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令和 4年 6月 28 日 

 

令和４年度 静岡デザイン専門学校 学校情報 

 

１． 学校概要、教育理念、教育目標 

 

学校概要 

設置者 

法 人 名 学校法人 静岡理工科大学 

理 事 長 杉浦 哲 

所 在 地 〒420-8538 静岡県静岡市葵区相生町 12 番 18 号 

連 絡 先 TEL 054-200-3333 

学 校 

学 校 名 静岡デザイン専門学校 

開  校 昭和 51 年 4 月 

校   長 久保田 香里 

所 在 地 〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠 2 丁目 19 番 15 号 

連 絡 先 TEL 054-252-1766 FAX 054-252-1968 

教育理念 
社会で自立するために必要な人間力と高い専門技術を有する人材を育成し、地域社会に貢献

する。 

教育目標 
教育基本法に則り、学校教育法に従い、服飾並びにデザイン業務に関する知識・技能を授け

るとともに一般教養を高め、有能な職業人、社会人を育成することを目的とする。 

 

２．各学科の教育 

 

設置学科 専門課程 
修業 

年数 

募集 

定員 

学習時間数 

(1 時間=45 分) 

入学者数 

(令和４年度) 

卒業者数 

(令和３年度) 

ファッションビジネス科 服飾・家政 2 年 20 名 1,980 時間 32 名 15 名 

ファッションデザイン科 服飾・家政 3 年 20 名 2,970 時間 13 名 10 名 

ブライダル・ビューティー科 服飾・家政 2 年 30 名 1,920 時間 36 名 41 名 

グラフィックデザイン科 文化・教養 3 年 60 名 2,940 時間 87 名 61 名 

プロダクトデザイン科 文化・教養 3 年 20 名 2,940 時間 20 名 15 名 

インテリアデザイン科 文化・教養 3 年 20 名 2,940 時間 24 名 8 名 

フラワーデザイン科 文化・教養 2 年 20 名 1,950 時間 24 名 22 名 
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取得可能資格 

 

※取得資格は 

学科・コース 

により異なる 

【色彩関連】AFT 色彩能力検定３級・２級、パーソナルカラー検定 

【グラフィック系】DTP 検定、漫画能力検定 

【プロダクト系】レタリング技能検定３級・２級、プロダクトデザイン検定 

【インテリア系】インテリアコーディネーター、エクステリアプランナー３級、福祉住環境

コーディネーター、建築 CAD 認定３級、キッチンスペシャリスト、二級建築士（卒業時受験

資格取得）、木造建築士（卒業時受験資格取得） 

【ファッション系】パターンメイキング技術検定３級・２級、洋裁技術検定、専修学校専門

課程准教員認定、ファッションビジネス能力検定３級、商業ラッピング検定３級 

【フラワー関連】フラワー装飾技能検定（国家資格）３級・２級、グリーンアドバイザー、

ブライダルフラワープランナー、サービス接遇検定、商業ラッピング検定、販売士検定 

【ビューティー関連】ネイリスト技能検定３級・２級、ブライダルファッションプランナー

検定、着付け技能検定、ジェルネイル検定、サービス接遇検定、シュウウエムラメイクアッ

プ検定 

【ビジネス・マナー関連】販売士検定、ビジネス実務マナー検定３級 等 

主な就職先 

(令和３年度卒) 

