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1. 対象学科 

○ 国際動物専門学校 【動物管理専門課程】 

所在地 : 東京都世田谷区上馬 4-3-2                 入学相談室 03-5430-4400 

学科 修業年数 定員 

愛玩動物看護学科 3年 80名 

美容・デザイン学科 2年 40名 

自然環境・動物飼育学科 2年 40名 

ドッグスペシャリスト学科 2年 40名 

 

○ 大宮国際動物専門学校 【動物管理専門課程】 

所在地 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-289-2     入学相談室 048-648-8400 

学科 修業年数 定員 

愛玩動物看護学科 3年 40名 

美容・デザイン学科 2年 40名 

美容・スモールペット学科 2年 40名 

国際海洋・飼育学科 2年 40名 

ドッグスペシャリスト学科 2年 40名 

 

2. 入学資格・出願区分 

【自己推薦型選抜】  

（入学資格） 出願日において、下記の項目①～④をすべて満たす者。 

① 外国において 12年以上の学校教育を修了した者。 

② 出願書類を提出する時点で下記の項目いずれか 1つに該当する者。  

1. 日本国内において、日本語教育を6か月以上受け、出席率80％以上の者。日本語能力試験

N2合格程度の成績を有し、その日本語学校の在籍予定期間を全うする者。 

            2. 日本語能力試験 N2級 または N1級を取得している者。 

            3. 日本語留学試験 において、日本語科目の合計点 200点以上 の者。 

            4. BJTビジネス日本語能力テスト において、 400点以上 取得している者。 

③ 学校説明会等に参加し、志望学科の説明を受けた者 

④ 動物愛護の精神に深い理解を持つ者 

 

（受付期間） 

〇 国際動物専門学校      自己推薦型選抜  202２年 10月 1日(土) ～ ２０２２年 12月９日(金) 

〇 大宮国際動物専門学校  自己推薦型選抜  202２年 10月 1日(土) ～ 202２年 12月９日(金) 

〇 定員になり次第締切となります。 
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【一般選抜】 

（入学資格） 出願日において、下記の項目①～④をすべて満たす者。 

① 外国において 12年以上の学校教育を修了した者。 

② 出願書類を提出する時点で下記の項目いずれか 1つに該当する者。  

1. 日本国内において、日本語教育を 6か月以上受け、出席率 80％以上の者。日本語能力 

試験 N2合格程度の成績を有し、その日本語学校の在籍予定期間を全うする者。 

            2. 日本語能力試験 N2級 または N1級を取得している者。 

            3. 日本語留学試験 において、日本語科目の合計点 200点以上 の者。 

            4. BJTビジネス日本語能力テスト において、 400点以上 取得している者。 

③ 将来の職業として、動物関連業界に強い興味と熱意のある者 

④ 学校説明会等に参加し、志望学科の説明を受けた者 

⑤ 動物愛護の精神に深い理解を持つ者 

 

（受付期間） 

〇 国際動物専門学校      一般選抜  ２０２２年 １０月１日(土) ～ 202３年 ２月３日(金) 

  ※ ただし、新たに日本入国の者は 第３回 試験選抜日 202２年１１月１３日（日） まで受験可能とする。 

〇 大宮国際動物専門学校  一般選抜  ２０２２年 １０月１日(土) ～ 202３年 ２月３日(金) 

  ※ ただし、新たに日本入国の者は 第３回 試験選抜日 202２年１１月１３日（日） まで受験可能とする。 

〇 定員になり次第締切となります。 

〇 ２０２２年２月５日（土）以降は、随時入試となります。入試スケジュールは、学校に問い合わせください。 

  

3. 出願方法 

【窓口出願の場合(提出先)】 

○ 国際動物専門学校      下記時間内に 本館 1階受付 まで提出してください。 

○ 大宮国際動物専門学校  下記時間内に 1号館 2階職員室 まで提出してください。 

受付時間  ▷ 月曜 ～ 金曜 / ９：００ ～ 17:00    

▷ 土曜・日曜・祝日は除く(オープンキャンパス開催日および１０月１日は受付します) 

年末年始期間  202２年 12月 2６日(月) ～ 202３年 1月 5日（木）は郵送のみ受付。 

持参物    ▷  出願書類のうち返却希望のものは原本持参 (コピー後返却いたします) 

