Yoyogi Animation Academy
ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒
2020年4月生 全日制学部･留学生募集要項
Admission Guide for Full-Time and International Students (April, 2020)
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アニメーター科（2年制）

・Animator Course (2 year)
・ࣘ⭫㔈ࡦ、˄ᒤࡦ˅

アニメ背景美術科（2年制）

・Animation Background Art Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
・ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、
・Animation Producer & Director Course (2year)

アニメ監督･演出科（2年制）・ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ、˄ᒤࡦ˅

代々木アニメーション学院東京校

所在地

Yoyogi Animation Academy Tokyo School Location
ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ьӜṑ४ǂൠ൰

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-9 MCビル5F
03-6825-5622

5F MC Building, 1-3-9 Kanda Misaki-cho, Chiyoda-Ward, Tokyo 101-0061 Tel: 03-6825-5622
ͱьӜ䜭ॳԓ⭠४⾎⭠йጾ⭪0&བྷᾬ)⭥䈍

お問い合わせ
General Inquiries
㔬ਸ䈒

Yoyogi Animation Academy
ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒
才

Free Call
ݽ䍩⭥䈍

能

を

世

に

0120-310-042
質問・相談はメールからでもOK! ▶ info@yagnet.jp
（You can also send us email for inquiries）
˄䙊䗷䛞Ԧ䈒ˋ୶䟿ҏ˫˧ʽ˅

授業見学は随時受付中!
Observation reservation is accepted anytime!
ਟ䲿ᰦ亴㓖ᮉᆖ৲㿲ʽ
詳しい情報は代々木アニメーション学院Webサイトをご覧ください。

For more information, please visit out website
䈖㓶ؑ䈧⍿㿸ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒Ⲵᇈᯩ㖁ㄉˊ

www.yoani.co.jp

イラスト科（2年制）

・illustration Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
・ᨂ⭫、

マンガ科（2年制）

・Manga Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
・╛⭫、

1. 留学生募集学部・学科

※留学生は代々木アニメーション学院東京校でのみ募集しています。

学部

学科

Department
ᆖ䜘

Animator Course
ࣘ⭫㔈ࡦ、

アニメ学部
Animation Dept.
ࣘ⭫ᆖ䜘

Animation Producer&Director Course
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ、

イラスト科

クリエイター学部
Creator Dept.
ࡋᆖ䜘

⮉ᆖ⭏ᤋ⭏ᆖ䜘ǃ
ᆖ、

2 入学資格

ޕᆖ䍴Ṭ

3 出願方法

How to Apply
ᣕᯩ⌅

Requirements

4 必要書類の手続き（日本にお住まいの場合）

P.1
P.1
P.1
P.3

5 必要書類の手続き（海外にお住まいの場合・ワーキングホリデーや短期ビザを含む）

P.4

ӾᣕࡠޕᆖⲴ⍱〻

P.5

7 選考方法

Screening Method
䘹ᤄ䇴ᇑᯩ⌅

P.6

8 学費について

ᆖ䍩䈤᰾

P.6

9 学費振込先口座

School Bank Account
ᆖ䍩䖜䍖䍖ᡧ

P.7

2年

2years
ᒤ

2年

2years
ᒤ

※校舎の移転･廃止に伴い受講場所が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※入学希望者が最少開講人数に満たない場合、
その他諸事情により開講を中止する場合もありますので予めご了承ください。
開講を中止する場合2019年１1月末までにお知らせいたします。
※Please note that due to the relocation or removal of the school building, the place of attendance may change.
※ In case the applicants are less than the minimum number of students required for each course, or by any other reason,
the course might be suspended. In such a case, we will make an announcement by the end of November, 2019.
Ćྲᴹṑ㠽䗱〫ǃᓏ→ሬ㠤к䈮ൠ⛩ਁ⭏ਈॆˈᮜ䈧⨶䀓Ǆ
Ćྲ᷌⭣䈧ޕᆖӪᮠվҾᴰվᔰ䈮Ӫᮠˈࡉᴹਟ㜭ࠪҾ䈨ཊഐ㍐㘳㲁㘼ѝ→ᔰ䈮ˈᮜ䈧⨶䀓Ǆ㤕ѝ→ᔰ䈮ˈሶҾᒤᴸᵛѻࡽ䙊⸕ᛘǄ

