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留学生支援

From
School

★再進学サポート給付制度
4年制大学、短期大学、専門学校（専
門課程）を卒業し（または2019年3月卒業
見込み）、再進学する人へ年間10万円（2
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Access

★生活支援
学校が提携する寮があり、日本での生

大阪（梅田）から（乗車所要時間約5分）
地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から徒歩7分

活を丁寧にサポート。学生寮は、家具や

OSAKA

家電など生活に必要なものがすべて揃

JR 東西線「大阪天満宮」駅、地下鉄堺筋線「南森町」駅から徒歩10分

い、管理人が常駐しているのでセキュリ
ティも万全。また、専門の会社と提携し

実践に基づく専門的指導で、世界的に活躍する人材を育成
業界のプロによる指導で専門知識を取得

深い知識を学べるのが特徴だ。

1895年に創立され、122年の歴史を持つ

ているので、寮以外にも、家賃や希望に

建築士や、インテリアコーディネーター、

建築設計学科では、実際のマンションを

機械設計技術者など、各種資格取得への

大 阪 工 業 技 術 専 門 学 校（OCT）
。建 築、

リフォーム設計する実践プロジェクト・コンペ

サポートも厚く、合格率は全国平均をはるか

デザイン、工業などモノづくりに関わる実践

があり、最優秀に選ばれた学生のプランが

に上回る実績を持つ。

的な指導で、世界で活躍するグローバルな

採用され施工。大工技能学科では、ノミや

専門的な技術を学ぶため、卒業後の就

人材を育成している。

カンナの扱いからはじまり、実際の木造建築

職も高い実績を誇る。業界の第一線で活躍

２年間の専門的な授業を通して、柔軟な

の棟上げまでを経験できるなど、すべての学

するプロの講師陣が指導し、豊富な人材ネッ

発想力、
現場力、
人間力を養うことが可能だ。

科において、業界で通用する現場の実務

トワークで就職先の紹介を行っている。超高

建築学科、建築設計学科、設備環境デ

能力を体得することができる。ロボットや機械

層ビルや空港などの世界各国の巨大建造

ザイン学科、大工技能学科、インテリアデ

のスペシャリストを目指せるロボット・機械学

物を手掛けたり、世界的な展示会への参加、

ザイン学科、ロボット・機械学科の７学科を

科では、自ら計画・設計してロボットを製作。

海外講演など、数多くの卒業生がグローバ

設置。「建築」の分野でも、設計や設備な

全国専門学校ロボット競技会にも出場してい

ルに活躍。業界内からも、高い評価を受け

ど専門によって細かく学科が分かれており、

る。

ている。

2年

建築設計
設備環境デザイン
大工技能
インテリアデザイン
ロボット・機械

TOPICS

応募資格

下記①〜③すべてに該当し、かつ④または
⑤に該当する者
①本国において12年以上の学校教育を修了
している者
②日本語教育機関の出席率が80%以上の者
③身元保証人が得られる者（緊急の場合に
日本国内で連絡出来る方）
④日本語教育機関が発行した６ヶ月以上の
日本語の教育を受けた者
⑤日本語能力を証明する資格を取得してい
る者（日本語能力試験Ｎ２（２級）以上
または日本留学試験の日本語科目で200
点以上の者）
※詳細については入学相談係（0120-0910-19） 60
までお問い合わせください

モノづくり体験オープンキャンパス
モ
土曜 13:00〜16:30、 日祝曜日 12:30〜15:30

2018年 5/12 ㈯、5/26 ㈯、6/9 ㈯、
6/23 ㈯、7/7 ㈯、7/15 ㈰、
7/28 ㈯、8/3 ㈮、8/11（祝･土）、
8/25 ㈯、9/8 ㈯、9/15 ㈯、
12/15 ㈯
2019年 2/23 ㈯

選考
方法
書類審査 面接・筆記試験
選考方法︻Ｎ２レベルの確認試験／試験時間 分︼

学制

建築

単位：日本円

TOPICS

初年度納入金

入学選考料
出願期間
選考日
入学選考料：22,000
出願期間：2018/10/1（月）
〜2019/3/20（水）
選考日：13：00〜
第１回 2018/10/６（土）
第２回 2018/10/20（土）
第３回 2018/11/３（祝･土）
第４回 2018/11/17（土）
第５回 2018/12/15（土）
第６回 2019/１/19（土）
第７回 2019/２/９（土）
第８回 2019/２/23（土）
第９回 2019/３/９（土）
第10回 2019/３/16（土）
第11回 2019/３/23（土）

