学費

高等教育の就学支援新制度

（１）合格者は、
入学手続き時に手続き書類の中にある振り込み書を使用し、
学費を銀行にお振り込みください
（神田外語学院窓口では受け付けていません）。
（２）学費の納入方法は原則として一括納入ですが、
下記のように分納することも可能です。 ※一旦納入された学費は返還できません。予めご了承ください。

１年次
︵初年度︶

学科

２年制
課程

1年制
課程

授業料

分納の場合

施設維持費

合計

入学手続き時

3月31日まで

7月16日まで

２年制課程の学科（下記学科・コースを除く）

150,000円

970,000円

250,000円

1,370,000円

920,000円

200,000円

250,000円

アジア／ヨーロッパ言語科
インドネシア語･ベトナム語･タイ語各コース

150,000円

1,170,000円

250,000円

1,570,000円

1,020,000円

300,000円

250,000円

グローバルコミュニケーション科

150,000円

1,170,000円

250,000円

1,570,000円

1,020,000円

300,000円

250,000円

留学科

150,000円

1,070,000円

250,000円

1,470,000円

970,000円

250,000円

250,000円

英語基礎養成科

150,000円

970,000円

250,000円

1,370,000円

920,000円

200,000円

250,000円

学科

２年次

２年制
課程

学費
（初年度分）
入学金

学費
（2年次分）
入学金

授業料

分納の場合

施設維持費

合計

３月中旬

７月中旬

２年制課程の学科（下記学科・コースを除く）

970,000円

300,000円

1,270,000円

1,020,000円

250,000円

アジア／ヨーロッパ言語科
インドネシア語･ベトナム語･タイ語各コース

970,000円

300,000円

1,270,000円

1,020,000円

250,000円

グローバルコミュニケーション科

1,170,000円

300,000円

1,470,000円

1,220,000円

250,000円

留学科

1,070,000円

300,000円

1,370,000円

1,120,000円

250,000円

※上記学費のほか、
教材費･諸経費（同窓会組織維持費、
保険料、
卒業準備費などを含む）
が1年次、
2年次それぞれ、
８0,000〜150,000円程度必要となります。
※施設維持費は550,000円を1年次、
2年次で分割納入していただきます。
※アジア／ヨーロッパ言語科インドネシア語･ベトナム語･タイ語各コースでは、
上記学費以外に約6ヵ月間の留学費用
（約40万〜60万円）
が必要となります。

神田外語学院は、東京都より高等教育の就学支援新制度の対象機関として認定されました。制度の利用にあたり、
ご不明な点はアドミッション&コミュニケーション
部（フリーダイヤル0120-815-864）へお問い合わせください。

オリコ学費サポートプラン
オリエントコーポレーションでは、
学生支援制度の一つとして提携教育ローン
「学費サポートプラン」
を提供しています。
「学費サポートプラン」は入学金や授業料などの
学納金を、
簡単な申し込み手続きでご利用いただける学校提携の学費立て替え払い制度です。※12期以降の受験では利用できません。

教育ローン
国の教育ローン
日本政策金融公庫 国民生活事業
みずほ銀行『みずほ銀行教育ローン』

三菱UFJ銀行『ネットDE教育ローン』

イオン銀行の教育ローン

入学辞退者に対する学費の取扱について
2022年3月31日
（木）
までに入学辞退の意思表示をした一般試験合格者については、原則として、納入された授業料および、施設維持費を返還します。
※学校推薦、
自己推薦または、
グローバルコミュニケーション科特別試験に合格し、入学手続きを完了した受験生は対象となりません。

入学金返還制度

融資金額

350万円以内（1万円単位）

融資期間

15年以内（在学中の元金据え置きも可能）

返済方法

毎月元利均等返済（ボーナス月増額返済も可能）

融資金額

10万〜300万円（1万円単位）

融資期間

6ヵ月以上10年以内（就学中+1年間の元金据え置きも可能）

返済方法

毎月元利均等返済（ボーナス月増額返済も可能）

融資金額

30万〜500万円（1万円単位）

融資期間

6ヵ月以上10年以内（在学中を上限とした元金据え置きも可能）

返済方法

元利均等返済（借入金額の50％以内でボーナス時の増額返済も可能）

融資金額

10万〜500万円（1万円単位）

融資期間

1年以上15年以内（1年単位）

返済方法

毎月元利均等返済（借入金額の50％以内で6ヵ月ごとの増額返済も可能）

※詳細やご質問は、各金融機関へお願いします。
なお、審査には時間がかかる場合があります。

サポート
（提携学生寮、
ホテルアルバイト制度）

志願者本人が神田外語学院昼間部･旧夜間部専門課程･旧日本語科･神田外語大学の卒業生、
または志願者の両親・兄弟・姉妹のいずれかが卒業しているか、在
籍している場合は、入学後の手続きにより、入学金を返還します。
この制度を利用する場合は、入学後に神田外語いしずゑ会までお問い合わせください。入学金返還に
関する手続きについてご案内します。