■Requirements
■ޕᆖ䍴Ṭ

18歳以上､12年間の学校教育
（高等学校相当）
を修了した外国籍の方で日本語での受講、
学習に支障がなく、
以下のいずれか1つ以上に該当する方。
●日本語能力試験
（JLPT）Ｎ2以上の合格者であること。
●日本留学試験
（EJU）の日本語科目の200点以上の取得者であること。
●BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得者であること。
●法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方であること。
●日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた方であること。
（幼稚園を除く）

Foreign students who are 18 years or above and have completed a 12-year school curriculum (equivalent to high school level),
are able to attend classes and study in Japanese, and satisfy at least one or more of the below mentioned criteria, can apply for the courses.
●N2 or higher in JLPT
●200 or higher in EJU
●400 or higher in BJT
●Studied 6 months ore more in a Japanese Language school recognised by the Ministry of Justice.
●Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized in the Japan Education Act Article 1.

10 学費返還について

ᆖ䍩䘰䘈䈤᰾

P.7

11 学生サポート

Student Support
ᆖ⭏᭟ᨤࡦᓖ

P.8

12 ＡＯ入学 募集内容

$2ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

13 ＡＯ入学 奨学制度

$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

14 一般入学 募集内容

Პ䙊ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

15

ޣҾњӪؑ༴⨶

P.11

入学願書について

Application Form
ޕᆖ⭣䈧Җ䈤᰾

P.12

●In general, please apply on the web (¥29,000 for screening fee).
If you intend to submit an Application for Admission at the service counter or send it by mail, please consult with us separately (¥39,000 for screening fee).

提出書類

ᨀӔ䍴ᯉ

P.13

ƽࡉкˈ䈧䙊䗷:HEᣕ㌫㔏䘋㹼ᣕǄ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ
ǂੁデਓᨀӔޕᆖ⭣䈧Җᡆԕ䛞ᇴᯩᔿᣕᰦˈ䈧ਖ㹼䈒Ǆ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ

AO Admission Scholarship System
Ordinary Admission Applications
Handling of Personal Information

Application Documents

P.9
P.9
P.10

ƽᰕ䈝㜭࣋⍻䈅˄-/37˅1ԕкⲴਸṬ㘵Ǆ
ƽᰕᵜ⮉ᆖ㘳䈅˄(-8˅
Ⲵᰕ䈝、ⴞ࠶ᮠ䗮ࡠ࠶ԕк㘵Ǆ
ƽ%-7୶࣑ᰕ䈝㜭࣋⍻䈅࠶ԕк㘵Ǆ
ƽ൘㓿࣑ⴱ䇔ᇊⲴᰕ䈝ᮉ㛢ᵪᶴᆖҐњᴸԕк㘵Ǆ
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3. 出願方法
■How to Apply
■ᣕᯩ⌅

原則、Web出願にて出願してください。
（選考料29,000円）
入学願書を窓口にて提出、
もしくは郵送にて出願する場合は、別途ご相談ください。
（選考料39,000円）

提出書類

個人情報の取り扱いについて

Acceptance of AO Admission

ԕкˈ᧕ਇ䗷ᒤᆖṑᮉ㛢˄ᖃҾ儈ѝᆖশ˅
Ⲵཆഭ㉽Ӫ༛ˈ
਼ᰦѪ؍䇱ᰐ䳌⺽ޘᰕ䈝ੜ䇢઼ᆖҐˈ
㜭┑䏣ԕлԫа亩ԕкᶑԦⲴӪ༛Ǆ

入学願書について

Refund of Tuition Fees

2年

2years
ᒤ

ＡＯ入学
一般入学

6 出願から入学までの流れ

Tuition and Other Fees

Manga Course
╛⭫、

2年

2years
ᒤ

2. 入学資格

Procedures for Required Documents
(For applicants living outside of Japan /
including Working-Holiday Visa and Short-stay Visa)
ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝
˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱᐕٷᵏㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅
From Application to Enrollment

