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部 課　程 学　科　名 修業年限 入学定員 備　　考

Ⅰ
　
部
　
　
　（
　
昼
　
間
　
）　

服飾専門課程
服 　 　 　 　 装 　 　 　 　 科 2 280

服 飾 研 究 科 1 80 大学・短大・高等専門学校（5年課程）
卒業（見込み）者のみ対象

ファッション工科
専門課程

ファッション高度専門士科 4 100

フ ァ ッ シ ョ ン 工 科 基 礎 科 ※1 3 350

ファッション流通
専門課程

ファッション流通高度専門士科 4 30

フ ァ ッ シ ョ ン 流 通 科※2 2 470

ファッション工芸
専門課程

ファッションテキスタイル科 3 30

帽 子 デ ザ イ ン 科 2 20

ジ ュ エ リ ー デ ザ イ ン 科 2 20

バ ッ グ デ ザ イ ン 科 2 20

シ ュ ー ズ デ ザ イ ン 科 2 20

Ⅰ　部　　合　　　計　　　　　 1,420

Ⅱ部
（夜間）

服飾専門課程 Ⅱ 部 服 　 　 装 　 　 科 3 160
ファッション流通

専門課程 Ⅱ 部 フ ァ ッ シ ョ ン 流 通 科 2 30

　　　 Ⅱ　部　　合　　　計　　　　　 190

総　　　　　合　　　　　計　 1,610

※１ ２年次への各科進級については、ファッション工科基礎科修了時の成績並びに本人の適性をもって決定する。
２年次からはアパレルデザイン科、アパレル技術科、インダストリアルマーチャンダイジング科、ニットデザイン科へ進級する。
アパレルデザイン科3年次にメンズデザインコースを設ける。
アパレル技術科3年次に生産システムコースを設ける。

※２ ２年次への各コースについては、ファッション流通科１年修了時に成績および適性試験等による選考をする場合がある。
２年次からは、スタイリストコース、ショップスタイリストコース、リテールプランニングコース、ファッションプロモーショ
ンコース、ファッションモデルコース、ファッションメイクアップコースへ進級する。

募集学科（新入学科のみ）・定員1

１．高等学校、高等専門学校（３年以上）および高等専修学校（専修学校高等課程）を卒業または2023年３月卒業見込みの者。
２．国で定める大学入学資格を有する者。
３．本学が高等学校卒業と同等の学力があると認める者※。 また、2023年４月１日までに満18歳に達する者。
※上記の1、2で該当する資格がなく、本学認定試験の受験を希望する者は2ページを参照し、各期日までに入学担当へ連絡してください。� �
　連絡先�03-3299-2076（直通）

４．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者。
５．服飾研究科のみ大学・短大及び高等専門学校（5年課程）を卒業または2023年３月卒業見込みの者。

そ の 他　　・ 外国人留学生（留学ビザ）の入学要項は別に定める（募集要項請求のこと）  
連絡先 03-3299-2216（直通）

　　　　　　・ 編入学は別に定める（編入学要項請求のこと）  
連絡先 03-3299-2215（直通）

注　　意　　・本要項の卒業見込み、修了見込みとは、2023年３月31日までに卒業、修了が出来ることを指す。
　　　　　　・ 提出される証明書によって上記１や２にあたる内容が確認できない場合、出願資格はありません。  

出願資格がない場合、認定試験を受験してください。
　　　　　　・ 上記出願資格があり、外国の学校の証明書で出願する方は  

出願書類の確認が必要なため、出願受付開始1ヵ月前までに入学担当までお問い合せください。

出願資格2
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推薦入学・自己推薦入学・一般入学・本学認定試験はWeb出願となります。
出願手続は、出願期間内に「Web出願ページでの出願登録」「入学検定料納入」を行い、その後、出願書類受付期間中に必着で

「出願書類の郵送」を行うことにより完了します。
詳細は6月頃本学ホームページに掲載いたします。

出願上の注意

１．出願書類は不備のないように準備し、郵便局の窓口で簡易書留速達にして郵送すること。
２．出願書類に不備不足がある場合は受理できません。
３．出願受付期間を過ぎて届いた必要書類は受理できません。

