースイーツ製菓専門学校

スーパースイーツ調理専門学校

□ スーパースイーツ調理専門学校

スーパースイーツ製菓専門学校
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※ご記入頂いた個人情報は学生管理の目的以外では使用致しません。
※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

※2018年3月に高校を卒業見込みの方は、 保護者の署名が必要です。

24

□ 6/10（土） □ 6/24（土） □ 7/9（日）

□ 8/4（金） □ 8/9（水） □ 8/19（土）

□ 8/29（火） □ 9/2（土）

□ 8/5（土）

□ 9/16（土）

□ 7/26（水）

□ 8/22（火）

□ 7/29（土）

□ スーパースイーツ製菓専門学校
□ スーパースイーツ調理専門学校
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※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。
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□ スーパースイーツ製菓専門学校
□ スーパースイーツ調理専門学校

奨学生エントリーシート

2018

辻口博啓奨学金制度
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□ スーパースイーツ製菓専門学校
□ スーパースイーツ調理専門学校

奨学生エントリーシート
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辻口博啓奨学金制度
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