
◆ 子ども未来学科（全員必須）
　子ども未来学科では、近畿大学九州短期大学通信教育部との併修提携により、本校の学費以外に短大に支払う下記の授業
料等が必要になります。

併修提携先 1年次授業料（年額）

164,000円 116,000円

2年次授業料（年額）

近畿大学九州短期大学通信教育部

※上記の1年次授業料には、入学選考料・入学金・補助教材費が、2年次授業料には、補助教材費が含まれています。
※上記の他にスク－リング受講料等が必要になります。（2年間で150,000円程度）
※上記金額は2021年度の予定額で、併修短大の授業料改定などで変更になる場合があります。

◆ 福祉保育学科（全員必須）
　福祉保育学科では、近畿大学九州短期大学通信教育部との併修提携により、本校の学費以外に短大に支払う下記の授業料
等が必要になります。

併修提携先 1年次授業料（年額）

174，000円 116，000円

2年次授業料（年額）

56，000円

3年次授業料（年額）

近畿大学九州短期大学通信教育部

※上記の1年次授業料には、入学選考料・入学金・補助教材費が、2年次・3年次授業料には補助教材費が含まれています。
※上記の他にスク－リング受講料等が必要になります。(3年間で220，000円程度)
※上記金額は2021年度の予定額で、併修短大の授業料改定などで変更になる場合があります。

◆ 看護学科（希望者のみ）
　看護学科では、希望者のみ人間総合科学大学 人間科学科（通信制）との併修が可能です。併修を希望する場合には、本校の
学費以外に大学に支払う下記の授業料が必要になります。

　毎年、前期授業料の納入と同時期に臨地実習費60,000円程度が必要となります。

併修提携先 1年次～4年次授業料（年額）

人間総合科学大学 人間科学科　（通信制） 280,000円

◆ 看護学科

※上記の授業料には、受験料・入学金・テキスト代・添削指導料・科目修了試験受験料・スク－リング受講料の全てが含ま
　れています。
※上記金額は2021年度の予定額で、併修大学の授業料改定などで変更になる場合があります。

　本学園が指定する資格・検定やコンペ等に合格、受賞された方に対して、1年次授業料の一部を免除する制度です。
「資格・検定等特待生制度申込書（様式④）」に記入して、出願書類に同封してください。
　入試までに対象一覧の資格・検定等を取得、受賞されている場合は、1年次前期授業料から免除します。
　合格後に、対象一覧の資格・検定等を取得、受賞、または上位ランクを取得された場合は、各校事務局までご連絡ください。
1年次後期授業料から免除します。

※学納金を免除する入試と重複して適用することはできませんが、本人に有利な方を適用します。

◆ 資格・検定等特待生制度

　本学園入学者で、主に経済的な理由により就学が困難な学生に対し、選考により当該年度の後期授業料を免除する制度を
設けています。

◆ 在学中の学費支援制度

※「資格・検定等特待生制度」の詳細についてはP.16～17をご参照ください。

※2020年3月時点での情報です。変更の可能性がありますので詳しくは各校事務局までお問い合わせください。

※身分関係が分かりづらい場合は戸籍謄本等の提出を求める場合があります。

※学納金を免除する入試と重複して適用することはできませんが、本人に有利な方を適用します。

該当者は入学願書の制度欄にご記入ください。

前期授業料から10万円免除（1年次のみ）

◆ 兄弟姉妹・親子入学支援制度（本人の再入学を含む）
入学志願者の兄弟姉妹・親・子が本学園に在籍もしくは卒業している場合、本人の1年次授業料の一部が免除されます。

　また、本人が本学園のいずれかの学校に再入学する場合も、同様に1年次授業料の一部が免除されます。

龍馬学園学費支援制度15大学・短大の併修授業料（子ども未来学科・福祉保育学科・看護学科のみ）13

臨地実習費（看護学科のみ）14

特　　典

申込方法
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本学園入学者で人物・学業ともに優れ、経済的な理由により当奨学金を希望する者に対し、選考により貸与します。
◆ 龍馬学園奨学金制度