Web出願について4

出願、試験日程等3
Web出願登録期間 出願書類受付期間 試験方式 試験日程 合否通知発送日 学費納入期限

推薦入学
2022年

9月12日（月）〜
10月5日（水）

2022年
10月1日（土）〜

10月7日（金）必着
郵送受付のみ

書類選考 ー
2022年

10月19日（水）
発送日

（速達郵便）

2022年
11月14日（月）

自己推薦入学
2022年

9月26日（月）〜
10月23日（日）

2022年
10月19日（水）〜

10月25日（火）必着
郵送受付のみ

自己PR
個別面接

2022年
11月12日（土）
11月13日（日）

2022年
11月22日（火）

発送日
（速達郵便）

2022年
12月16日（金）

＊�自己推薦入学では本学（東京）の他、札幌、仙台、大阪、福岡でも実施いたします。（オンライン面接）�
日程、会場の詳細は、HPにて確認してください。

一
般
入
学

第1期
2022年

11月1日（火）〜
11月26日（土）

2022年
11月21日（月）〜

11月28日（月）必着
郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接
Ⅱ部学科は面接のみ

2022年
12月3日（土）

2022年
12月14日（水）

発送日
（速達郵便）

2023年
1月13日（金）

第2期
2022年

12月20日（火）
〜2023年

1月10日（火）

2023年
1月6日（金）〜

1月12日（木）必着
郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接
Ⅱ部学科は面接のみ

2023年
1月21日（土）

2023年
1月31日（火）
発送日

（速達郵便）

2023年
2月20日（月）

※定員に達した場合、第３期以降の募集については実施いたしません。

第3期
2023年

1月17日（火）〜
2月7日（火）

2023年
2月2日（木）〜

2月9日（木）必着
郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接
Ⅱ部学科は面接のみ

2023年
2月18日（土）

2023年
2月28日（火）
発送日

（速達郵便）

2023年
3月10日（金）

第4期
2023年

2月14日（火）〜
3月6日（月）

2023年
3月1日（水）〜

3月8日（水）必着
郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接
Ⅱ部学科は面接のみ

2023年
3月15日（水）

2023年
3月16日（木）
発送日

（速達郵便）

2023年
3月23日（木）

＊�一般入学では、昼間（Ⅰ）部学科出願者は面接と、A・筆記テストまたはB・感覚テストを受験します。（いずれかを選択）�
夜間（Ⅱ）部学科は面接のみとなります。

＊筆記テスト（40分）出題分野：国語・数学・社会・時事・美術・英語�選択問題を中心とした基礎問題。
＊感覚テスト（40分）与えられたテーマを、色鉛筆を使用し抽象的に表現する平面構成問題。
＊1ページ出願資格の3に該当する者は下記の試験を受験してください。

Web出願登録期間 願書受付期間 試験日程 合否通知発送日 事前連絡期日 連絡先
本
学
認
定
試
験

第1期
2022年

9月12日（月）〜
9月19日（月）

2022年
　9月15日（木）〜

9月21日（水）必着
2022年

9月27日（火）
2022年

9月28日（水）
発送日（速達郵便）

2022年
9月9日（金） 認定試験の要項を送付しますので

各期日迄に入学担当へ連絡ください。
TEL　03-3299-2076第2期

2022年
12月5日（月）〜
12月7日（水）

2022年
　12月6日（火）〜

12月9日（金）必着
2022年

12月13日（火）
2022年

12月14日（水）
発送日（速達郵便）

2022年
12月1日（木）

＊願書受付期間を過ぎて届いた願書は受理できません。必ず願書受付期間内に届くよう郵送してください。
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郵送するもの　1．～3．出願者全員、4．～7．該当者のみ

1. �願書�
Web 出願サイト上で出願登録後、選考料・受験料をお支払いください。 
支払いが完了すると、登録した情報で願書と宛名ラベル等が出力できます。 
選考料・受験料全学科 33,000 円（別途手数料がかかります）

2. �写真 
2 枚（願書・写真票に貼付用）　※ 推薦入学出願者は願書貼付用 1 枚のみ 
出願前 3 か月以内に撮影のカラー写真に限る、 
サイズ　タテ 4.0cm × ヨコ 3.0cm　上半身・無帽・正面・無背景

3. �調査書・証明書�
2022 年 4 月 1 日以降に発行のものを用意する。 
最終学歴に応じ、下記の a 〜ｌの調査書・証明書を用意する。 
厳封（封入）されている書類が開封された場合は無効。発行時に封入されていない書類は利用可。 
調査書・証明書に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、氏名変更を証明する公的な書類（戸籍抄本等）を添付する。 
提出した調査書・証明書はいかなる理由があっても返還しない。

4．�推薦書　※ 推薦入学出願者のみ�
所定の用紙（P13 〜 14 を確認の事）に高校側で記載したものを準備

5．�自己 PRシート　※自己推薦入学　出願者のみ�
所定の用紙（P16 を確認の事）に出願者が記入して提出（本学ホームページにて 6 月以降ダウンロード可）

6．�入寮申込書　※ 入寮希望者のみ�
「学生寮 GUIDE」の最終ページの入寮申込書を記入して、切り離し提出のこと

7．�在留カード等コピー　※ 外国籍の方のみ�
外国籍の方は日本にいることを確認できる書類のコピーを同封のこと

最終学歴 必要書類

a 高等学校卒業見込み 調査書

b 高等学校卒業 調査書　※1

c 大学・短大在学者、退学者 調査書　※1

d 大学・短大卒業（見込み）者 大学・短大卒業（見込み）証明書・成績証明書

e 大学院修了（見込み）者 大学・短大卒業証明書・成績証明書

f 高等専門学校 3 年修了（修了見込み）者 調査書　※1

g 高等専門学校卒業（見込み）者 調査書　※1

h 高等専修学校卒業（見込み）者
調査書　※1　または卒業（見込み）証明書・成績証明書
高等学校を同時に受講・通学している者は高等学校の調
査書も提出

i 専門学校卒業（見込み）者、退学者 高等学校の調査書　※1

j 高等学校卒業程度認定試験合格者
（大学入学資格検定合格者） 合格証明書・成績証明書

k 外国の学校（高等学校・大学）
卒業（見込み）証明書・成績証明書　※2
書類が日本語・英語以外の言語で作成されている場合は、
公的機関による日本語もしくは英語の翻訳を添付のこと

l 本学認定試験受験者
2 ページをご参照ください

最終在籍校の調査書または卒業証明書・成績証明書
中退者は調査書または成績証明書

※1　�高校（高専）卒業後5年以上経過し、調査書の発行不可と学校側から言われた者は卒業証明書を提出する。 �
5年未満でも調査書が発行不可の場合は、卒業証明書のほかに学校発行の発行不可の理由書または証明書を同封のこと。