マンガ科

2年

2years
ᒤ

学費について
学生サポート

Procedures for Required Documents
(For applicants living in Japan)
ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝
˄ᰕᵜትտ㘵˅

illustration Course
ᨂ⭫、

Years
ᆖҐᒤᮠ

出願から入学までの流れ

Faculty Recruiting International Students

1 留学生募集学部・学科

Animation Background Art Course
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

アニメ監督・演出科

Full-Time Department
ޘᰕࡦᆖ䜘

INDEX

アニメ背景美術科

修学年数

出願手続き

東京校

アニメーター科

全日制学部
Tokyo
School
ьӜṑ४

Course
ᆖ、

募集学科

■Faculty Recruiting International Students * International students can apply only for Yoyogi Animation Academy Tokyo School.
■⮉ᆖ⭏ᤋ⭏ᆖ䜘gᆖ、Ćӵԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ьӜṑ४ᤋ᭦⮉ᆖ⭏Ǆ
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1. 留学生募集学部・学科

※留学生は代々木アニメーション学院東京校でのみ募集しています。

学部

学科

Department
ᆖ䜘

Animator Course
ࣘ⭫㔈ࡦ、

アニメ学部
Animation Dept.
ࣘ⭫ᆖ䜘

Animation Producer&Director Course
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ、

イラスト科

クリエイター学部
Creator Dept.
ࡋᆖ䜘

⮉ᆖ⭏ᤋ⭏ᆖ䜘ǃ
ᆖ、

2 入学資格

ޕᆖ䍴Ṭ

3 出願方法

How to Apply
ᣕᯩ⌅

Requirements

4 必要書類の手続き（日本にお住まいの場合）

P.1
P.1
P.1
P.3

5 必要書類の手続き（海外にお住まいの場合・ワーキングホリデーや短期ビザを含む）

P.4

ӾᣕࡠޕᆖⲴ⍱〻

P.5

7 選考方法

Screening Method
䘹ᤄ䇴ᇑᯩ⌅

P.6

8 学費について

ᆖ䍩䈤᰾

P.6

9 学費振込先口座

School Bank Account
ᆖ䍩䖜䍖䍖ᡧ

P.7

2年

2years
ᒤ

2年

2years
ᒤ

※校舎の移転･廃止に伴い受講場所が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※入学希望者が最少開講人数に満たない場合、
その他諸事情により開講を中止する場合もありますので予めご了承ください。
開講を中止する場合2019年１1月末までにお知らせいたします。
※Please note that due to the relocation or removal of the school building, the place of attendance may change.
※ In case the applicants are less than the minimum number of students required for each course, or by any other reason,
the course might be suspended. In such a case, we will make an announcement by the end of November, 2019.
Ćྲᴹṑ㠽䗱〫ǃᓏ→ሬ㠤к䈮ൠ⛩ਁ⭏ਈॆˈᮜ䈧⨶䀓Ǆ
Ćྲ᷌⭣䈧ޕᆖӪᮠվҾᴰվᔰ䈮Ӫᮠˈࡉᴹਟ㜭ࠪҾ䈨ཊഐ㍐㘳㲁㘼ѝ→ᔰ䈮ˈᮜ䈧⨶䀓Ǆ㤕ѝ→ᔰ䈮ˈሶҾᒤᴸᵛѻࡽ䙊⸕ᛘǄ

■Requirements
■ޕᆖ䍴Ṭ

18歳以上､12年間の学校教育
（高等学校相当）
を修了した外国籍の方で日本語での受講、
学習に支障がなく、
以下のいずれか1つ以上に該当する方。
●日本語能力試験
（JLPT）Ｎ2以上の合格者であること。
●日本留学試験
（EJU）の日本語科目の200点以上の取得者であること。
●BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得者であること。
●法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた方であること。
●日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた方であること。
（幼稚園を除く）

Foreign students who are 18 years or above and have completed a 12-year school curriculum (equivalent to high school level),
are able to attend classes and study in Japanese, and satisfy at least one or more of the below mentioned criteria, can apply for the courses.
●N2 or higher in JLPT
●200 or higher in EJU
●400 or higher in BJT
●Studied 6 months ore more in a Japanese Language school recognised by the Ministry of Justice.
●Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized in the Japan Education Act Article 1.