学

校

合わせた部屋探しの相談から、入居後の
アフターケアまでを幅広く行ってくれる

留学生の大学への編入実績は以下の通りです。
あなたも、さらなるステップアップを目指しませんか。
福井大学 工学部 建築建設学科
京都工芸繊維大学 工芸科学部 造形科
宇都宮大学 工学部 建設学科
信州大学 工学部 建築学科
大阪工業大学 工学部 機械工学科
京都府立大学 大学院
奈良女子大学 生活環境学部 住環境学科
京都造形大学 芸術学部 建築デザインコース
東京理科大学 第二工学部 建築学科
神戸芸術工科大学 プロダクトデザイン学科
摂南大学 理工学部 建築学科
神戸大学 工学部 建築学科

ので安心だ。また、働きながら学べる体
制が整っているので、アルバイトをしな

職率は100％。ひとりあたりへの求人は

援室には多くの求人企業のデータが保管

がらでも無理なく勉強することが可能。

毎年10件以上もあり、業界を知る専門的

されているので、自由に資料を閲覧し就

な教員からのアドバイスを参考にしなが

職活動を行うことができる。

★日本語対策講座
留学生を対象に、１年生前期に週１回
（90分）の日本語対策講座を開催。
日本語の基礎、
「読み・書き・聞く・話す」
を学び、授業の理解度を高めます。
★就職支援
専門の知識が強みとなり、卒業後の就

入学試験ガイド
学科名

年で総額20万円）
の学費支援制度がある。

留学生
VOICE

ら、それぞれに合った道を見つけること

関西地区だけでなく、関東・中部方面

ができる。学生ひとりひとりに合わせて

の企業からの求人も数多くあるのも魅

具体的な指導を丁寧に行い、就職ガイダ

力。卒業生は、建築、設備、土木、イン

ンスも随時開催。社会人としての基礎力

テリア、機械、デザインなど幅広い分野

習得を中心に、オリジナルのプログラム

の企業で、即戦力として活躍している。

でバックアップしている。個人面談や、

また、卒業後も生涯サポートしてくれる

模擬面接、会社訪問やセミナーなど、多

のが大きな特色。

彩な進路支援プログラムも充実。進路支

学
学んだ技術や知識を活かしたい

入学金

授業料

施設
設置費

委託
徴収費

合計

150,000

900,000

120,000

34,000

1,204,000

150,000

1,000,000

120,000

34,000

1,304,000

なりました。その時に見た風景は、カンボジアとまったく違っ

150,000

900,000

120,000

34,000

1,204,000

た。ここを選んだ決め手はオープンキャンパスでした。模

150,000

1,050,000

120,000

34,000

1,354,000

150,000

900,000

120,000

34,000

1,204,000

150,000

900,000

120,000

34,000

1,204,000

説

国公立大学などへの編入も多いです！

留学生
VOICE

2010年に「JENESYS」というアジア青年交流会を通し
て日本を訪れたことが、留学先に日本を選んだきっかけと
ていて、日本はすごい技術力を持っている国だと思いまし
型作りを体験して興味を持ちました。日本に来て、日本語
学校で1年間勉強してＯＣＴに入学することができました。
将来は日本と世界とカンボジアの架け橋になりたいと

バザルハンド
エルムーンさん
出身国：モンゴル
大阪工業大学編入
神戸製鋼所 勤務

思っています。そのためにまずは、日本で就職して、経
験を積んでから、自分の得た技術や知識を生かして仕事
をしていきたい。チャンスがあれば海外の建築も学びたい

明

会

●学校説明会日程 14:00〜16:00
2018年 10/13 ㈯、11/3（祝･土）
2019年 2/9 ㈯、3/9 ㈯、3/16 ㈯

です。
OCTを卒業してからは、福井大学の建築設計工学科
に編入しました。

留学先に日本を選んだ理由は、昔、日本に住んでいた
ことがあって、日本が大好きになったことがきっかけです。
もともと機械を触ることが好きでした。だから、精密機械な
どの技術の高い日本で機械について学ぶため、OCTに
入学しました。小さい頃、
日本とアメリカに移住していました。

●リカレント説明会日程 14:00〜16:00
2018年 9/1 ㈯、10/20 ㈯、11/17 ㈯、
2019年 1/19 ㈯

その後、モンゴルに帰ってきたのですが、祖国は全然発
展しておらず、貧しいままで……、すごく悲しい想いをし

ティア・
キムチェンさん
出身：カンボジア
建築設計学科
国立福井大学編入
東京工業大学大学院

たんです。その経験から、僕が大統領になって自国の
GDPを100倍にして、経済的成長を遂げることを目標とし
て掲げるようになりました。OCT卒業後は大学へ編入しま
した。その後、日本の企業に就職し、働いています。