    【郵送出願の場合】 

    出願書類をまとめて所定の封筒「角２サイズ」をご準備いただき、各校宛シール（パンフレット一式内同梱）

を貼り付けて、必ず郵便局にて「簡易書留」で郵送してください。 

各回とも郵送による出願は受付期間内必着とします。 

☆ 重要・注意 ☆ 

    各選考終了後、入学者が定員に達した場合、以降の入学選考および願書受付を行わない場合があります。 

    定員による出願受付終了については、 入試日から３日を目安 に各校ホームページ上で随時告知します 

ので、必ずご確認ください。 
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4. 選考方法 

出願区分 入学検定料 選考方法 選考結果通知 

自己推薦型選抜 

20,000円 

書類審査(自己推薦書含む)、

面接試験 
試験選考後、7日後以内に選考結果通知を

郵送いたします。合格者には「合格通知書」

「学費納入手続通知書」を郵送いたします。 一般選抜 
書類審査、面接試験、 

作文試験 

 

5. 出願書類 

 

 書類 取得方法・補足説明 

1 入学願書 (写真貼付) 
募集要項 P14 (緑色)内 原本提出 ※コピー提出不可 

写真(4cm×3cm) は 3か月以内に撮影したものを貼付 

2 
自己推薦書  

※自己推薦型選抜の場合のみ 

募集要項 P18 (緑色)内 

原本提出 ※コピー提出不可 

3 
入学検定料 

(20,000円) 

持参出願の場合は、現金を本校窓口に提出 

郵送出願の場合は、募集要項 P20 の各校 振込依頼書 に 

必要事項を記入の上、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機

関からお振込みください。 

次に各校 振込依頼書(P20の C票) を切り離して「入学検定

料領収書」の指定位置に貼付の上、出願書類と共に郵送してく

ださい。 

 ※振込入金は、必ず出願者本人名義で行ってください。 

4 
卒業証明書 及び 

最終学歴成績証明書(母国) 

母国における 最終学歴校の卒業証明書 の原本 

(その日本語訳があれば添付すること) 

卒業・成績証明書 は原則返却しない。 

※ 返却希望の場合は、窓口出願・面接当日時に申し出、 

コピー後、返却する。 

5 
成績・出席証明書 (日本)  

※日本での留学経験がある場合のみ 

日本語学校または日本における最終卒業学校の成績・出席証

明書、もしくは在学証明書(出席率は時間数で計算したもの)。 

6 日本語能力認定書 

下記の書類のうち該当するもの全て 

・日本語能力試験 N2 以上の合格認定書のコピー 

・日本留学試験(日本語科目) 200点相当の成績通知のコピー 

・BJTビジネス日本語能力テスト 成績通知のコピー 

7 
預金残高証明書または 

送金証明書 

入学手続き時納入金及び初年度学費の総額相当の確認できる

預金通帳コピーを提出すること。 

学費支弁者が在日の保証人の場合は、  

課税証明書 または 源泉徴収票を提出すること。 
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8 受験票（写真貼付） 
募集要項 P20（緑色）内 

写真（4cm×3cm）は 3か月以内に撮影したものを貼付 

9 パスポート 及び 在留カード 

本校でコピー後返却する。 

郵送出願の場合は、原本コピー (パスポートは写真と資格外活

動許可ページ、在留カードは両面) を同封すること。 

10 身元保証人誓約書 

本校所定の用紙使用 

※ 学校見学・個別相談時にお渡しします。 

郵送請求での対応も可能です。 

・在日の保証人の場合は、 在職証明書 (自営業の場合は営業 

許可証のコピーまたは納税証明書) も提出すること。 

・在日の保証人がいない場合は母国の父母でも可。 

その場合は、在日緊急連絡者 (親戚・友人等、本人及び本校と 

連絡が取りやすい方) も記入すること。 

尚、保証人は、在日の者を優先的に選抜すること。 

1１ 
学費分納制度利用申請書 

(希望者のみ必須) 

希望者のみ出願書類に同封してください。 

※ 詳細は 募集要項(緑色)内 P10 をご覧ください。 

※ 希望者は学校見学・個別相談時にお渡しします。 

郵送請求での対応も可能です。 

提出された書類の氏名・住所など記入事項に関する個人情報は、本人・保証人への連絡等、教学上必要な目的以外では使用しません。 

 

6. 学費   

学費については、募集要項 （国際動物専門学校は P5～P6、大宮国際動物専門学校は P7～P8） を 

ご確認ください。 
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7. 選考日程   ※ 両校共通日程 

 

〇 国際動物専門学校 及び 大宮国際動物専門学校  自己推薦型選抜 

 

