
札幌商工会議所付属専門学校の6つの特長
Chamber Academy has 6 features as follows
札幌商工会议所附属专门学校具有以下6个特征
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CAに留学を検討されている外国人の皆様へ
To Foreign Students Considering Studying

at Chamber Academy
计画就读本校的外国的留学生

当校は、留学生の在籍管理が適切に行われているとして、札幌入国管理局より　
「適正校」の認定を受けています。

当校は、日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」制度の協力校です。

北海道の雄大な自然のなかで豊かな学生生活を!
Let’s enjoy your student life

in magnificent natural landscape of Hokkaido!
让我们在北海道壮丽的自然景观中享受您的学生生活!

1年次から就職指導を行い、就職を強力にバックアップします。
Chamber Academy starts the career counseling 
from first grade, and we can offer great follow 
up support.
本校从一年级开始就实行就业支援指导，最为对学生的就职支援。

全国で唯一の商工会議所が直接運営するビジネス系の専門
学校です。
Chamber Academy is the only vocational schools 
in Japan which is directly managed by the 
domestic chamber of commerce and industry.
本校是日本全国唯一商工会议所直接运营的商科专校。
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他の専門学校より学費が安く、安心して学べます。
Our school fees are more reasonable compared 
to the other schools.
相对于同类学校，本校学费收费低，学生可以安心就读。

5

当校を卒業後、大学2年次、3年次への編入の道もあります。
After graduating from Chamber Academy, it is 
possible to transfer to the university/college at 
second or third grade.
本校毕业后，可直接编入大学２年或３年级。

6

4つの学科があり、基礎から学んでいきますから、全く専門知識
の無い人も安心して学べます。
Chamber Academy has 4 courses of study, and 
anyone can succeed in any course due to our 
back to basics curriculum. 
本校设有4门学科，全科从基础来指导，无基础的学生也可安心
的学习。

情報・
マネジメント学科
Information & 
Management
资讯与管理

経理・事務学科
Accounting 
& Office 
Work
会计事务

税務会計学科
Taxation & 
Account
税务会计

北海道観光学科
Hokkaido 
Tourism
北海道航班
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高校と同じく担任制、50分授業です。
Room teacher system and 50 minutes classes.
课程为担任制，每堂课50分钟。

3

4

※出願方法については、別紙の留学生募集要項を参照してください。
※For the detailed application method, please refer to the 
entrance requirements for the foreign students as per 
enclosure.
※报名方法，请参考留学生募集要项附纸。

入学（春）/Entry (Spring)/入学（春季）
2020年4月入学/April, 2020 entry/2020年4月入学

願書受付開始日
Starting Date for Application Submission/入学报名接收日
2019年10月1日/October 1st, 2019/2019年10月1日
願書受付締切日/Deadline of Application/入学报名截至日
2020年1月31日/January 31, 2020/2020年1月31日

入学試験/Examination/入学考试
日本語による面接試験/Interview Test in Japanese/日语面试考试

就職決定率 / Employment Rate / 就业率

約19,500社の札幌商工会議所会員企業のサポートにより
例年高い就職実績をあげています。
CA has maintained high employment rate with the 
corporation of membership companies of Sapporo 
C h a m b e r  o f  C o mm e r c e  a n d  i n d u s t r y  
(approx..19,500）.
因為有約19500間公司的札幌商工會議所會員的支援，長年下
來保持著高就業率

99.4% (2018.3)約/approx. 

編入できる大学
Transferable University

适用的大学

他 / etc.

室蘭工業大学
Muroran 
Institute of 
Technology
室兰工业大学

北海学園大学 
Hokkai Gakuen 
University
北海学园大学

小樽商科大学
Otaru 

University of 
Commerce
小樽商科大学

北星学園大学
Hokusei 
Gakuen 
University
北星学园大学

札幌国際大学
Sapporo 

International 
University
札幌国际大学

札幌大学
Sapporo 
University
札幌大学



新千歳（札幌）空港への直行便
Direct Flight to New Chitose (Sapporo) Airport
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札幌市営地下鉄路線図
Sapporo Subway Route Map
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目駅から徒歩5分
5walking minutes 
from Nango-18th
Sta.to CA
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Pacific Ocean
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札幌市について
Brief Introduction to Sapporo
札幌简介

札幌市は日本最北の政令指定都市で、日本で5番目に人口の多い都市
です。初雪は10月下旬頃で、12月に根雪となります。7～8月は平均気温
が20℃を超えますが、湿度が低く、朝晩は涼しく過ごしやすいです。

Sapporo is the northern-most city designated by 
government ordinance, and the 5th largest population in 
Japan.The first snowfall is in October and by December 
the city is covered in snow.The average temperature 
reaches 20℃ in the summer (July ～ August), but the 
humidity is low and the temperature is cool during the 
morning and evening.