貸 与 額

提出書類

申込方法

返還方法

選考方法

返 還 例

月額 30,000円（無利子）

①申込書（本校指定用紙）   ②所得証明書（本人が属する世帯の1年間［2019年分］の所得）

提出書類・面接　※選考は入学後実施します。

卒業後6ヶ月経過した翌月から指定口座より自動引き落し

［1年課程の学科で最高貸与額360，000円の場合］
　■返還期間 3年　■返還方法 1回～36回 （3年間）／月額10,000円

［2年課程の学科で最高貸与額720，000円の場合］
　■返還期間 5年　■返還方法 1回～48回 （4年間）／月額10,000円　49～60回 （1年間）／月額20,000円

［3年課程の学科で最高貸与額1，080，000円の場合］
　■返還期間 6年6ヶ月　■返還方法 1回～48回（4年間）／月額10，000円　
　　49回～78回（2年6ヶ月間）／月額20，000円

入学願書の制度欄にご記入ください。申込書を送付します。



◆ 資格・検定等特待生制度　

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6

A-7

A-8

A-9
A-10

A-11

A-12

A-13

A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20

A-21

A-22

A-23
A-24
A-25
A-26

A-27
A-28
A-29

公益社団法人色彩検定協会　色彩検定２級以上
日本商工会議所　リテ－ルマ－ケティング〔販売士〕検定２級以上
公務員試験　１次試験合格者〔自衛官候補生、一般曹候補生を除く〕
高知県美術展覧会　褒状、特選
たまりコンペ〔旧ス－パ－トイレコンテスト〕各部門最優秀賞入賞者
CIDコンペ　各部門優秀賞以上の入賞者
特定非営利活動法人全国美術デザイン教育振興会
　全日本高校デザイン・イラスト展入賞者
一般財団法人大川インテリア振興センタ－
　全国高等学校インテリアデザイン展入賞者
日本漫画能力検定協会　漫画アシスタント検定２級以上
まんが甲子園本選出場
ベネッセ学力評価指標　ＧＴＺ〔学習到達ゾ－ン〕
国数英総合ランクＢ3以上
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－検定協会
　色彩活用ライフケアカラ－検定２級以上
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－検定協会
　色彩活用パ－ソナルカラ－検定２級以上
厚生労働省　栄養士
厚生労働省　管理栄養士
東京商工会議所　カラ－コ－ディネ－タ－検定２級以上
全国高等学校総合文化祭出場・出品
全国高等学校家庭科教育振興会　食物調理技術検定１級
高校在学中に生徒会長経験者※1

高校在学中の運動部で団体または個人で全国大会に出場※1

高校在学中のクラブで全国コンク－ル
　音楽・美術・書道等に団体または個人で出場・出展※1

全国版の出版社で担当編集者付になっている方（漫画）

日本商工会議所　簿記検定２級以上
全国経理教育協会　簿記能力検定試験１級
全国商業高等学校協会　簿記実務検定1級
全国商業高等学校協会　会計実務検定試験2科目以上合格

日本英語検定協会　実用英語技能検定2級以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定準１級以上
国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験550点以上

参考事項
■ビジネス文書実務検定 ビジネス部門・速度部門の両方を同位級で取得した場合、正式な合格として免除資格に認定します。
■簿記実務検定 1級は会計・原価計算の2つの科目に合格すると1級取得になります。
■情報処理検定 1級・2級はそれぞれビジネス情報部門・プログラミング部門があり、3級には部門はありません。
■商業経済検定 マ－ケティング・経済活動と法・ビジネス経済A・ビジネス経済B、いずれか1科目取得で2級、2科目取得で1級となります。
■会計実務検定 財務諸表分析・財務会計・管理会計のいずれか2科目合格でAランク、1科目でCランクとします。
■珠算・電卓実務検定 珠算及び電卓の普通計算部門ならびにビジネス部門の両部門に合格すれば、当該級の珠算と電卓の両方の合格となります。
■ベネッセ学力評価指標 ＧＴＺ（学習到達ゾ－ン）は、 （株）ベネッセコ－ポレ－ションによる学力定着把握検査結果の指標