AZ.an㈱ Cotaca depuis1965 COZY VINTAGE FLOWERS ROOM  FPK ナカタケ㈱ MARCH 静

岡(同) PHOTO STYLE .CO アズマ工業㈱ エージェントステージ㈱ グランデュール㈱ 

しずてつストア 花だより スズキグラビア㈱ ビューティ高田 フィオーレ田代 45rpm

スタジオ㈱ フローラント フローリスト花咲 みとみ㈱ メガロ化工㈱ ラッシュ㈱ 

花工房アクト ㈱クリエイターズクラブアルゴ ㈱ホンダカーズ静岡 ㈱100percent  

㈱A2 ㈱adapt retailing ㈱AILE ㈱Ami のお花屋さん ㈱Ashley & Bros ㈱HDL   

㈱IDO CORPORATION ㈱KandK ㈱K スタジオ ㈱Massa & Artists ㈱R1000 ㈱SDT エンタ

ープライズ ㈱SOWAKA ㈱S スズキ技研工業 ㈱あいネットサービス ㈱アイル ㈱アオイ

建築 ㈱アヅマ ㈱アビスト ㈱アルトラ ㈱アンドハウス ㈱オフィスイデ ㈱クラシ

フト㈱ グリーンアース ㈱コーヨー化成 ㈱さが美 ㈱サンロフト ㈱シズトク   

㈱シバタ ㈱シャフト ㈱スズショウ ㈱スタージョイナス ㈱スタジオ・エフ ㈱スタ

ジオアリス ㈱セピアプロミクス ㈱ソシエ・ワールド ㈱ダイワ ㈱デザインスタジオ

フェニックス ㈱ハセガワ ㈱ハピリィ ㈱バロックジャパンリミテッド ㈱ヒラクト 

㈱フェイス  ㈱フシミ ㈱ふしみや ㈱ブティック・ビギ（Cramet） ㈱マエザワ  

㈱マリークヮントコスメチックス ㈱まろうど ㈱モスク・クリエイション ㈱ヨシモト

印刷社 ㈱ラティアクリエイツ ㈱ルシルケイ ㈱愛ノ宮 ㈱安心堂 ㈱杏林堂薬局  

㈱井出組 ㈱花豊 ㈱雅心苑 ㈱建装 ㈱高木ミンク ㈱小柳津清一商店 ㈱食鮮館タイ

ヨー ㈱静岡伊勢丹 (公財)静岡県舞台芸術センター ㈱石舟庵 ㈱村岡商会 ㈱大鈴屋 

㈱知久 ㈱朝日メディアブレーン ㈱天神屋 ㈱美咲 ㈱富士商 ㈱福みみ ㈱平安閣 

㈱放送技術社 ㈱毛髪クリニックリーブ 21 ㈱六本木スタジオ 山本被服㈱ (福)賛育会 

静岡駅前歯科クリニック 大和製罐㈱ 鳥坂建築㈱ 東海家具工業㈱ 東名ブレース㈱ 

東洋印刷㈱ 梅辰㈱ 福一漁業㈱ ㈲CHERU ㈲エフ・シー・エイ ㈲ナッシュ ㈲丸福 

碌々産業㈱  等 

 

 



3 
 

３．教職員 （令和 4 年 5 月 1 日現在） 

 

教 員 数 147 名（専任教員 17 名、非常勤講師 130 名） 

事務職員 11 名（専任事務職員 8 名、非常勤事務職員 3 名） 

組 織 図 

 

令和３年度 

研修実績 

（抜粋） 

 

 

 

公益社団法人 静岡県職業教育振興会 新任教育研修  

（株）サンゲツ 暮らしスタイルセミナー2022 

アドビ（㈱） Adobe Education Forum Online 2021 

一般社団法人ファッションデザインエンジニアリング協会 ファッション業界の転換点を

支える 3D デザイン 

一般社団法人 JMA  JMA 認定講師養成セミナー 

日本フローラルマーケティング協会 フラワービジネス講座 

一般社団法人ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会 はじめてのｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 

指導力向上研修  学校法人静岡理工科大学専門学校グループ 
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４．キャリア教育・実践的職業教育 

 

就職支援 

キャリア教育 

・学生一人ひとりの「キャリアプランニング」を重視し、学生の希望に応じた指導とサポー

トを就職専任教員とクラス担任が連携して実施しています。 

・学内ネットワークおよび掲示板を利用し、タイムリーに求人情報等を配信しています。 

・様々なスタイルの採用試験に向けて、応募書類や筆記試験・面接試験(校内模擬面接の実

施・個別面接 等)などの対策を入学年より年間を通して実施しています。 

・本校独自の企業ガイダンスを実施しています。 

 

