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※ 2020年4月より校名変更予定（現校名スーパースイーツ調理専門学校）



（1）将来、動物に関わる業界で活躍したい人
（2）動物に係る知識と技術を身に付けることにより、自立的な職業人となる意欲をもつ人
（3）動物を愛する気持ちを持ち、動物を通じて豊かな生活と社会に貢献したい人

アドミッションポリシー（入学受け入れ方針）

（1）イオンペット株式会社で働き、活躍したい人
（2）動物に係る知識と技術を身に付けることにより、自立的な職業人となる意欲をもつ人
（3）動物を愛する気持ちを持ち、動物を通じて豊かな生活と社会に貢献したい人

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

（1）調理の知識と技能を身に付けることにより、自立的な職業人となる意欲をもつ人
（2）調理を通じて豊かな生活と地域の発展に貢献したい人
（3）将来、調理に関わる業界で活躍したい人
（4）調理に関わる新たなサービスの創造や改善に興味のある人

アドミッションポリシー（入学受け入れ方針）

（1）製菓・製パンの知識と技術を身に付けることにより、自立的な職業人となる意欲をもつ人
（2）製菓・製パンを通じて豊かな生活と地域の発展に貢献したい人
（3）将来、製菓・製パンに関わる業界で活躍したい人
（4）製菓・製パンに関わる新たなサービスの創造や改善に興味のある人

2年

国際調理専門学校

高度調理師学科

※ 2020年4月より校名変更予定（現校名スーパースイーツ調理専門学校）

40名

1年調理師学科 40名

2020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

〉一般入学

〉大学・短大等入学

〉入学願書提出時の注意点

〉学納金

〉ビジネス学院奨学金制度

〉○各種教育ローン

　○日本学生支援機構奨学金

〉入学願書の記入例

〉入学願書

〉学校長推薦書

〉併願書

〉AO入学エントリーシート
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■ 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）

■ 2020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。

下記の条件すべてに該当する者

■ 2020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。

下記の条件いずれかに該当する者

■ 2020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。

下記の条件いずれかに該当する者

② 2019年3月16日（土）～2019年9月14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.2020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。

オープンキャンパス参加が
必須条件です。

※1

書類選考

3月5日（木）※1

6月3日（月）～9月14日（土）

10月1日（火）～

10月1日（火）～10月16日（水）

■ 一般入学10月1日（火）
　　～10月16日（水） 10月19日(土)

11月  9日(土)

12月14日(土)

  1月25日(土)

  2月15日(土)

  3月  7日(土)

10月17日（木）
　　～11月  6日（水）

11月7日（木）
　　～12月11日（水）

12月12日（木）
　　～  1月22日（水）

1月23日（木）
　　～  2月12日（水）

2月13日（木）
　　～  3月  4日（水）
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選挙終了後、10日程度で選考結果を郵送します。なお電話による結果のお問い合わせは受付けておりませんので
ご了承ください。

■ 選考方法：書類選考

者
① 本学を第一志望とする者。
②

者
2020年

（24ページをご利用下さい）

。
。

10日

2019年6月3日（月）～2019年9月14日（土） ［必着］
2019年9月14日（土）

上記①及び②a.b.cのいずれかに該当し2019年3月16日（土）～2019年9月14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。

2019年10月19日（土）

2019年10月1日（火）～ 2019年10月16日（水） ［必着］

入学願書（※18ページをご利用下さい）

AO入学出願資格認定書

調査書

卒業証明書

写真2枚（同一のもの）

AO面談終了後、本学より発行いたします。

高校卒業見込者は必ず調査書をご提出ください。

既卒者は卒業証明書のみでも可

1

2

3

4

上半身脱帽、正面写し4cm×3cmで
最近3カ月以内に撮影されたもの
※ 裏面に氏名を記入してください。
※２枚の内１枚はクリップ等で添付してください。
※１枚は入学願書の指定位置に貼付
※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。
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選挙終了後、10日程度で選考結果を郵送します。なお電話による結果のお問い合わせは受付けておりませんので
ご了承ください。

選挙終了後、10日程度で選考結果を郵送します。なお電話による結果のお問い合わせは受付けておりませんので
ご了承ください。

。
。

第1回　2019年10月19日（土）・第2回　2019年11月9日（土）

2019年10月1日（火）～ 2019年11月6日（水）

上半身脱帽、正面写し4cm×3cmで
最近3カ月以内に撮影されたもの

出願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、
82円切手を貼付（長3サイズ╱12×23.5cm）