※2　外国の学校の証明書で出願する方は出願書類の確認が必要なため、出願受付開始1ヵ月前までに入学担当までお問い合わせください。
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「Web出願」の方法
本学ホームページの「Web 出願サイト」へアク
セスし、各入学試験要領と出願事前準備をよく読
み、手順をご確認ください。� �
（サイトは 6月頃公開します）

� �推薦入学・自己推薦入学・一般入学・本学入学のための認定試験�
日本国籍の方及び外国籍で留学ビザ以外の在留資格の方

⃝Web出願の流れ

対象入試

Web出願について

パソコン・スマートフォン・
タブレットから出願できます！

［Web出願サイト］http://bunka-fc.ac.jp/application/

「Web 出願登録」後、願書や調査書・証明書などの必要書類をすべて期限必着で郵送して、はじめて出願が完了します。
送付した書類に不備不足がある場合は連絡しますので、期限までにご用意ください。

募集要項の確認
募集要項をよく読み、募集対象や受付期間をご確認ください。

マイページから出願登録
入力内容をよく確認し、「出願」ボタンより手続きを行ってください。
志望科や必要事項を入力すると選考料・受験料支払いの案内が出ますので、支払いを済ませてください。
支払い後は入力内容の変更はできません。（選考料・受験料は 33,000 円、別途手数料必要）

必要書類と宛名ラベルの印刷
選考料・受験料の支払いが完了すると、登録内容が反映された願書等と宛名ラベルを印刷できます。
A4 サイズで印刷してください。

必要書類の郵送
市販の角 2 封筒に宛名ラベルを貼り、 必要書類一式を入れて、郵便局窓口より簡易書留速達で書
類受付期間「必着」で郵送してください。

マイページより受付票または受験票を印刷
出願書類を受理後、受付完了のメールを本学より送信します。メール受信後は、マイページより受
験票が印刷できます。
※ 自己推薦入学を受験の方は試験日の約 1 週間前にメールが届きます。

ユーザー登録
パソコン・スマートフォン・タブレット等を通じ、 基本情報を入力してユーザー登録を行ってください。 
ユーザー登録を行うとマイページが作成されます。
※ ユーザー登録するメールアドレスは、その後の連絡に使用するものになりますので、常に受信できるメー

ルアドレスをご登録ください。

郵送

試験日に持参⃝注意
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募集学科� ●服　装　科�
� ●ファッション高度専門士科� ●ファッション工科基礎科
� ●ファッション流通高度専門士科�●ファッション流通科
� ●ファッションテキスタイル科�●帽子デザイン科
� ●ジュエリーデザイン科� ●バッグデザイン科
� ●シューズデザイン科�
� ●Ⅱ部服装科� ●Ⅱ部ファッション流通科

推薦資格�  ・ 2023年３月高等学校卒業見込みの者、および卒業後１年以内 
 （2022年３月卒業）の者で、学校長の推薦を受けられる者。

  ・ 2023年３月高等専門学校３年以上の修了見込みの者、卒業見込み
の者、および卒業後１年以内（2022年３月卒業）の者で、学校長の推
薦を受けられる者。

  ・ 2023年３月高等専修学校（専修学校高等課程）卒業見込みの者、
および卒業後１年以内（2022年３月卒業）の者で、学校長の推薦を受
けられる者。

推薦基準� 評定平均値3.2以上。 
 本学を第１志望としている者。
  推薦基準の詳細については、推薦要項・推薦書のページを切り取り、

担任または進学指導の先生に渡してください。

出願方法�  本学所定の推薦書を担任または進学指導の先生に提出し、交付を受
け、他のWeb出願登録にともなう必要書類を郵送し出願の手続きをし
てください。  
受付後、本学よりメールを送信しますので、メール受信後、マイページ
より受付票を印刷してください。

第２志望� 上記の募集学科から選択できます。
 （志望科が無い場合は未選択でよい）

選考方法� 書類選考

Web出願登録� 2022年9月12日（月）〜10月5日（水）

出願書類� 2022年10月1日（土）〜10月7日（金） 必着（郵送受付のみ）
受付期間 

合否発表� �2022年10月19日（水）　合否通知発送日（本人宛に速達郵便で通知）
  ※なお、書類選考の結果、面接試験を受けていただくこともあります。

その場合は、本人に通知します。

学費納入期限� 2022年11月14日（月）　金融機関への振込期限

出願上の注意� 1. 出願後の志望科変更は認められませんので注意してください。
  2.�出願書類受付期間を過ぎて届いた出願書類は受理できません。
 �3.�出願書類に不備不足がある場合は受理できません。
  4.�出願書類および選考料は返還いたしません。
  5.  日本国外の高等学校等の卒業（見込み）者は推薦入学出願資格の

確認が必要なため9月1日（木）までに入学担当まで連絡してくだ 
さい。

新入生対象� 推薦入学で該当科へ出願の新入生を対象に、給付型の奨学金制度を
奨学金�  設けています。詳細は9ページ「新入生のための奨学金制度」をご覧く

ださい。

推薦入学（書類選考）5

入学

入学式　4月6日（木）

学費納入
11月14 日（月）

合否通知発送
10 月19 日（水）

出願から
入学までの流れ

書類選考

封入
（推薦書／調査書）
出願書類の郵送

（簡易書留速達にて郵送）

Web出願
選考料の支払

調査書と
推薦書の手配
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募集学科� ●服　装　科� ●服飾研究科※1

� ●ファッション高度専門士科� ●ファッション工科基礎科
� ●ファッション流通高度専門士科� ●ファッション流通科
� ●ファッションテキスタイル科� ●帽子デザイン科
� ●ジュエリーデザイン科� ●バッグデザイン科
� ●シューズデザイン科
� ●Ⅱ部服装科� ●Ⅱ部ファッション流通科