10 学費返還について

ᆖ䍩䘰䘈䈤᰾

P.7

11 学生サポート

Student Support
ᆖ⭏᭟ᨤࡦᓖ

P.8

12 ＡＯ入学 募集内容

$2ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

13 ＡＯ入学 奨学制度

$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

14 一般入学 募集内容

Პ䙊ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

15

ޣҾњӪؑ༴⨶

P.11

入学願書について

Application Form
ޕᆖ⭣䈧Җ䈤᰾

P.12

●In general, please apply on the web (¥29,000 for screening fee).
If you intend to submit an Application for Admission at the service counter or send it by mail, please consult with us separately (¥39,000 for screening fee).

提出書類

ᨀӔ䍴ᯉ
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ƽࡉкˈ䈧䙊䗷:HEᣕ㌫㔏䘋㹼ᣕǄ
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AO Admission Scholarship System
Ordinary Admission Applications
Handling of Personal Information

Application Documents

P.9
P.9
P.10

ƽᰕ䈝㜭࣋⍻䈅˄-/37˅1ԕкⲴਸṬ㘵Ǆ
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˄ᒬݯഝ䲔ཆ˅

3. 出願方法
■How to Apply
■ᣕᯩ⌅

原則、Web出願にて出願してください。
（選考料29,000円）
入学願書を窓口にて提出、
もしくは郵送にて出願する場合は、別途ご相談ください。
（選考料39,000円）

提出書類

個人情報の取り扱いについて

Acceptance of AO Admission

ԕкˈ᧕ਇ䗷ᒤᆖṑᮉ㛢˄ᖃҾ儈ѝᆖশ˅
Ⲵཆഭ㉽Ӫ༛ˈ
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入学願書について

Refund of Tuition Fees

2年

2years
ᒤ

ＡＯ入学
一般入学

6 出願から入学までの流れ

Tuition and Other Fees

Manga Course
╛⭫、

2年

2years
ᒤ

2. 入学資格

Procedures for Required Documents
(For applicants living outside of Japan /
including Working-Holiday Visa and Short-stay Visa)
ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝
˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱᐕٷᵏㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅
From Application to Enrollment

マンガ科

2年

2years
ᒤ

学費について
学生サポート

Procedures for Required Documents
(For applicants living in Japan)
ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝
˄ᰕᵜትտ㘵˅

illustration Course
ᨂ⭫、

Years
ᆖҐᒤᮠ

出願から入学までの流れ

Faculty Recruiting International Students

1 留学生募集学部・学科

Animation Background Art Course
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

アニメ監督・演出科

Full-Time Department
ޘᰕࡦᆖ䜘

INDEX

アニメ背景美術科

修学年数

出願手続き

東京校

アニメーター科

全日制学部
Tokyo
School
ьӜṑ४

Course
ᆖ、

募集学科

■Faculty Recruiting International Students * International students can apply only for Yoyogi Animation Academy Tokyo School.
■⮉ᆖ⭏ᤋ⭏ᆖ䜘gᆖ、Ćӵԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ьӜṑ४ᤋ᭦⮉ᆖ⭏Ǆ

1

How to apply on the web (¥29,000 for screening fee)

Webでの出願方法について
（選考料29,000円）

■Procedures for Required Documents (For applicants living in Japan)
■ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝˄ᰕᵜትտ㘵˅

ޣҾ:HEᣕᯩ⌅
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ
ƽ:HEᣕਟሿᰦ䲿ᰦᨀӔᒦ᭟Ԉᣕ䍩Ǆ
ƽн䇪օᛵߥˈᣕ䍩ᾲн䘰䘈Ǆ
ƽ㕤㓣ᣕ䍩ᰦˈਖ䴰≷Ⅾ㔝䍩Ǆ

Web出願・選考料支払いの流れ

4. 必要書類の手続き
（日本にお住まいの場合）

（1） 必要書類の提出
■Submission of required documents
■ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

Flow of web application / screening fee payment
:HEᣕоᣕ䍩᭟Ԉ⍱〻

●窓口での提出・
・・・・東京校受付窓口に必要書類をお持ちください。
遠方にお住まいの場合はお電話にてご相談ください。

●Submission at the service counter… Please bring required documents to the reception service counter of Tokyo School. Applicants living some distance from Tokyo,
please contact us in advance on the phone.
ƽデਓᨀӔĂ䈧ᩪᑖᡰ䴰䍴ᯉ㠣ьӜṑ४ਇ⨶デਓǄ
㤕ትտ൘䘌ᯩˈ
䈧⭥䈍䈒Ǆ