※ 裏面に氏名を記入してください。
※２枚の内１枚はクリップ等で添付してください。
※１枚は入学願書の指定位置に貼付
※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

入学願書（※18ページをご利用下さい）

学校長推薦書（※20ページをご利用下さい）

調査書

受験票送付用封筒（※ご自身でご用意下さい）

写真2枚（同一のもの）

1

2

3

4

5

2019年10月１日（火）～ 2020年３月４日（水）［必着］

2020年
22

。

上半身脱帽、正面写し4cm×3cmで
最近3カ月以内に撮影されたもの

出願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、
82円切手を貼付（長3サイズ╱12×23.5cm）

※裏面に氏名を記入してください
※２枚の内１枚はクリップ等で添付してください
※１枚は入学願書の指定位置に貼付
※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください

入学願書（※18ページをご利用下さい）

調査書

卒業証明書

受験票送付用封筒（※ご自身でご用意下さい）

入学選考料（普通為替証書）

写真2枚（同一のもの）

1

2

3

4

5

高校卒業見込者は必ず調査書をご提出ください

既卒者は卒業証明書のみでも可

直接持参される場合は現金でも結構です
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10日
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最近3カ月以内に撮影されたもの

出願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、
82円切手を貼付（長3サイズ╱12×23.5cm）
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入学選考料（普通為替証書）

写真2枚（同一のもの）

1

2

3

4

5

6

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

※「大学・短大等入学」で入学される方は、学び直し奨学金制度はご利用いただけません。

【最終手続完了日：2020年3月31日（火）午後5時まで】　※土日祝日は受付しておりません。

本校への入学手続きを完了された方で、入学の辞退を希望される方は、下記の手続きを済ませた場合のみ、入学金を除く学費納
入金を返還いたします。なお、下記の最終手続完了日以降のお申し出は、受付・返還いたしませんので、ご注意ください。

※ 入学辞退届はお電話にてご請求ください。郵送いたしますので数日要します。ご了承ください。
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※１枚は入学願書の指定位置に貼付
※ 学生証に使用するため私服での撮影をしてください。

直接持参される場合は現金でも結構です

入学願書（※18ページをご利用下さい）

成績証明書

卒業証明書または卒業見込証明書

受験票送付用封筒（※ご自身でご用意下さい）

入学選考料（普通為替証書）

写真2枚（同一のもの）

1

2

3

4

5

6

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

※「大学・短大等入学」で入学される方は、学び直し奨学金制度はご利用いただけません。

【最終手続完了日：2020年3月31日（火）午後5時まで】　※土日祝日は受付しておりません。

本校への入学手続きを完了された方で、入学の辞退を希望される方は、下記の手続きを済ませた場合のみ、入学金を除く学費納
入金を返還いたします。なお、下記の最終手続完了日以降のお申し出は、受付・返還いたしませんので、ご注意ください。

※ 入学辞退届はお電話にてご請求ください。郵送いたしますので数日要します。ご了承ください。



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

国際調理専門学校

国際調理専門学校

高度調理師学科（2年制）

調理師学科（1年制）

教育充実費

3月
（2020年）

3月
（2021年）

8月
（2020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。 ※２年制学科のみ
○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

3月
（2020年）

3月
（2021年）

8月
（2020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

・北陸 3 県出身の方　
・2020 年 3 月高等学校卒業見込みの方　
・第 1 回選考までに出願され合格された方　　　

応募資格 書類選考
20 名
入学金半額（5 万）免除

辻口博啓奨学金制度（スーパースイーツ製菓専門学校）

夢に向かってがんばる学生を全面的に支援します！
スーパースイーツ製菓専門学校／国際調理専門学校奨学金制度

選考方法
採用人数
特典内容

・北陸 3 県出身の方　
・2020 年 3 月高等学校卒業見込みの方　
・第 1 回選考までに出願され合格された方　　　

応募資格 書類選考
20 名
入学金半額（5 万）免除

道場六三郎奨学金制度（国際調理専門学校）
選考方法
採用人数
特典内容

2020年度学納金

その他諸費用学費入学準備金

教育充実費

その他諸費用学費入学準備金

１００，０００円 2００，０００円

35０，０００円

35０，０００円

2００，０００円

３００，０００円

75０，０００円

35０，０００円

５０，０００円 １5０，０００円3月
（2020年）

8月
（2020年）

教育充実費

その他諸費用学費入学準備金 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
当学院提携マンションに在学中入居する方
初期費用（敷金・礼金・仲介手数料）全額もしくは一部免除