受験資格� 1．大学・短大卒業（見込み）者、高等専門学校3年以上修了（見込み）
者、卒業（見込み）者、高等学校・高等専修学校（専修学校高等課
程）卒業（見込み）者、専門学校卒業（見込み）者。

 2．1ページの2．出願資格に該当する者。
  ※1）� 注  意 �服飾研究科は、大学・短大及び高等専門学校（5年課程）卒業（見込

み）者のみ（国外校可能）。国外の大学・短大卒業（見込み）者は、その国等が許
可した正科であること。2023年3月末日までに卒業すること。

 3．1ページの2．出願資格3の該当者は、本学認定試験※2第1期を受験し
合格すること。※2）2ページをご参照ください。

出願基準� �企画力やクリエーション能力など、広い意味での感性を持つ者。本学に
おいて、未来の自分の夢を切り開き、デザインする意欲やビジネスセン
スなどを磨く意思を強く持つ者。

出願方法� �自己PRシートおよび他のWeb出願登録にともなう必要書類を郵送し出願
の手続きをしてください。  
受付後、試験日の約1週間前に本学よりメールを送信しますので、メー
ル受信後マイページより受験票を印刷し、試験会場・試験時間を確認
してください。

第２志望� �上記の募集学科から選択できます。（志望科が無い場合は未選択でよい）

選考方法� �プレゼンテーション（自己PR）5分間以内及び面接  
制作した作品または写真、課外活動、研究成果などのプレゼンテーショ
ン資料等自己PRに必要なものがあれば当日持参してください。  
地方会場はオンライン面接となります。

web出願登録� 2022年9月26日（月）〜10月23日（日）  

出願書類� 2022年10月19日（水）〜10月25日（火）必着（郵送受付のみ）  
受付期間�

試験日時� �2022年11月12日（土）／11月13日（日）  
どちらか1日と試験時間を本学が指定します。  
時間は9：00〜17：00のうち受験票に記載された時間となり選べません。 
受験票を印刷し日時を確認してください。

試験会場  自己推薦入学では、本学（東京）の他、札幌、仙台、大阪、福岡で実施し
ます。詳細はHPにて確認してください。

合否発表� 2022年11月22日（火）　合否通知発送日（本人宛速達郵便で通知）

学費納入期限� 2022年12月16日（金）　金融機関への振込期限

出願上の注意�  1．出願後の志望科変更は認められませんので注意してください。
 2．同年度での再出願可能（同科含む）。
 3．出願書類受付期間を過ぎて届いた出願書類は受理できません。
 4．出願書類に不備不足がある場合は受理できません。
 5．出願書類および受験料は返還いたしません。

※外国の学校の証明書で出願する方は出願書類が必要なため、出願受付開始1ヵ月前まで
に入学担当までお問い合わせください。

試験に関する諸注意�  1．受験票は印刷して試験当日、必ず持参してください。
� 2．�試験会場は受験票で確認してください。会場内部屋番号等は試験当日に指示し、
� 3．試験開始後、5分を超えて遅刻した者は試験を受けることができません。
� 4．スマートフォン等を時計代わりに使用することはできません。
� 5．プロジェクター、延長コード等の機材の貸し出しはいたしません。
� 6．理由の如何にかかわらず、受験を欠席する場合は、すみやかに申し出てください。
� 7．合否についての電話による問い合わせにはお応えしません。

案内します。

準備時間も含めＰＲ時間となります。

自己推薦入学（自己PR、個別面接）6

入学

入学式　4月6日（木）

学費納入
12 月16 日（金）

合否通知発送
11月 22 日（火）

自己PR
面接試験

出願から
入学までの流れ

出願書類の郵送
 P3・P4 参照　 

Web出願
受験料の支払

調査書の手配
自己PRシート

作成
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募集学科� ●服　装　科� ●服飾研究科※1

� ●ファッション高度専門士科� ●ファッション工科基礎科
� ●ファッション流通高度専門士科� ●ファッション流通科
� ●ファッションテキスタイル科� ●帽子デザイン科
� ●ジュエリーデザイン科� ●バッグデザイン科
� ●シューズデザイン科
� ●Ⅱ部服装科� ●Ⅱ部ファッション流通科

受験資格� 1．大学・短大卒業（見込み）者、高等専門学校3年以上修了（見込み）
者、卒業（見込み）者、高等学校・高等専修学校（専修学校高等課
程）卒業（見込み）者、専門学校卒業（見込み）者。

 2．1ページの2．出願資格に該当する者。
  ※1）� 注  意 �服飾研究科は、大学・短大及び高等専門学校（5年課程）卒業（見込

み）者のみ（国外校可能）。国外の大学・短大卒業（見込み）者は、その国等が許
可した正科であること。2023年3月末日までに卒業すること。

 3．1ページの2．出願資格3の該当者は、試験日の前に本学認定試験※2

を受験し合格すること。※2）2ページをご参照ください。

第２志望� �上記募集学科から選択できます。（志望科が無い場合は未選択でよい）  
Ⅱ部学科を第1志望とする者は、Ⅱ部学科から選択可

選考方法� 　 　 　 ●昼間（Ⅰ）部学科●　 　 　 　 　 　 ●夜間（Ⅱ）部学科●

�

スケジュール Web出願登録期間、出願書類受付期間、試験日程、合否通知発送日、
 学費納入期限は、出願期により異なります。（2ページの3参照のこと）
 受験票について　 願書の受付後、本学よりメールを送信しますので、