【学内企業ガイダンス実績】 

あいネットグループ ㈱アダストリア ㈱アライデザイン工芸 ㈱安心堂  

㈱あんどぷらす ウィングホーム㈱ ㈱エイエイピー ㈱オンワード樫山  

㈱キーズファクトリー ㈱木村鋳造所 ㈱キャン ㈱杏林堂薬局 グランデュール㈱ 

クロスプラス㈱ 京王製紙㈱ ㈱サカエコーポレーション ㈲静岡木工 静パック㈲ 

㈱スタジオアリス ㈱Standard ㈱ステージ・ループ静岡 ㈱タカラ堂 ㈱タツミヤ 

㈱ダブルボックス TBC グループ㈱ 東洋印刷㈱ ㈱トダックス ㈱ナナミ  

㈱日本ハウスホールディングス ㈱日比谷花壇 ㈱ファンテックス ㈱富士テレネット 

㈱ブラス ㈱ホテル銀水荘 ㈱マサモリ (資)松野鋳造所 ㈱ムカイ 

(一社)MetalForest ㈱ヨシモト印刷社 ㈱ラックランド リゾートトラスト㈱ 

㈱アイル ㈱アドライン ㈱天音 彩り㈱ ㈱共立アイコム ㈱K スタジオ  

㈱セレクトアイカンパニー ホワイトウイングスグループ ㈱ヤマダヤ  

㈱空間デザイン一級建築士事務所 

 

【企業セミナー実績】 

㈲CHERU ㈱ヒラクト ㈱グリーンアース ㈱オフィスイデ 碌々産業㈱ ㈱アドラボ 

㈱クライム ㈱アルトラ ㈱THE SEED ㈱デジタルワークスエンターテイメント  

㈱トライスラッシュ ㈱しずおかオンライン ㈱モスク・クリエイション  

㈱影山鉄工所  福一漁業㈱ ㈱スタッフ ㈱100percent FPK ナカタケ㈱  

㈱ルシルケイ ㈱HARVEST ㈱博報堂プロダクツ 日本ロレアル㈱ ㈱SOWAKA  

P&G プレステージ(同) ㈱ストライプインターナショナル ㈱ホンダカーズ静岡  

三明電子産業㈱ ㈱アプリイ ㈱エス・ティー・シー ㈱LainZ ㈱ユニバーサル園芸社 

As-me エステール㈱ (福)静清会 ㈱ビーコム (特非)シンセア ㈱喜久多  

㈱アニバーサリージャパン ㈱五味八珍  等 
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実践的職業教育 

・本校では、在学中に志望する業界や企業において就業体験をする「インターンシップ」を

各学科で積極的に実施しています。 

 

【インターンシップ実績】 

＜フラワー関連＞ 

 Flower Gift PELE  ㈱kandk フラワーショップスパイラル   ㈱KAZ 企画 

 LABELC.Flowers  ㈱SOWAKA  ㈲アイフラワー貿易 bouquet na   

㈱イシベフラワーセンター  ㈲静岡第一花き プチフラワー 

はこにわ Life with flowers  花工房アクト  ㈱ 花豊  フィオーレ田代  

フラワーデザインスタジオ花歩  フローリスト こはな  ㈲フローリスト花咲  

㈱まるそ花店 フローリスト花便り  ㈲ みつい生花店  有限会社 吉永種苗園 等 

 

＜ファッション関連＞ 

(株) A2   (株)COZ  OTB デザイナーズグループジャパン  tomohiro tokita 

(株)安心堂  クリスチャンディオール(株)  (株)スタージョイナス 

(株)ストライプインターナショナル  タイタコーポレーション(株) 