回数 出願受付期間 試験選考日 入学手続締切日 

第 1回 202２年１０月 １日（土）  ～ ２０２２年１０月 ７日（金） 2０２２年１０月１０日（月・祝） 202２年１０月２１日（金） 

第 2回 202２年１０月１２日（火） ～ 202２年１０月２１日（金） 202２年１０月２３日（日） 202２年１１月 ４日（金） 

第 3回 202２年１０月２４日（月） ～ 202２年１１月１１日（金） ２０２２年１１月１３日（日） 202２年１１月２５日（金） 

第 4回 202２年１１月１４日（月） ～ 202２年１１月２５日（金） 202２年１１月２７日（日） 202２年１２月 ９日（金） 

第 5回 202２年１１月２８日（月） ～ 202２年１２月 ９日（金） 202２年１２月１１日（日） 202２年１２月２３日（金） 

 

〇 国際動物専門学校 及び 大宮国際動物専門学校  一般選抜 

 

回数 出願受付期間 試験選考日 入学手続締切日 

第 1回 202２年１０月 １日（土）  ～ ２０２２年１０月 ７日（金） 2０２２年１０月１０日（月・祝） 202２年１０月２１日（金） 

第 2回 202２年１０月１２日（火） ～ 202２年１０月２１日（金） 202２年１０月２３日（日） 202２年１１月 ４日（金） 

第 3回 202２年１０月２４日（月） ～ 202２年１１月１１日（金） ２０２２年１１月１３日（日） 202２年１１月２５日（金） 

第 4回 202２年１１月１４日（月） ～ 202２年１１月２５日（金） 202２年１１月２７日（日） 202２年１２月 ９日（金） 

第 5回 202２年１１月２８日（月） ～ 202２年１２月 ９日（金） 202２年１２月１１日（日） 202２年１２月２３日（金） 

第 6回 202２年１２月１２日（月） ～ 202３年 １月２０日（金） 202３年 １月２２日（日） 2023年 ２月 ３日（金） 

第 7回 202３年 １月２３日（月） ～ 202３年 ２月 ３日（金） 202３年 ２月 ５日（日） 2023年 ２月１７日（金） 

 

【入学手続き期限】 

「合格通知書」 を受け取り後、 入学手続締切日 までに 「入学金」 「1年次前期学費」 「諸費用」 の 

合計金額 ( =入学手続時納入金 ) を 本校指定振込先 に期日までにお振込みください。 

納入金の確認後、 「入学許可書」 を郵送いたします。 

入学手続締切日 までに納入が確認できない場合、合格を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

 

【 「入学許可書」 の発着後】 

  「入学許可書」が発行されましたら、「出入国管理及び難民認定法」に基づいて早めに在留期間更新等の 

  手続きを本人で行ってください。 

本校に入学される場合は、 1年間 もしくは ６か月 の留学ビザを取得することが可能となります。 

※詳しくは入学相談時や手続き時にご相談、ご確認ください。 

2年次、3年次への進級時には、その都度、学生本人で、在留期間更新手続きを行うことになります。 
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8. 問い合わせ先 

その他、留学生に関するご質問・ご相談は下記の 入学相談室まで お問い合わせください。 

○ 国際動物専門学校        入学相談室   03-5430-4400 

○ 大宮国際動物専門学校    入学相談室   048-648-8400 

 

9,  入学に際しての注意事項  （ よくあるご質問 ： 留学生が入学するうえで知っておいてほしいこと ） 

 

   ①、学校生活・入学試験・定期試験について 【日本語力に関すること】 

   校内における授業、実習は全て日本語での実施です。外国語を主たる公用語とする教職員在籍はござい 

ません。よって、入学試験（面接試験・作文試験※一般選抜のみ）は、全て日本語試験となり、入学後の 

定期試験も日本語解答となります。出願資格の一つとして、日本語能力試験（N２相当以上）が必須です。 

 

②、在留資格変更・在留期間更新等の入国管理局への手続き（更新申請）について 

在留期間更新・在留資格変更等の入国管理局への各種申請は、本校では留学生本人で行います。 

各校における留学生の生活指導担当者はおりますが、取次申請者は現在在籍がおりません。 

ただし、申請にかかる書類確認等については、各校に留学生生活指導担当者がおりますので、相談する 

ことが可能です。 ※授業開催時に申請に行く場合は公欠扱いとなります。 

 

③、【重要】 動物専門学校の卒業後（進路）について 

動物に係る仕事・業務に関して、専門学校卒業後に日本国内の就職を目指す場合、現在の日本においては、

動物業界での業務・職種を主とする内容の在留資格認定を得ることは、大変難しくなっております。 

（詳細は個別相談等でご相談・ご確認ください） 

入学目的として、知識・技術の習得や、母国へ帰国後の就職・独立開業など、専門学校を卒業後の進路意向

確認を面接試験時に行うこともありますので、あらかじめ、ご了解の上で進学を目指してください。 