※写真は入学後の学生証に使用する場合があります。

③面談希望日時（第2希望まで）
を決定しておくこと ※Web出願登録日から1ヶ月以内とすること。 ※Skypeでの面接も可能。
Advance preparation
һࡽ߶༷

代々木アニメーション学院ホームページにアクセスし、Web出願 から出願。 ※出願後に表示される受付番号12桁を必ずメモしておくこと。
Web出願
Web application
:HEᣕ

Please access the Yoyogi Animation Academy website and apply from the “Web Application”.
※ Please be sure to take note of the acceptance number (12 digits) displayed after the application.
䇯䰞ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒㖁亥ˈ䙊䗷:HEᣕ䘋㹼ᣕǄǂĆ࣑ᗵ䇠ᖅᣕਾᱮ⽪Ⲵսਇ⨶㕆ਧǄ

Please make the payment on the Screening Fee Payment Screen displayed after the application. Or, you can also make the payment within 4 days after the receipt
of the e-mail transmitted to the e-mail address that you input at the time of your web application in accordance with the payment method described in the e-mail.
ᣕਾˈ䈧൘⭫䶒кᱮ⽪Ⲵᣕ䍩᭟Ԉ亥䶒ѝԈⅮǄ↔ཆˈҏਟԕ᤹➗ਁ䘱㠣:HEᣕᰦ䗃Ⲵޕ䛞Ԧൠ൰Ⲵ㕤㓣ᯩ⌅ˈ൘ᰕԈⅮǄ
払込手数料
Payment
handling charge
≷Ⅾ㔝䍩

選考料の他に、払込手数料702円が必要です。
（Web出願をご利用いただく際にはどの決済方法の場合でも払込手数料は一律です）
In addition to the screening fee, a ¥702 payment handling charge is required.
(The payment handling charge is uniform regardless of the settlement method when using the web application).
䲔Ҷᣕ䍩ཆˈ䘈䴰㾱ᰕ≷ݳⅮ㔝䍩Ǆ
˄࡙⭘:HEᣕᰦˈн䇪䟷⭘ଚ㔃㇇ᯩ⌅ˈ≷Ⅾ㔝䍩䜭аṧ˅

選考料納入
Payment of
screening fee
㕤㓣ᣕ䍩

納入方法
Payment method
㕤㓣ᯩ⌅

注意点
Point to be noted
⌘һ亩

You can make the payment through a number of methods: credit card, payment at a convenience store; net banking; Pay-easy ATM.
ਟԕ䙊䗷ؑ⭘ǃ࡙ׯᓇǃ㖁䬦ǃ᭟ᤱSD\HDV\Ⲵ䬦㹼$70ԈⅮǄ

お支払いに必要な情報（払込票番号、
お客様番号、
確認番号、
お支払い期限など）
を必ず控えてください。
Please be sure to take note of the information necessary for the payment (payment slip number, customer number, confirmation number, payment deadline, etc.).
䈧࣑ᗵ䇠ᖅ⮉ᆈԈⅮᡰ䴰ؑ˄ԈⅮঅ㕆ਧǃᇒᡧ㕆ਧǃ⺞䇔㕆ਧǃԈⅮᵏ䲀ㅹ˅Ǆ

入金期限内に選考料をお支払いください。
※Web出願登録日を含む4日以内にお支払いください。
（土日祝祭日／年末年始等を含む）

Payment deadline ※4日以内にお支払いがない場合は、
出願登録が取り消されます。
その場合、
再度はじめから出願登録を行ってください。
Within 4 days
Please pay the screening fee by the payment deadline.
ޕⅮᵏ䲀
ᰕ