日本最北政令指定都市之一，也是日本人口第５大的都市。初雪在10月
下旬左右，12月形成积雪。7月至8月的平均气温超过20度，但湿度低，
早晚气候凉爽舒适。

／
／

選べる4学科／
4study courses are available／有4门课程可供选择

目指せる資格／ Targeting Qualification／目标资格

情報・マネジメント学科／ Information & Management／资讯与管理科
情報、経営、財務分野の知識や技術を効率的に学ぶことができます。
It is able to learn efficiently knowledge and skills of 
information, management and finance fields.
它能够有效学习资讯管理和财务方面的知识与技能

■日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社
　IBM Global Services Japan Solution and Services Company
■岩田地崎建設株式会社／ IWATA CHIZAKI INC.

主な就職先 /a part of place of employment / 就业公司

主な就職先 /a part of place of employment / 就业公司

税務会計学科／Taxation & Account ／税务会计科
簿記と税法について深く学び、税務会計の専門家を目指します。
It is able to learn deeply about bookkeeping and tax law, 
and aim for tax accounting experts. 
能够深入了解会计和税法、并以税务会计专家为目标

■会計事務所、税理士事務所など
　 Accounting Firms, Tax Accounting Offices, etc.

主な就職先 /a part of place of employment / 就业公司

北海道観光学科／Hokkaido Tourism／北海道观光科
北海道の歴史や文化を学び、主に観光業界への就職を目指します。
By learning Hokkaido’s history and culture in details, it is able to 
mainly find employment in the tourism industry.
学习北海道历史及文化、主要以观光业为就业目标

■ANA新千歳空港株式会社 / ANA New Chitose Airport Co., Ltd.
■札幌プリンスホテル / Sapporo Prince Hotel

主な就職先 /a part of place of employment / 就业公司

経理・事務学科／Accounting & Office Work ／会计事务科
事務処理に必要不可欠なオフィスソフト、会計ソフトの操作を身に付けることができます。
It is able to master the operation of Office software and accounting 
software indispensable for office and accounting work.
辦公軟件是事務處理不可或缺的、本科能讓你掌握辦公軟件和會計軟件的運作

■株式会社北洋銀行 / North Pacific Bank, Ltd.
■株式会社北海道銀行 / Hokkaido Bank, Ltd.

学費／ Tuition／学费

非営利団体である札幌商工会議所が運営するCAは、学費の面でも保護者の負担軽減に努めています。
CA is managed by Sapporo chamber of commerce and industry as a non profit organization, and so we can set lower tuition 
in comparison with the other schools.
CA由札幌工商会作为非营利组织管理，因此与其他学校相比，学费方面较低，可减轻监护人的负担。

814,000円/JPY
授業料、実習費、施設設備費、教材費を含む
Incl. school fees, training fees, facility cost, material fees
包括学费，培训费，设施费，材料费

全学科2年制、定員は各50名です。
All courses for 2years, full quota of each 
course are 50students.
每个学科２年制，人数限制各50人。

※ 初年度のみ入学金110,000円がかかります / Enrollment fee is charged for the first year only / 入場費110,000円僅限第一年

日商簿記1級
The Official Business 

Skill Test in 
Book-Keeping 1st 
Grade, Japanese 

Chamber of Commerce 
and Industry
日商会计1级

販売士検定3級
The Official Business 
Skill Test in Retail Sales 

3rd Grade
贩売士検定3级

情報処理技術者試験
（ITパスポート）
 Information on 
Technology 
Passport 
Examination
IT护照

国内旅行業務取扱管理者試験 
The National 
Examination for 
certified Domestic 
Travel Service 
Supervisor

国内旅行业务接待管理者试验

他、etc.

よさこいソーラン祭り
YOSAKOI Soran FES.
Yosakoi索朗祭

さっぽろ大通ビアガーデン
Sapporo Odori Beer Gargen
札幌大通啤酒花园

さっぽろオータムフェスト
Sapporo Autumn Fest
札幌秋季丰收节

さっぽろ雪まつり
Sapporo Snow FES.
札幌冰雪节

Jun
6月

July-Aug
7-8月

Sep
9月

Feb
2月

札幌市では季節の移り変わりを楽しむ
イベントが1年を通じて行われます。

Sapporo plays host to events 
throughout  the  year  that  
a l l o w  a l l  t o  e n j o y  t h e  
changing of the seasons.

札幌市内每年会随着季节变动举办不同
的活动。

-7.0℃
冬（1月）の平均最高気温

Winter (Jan)
 Average Temperature
冬天（1月）平均最低气温

26.4℃
夏（8月）の平均最高気温
Summer (Aug) 

Average Temperature
夏天（8月）平均最高气温

196万人
人口

Population
人口

8.9℃
年間平均気温
Annual

Average Temperature
年均气温