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

Aランク〔免除金額10万円〕

B-1
B-2
B-3

B-4

B-5
B-6
B-7
B-8

B-9
B-10
B-11

B-12

B-13

B-14
B-15
B-16
B-17
B-18
B-19

日本数学検定協会　実用数学技能検定準２級
日本情報処理検定協会　文書デザイン検定試験１級
日本商工会議所　リテ－ルマ－ケティング〔販売士〕検定3級
ベネッセ学力評価指標　ＧＴＺ〔学習到達ゾ－ン〕
国数英総合ランクＣ１～Ｃ3
全国商業高等学校協会　商業経済検定１級
全国商業高等学校協会　ビジネス文書実務検定１級
全国高等学校家庭科教育振興会　食物調理技術検定2級
実務技能検定協会　秘書技能検定２級

日本商工会議所　珠算能力検定試験２級
全国経理教育協会　電卓計算能力検定段位
日本電卓技能検定協会　電卓技能検定段位
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定1級
　　　　　　　　　　  〔そろばん OR 電卓／普通計算部門〕
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定1級〔ビジネス計算部門〕

全国商業高等学校協会　英語検定１級
全国工業高等学校長協会　リスニング英語検定2級
日本英語検定協会　実用英語技能検定準2級
国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験400点以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定２級
日本中国語検定協会　中国語検定試験３級

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

B-20
B-21
B-22

B-23

B-24
B-25
B-26
B-27

B-28
B-29
B-30
B-31

全国工業高等学校長協会　計算技術検定２級
全国工業高等学校長協会　情報技術検定2級
一般財団法人　電気技術者試験センター　第2種電気工事士
一般財団法人日本デ－タ通信協会
　工事担任者試験(AI種・DD種)第2種・第3種

NTTコミュニケ－ションズ　インタ－ネット検定  「.com master」ベ－シック
全国工業高等学校長協会　パソコン利用技術検定2級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定1級
全日本情報学習振興協会　パソコン技能検定Ⅱ種試験１級

全国高等学校家庭科教育振興会　保育技術検定１級
技能認定振興協会　ホスピタルコンシェルジュ技能認定試験2級
医療事務検定（医科）2級〔主催問わず〕
介護福祉士実務者研修修了者

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

Bランク〔免除金額5万円〕

C-1

C-2

C-3
C-4
C-5
C-6
C-7

C-8
C-9

C-10

C-11

C-12
C-13

C-14
C-15
C-16

一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－協会
　色彩活用ライフケアカラ－検定3級
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－協会
　色彩活用パ－ソナルカラ－検定3級
公益社団法人色彩検定協会　色彩検定3級
レタリング技能検定3級以上
全国商業高等学校協会　ビジネス文書実務検定2級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定2級
実務技能検定協会　秘書技能検定3級

日本商工会議所　簿記検定３級
全国経理教育協会　電卓計算能力検定１級
全国商業高等学校協会　簿記実務検定2級
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定2級
　　　　　　　　　　　〔そろばんOR電卓/普通計算部門〕
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定2級〔ビジネス計算部門〕
全国商業高等学校協会　商業経済検定2級

国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験350点以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定準2級
全国商業高等学校協会　英語検定2級

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

C-17
C-18

C-19
C-20
C-21
C-22
C-23

C-24

C-25
C-26

公益社団法人日本工業英語協会　工業英語能力検定3級
一般社団法人消防試験研究センタ－　危険物取扱者乙４類

日本商工会議所　 PC検定試験２級
全国商業高等学校協会　情報処理検定2級〔プログラミング部門〕
全国商業高等学校協会　情報処理検定2級〔ビジネス情報部門〕
日本情報処理検定協会　情報処理技能検定デ－タベ－ス１級
日本情報処理検定協会　情報処理技能検定表計算１級
画像情報教育振興協会
　CG・Web・マルチメディア・画像処理等の検定エキスパ－ト〔旧2級〕