メール受信後、マイページより受験票を印刷してくだ
さい。

 試 験 当 日　集合時間　10：00
 試験実施時間　10：30〜15：00（予定）
 　　　　　　　 終了時間は試験状況によって前後する場合があります。

出願上の注意� 1．出願後の志望科変更は認められませんので注意してください。
 2．同年度での再出願可能（同科含む）。
 3．出願書類受付期間を過ぎて届いた出願書類は受理できません。
 4．出願書類に不備不足がある場合は受理できません。
 5．出願書類および受験料は返還いたしません。

※外国の学校の証明書で出願する方は出願書類が必要なため、出願受付開始1ヵ月前まで
に入学担当までお問い合わせください。

試験に関する諸注意�  1．受験票は印刷して試験当日、必ず持参してください。
� 2．�試験会場は受験票で確認してください。会場内部屋番号は試験当日に指示し、案内します。
� 3．試験開始後、15分をこえて遅刻した者は試験を受けることができません。
� 4．�スマートフォン等を時計代わりに使用することはできません。各自、時計を持参してください。
� 5．理由の如何にかかわらず、受験を欠席する場合は、すみやかに申し出てください。
� 6．合否についての電話による問い合わせにはお応えしません。

一般入学（A、B方式より選択、面接）7

入学

入学式　4月6日（木）

学費納入
P2 参照

合否通知発送
P2 参照

出願から
入学までの流れ

出願書類の郵送
封入

 P3・P4 参照　 

Web出願
受験料の支払

調査書・
証明書の手配

昼間（Ⅰ）部学科
Ａ：筆記テスト
Ｂ：感覚テスト

面接

夜間（Ⅱ）部学科

面接

A： 筆記テスト（40分）、面接  
出題分野： 国語・数学・社会・  

時事・美術・英語
選択問題を中心とした常識問題

B： 感覚テスト（40分）、面接  
与えられたテーマで、色鉛筆※3と
定規を使用し、抽象的に表現する
色面構成（平面構成）問題
※3）色鉛筆、定規は本学配布のものを使
用、持参不可。

面接のみ
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新入学各科学費他一覧表（2023年度）8

※1）入学金は入学手続き時に納入する。
※2）授業料は前期（入学手続き時）と後期（納入期間９月）の年２回納入する。
※3）�実習費は入学手続き時に納入する。実験実習費等にあてる。�

ファッション流通高度専門士科の実習費には海外研修費用が含まれる。
※4）教材費は入学手続き時に納入する。クラスで一括して使用する教材にあてる。
※5）学友会費は入学手続き時に納入する。学生の学友会活動の費用にあてる。
※6）防災用品費は入学手続き時のみ納入する。
※7）納入期限日は出願時期により異なるので、2ページ学費納入期限参照。
（注）学則により、学費は社会的、経済的情勢に応じて年度毎に変更することがある。

納入した選考料・受験料・学費は原則として返金しない。
�但し、入学取り止めの場合は、2023年度入学式前（2023年４月5日（水））まで
に本学所定の書類にて入学取り止めの申請が完了している場合のみ、入学金以外
の学費を返金する。

＜上記（表1）以外に入学後に要する経費＞

（1）��学用品代とは授業で必要な製図、縫製、デザイン画などの用具類。� �
科・学年によって異なる。（右表2参照）

（2）��課題製作のため材料費は各自の負担となる。� �
（年間数万円程度、個人差がある）

（3）��課題製作のために必要な機器類� �
（ミシン、アイロン、PC等）は科により異なる。� �

＜進級・進学の場合＞

（1） 授業料、教材費は学年・進学コースにより変更がある。施設費、実習費、学友会費は入学時と同額。
（2） 上級の専攻科へ進学する場合は進学金を要する。
（3）  全課程、前期納入時（４月）に施設費、実習費、教材費、学友会費の年額分を納入する。

＜すみれ会費＞
卒業年次後期にすみれ会費10,000円を要する。卒業後は卒業生の会「すみれ会」の会員となる。

入学金
（※1）

前期
授業料
（※2）

施設費 実習費
（※3）

教材費
（※4）

学友会費
（※5）

防災
用品費
（※6）

入学時
納入合計
（※7）

後期
授業料
（※2）

１年間の
合計

服　装　科 260,000 325,000 220,000 90,000 40,000 4,500 5,500 945,000 325,000 1,270,000

服飾研究科 260,000 325,000 220,000 90,000 45,000 4,500 5,500 950,000 325,000 1,275,000

ファッション
高度専門士科 300,000 352,500 220,000 90,000 40,000 4,500 5,500 1,012,500 352,500 1,365,000

ファッション
工科基礎科 300,000 340,000 220,000 90,000 50,000 4,500 5,500 1,010,000 340,000 1,350,000

ファッション流通
高度専門士科 300,000 360,000 220,000 190,000 40,000 4,500 5,500 1,120,000 360,000 1,480,000

ファッション
流通科 260,000 337,500 220,000 90,000 40,000 4,500 5,500 957,500 337,500 1,295,000

ファッション
テキスタイル科 300,000 340,000 220,000 90,000 40,000 4,500 5,500 1,000,000 340,000 1,340,000

帽子デザイン科 260,000 325,000 220,000 90,000 50,000 4,500 5,500 955,000 325,000 1,280,000

ジュエリー
デザイン科 260,000 325,000 220,000 90,000 60,000 4,500 5,500 965,000 325,000 1,290,000

バッグデザイン科 260,000 325,000 220,000 90,000 50,000 4,500 5,500 955,000 325,000 1,280,000