(株)デイトナインターナショナル  (株)ナイスクラップ  (株)ビームス 

(株)ヒューマンフォーラム  (株)古橋織物  (株)ほていや  (株)ミキハウス 

(株)未来ガ驚喜研究所 等 

 

＜ビューティー関連＞ 

(株)BP  (有)CHERU  POLA Girly 城山  アルファクラブ静岡(株)  

(株)杏林堂  (株)スタジオアリス  ネイルサロンヒスイ 

ヘアサロン イミショットピエース  (株)マリークワント コスメチックス 

(株)ラティアクリエイツ  リングブルー 等 

          

＜デザイン関連＞ 

 

 

 

  等 
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５．教育施設・設備、学校行事、様々な教育活動 

 

施設・設備 

【施設】  

ホール、学生ラウンジ、就職相談室、ギャラリー、保健室、デッサン室、 

服飾実習室 3 教室、立体造型実習室 2 部屋、デザインファーム 等 

【設備】  

Mac 実習室 2 教室、Windows 実習室 1 教室、大型インクジェットプリンタ 2 台、 

アパレル CAD 用プロッタ、アパレル CAD 用デジタイザー、3D プリンター2 台、 

レーザー加工機、 

学内ネットワーク環境(学生ノートパソコンに対応した無線 LAN 環境) 等 

 

学校行事 

入学式、オリエンテーション、ハロウィン、各種美術館見学､校内企業ガイダンス、校内模

擬面接、就職メイク講座、卒業式 等 

（演劇鑑賞、球技大会、文化服飾学院ファッションショー見学、ギフトショー見学、研修

旅行については、新型コロナウィルスの影響により中止） 

各種コンテスト 

【学生入賞】 

■【静岡県】静岡県知事褒賞１名受賞：本校学生９年連続受賞  

■【中央職業能力開発協会】第 59 回技能五輪全国大会 

   洋裁部門２名、フラワー装飾部門６名 県代表に選抜出場  

フラワー装飾部門 敢闘賞１名（全国４位） 

■【公益社団法人 AC ジャパン】第１8 回ＡＣジャパン広告学生賞  

      新聞広告部門  審査員特別賞１名   優秀賞１名 

テレビ CM 部門 優秀賞１名 

■【ワールドストアパートナーズ㈱】東海地区学生接客ロールプレイングコンテスト 

    準グランプリ １名  

■【JMA】シュウ ウエムラ メイクアップフォトコンテスト 

      グランプリ(全国１位) １名  特別賞３名 

■【レジーナ】第 18 回 2021 Regina Hair & Make-up Photo Competition 

   メイクアップ部門  準入選１名  敢闘賞１名  

■【静岡新聞】静岡新聞広告賞２０２１ クリエイティブ部門  スルガ銀行賞１名  

■【静岡県職業能力開発協会】第１0 回 静岡県ものづくり競技大会   

    グラフィックデザイン部門 第２位 

■【静岡県】静岡県立工科短期大学校 校章デザイン 採用１名 

■【静岡県印刷工業組合】静岡県メディア・ユニバーサルデザインコンテスト 

      特別賞１名 

■【静岡県】ふじのくに未来デザインコンテスト２０２１ 

    プロダクトデザイン部門  優秀賞 ２名 

    コミュニケーションデザイン部門  優秀賞 １名 

■【一般社団法人日本メイクアップ連盟】第１９回 Kawaii 選手権大会イメージキャラクタ

ーデザインコンペ  敢闘賞 1 名 

■【静岡県ふじのくに花の都しずおか推進協議会】花の都しずおかフラワーコンテスト 2022    

フラワーアレンジメント部門 銀賞 他３部門  

   ミニガーデン部門 銅賞  

■【静岡県】令和 3 年度ふじのくに花の都しずおか・花緑コンクール  
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       審査員特別賞 

■【伊豆の国市】花咲く伊豆の国フラワーフェスティバル２０２１   

       ガーデンコンテスト部門 銅賞    

■【SOHO 静岡・B-nest 静岡市産学交流センター】第 20 回しずおかﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ 