医療事務検定（医科）3級〔主催問わず〕
介護職員初任者研修修了者

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

Cランク〔免除金額3万円〕

A-30

A-31

A-32
A-33

A-34

A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42

A-43

A-44
A-45
A-46
A-47

A-48
A-49
A-50
A-51
A-52
A-53
A-54
A-55
A-56

A-57
A-58
A-59

全国工業高等学校長協会　情報技術検定1級
全国工業高等学校長協会
　高校生ものづくりコンテスト自動車整備部門３位以上入賞
一般財団法人電気技術者試験センタ－　第1種電気工事士
一般社団法人全国建築CAD連盟　建築CAD検定２級以上
一般社団法人コンピュ－タ教育振興協会
　CAD利用技術者検定２級以上
国土交通省　３級自動車整備士〔ガソリン・ジ－ゼル〕
東京商工会議所　福祉住環境コ－ディネ－タ－２級以上
国土交通省　測量士補
全国工業高等学校長協会　ジュニアマイスタ－〔シルバ－以上〕
全国工業高等学校長協会　計算技術検定１級
建築施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
電気工事施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
土木施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
一般財団法人日本デ－タ通信協会
　工事担任者試験(AI種・DD種)第１種
技能士３級以上〔厚生労働省認定国家資格〕
公益財団法人安全衛生技術試験協会　２級ボイラ－技士
日本インテリア設計士協会　インテリア設計士２級以上
公益社団法人日本建築士会連合会　建築甲子園ベスト8入賞

経済産業省　ITパスポ－ト試験
経済産業省　基本情報技術者試験
経済産業省　情報セキュリティマネジメント試験
全国商業高等学校協会　情報技術検定1級〔ビジネス情報部門〕
全国商業高等学校協会　情報技術検定1級〔プログラミング部門〕
全国工業高等学校長協会　パソコン利用技術検定１級
日本情報処理検定協会　プレゼンテ－ション作成検定１級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定段位
NTTコミュニケ－ションズ　インタ－ネット検定「.com master」アドバンス

医療事務検定（医科）1級〔主催問わず〕
介護福祉士
日本医療保険事務協会　診療報酬請求事務能力認定試験（医科）

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

※1　2021年3月に高等学校若しくは中等教育学校、高等専修学校の卒業見込者、又は高等専門学校の第3学年修了見込者が対象
　　　となります。
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ランク

免除時期種　類 免除額

①出願時に申請した場合は、1年次前期授業料から免除します。

②入試合格後、2021年4月末までに申請した場合は、

1年次後期授業料から免除します。

10万円

5万円

3万円

Bランク

Cランク

Aランク

①資格・検定等特待生制度申込書（様式④）

②合格や受賞が証明できる書類等の写し

　※証明できる書類がない場合は、「資格・検定等特待生制度申込書」に担任もしくは顧問の先生等の署名が必要です。

提出書類

　※団体の場合は、選手登録（エントリー）された者に限ります。



◆ 資格・検定等特待生制度　

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6

A-7

A-8

A-9
A-10

A-11

A-12

A-13

A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20

A-21

A-22

A-23
A-24
A-25
A-26

A-27
A-28
A-29

公益社団法人色彩検定協会　色彩検定２級以上
日本商工会議所　リテ－ルマ－ケティング〔販売士〕検定２級以上
公務員試験　１次試験合格者〔自衛官候補生、一般曹候補生を除く〕
高知県美術展覧会　褒状、特選
たまりコンペ〔旧ス－パ－トイレコンテスト〕各部門最優秀賞入賞者
CIDコンペ　各部門優秀賞以上の入賞者
特定非営利活動法人全国美術デザイン教育振興会
　全日本高校デザイン・イラスト展入賞者
一般財団法人大川インテリア振興センタ－
　全国高等学校インテリアデザイン展入賞者
日本漫画能力検定協会　漫画アシスタント検定２級以上
まんが甲子園本選出場
ベネッセ学力評価指標　ＧＴＺ〔学習到達ゾ－ン〕
国数英総合ランクＢ3以上
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－検定協会
　色彩活用ライフケアカラ－検定２級以上
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－検定協会
　色彩活用パ－ソナルカラ－検定２級以上
厚生労働省　栄養士
厚生労働省　管理栄養士
東京商工会議所　カラ－コ－ディネ－タ－検定２級以上
全国高等学校総合文化祭出場・出品
全国高等学校家庭科教育振興会　食物調理技術検定１級
高校在学中に生徒会長経験者※1