シューズ
デザイン科 260,000 325,000 220,000 90,000 60,000 4,500 5,500 965,000 325,000 1,290,000

Ⅱ部服装科 140,000 135,000 50,000 — 2,000 4,000 5,500 336,500 135,000 471,500

Ⅱ部ファッション
流通科 140,000 150,000 50,000 — 8,500 4,000 5,500 358,000 150,000 508,000

学　科

学用品代は2022年度の実績。年度により変動がある。
学用品代明細と納付書類一式を２月下旬入学手続き者に
送付する。３月中旬までに納入する。

学科 学用品代（税込）
服装科 141,262
服飾研究科 110,867
ファッション高度専門士科 141,596
ファッション工科基礎科 138,067
ファッション流通高度専門士科 55,667
ファッション流通科 87,083
ファッションテキスタイル科 96,303
帽子デザイン科 89,771
ジュエリーデザイン科 92,521
バッグデザイン科 65,405
シューズデザイン科 86,933
Ⅱ部服装科 77,821
Ⅱ部ファッション流通科 76,748

（単位＝円）

（単位＝円）

学　費
表1

表2
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奨学金・修学支援制度・教育ローンのご案内9

新入生のための奨学金制度（推薦入学出願者対象・給付）
文化服装学院で学び、将来ファッション業界で活躍する人材育成のため成績優秀な方へ給付型の奨学金制度を設けています。
新入生奨学金募集要項（文化服装学院公式ホームページに掲載）を確認の上、申請してください。
対　　象 推薦入学で服装科、ファッション高度専門士科、ファッション工科基礎科、ファッション流通高度専門士科、ファッ

ション流通科、ファッションテキスタイル科、帽子デザイン科、ジュエリーデザイン科、バッグデザイン科、シューズ
デザイン科へ出願の者。

応募資格 1.　心身健全・学習意欲があること。  
2.　 文化服装学院を推薦入学で出願し、評定平均値が4.0以上であること。

募集人員 5名程度
給 付 額 1年次前期授業料　採用者は入学後5月中旬以降に給付となります。
申請方法  当奨学金を受けようとする者は、推薦入学出願時に奨学金申込願書を入学願書に同封してください。

奨学金申込願書は5月中旬以降文化服装学院公式ホームページからダウンロードできます。
※詳細は、文化服装学院公式ホームページをご覧ください。

交通遺児育英会
保護者が交通事故等で、死亡または障害を受け、教育費に困窮している
学生が対象。
（財）交通遺児育英会   TEL. 03-3556-0771

地方自治体の奨学金
地方自治体で独自の奨学金制度を行っている都道府県・市町村があります。
各自治体にお問合せください。

あしなが育英会
病気、災害、自殺などで保護者を亡くしたり重度後遺障害で働けず、教育費
に困窮している学生が対象。
あしなが育英会  TEL. 03-3221-0888

公益財団法人　SBS鎌田財団
関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）の児童福祉施設等に入所している生徒、または里親家
庭で生活している生徒が対象

公益財団法人　SBS鎌田財団
TEL. 03-3829-2367
URL http://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/
E-mail:kamatazaidan@sbs-group.co.jp

パル井上財団（給付）
支給 公益財団法人パル井上財団
金額 月額2.5万円

応募資格 経済的に困難で前途有望な学生。2年次以上に在学。
応募 4月中旬

採用決定 6月
2021年度採用実績 4名/申請者27名

岡村育英会（給付）
支給 財団法人岡村育英会主催 1年限り（毎年申請可）
金額 年額420,000円（6月、9月に1/2ずつ支給）

応募資格
経済的に困難で前途有望な学生。

2年次以上に在学。

応募 4月中旬
採用決定 6月 

2021年度採用実績 2名/申請者20名

堀田育英財団（給付）
支給 財団法人堀田育英財団主催
金額 月額8万円（最長2年間）

応募資格 卒業後、欧州の大学もしくは同等程度の学校に留学予定の学生
応募 11月初旬 学生課へお問合せください。

採用決定 2月（財団による書類、面接により決定）
2021年度採用実績 なし

東京都育英資金（無利息、貸与、卒業後返還の必要あり）
原則的に各科卒業まで貸与可能（専攻科に進学の場合は、再度申請を要する。）

金額 月額53,000円

応募資格
・申請者とその扶養者の住所が共に都内にあること。
・学習意欲があり、経済的に就学困難であること。
・同種の奨学金を借り受けていないこと。

応募 4月中旬 学生課へお問合せください。
採用決定 8月上旬 ※各科卒業まで貸与可

2021年度採用実績 1名

その他 同種の奨学金を各市町村で行っている場合があります。
各地方自治体にお問合せください。

文化服装学院すみれ会奨学金（給付）
1回限り

金額 Ⅰ部（昼間部）35万円（授業料半期分相当）
Ⅱ部（夜間部）15万円（授業料半期分相当）

応募資格

心身健康・学業優秀で、明確な目的・目標を持ち、学習意欲が高いこと。
申請時本学在学中で、翌年度3年目以上に進学予定である
こと。
編入・進学する学生（留学生を含む）

選考方法 書類審査・作文
採用決定 2月上旬 ※奨学金は翌年5月中旬に給付する。

2021年度採用実績 Ⅰ部4名/申請者8名

文化服装学院奨学金（給付）

金額 翌年度の前期授業料

応募資格

心身健康、学業優秀で、明確な目標をもち、十分な意欲
があること。他の学生と比較して特別優秀と認められる
こと。
申請時本学在学中で、翌年度進級・進学予定であること。