奨学金制度
神田外語学院が窓口となり取り扱っている貸与型奨学金は「日本学生支援機構」、
「東京都私学財団」の2つです。各奨学金の初回振り込み月は日本学生支援機
構の「予約採用」が5月中旬、
「在学採用」が7月中旬、東京都私学財団が８月中旬です。そのため入学金などの初年度学費に充当することはできません。

■ 提携学生寮

学生情報センター

共立メンテナンス

毎日コムネット

【問い合わせ先】
ナジック学生マンション
フリーダイヤル 0120-356-520

【問い合わせ先】
学生マンション.com
フリーダイヤル 0120-952-407

神田外語学院HP ＞ 学院について ＞
各種サポート

【問い合わせ先】
学生会館事務局
フリーダイヤル 0120-88-1030
https://www.gakuseikaikan.com

神田外語学院HP ＞ 学院について ＞
各種サポート

東仁学生会館
【問い合わせ先】
東仁学生会館
フリーダイヤル 0120-88-5575
http://www.tokyo-stage.co.jp

学生会館GUIDE

東仁学生会館

独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金
専門学校に在学する学生で人物・学業ともに優秀かつ健康であり、
経済的理由により修学が困難
であると認められる学生が対象です。審査によって採用者が決定されます。貸与された奨学金は
卒業後返還が必要です。奨学生の採用方法は「予約採用」
「在学採用」があります。

■「予約採用」／入学前の申し込み
入学前に奨学金を予約する制度です。進学する前年に、
在学している高等学校などの奨学金窓
口に申し出てください。
進学先が確定していなくても申し込みができます。
※高等学校を卒業後、
2年間は予約採用制度の資格を有します。
詳しくは出身学校にお問い合わせください。

なお、
入学後4月中旬に予約採用者を対象に説明会を実施します。
対象者は必ず参加してください。

■「在学採用」／入学後の申し込み

■ ホテルアルバイト制度

第一種奨学金
（無利子）

貸与月額

経済的な理由でアルバイトを必要とする学生のために、
ご理解あるホテルなどか

自宅通学者

2万円、
3万円、
4万円、
または5万3千円

自宅外通学者

2万円、
3万円、
4万円、
5万円、
または6万円

第二種奨学金
（有利子）※利息は年3％上限、在学中は無利子

貸与月額

2万〜12万円（1万円単位で選択可）

4月中旬に申し込み希望者を対象に説明会を実施します。希望者は必ず参加してください。

ら特別なご配慮をいただき、
このアルバイト制度を設けています。学業との両立
は難しいですが、達成すれば大きな自信につながるはずです。

提携先
◎庭のホテル東京（千代田区）★

◎京王プラザホテル
（新宿区）★

◎中国飯店（港区）★

◎人形町今半（中央区）★

★入寮可能なホテルなど ※2021年3月現在

遠隔地の方のみとなります。入寮を希望する場合は、
ホテルの寮に入って勤務し、通学しま
す。入寮を希望しない場合は、
自宅からの勤務となります。入寮の場合は、原則として2年間

都内に居住している学生で、勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難であると認められる
学生が対象です。
申請する学生およびその保護者（扶養義務者）
が、
ともに都内に住所を有して
いることが必要です。審査によって採用者が決定されます。詳細は入学後に掲示でお知らせしま
す。貸与された資金は卒業後返還が必要です。
※日本学生支援機構奨学金との併用はできません。
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勤務を継続することが条件です。
ただし、各ホテルとも定員になり次第、締め切りとなります。

貸与月額

5万3千 円
（無利子）

※入寮可能な人数は、年によって異なります。入寮可能なホテルであっても入寮を保証す
るものではありません。

入学手続きを完了した者で、経済的な理由でアルバイトを必要とし、働きながら勉強
をしようとする健康で意志強固な者（男女不問）。
原則として2年間勤務を継続することが条件。

業務内容

ウェイトレス、
ウェイター、ハウスキーパーなど

勤務日

◎浅草ビューホテル
（台東区）

提携先のホテルなどには、入寮可能なホテルと入寮不可能なホテルがあり、入寮対象者は

公益財団法人 東京都私学財団 育英資金

応募資格

勤務時間

報酬
交通費
申し込み受付期間

週7日のうち5日間の勤務が基本。土日・祝日が勤務日となることもあります。
原則として、平日は18：30〜22：30。
ホテルによっては業務終了時間が 23：00、23：30 になる場合もあります。
ホテルや配属先により異なりますが、勤務日・時間は事前に申し
休日の勤務時間は、
込めば交替・変更は可能です。
月額（手取り）55,000〜100,000円
入寮の場合は、寮〜ホテル間全額支給。非入寮の場合は、
ホテル〜学院間全額支給。
2021年12月〜2022年2月まで随時受け付けます。
ただし、各ホテルで定員が決まっています。定員になり次第締め切りとなります。

入試選考日に本学窓口にて、希望する方に
「ホテルアルバイト制度案内」
を配布します。
お問い合わせ先：03-3258-5822（ 神田外語学院 学生支援部 就職支援チーム）
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