在学中に学びたくても学費の支弁が困難な状況である優秀な学生を対象に20万円を支給します。申請は在学中随時受付します。

大学・短大・専門学校を卒業後に受験され入学する場合は、入学金の全額（10万円）が免除。

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の半額（５万円）が免除。

対　象　者
内　　容

対　象　者
応募資格
内　　容

理事長奨学金 制度

在学中に学びたくても学費の支弁が困難な状況で、ひとり親家庭で世帯の収入が学院の定める所得基準
（総収入270万円）未満である学生を対象に、2学年進級時に授業料より10万円を免除。

ひとり親奨学金 制度

遠距離者一人暮らし支援 制度

社会人を経験し当学院で学び直し（生涯学習）を希望する方。
年間授業料を年齢に応じて免除します。
　例　30歳の場合、授業料の30％免除　（年間授業料70万円×30％＝21万円免除）
　　　40歳の場合、授業料の40％免除　（年間授業料70万円×40％＝28万円免除）
　※大学・短大等入学　入学金免除制度とは併用不可

対　象　者
内　　容

学び直し奨学金 制度

遠距離より新幹線もしくは普通列車にて通学する方
富山駅 → 新幹線…10,000円╱月　普通列車（普通）…5,000円╱月
高岡駅 → 新幹線…　5,000円╱月　普通列車（普通）…3,000円╱月
　※氷見から来る学生で高岡駅から乗る学生も対象
福井駅 → 特急…10,000円╱月　普通列車（普通）…5,000円╱月
石川県（奥能登） → 普通列車（普通）…3,000円╱月
富山県 → 南砺金沢線バス…3,000円╱月

有資格者特待生制度
・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は、授業料の一部（10万円）が免除。
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13 14
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年1.78%　（平成31年4月1日現在）
※ご家庭の状況に応じた優遇制度あり

・満20歳以上満65歳未満で、最終完済時満70歳未満で保証会社の保証が得られる方
・中学校、高校、高専、大学（短大含む）、大学院、その他予備校、各種専門学校に在学、入学、受験される
　お子さまがおられる親権者の方
・お住まいまたはお勤め先が当行本支店所在地の近隣の方

新規お借入れの方全員　年 1.5％割引　さらに、下記３項目以上該当で年 0.5％を割引
【金利割引条件】
①当行で口座振替を５件以上ご利用の方
③当行住宅ローンをご利用の方
⑤当行にて月１万円以上の積立性預金取引がある方
⑦ふくほう WEB バンキングをご契約の方

②当行に給与振込または年金振込をご指定の方
④福邦カード（UC）をご契約の方
⑥当行カードローンをお持ちの方
⑧扶養しているお子さまが 2 人以上おられる方

ご融資金利対象取引のお取引数に応じてご融資金利がお得に！

1,000万円

20年

1,000万円

平成30年1月4日現在

2019.2.1現在

対象取引数

3項目以上
2項目
1項目
対象取引なし

年2.5％
年3.0％
年4.0％
年5.0％

年3.0％
年3.5％
年4.5％
年5.5％

お使いみち

金利割引条件

ご融資利率
（変動金利）

保証会社

学生生活で必要とされる資金（受験費用・入学金・授業料・下宿費用・仕送りなど）

基準金利 年3.925％→最大割引後金利 年1.925％

福邦カード株式会社

基準金利 年4.825％→最大割引後金利 年2.825％

お借入金利はお申込み時ではなく実際にお借入いただく日の適用金利となりますので、お申込み時の金利と
異なることがございます。最新のご融資利率は店頭またはホームページでご確認ください。
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オリエントコーポレーション
株式会社セディナ

■セディナ
ホームページ　http://www.cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/
　　0120-686-909

15 16

http://www.jasso.go.jp/

申し込み時期につきましては、高校の担当の先生にお早めにお問い合わせをおすすめしております。
入学後に申し込むこともできますが、基準に合致しない場合、採用できない可能性もございますので、ご理解、
ご了承ください。

※奨学金の貸与は入学後（月額貸与）になりますので、入学時の費用は別途ご準備が必要となります。
※高校在学中のお申し込みをお勧めしております。

詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧下さい。

実質年率3.9%

12年～15年　※融資額により異なります。

ステップアップ払い

原則不要

・一部繰上返済可能（手数料不要）
・ボーナス併用払い可能（ご利用金額の50％以内）
・支払い途中で、月々の支払い増額可能。

お支払い方法は２つのパターンから選択できます。
【通常払い】在学中から月々の返済（分割手数料含む）となります。在学中～卒業後でお支払いは変わりません。
【ステップアップ払い】在学中は、ご利用累計の元金を据置、分割手数料のみをお支払いいただきます。
（据置期間は最短就業年限とします）