応募説明会 11月中旬
選考方法 書類審査
採用決定 2月上旬 ※奨学金は翌年5月中旬以降に給付する。

2021年度採用実績 12名/申請者42名

在校生のための奨学金等（給付・貸与）
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日本学生支援機構

1）給付奨学金
　（給付）　　　

金額

世帯の所得金額に基づく区分に応じて決定されます。
自宅通学：第Ⅰ区分38,300円（42,500円）、第Ⅱ区分25,600円（28,400円）、第Ⅲ区分12,800円
（14,200円）のいずれか
※生活保護世帯（扶助の種類を問いません。）を受けている生計支持者と同居している人及び児童養護施設等から
通学する人は、カッコ内の金額となります。
自宅外通学：第Ⅰ区分75,800円、第Ⅱ区分50,600円、第Ⅲ区分25,300円のいずれか

応募資格

○1年次 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること
○2年次 GPA等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること

○全学年共通 高等学校等を初めて卒業（修了）した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した
日までの期間が2年を経過していない人

2）第一種奨学金
　（貸与、無利息）

金額
月額選択　自 宅 通 学：2万円、3万円、4万円、※5.3万円より選択
　　　　　自宅外通学：2万円、3万円、4万円、5万円、※6万円より選択
　　　　　※最高月額は、奨学金申込時の家計支持者の収入が一定額以上の場合、利用できません。

応募資格

○1年生 高等学校・専修学校高等課程等の評定平均値が3.2以上であること。
○2年生以上 前年度の学業成績が上位1/3以上であること。

○全学年共通
世帯の年収・所得が基準以下であること。（家族の人数や構成によって変わります。）
例：父母・本人（自宅外通学）・公立高校生の世帯・・・
給与所得の場合　826万円以下、給与所得以外の場合　418万円以下

3）第二種奨学金
　（貸与、有利息）

利息
年３％を上限とした利息付。①②選択。
①利率固定型（貸与終了時に決定する利率で最後まで返還）
②利率見直し型（貸与終了後おおむね5年毎に見直しされる利率で返還）

金額 月額選択　2万〜12万の間で1万円単位（通学形態問わず）

応募資格 ○全学年共通
学習に意欲があり、確実に学業修了の見込みのある者。
世帯の年収・所得が基準以下であること。（家族の人数や構成によって変わります。）
例：父母・本人（自宅外通学）・公立高校の世帯・・・
給与所得の場合　1,169万円以下、給与所得以外の場合　761万円以下

1）、2）、3）共通

応募説明会 4月中旬
申込み 説明会参加後、インターネットを利用しての申込になります。

採用・振込開始時期 6月中旬

2020年度4月採用実績
（専攻科は含まない）

第一種奨学金　約178名　給付　173名
第二種奨学金　約246名

その他

※年度末に継続手続を行います。継続の手続きを行わないときは、奨学金は打ち切りとなります。
○採用は原則として、年1回（4月）のみとなります。
○高校3年在学中に、日本学生支援機構奨学金（給付、第一種、第二種）の予約を行っている場合があ

ります。在学高校へお問合せください。(募集は、原則的に毎年春です。詳細については、3年進級時
に相談されたほうがよいでしょう。）

○入学以前に受給・貸与することはできません。
○家計が急変した場合は、随時、緊急・応急採用を行っております。学生課までお問合せください。

お問い合わせ先
日本学生支援機構奨学金相談センター
奨学金制度や手続きに関する一般的なお問い合わせに関する相談窓口です。
〈ナビダイヤル〉0570-666-301　月曜日〜金曜日　9時00分〜20時00分（土日祝日・年末年始を除く）

文部科学省　高等教育の修学支援制度
文化服装学院は対象機関として認定を受けています（2021.9）
この制度は日本学生支援機構の給付奨学金と併せて受けられるものです。利用できる方が限られていますので詳細については文部科学省のHPで
ご確認ください。
文部科学省高等教育の修学支援新制度 URL  https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

提携教育ローン
入学金・授業料等（学用品代・寮費は対象外になります。）
クレジット分割払手数料　実質年率3.00％（固定）（2021年10月1日現在）
● セディナ学費ローンのお申込みは、インターネットもしくはお電話からと

なります。
●支払方法は元利均等分割払方式と据置型分割払方式をご用意しております。

お問い合わせ先 SMBCファイナンスサービス株式会社 
TEL. 050-3827-0375（9：30〜17：00　1月1日休み）

日本政策金融公庫・国の教育ローン
学校納付金（入学金、授業料など）、受験にかかる費用（受験料、受験時の
交通費・宿泊費など）、住居にかかる費用（アパート、マンションの敷金・家
賃など）、教科書代、教材費、通学費用など教育資金を必要とする方向けの
貸付金です。

融資額 学生1人あたり350万円以内

利率
年1.65％（2021年11月1日現在）
※ 利率は金融情勢によって変動しますので、お借入金利（固定）

は、記載されている利率とは異なる場合があります。
お申込み、融資の条件、返済期間・方法等詳細については、日本政策金融公
庫国民生活事業の各支店、教育ローンコールセンターでご相談ください。

お問い合わせ先
教育ローンコールセンター〈ナビダイヤル〉0570-008656
○営業時間 月〜金 9:00〜21:00  土曜日 9:00〜17:00
※日曜日、祝日、年末年始（12月31日〜1月3日）はご利用いただ
けません。