      静岡新聞社賞 1 組 

 

企業・地域連携 

プロジェクト 

■【静岡県】「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」普及事業 デザイン提案  

■【伝馬町発展会】「コロナと最前線で闘う医療従事者へ感謝のエールを届けよう！」 

街路灯バナー、ポスター制作 

■【一般社団法人日本 DESIGNBANK】 bud brand2022 作品制作 ミラノの展示会へ出品 

■【伝統工芸体験施設「駿府の工房 匠宿」】施設デザイン・イベント企画提案  

■【FPK ナカタケ株式会社】ノベルティ、キッチン用品デザイン  

■【SBS 静岡放送】「Sole いいね！」番組セット企画設営 ２回 

■【静岡ホテル時之栖】 客室デザイン提案 

■【大場建設(株)】 御殿場市茱萸沢 建設予定グループホーム デザイン提案   

■【社会福祉法人明光会】 就労継続支援 B 型事業所カフェスペース店舗デザイン   

■【静岡市】「環境×デザイン展」（イトーヨーカドー）作品出品 

■【NHK 静岡放送局】「ひるしず」内コーナー「しずおか花便り」 

フラワー装飾 ２６回（２６週）  

■【静岡県】静岡県庁東館ロビー フラワー装飾 ８回 

■【静岡市立静岡病院】「病院に再び花を」プロジェクト フラワー装飾 

■【呉服町名店街】イベント「はなはな呉服町」 フラワーアレンジメント制作  

■【ららぽーと磐田】「地域つながりプロジェクト」フラワーアレンジメント展示  

■【新静岡セノバ】10 周年記念企画 リカちゃん服デザイン・制作  

■【JA おおいがわ】農産物 PR ユニット「茶果菜」 衣装デザイン 

■【静岡パルコ】「PATTERNS!」テキスタイル展 学生作品展示販売会 

■【ホビー推進協議会静岡】クリスマスフェスタ 2021 手作りホビーワールド 

■【株式会社ジーンズショップ OSADA】オリジナル T シャツの制作、販売  

■【MARK IS 静岡】店舗ブランドコーディネート展示  

■【浜松「ぬくもり工房」】遠州織物商品企画  

■【日本環境設計株式会社】BRING 別注アイテム企画、生産（OEM） 

■【Mobile Theatre 制作委員会】回遊型体験演劇「天空の謡 大地の書簡」 

メイクアップスタッフ 

■【静岡産業振興協会】地場産業フェスティバルのワークショップストリート 

    ヘアメイク協力 

■【静岡県障害者文化芸術活動センターみらーと】 

第 23 回静岡県障害者芸術祭の映像作品 ヘアメイク協力 

■【常盤テラス実行委員会】常盤テラスロゴマーク制作 

「常盤テラス ア・ラ・モード」フラワーショップ、似顔絵コーナー出店 

■【呉服町名店街】大道芸キッズスペインティングコーナー運営 
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■【マウリシオ・デ・ソウザ・ジャパン㈱】 

ブラジルの漫画家マウリシオ・デ・ソウザ氏のキャラクターを活用した T シャツ 

デザイン。キッズステーションで放送中の番組「Ola！マウリシオ TV」内で着用。 

 