高校在学中の運動部で団体または個人で全国大会に出場※1

高校在学中のクラブで全国コンク－ル
　音楽・美術・書道等に団体または個人で出場・出展※1

全国版の出版社で担当編集者付になっている方（漫画）

日本商工会議所　簿記検定２級以上
全国経理教育協会　簿記能力検定試験１級
全国商業高等学校協会　簿記実務検定1級
全国商業高等学校協会　会計実務検定試験2科目以上合格

日本英語検定協会　実用英語技能検定2級以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定準１級以上
国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験550点以上

参考事項
■ビジネス文書実務検定 ビジネス部門・速度部門の両方を同位級で取得した場合、正式な合格として免除資格に認定します。
■簿記実務検定 1級は会計・原価計算の2つの科目に合格すると1級取得になります。
■情報処理検定 1級・2級はそれぞれビジネス情報部門・プログラミング部門があり、3級には部門はありません。
■商業経済検定 マ－ケティング・経済活動と法・ビジネス経済A・ビジネス経済B、いずれか1科目取得で2級、2科目取得で1級となります。
■会計実務検定 財務諸表分析・財務会計・管理会計のいずれか2科目合格でAランク、1科目でCランクとします。
■珠算・電卓実務検定 珠算及び電卓の普通計算部門ならびにビジネス部門の両部門に合格すれば、当該級の珠算と電卓の両方の合格となります。
■ベネッセ学力評価指標 ＧＴＺ（学習到達ゾ－ン）は、 （株）ベネッセコ－ポレ－ションによる学力定着把握検査結果の指標

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

Aランク〔免除金額10万円〕

B-1
B-2
B-3

B-4

B-5
B-6
B-7
B-8

B-9
B-10
B-11

B-12

B-13

B-14
B-15
B-16
B-17
B-18
B-19

日本数学検定協会　実用数学技能検定準２級
日本情報処理検定協会　文書デザイン検定試験１級
日本商工会議所　リテ－ルマ－ケティング〔販売士〕検定3級
ベネッセ学力評価指標　ＧＴＺ〔学習到達ゾ－ン〕
国数英総合ランクＣ１～Ｃ3
全国商業高等学校協会　商業経済検定１級
全国商業高等学校協会　ビジネス文書実務検定１級
全国高等学校家庭科教育振興会　食物調理技術検定2級
実務技能検定協会　秘書技能検定２級

日本商工会議所　珠算能力検定試験２級
全国経理教育協会　電卓計算能力検定段位
日本電卓技能検定協会　電卓技能検定段位
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定1級
　　　　　　　　　　  〔そろばん OR 電卓／普通計算部門〕
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定1級〔ビジネス計算部門〕

全国商業高等学校協会　英語検定１級
全国工業高等学校長協会　リスニング英語検定2級
日本英語検定協会　実用英語技能検定準2級
国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験400点以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定２級
日本中国語検定協会　中国語検定試験３級

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

B-20
B-21
B-22

B-23

B-24
B-25
B-26
B-27

B-28
B-29
B-30
B-31

全国工業高等学校長協会　計算技術検定２級
全国工業高等学校長協会　情報技術検定2級
一般財団法人　電気技術者試験センター　第2種電気工事士
一般財団法人日本デ－タ通信協会
　工事担任者試験(AI種・DD種)第2種・第3種

NTTコミュニケ－ションズ　インタ－ネット検定  「.com master」ベ－シック
全国工業高等学校長協会　パソコン利用技術検定2級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定1級
全日本情報学習振興協会　パソコン技能検定Ⅱ種試験１級