10万円以上500万円以下（入学金、授業料、教材費、実習費等、学校へ支払う学納金）

本学に入学・在学される方の保護者

実質年率3.9%

最長5年　　※融資額・返済回数により異なります。

最長24ヶ月、かつ在学期間中

原則不要

・ボーナス併用払い可能（ご利用金額の50％以内）
・一部繰上返済可能

お支払い方法は２つのパターンから選択できます。
【通常払い】在学中から月々の返済（分割手数料含む）となります。在学中～卒業後でお支払いは変わりません。
【元金据置払い】在学中は、ご利用累計の元金を据置、分割手数料のみをお支払いいただきます。
（据置期間は在学期間中となります）

5万円以上500万円以下（入学金、授業料、教材費、実習費等、学校へ支払う学納金）

本校に入学・在学される方の保護者

返済プランについて
各社ホームページにて返済シミュレーションが可能です。

ホームページからのお申し込みとなりますので各社ホームページをご覧ください。

オリエントコーポレーションの場合

セディナの場合

3.2

自宅通学╱53,000円、 40,000円、 30,000円、
　　　　　20,000円
自宅外通学╱60,000円、 50,000円、 40,000円、
　　　　　　30,000円、 20,000円

日本学生支援機構の定める収入基準以下であること

有利子 年3％を上限

日本学生支援機構の定める収入基準以下であること

高校在学中及び本校入学後（4月） 高校在学中及び本校入学後（4月）

20,000円～120,000円 （1万円単位）から
希望月額を選択
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【通常払い】在学中から月々の返済（分割手数料含む）となります。在学中～卒業後でお支払いは変わりません。
【ステップアップ払い】在学中は、ご利用累計の元金を据置、分割手数料のみをお支払いいただきます。
（据置期間は最短就業年限とします）

10万円以上500万円以下（入学金、授業料、教材費、実習費等、学校へ支払う学納金）

本学に入学・在学される方の保護者

実質年率3.9%

最長5年　　※融資額・返済回数により異なります。

最長24ヶ月、かつ在学期間中

原則不要

・ボーナス併用払い可能（ご利用金額の50％以内）
・一部繰上返済可能

お支払い方法は２つのパターンから選択できます。
【通常払い】在学中から月々の返済（分割手数料含む）となります。在学中～卒業後でお支払いは変わりません。
【元金据置払い】在学中は、ご利用累計の元金を据置、分割手数料のみをお支払いいただきます。
（据置期間は在学期間中となります）
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□ スーパースイーツ製菓専門学校志望校 国際調理専門学校
□ 高度調理師学科

□ 調理師学科

※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。

国際調理専門学校
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

国際調理専門学校
スーパースイーツ製菓専門学校

※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。

志望学科の欄に

「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。

国際調理専門学校
□ 高度調理師学科

□ 調理師学科

●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。
・裏面にも記入欄があります。必ず記入して下さい。
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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。

□ 辻口博啓奨学金制度を希望する

□ 道場六三郎奨学金制度を希望する

□ 有資格者特待生制度を希望する

□ 学び直し奨学金制度を希望する

辻口博啓奨学金制度 （スーパースイーツ製菓専門学校）

道場六三郎奨学金制度 （国際調理専門学校）

有資格者特待生制度

学び直し奨学金制度

□ スーパースイーツ製菓専門学校

国際調理専門学校

 国際調理専門学校

スーパースイーツ製菓専門学校

兄弟姉妹入学金
免除制度

□ 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

□ 西暦

□ 高度調理師学科　　□ 調理師学科



2019

※推薦入学を希望する場合は、この推薦書が必要です。
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※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。
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※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

国際調理専門学校
スーパースイーツ製菓専門学校

 国際調理専門学校 □ 高度調理師学科　　□ 調理師学科
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※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。
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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。

※2020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

□ スーパースイーツ製菓専門学校

□ 6/8（土） □ 7/13（土） □ 7/25（木）

□ 7/31（水） □ 8/9（土） □ 8/17（土）□ 8/3（土）

□ 7/26（金）

□ 8/22（木） □ 9/14（土）

 国際調理専門学校 □ 高度調理師学科　　□ 調理師学科
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※ 2020年4月より校名変更予定（現校名スーパースイーツ調理専門学校）