奨学金に関するお問合せ:文化服装学院�事務局学務部学生課�
TEL.�03-3299-2292／2593

本学HP
修学支援・奨学金
について
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学納金を納入することにより、入学手続きが完了しますので、合格通知書の指定期日までに、所定の銀行振込用紙を用いて納
入してください。
ＡＴＭを使用しての学納金振込は確認ができない場合があるので、必ず所定の銀行振込用紙を使用し、銀行の窓口で手続を
してください。
振込銀行の収納印をもって領収書に代え、改めて本学から領収書は発行しませんので、大切に保管してください。

その後の連絡

推薦入学合格者は2022年11月下旬頃、自己推薦入学合格者は12月下旬頃、一般入学第１期合格者は2023年１月下旬頃に
「学生証・学籍カード用顔写真について」※を郵送します。
※一般入学第2期以降合格者は合格通知に同封します。

2023年2月末に「入学式のご案内」「学用品代の納入に関する書類」を郵送します。
2023年2月中旬までに住所が変更になった場合は入学担当まで連絡してください。
※諸事情により入学取り止めの場合は、入学担当まで連絡してください。
2023年度入学式の前日（2023年4月5日（水））までに本学所定の書類にて入学取り止めの申請を完了している場合は、 
入学金以外の学費を返金します。期日を過ぎた場合は入学金、学費の返金はいたしません。

入学手続10

入学式・始業日11
入学式予定 （全 学 科） 2023年4月6日（木）
　　　   ※入学科により開式時間が異なります。2023年2月末に送付される「入学式のご案内」をご覧ください。

始業日予定 （Ⅰ部・昼） 2023年4月7日（金）
 （Ⅱ部・夜）2023年4月7日（金）

〈個人情報の取り扱いについて〉
文化服装学院は、個人情報保護の重要性を認識し、出願書類等で本学が知り得た個人に関する�
情報等は、入試関連業務およびこれに付随する事項の範囲内でのみ使用し、適正に取り扱います。



推薦入学に出願する方へ
当ページ推薦要項と次ページ推薦書は切り取
り、担任または進路指導の先生に提出し、推
薦書の交付を受けてください。
※自己推薦は該当しません。



推 薦 要 項

1.	 推薦資格
　　	2023年3月高等学校卒業見込みの者、高等専門学校3年以上の修了見込みの者、
卒業見込みの者、高等専修学校（専修学校高等課程）卒業見込みの者、及び卒業
後1年以内（2022年3月卒業）の者で、貴校学校長の推薦を受けられる者。

2.	 推薦基準
　　①　本学院を第一志望としている者。
　　②　学業成績について
　　　　全般的に成績優良で、評定平均値3.2以上の者。
　　③　人物について
　　　　	ファッションに深く関心を持ち、勉学意欲が盛んで、心身ともに健康で健全な	

学生生活を遂行できる者。

3.	 募集学科
　　	服装科、ファッション高度専門士科、ファッション工科基礎科、ファッション流通
高度専門士科、ファッション流通科、ファッションテキスタイル科、帽子デザイン科、
ジュエリーデザイン科、バッグデザイン科、シューズデザイン科、Ⅱ部服装科（夜
間）、Ⅱ部ファッション流通科（夜間）

4.	 推薦入学願書受付
　　推薦書類（出願に必要な書類を含む）の受付期間
　　　2022年10月1日（土）～10月7日（金）必着（郵送受付のみ）

5.	 選考方法
　　書類選考

6.	 合否の通知
　　	合否の結果については、2022年10月19日（水）本人宛に通知を発送いたします。
学校への結果通知については、本人宛通知後に学校長宛に発送させていただきます。

　　	なお、書類選考の結果、面接試験を受けていただくこともあります。その場合は
本人に通知いたします。

その他詳細につきましては、「2023年度学生募集要項5ページ」をご参照ください。
※ 推薦書は本学ホームページの「学生募集要項・入試日程」よりダウンロードし、 

入力作成することも可能です。  
推薦書PDF：https://www.bunka-fc.ac.jp/_wp/wp-content/uploads/suisen2023.pdf

学校推薦入学に関する問い合わせ：入学担当 03-3299-2076

学　校　長　殿
進路指導担当殿

文	化	服	装	学	院
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2023年度

文 化 服 装 学 院

下記の者、入学許可願いたく推薦いたします。

学校名及び
校 長 名

年　　　月　　　日

所在地

フリガナ

氏　　名

志望科名

推薦理由

印

学業成績順位　　　人中　　　位

人　　物

推 薦 書

特筆すべ
き活動

＊注　記入にあたり推薦基準をご参照ください。

学 院 長 殿

□　2022 年 ３ 月　　卒　　業

□　2023 年 ３ 月　　卒業見込





あなたが今までに一番力を入れたことについて記入してください（150 字程度）

あなたがこの科を志望した理由を記入してください（150 字程度）

あなたの将来の夢について記入してください（150 字程度）

あなたが本学院に入学したら、どんなことにチャレンジしたいか記入してください（150 字程度）

受 付 月 日 受 付 NO

2023 年度　文化服装学院　自己PRシート　

※本学使用欄

フリガナ

氏　名

※出願する本人が黒ボールペンで太枠内を記入してください。

志望科 科

※自己推薦入学出願者のみ提出してください。
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問い合わせ先

文化服装学院
〒 151 ‒ 8522  東京都渋谷区代々木３‒ 22 ‒ １

03 ‒ 3299 ‒ 2076
03 ‒ 3299 ‒ 2216
03 ‒ 3299 ‒ 2215

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：20（休校日を除く）
0120 ‒ 900 ‒ 850

https://www.bunka-fc.ac.jp

ＴＥＬ  入 学 担 当
留学生担当
編入学担当

入学相談フリーダイヤル