全国高等学校家庭科教育振興会　保育技術検定１級
技能認定振興協会　ホスピタルコンシェルジュ技能認定試験2級
医療事務検定（医科）2級〔主催問わず〕
介護福祉士実務者研修修了者

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

Bランク〔免除金額5万円〕

C-1

C-2

C-3
C-4
C-5
C-6
C-7

C-8
C-9

C-10

C-11

C-12
C-13

C-14
C-15
C-16

一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－協会
　色彩活用ライフケアカラ－検定3級
一般社団法人日本カラ－コ－ディネ－タ－協会
　色彩活用パ－ソナルカラ－検定3級
公益社団法人色彩検定協会　色彩検定3級
レタリング技能検定3級以上
全国商業高等学校協会　ビジネス文書実務検定2級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定2級
実務技能検定協会　秘書技能検定3級

日本商工会議所　簿記検定３級
全国経理教育協会　電卓計算能力検定１級
全国商業高等学校協会　簿記実務検定2級
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定2級
　　　　　　　　　　　〔そろばんOR電卓/普通計算部門〕
全国商業高等学校協会　珠算電卓実務検定2級〔ビジネス計算部門〕
全国商業高等学校協会　商業経済検定2級

国際ビジネスコミュニケ－ション協会　TOEIC試験350点以上
日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定準2級
全国商業高等学校協会　英語検定2級

●ビジネス分野・その他

●会計分野

●語学分野

C-17
C-18

C-19
C-20
C-21
C-22
C-23

C-24

C-25
C-26

公益社団法人日本工業英語協会　工業英語能力検定3級
一般社団法人消防試験研究センタ－　危険物取扱者乙４類

日本商工会議所　 PC検定試験２級
全国商業高等学校協会　情報処理検定2級〔プログラミング部門〕
全国商業高等学校協会　情報処理検定2級〔ビジネス情報部門〕
日本情報処理検定協会　情報処理技能検定デ－タベ－ス１級
日本情報処理検定協会　情報処理技能検定表計算１級
画像情報教育振興協会
　CG・Web・マルチメディア・画像処理等の検定エキスパ－ト〔旧2級〕

医療事務検定（医科）3級〔主催問わず〕
介護職員初任者研修修了者

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

Cランク〔免除金額3万円〕

A-30

A-31

A-32
A-33

A-34

A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42

A-43

A-44
A-45
A-46
A-47

A-48
A-49
A-50
A-51
A-52
A-53
A-54
A-55
A-56

A-57
A-58
A-59

全国工業高等学校長協会　情報技術検定1級
全国工業高等学校長協会
　高校生ものづくりコンテスト自動車整備部門３位以上入賞
一般財団法人電気技術者試験センタ－　第1種電気工事士
一般社団法人全国建築CAD連盟　建築CAD検定２級以上
一般社団法人コンピュ－タ教育振興協会
　CAD利用技術者検定２級以上
国土交通省　３級自動車整備士〔ガソリン・ジ－ゼル〕
東京商工会議所　福祉住環境コ－ディネ－タ－２級以上
国土交通省　測量士補
全国工業高等学校長協会　ジュニアマイスタ－〔シルバ－以上〕
全国工業高等学校長協会　計算技術検定１級
建築施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
電気工事施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
土木施工管理技術検定２級学科〔国土交通省認定国家資格〕
一般財団法人日本デ－タ通信協会
　工事担任者試験(AI種・DD種)第１種
技能士３級以上〔厚生労働省認定国家資格〕
公益財団法人安全衛生技術試験協会　２級ボイラ－技士
日本インテリア設計士協会　インテリア設計士２級以上
公益社団法人日本建築士会連合会　建築甲子園ベスト8入賞

経済産業省　ITパスポ－ト試験
経済産業省　基本情報技術者試験
経済産業省　情報セキュリティマネジメント試験
全国商業高等学校協会　情報技術検定1級〔ビジネス情報部門〕
全国商業高等学校協会　情報技術検定1級〔プログラミング部門〕
全国工業高等学校長協会　パソコン利用技術検定１級
日本情報処理検定協会　プレゼンテ－ション作成検定１級
日本情報処理検定協会　日本語ワ－プロ検定段位
NTTコミュニケ－ションズ　インタ－ネット検定「.com master」アドバンス