各種デザイン・ 

作品の採用実績 

・【大道芸ワールドカップ実行委員会】大道芸ワールドカップ in 静岡 2021 

 公式ポスター制作  

・【静岡市】静岡市営リバウェル井川スキー場ポスター制作  

・【SPAC(静岡県舞台芸術センター)】中高生鑑賞事業用パンフレット制作  

・【静岡鉄道㈱】静岡鉄道マナーアップ看板デザイン制作  

・【静岡鉄道】静岡鉄道車両内マナーアップ啓発デジタルサイネージ作品制作  

・【静岡県】静岡県薬物乱用通報・相談窓口 ポスター制作  

・【静岡県】薬物乱用防止啓発動画  

・【御幸町発展会】御幸町シンボルフラッグ制作  

・【日興美術（株）】 株式会社 TOKAI の販促物制作  

・【静岡市警察署】特殊詐欺被害防止ポスター制作・卓上カレンダーイラスト提供 

・【静岡商工会議所】「駿府秋のわくわく祭」のポスターメインビジュアル、ノベル 

ティ制作  

・【大井川流域観光事業実行委員会＆日本自動車連盟(JAF)】 

 「大井川ドライブスタンプラリー」ポスター制作  

・【静岡県警】サイバーセキュリティ対策に関するクリアファイルデザイン、動画制作 

・【静岡書道パフォーマンスアワード実行委員会】 

静岡書道パフォーマンスアワード 2021 ポスターデザイン制作 

・【静岡県文化財団グランシップ】京都市交響楽団 名曲コンサート 

 チラシ・ポスター制作/プログラム用イラスト 

・【JA 静岡市】「紅いちご」パッケージラベル・段ボールデザイン制作 

・【静岡県中小企業団体中央会】静岡県機械金属工業協同組合連合会ロゴ制作  

・【金平産業㈱】ペット用ふりかけ新商品パッケージデザイン制作  

・【御前崎市】御前崎市観光 PR 用ラッピングカー デザイン  

・【静岡新聞社】タブロイド誌「アステン」表紙ビジュアルデザイン ６回（６ヵ月） 

・【静岡市】常盤テラスのロゴデザイン 

・【静岡鉄道㈱】静岡コ・クリエーションスペース(ペガサート 7F)のロゴデザイン 

 他 

 

 

 

 



9 
 

６．学生の生活支援 

 

カウンセリング 

毎週金曜日 15 時より、スクールカウンセラーが学生のカウンセリングを本人の希望や学校

側の勧めによって校内で実施しています。また、学校近くの開業医と校医契約を結び、緊急

時の処置や学生の健康問題に関して相談をしています。 

保護者との 

連携体制 

学科担当が、きめ細かな指導体制を徹底しており、保護者との連携も学科担当を軸として図

られています。また、在籍している学生の全保護者に文書等で連絡をし、後援会総会を開く

とともに、個別の保護者面談も実施しています。 

 

 

７．学生納付金・修学支援 

 

学生納付金 

納入方法 

入学検定料及び入学金を除く他の納付金は、年間納入額を４回に分けて、次の期

日までに納入する。なお、年額を一括納入することもできる。※納付金の納入方

法は、原則として指定金融機関の預金口座振替とする。 

納入回数 納入時期 

第 1 期分 3 月 

第 2 期分 6 月 

第 3 期分 9 月 

第 4 期分 12 月 

納付金額 

グラフィックデザイン科、プロダクトデザイン科、インテリアデザイン科 

項目 1 年次合計 2 年次合計 3 年次合計 

入学選考料 22,000 円 － － 

入学金 220,000 円 － － 

授業料（年 4 回分納） 960,000 円 960,000 円 960,000 円 

ファッションデザイン科 

項目 1 年次合計 2 年次合計 3 年次合計 

入学選考料 22,000 円 － － 

入学金 220,000 円 － － 

授業料（年 4 回分納） 890,000 円 890,000 円 890,000 円 

ファッションビジネス科、ブライダル・ビューティー科、フラワーデザイン科 

項目 1 年次合計 2 年次合計 3 年次合計 

入学選考料 22,000 円 － － 

入学金 220,000 円 － － 

授業料（年 4 回分納） 890,000 円 890,000 円 － 
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経済的 