医療事務検定（医科）1級〔主催問わず〕
介護福祉士
日本医療保険事務協会　診療報酬請求事務能力認定試験（医科）

●工業分野

●IT分野

●医療・保育・福祉分野

※1　2021年3月に高等学校若しくは中等教育学校、高等専修学校の卒業見込者、又は高等専門学校の第3学年修了見込者が対象
　　　となります。

16 17

ランク

免除時期種　類 免除額

①出願時に申請した場合は、1年次前期授業料から免除します。

②入試合格後、2021年4月末までに申請した場合は、

1年次後期授業料から免除します。

10万円

5万円

3万円

Bランク

Cランク

Aランク

①資格・検定等特待生制度申込書（様式④）

②合格や受賞が証明できる書類等の写し

　※証明できる書類がない場合は、「資格・検定等特待生制度申込書」に担任もしくは顧問の先生等の署名が必要です。

提出書類

　※団体の場合は、選手登録（エントリー）された者に限ります。



貸 与 額
（月額）

第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子）

自宅通学者

自宅外通学者

20,000円、30,000円、40,000円、
53,000円から選択できます。

20,000円～60,000円（1万円単位）
から選択できます。

20,000円～120,000円（1万円単位）から
選択できます。

無利子 在学中は無利子、卒業後は年利3％を上限

希望者は入学願書の制度欄にご記入ください。

提出書類・面接　※選考は入学後実施します。

卒業後、6ヶ月を経過した翌月から指定口座より自動引き落し。原則として月賦又は月賦・半年賦併用。

高校在学中に「予約採用制度」を申込み、予約採用候補者となった場合、本校入学後の奨学金貸与が保証されます。

利　　率

申込方法

選考方法

返還方法

そ の 他

本学園入学後、選考により日本学生支援機構の奨学金を受けることができます。

◆ 日本学生支援機構（貸与型奨学金）

※詳しくは日本学生支援機構又は高等学校にお問い合せください。

60,000円（無利子）

修学後1年据置き。15年以内に割賦返還。

（財）土佐育英協会 高知市本町1-3-20 カーニープレイス高知本町ビル4階   TEL.088-873-8956

貸与額（月額）

返還方法

お問合せ・申込先

◆ 土佐育英協会奨学金

対象者 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生

①授業料等の免除・減額
　　　 （年額）

②給付型奨学金の支給
　　　 （年額）

入学金：1０万円
授業料：５９万円

本学園は、高等教育機関の「修学支援新制度の対象校」に認定されており、①授業料等の免除・減額 ②給付型奨学金の支給
を受けることができます。

◆ 日本学生支援機構（国の修学支援新制度・給付型奨学金）

◆ 高知県看護師等養成奨学金 （看護学科のみ）

◆ 病院や企業による奨学金制度
　（看護学科・自動車整備工学科・美容総合学科・調理経営学科・調理師学科のみ）

◆ 高知県保育士修学資金貸付事業費補助金 （子ども未来学科・福祉保育学科のみ）

　卒業後、知事が認める医療機関等において看護職員の業務に従事することを条件に、入学後選考により高知県が看護学科の学生に
対して修学資金の一部(月額53，000円・無利子)が貸与されます。県が指定する期間(貸与を受けた期間の1，5倍の期間)業務に従事
した場合は返還が免除されます。

　卒業後、知事が認める県内の保育所等において保育士等に従事することを条件に、修学資金として月額50，000円（2年間）及び入学
準備金200，000円、就職準備金200，000円が無利子で貸与されます。なお、県が指定する期間（原則5年間）業務に従事した場合は
返還が免除されます。（選考は入学後に行ないます。）

　卒業後、その企業に一定期間勤務することを条件に、授業料を貸与する制度です。指定する期間、業務に従事した場合は返還が免除
されます。（貸与額や条件、申し込み時期は企業によって異なります。）

◆ 教育ローン
学費負担軽減のための教育ロ－ンがあります。ご希望の方は下記の金融機関へお問い合わせください。

日本政策金融公庫
国民生活事業
高知市堺町2-26

☎088-822-3191

高知銀行
北支店

高知市北本町1-13-7
☎088-822-5257

四国銀行
本店営業部

高知市南はりまや町1-1-1
☎088-823-2111

JAバンク高知
高知市北御座2-27
☎0120-37-3016

幡多信用金庫
高知支店

高知市本町2-1-5
☎088-873-4266

四国労働金庫
高知支店

高知市本町4-1-32
☎088-823-4311

オリエントコーポレーション
高知支店

高知市本町4-2-44
☎0120-517-325（学費サポートデスク）

 

 

その他の奨学金制度16
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※１　当制度での入学金の上限額は16万円ですが、本学園の入学金が10万円のため全額が対象になります。 
■ 当制度を受けるには「日本学生支援機構」に申請し、採用された方に限ります。
■ 上記金額は「第１区分」該当者で、文科省が示した 4人家族のモデルケースです。
  「第２区分」該当者は上記の２／３、「第３区分」該当者は１／３になります。（※１を含む。） 
■ 家族構成や所得などにより異なりますので、詳しくは日本学生支援機構又は高等学校にお問い合わせください。

自宅通学者 約４６万円

自宅外通学者 約９１万円

　※高等教育の修学支援新制度（国・日本学生支援機構）を利用し、その差額がある方は申請可能となります。詳しくは下記までお問合せください。　　　
　高知県社会福祉協議会　福祉資金課（TEL：088-844-4600）

※本学園3校のオープンキャンパスでもご説明します。

※1

　社会人経験者の中長期的なキャリアアップを支援するために、厚生労働大臣が指定した専門学校の学科を受講した 方には、入学金・授業料等
の最大70%の給付金が支給されます。

◆ 専門実践教育訓練給付金
〔A〕専門実践教育訓練給付金制度

≪対象学科が確定次第、ホ－ムペ－ジでお知らせいたします。≫
　高知情報ビジネス＆フ－ド専門学校・国際デザイン・ビュ－ティカレッジ・龍馬看護ふくし専門学校

　Aの専門実践教育訓練給付金制度の受給資格を持つ方のうち、失業状態で受講開始時45歳未満であることなど、 一定の要件を満たす方は
Aの支給に加え、在学中に離職前の基本手当の約80%が支給されます。
　Aの専門実践教育訓練給付金制度の受給資格を持つ方のうち、失業状態で受講開始時45歳未満であることなど、 一定の要件を満たす方は
Aの支給に加え、在学中に離職前の基本手当の約80%が支給されます。

〔B〕教育訓練支援給付金制度

※受給要件など制度については、お近くのハロ－ワ－クにお問い合わせください。

龍馬学園3校は、
2020年4月にスタートした
返済不要の修学支援新制度の対象校に
認定されました。
これまで経済的な事情で進学をあきらめて
いた皆さんの学びたい気持ちを応援します！



貸 与 額
（月額）

第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子）

自宅通学者

自宅外通学者

20,000円、30,000円、40,000円、
53,000円から選択できます。

20,000円～60,000円（1万円単位）
から選択できます。

20,000円～120,000円（1万円単位）から
選択できます。

無利子 在学中は無利子、卒業後は年利3％を上限

希望者は入学願書の制度欄にご記入ください。

提出書類・面接　※選考は入学後実施します。

卒業後、6ヶ月を経過した翌月から指定口座より自動引き落し。原則として月賦又は月賦・半年賦併用。

高校在学中に「予約採用制度」を申込み、予約採用候補者となった場合、本校入学後の奨学金貸与が保証されます。

利　　率

申込方法

選考方法

返還方法

そ の 他

本学園入学後、選考により日本学生支援機構の奨学金を受けることができます。
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※詳しくは日本学生支援機構又は高等学校にお問い合せください。
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修学後1年据置き。15年以内に割賦返還。
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貸与額（月額）
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☎0120-517-325（学費サポートデスク）
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