支援措置 

独立行政法人 

日本学生支援機構の

奨学金 

学費の納入が困難な場合、奨学生として機構から奨学金を受ける制度があ

る。人物・家計・学力などの基準により推薦・選考のうえ決定される。 

高等学校在学中に申込みが可能な【予約採用】と本校入学後に申込みが可

能な【在学採用】がある。 

高等教育の就学支援 

新制度 

経済的な理由で学び続けることを諦めずに済むよう、学習意欲のある子供

たちが、社会で活躍する人材を育成することのできる専門学校へ進学する

にあたり「授業料の免除」と「給付型奨学金」により「学び」を支える制

度です。今年度より始まった新制度であり、本校はその対象校です。 

学費サポートプラン 

本校と㈱オリエントコーポレーションとの提携により実現した独自の学

費分割納付制度（提携教育ローン）である。本校の学費について、当該教

育ローンを申込む場合、在学中は金利の一部を本法人（学校法人 静岡理工

科大学）が助成する制度である。 

特待生制度 

（本校独自の 

  奨学金制度） 

本校では人物、学力に優れ、他の模範となるであろうと認められる者に対

し、学費を優遇する特待生制度がある。本校の行う特待生選考の試験結果

に基づき、＜特待生・準特待生Ａ・準特待生Ｂ・準特待生 C＞を認定する。 

種別 特待生 準特待生 A 準特待生 B 準特待生 C 

内容 
授業料の 

全額免除 

授業料の 

50％免除 

授業料の 

25％免除 

授業料より 

１０万円免除 

 

８．学校の財務 

 

資金収支計算書等 
「学校法人 静岡理工科大学グループホームページ」参照 

https://sist-net.ac.jp/information/ 

貸借対照表 
「学校法人 静岡理工科大学グループホームページ」参照 

https://sist-net.ac.jp/information/ 

 

９．学校評価 

 

自己評価・学校関係者 

評価の結果 
「学校評価書（学校関係者評価）」参照 

https://www.sdc.ac.jp/school_info/public 

 

１０．国際連携の状況 

   

下記の学科において海外からの外国人留学生の受け入れを行っている。出願資格及び入学選考方法については下記

の通りである。 

受入学科 全科 

https://sist-net.ac.jp/information/
https://sist-net.ac.jp/information/
https://www.sdc.ac.jp/school_info/public
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入学選考方法 

① 日本語能力試験（本校作成のもの） 

② 作文（日本語で原稿用紙 800 字程度） 

③ 面接試験 

④ 書類審査 

留学生出願資格 

以下の①～③の条件を満たしている者 

① 日本国籍を有しない者で、外国において 12 年の課程を修了した者 

② 次のいずれかの教育を受けた者 

・(財)日本語教育振興会の認定施設(日本語学校等)で 6 ヶ月以上日本語教育を受けた者 

・学校教育法第１条に定める学校で１年以上の教育を受けた者 

③ 次のいずれかを満たしている者 

・日本語能力試験 N2 相当に合格している者。 

・日本留学試験（独立行政法人 日本学生支援機構主催）の科目「日本語」の成績が 

200 点以上の者 

 

１１．その他 

 

その他の教育活動 

（付帯事業等） 

（生涯学習講座）洋裁講座 

【学校見学受け入れ・招聘授業・出張講座等の実績】  

静岡県立松崎高等学校 上級学校見学・体験授業 

静岡市立長田南中学校 職場体験 

静岡市立末広中学校 職場体験 

静岡県立浜松湖北高等学校 佐久間分校 上級学校見学 

星陵高等学校 出張講座・体験授業 

焼津市立大村中学校 中学職業講話 

静岡市立高松中学校 中学職業講話 

第一高等学院 静岡キャンパス 上級学校見学・体験授業 

静岡北高等学校 上級学校見学 

静岡県立相良高等学校 上級学校見学・体験授業 

静岡県立静岡西高等学校 上級学校見学 

静岡県立富士宮北高等学校 

富士特別支援学校富士宮分校 
出張講座・招聘授業 

静岡県立静岡商業高等学校 上級学校見学・体験授業 

静岡県立島田商業高等学校 上級学校見学・体験授業 

 

以 上 