※ Please make the payment within 4 days, to include the registration date of the web application (including Saturday / Sunday /national
holiday /year-end and New Year holiday, etc.)
※ The application registration will be canceled if the payment is not made within 4 days. In such a case, you will have to re-register again
from the beginning.
䈧൘ޕⅮᵏ䲀᭟Ԉᣕ䍩Ǆ
Ć䈧൘वᤜ:HEᣕ⌘ᰕ൘ⲴᰕԈⅮǄ
˄वᤜᱏᵏޝǃ
ᱏᵏᰕǃ
㢲ٷᰕǃ
ᒤᵛᒤࡍㅹ˅
Ćྲᵚ൘ᰕԈⅮˈࡉᣕ⌘ሶ㻛ਆ⎸Ǆ䘉ᛵߥлˈ䈧Ӿཤᔰ䟽ᯠ䘋㹼ᣕ⌘Ǆ

登録後に届く メール で、出願登録に誤りがないかを確認します。

出願登録
内容の確認
Verification of the
content of your
application registration
ᣕ⌘ᇩⲴ⺞䇔

※
「no-reply@e-apply.jp」
からメールが届きます。
あらかじめ、
このメールが受信できるように設定しておいてください。
※出願登録内容に誤りがあった場合は、
ご自身では修正できません。
代々木アニメーション学院までお知らせください。
Point to be noted フリーコール
0120-310-042
⌘һ亩
※You will receive an e-mail from no-reply@e-apply.jp. Please adjust your e-mail settings in advance so that you can receive this mail.
※ In case of any errors in the content of your application registration, you cannot personally make a correction. Please contact
Yoyogi Animation Academy.
Toll-free number: 0120-310-042
注意点

Ćᣕ㘵ሶ᭦ࡠᶕ㠚ĀQRUHSO\#HDSSO\MSāⲴ䛞ԦǄ䈧һݸ䘋㹼䇮㖞ˈԕׯ㜭᭦ࡠ䈕䛞ԦǄ
Ćྲ᷌ᣕ⌘ᇩᴹ䈟ˈ㠚ᐡᰐ⌅؞᭩Ǆ䈧㚄㌫ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒Ǆ
ǂݽ䍩⭥䈍ǂǂ
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（2）必要書類
■Required Documents
■ᗵ㾱䍴ᯉ

①入学願書（本学院所定のもの／P.13-P.14）、入学選考シート
（本学院所定のもの／P.15）
②日本語資格の証明書
（下記のうち、
いずれか1点以上）
・JLPTのN2以上の合格証明書
・EJU200点以上
・BJT400点以上
③日本語学校の証明書 (在学証明書、
または卒業見込み証明書、成績証明書、
出席証明書)
④最終出身校
（高等学校、大学）
の卒業証明書または卒業証書のコピー
⑤在留カードのコピー
（両面）
⑥パスポートのコピー（写真、氏名、
日本の出入国履歴ページ）
⑦国民健康保険証のコピー
（両面）
⑧カラー証明写真 4cm
（タテ） 3cm
（ヨコ）1枚
（願書貼付分）
※日本に在住している入学希望者で現在日本語学校に通っていない方の出願書類については、
追加書類が必要となる場合が
ありますので、
お問い合わせください。
※①〜⑧の出願手続きに必要なものを本人が本学院へ持参すること。
遠方の場合はご相談ください。
※提出書類は返却いたしません。
①Application for Admission (Designated form/P.13-P.14), Admission Screening Sheet (Designated form/P.15)
②Certificate of Japanese language proficiency (one or more of the following)
・Certificate showing N2 or higher in the JLPT
・200 points or higher in the EJU
・400 points or higher in the BJY
③Certificate of Japanese Language school(Certificate of Enrollment, Certificate of Expected Graduation, Academic Transcript, or Certificate of Attendance)
④Certificate of Graduation from the last school attended. (high school or university)
⑤Photocopy of Japanese Residence Card (double side)
⑥Photocopy of your passport (pages containing your photo, name, all records of arrival/departure from Japan)
⑦Photocopy of Japanese National Health Insurance Card (double side)
⑧1 color identity photo, size 4 centimeters high by 3 centimeters wide (to be attached to your application form)
※For applicants living in Japan but not attending Japanese language school, additional documents may be required. Please contact us in advance.
※Please bring documents from ① to ⑧ and submit to us directly.Applicants living some distance from Tokyo, please contact us in advance.
※No submitted documents will be returned.
ķޕᆖ⭣䈧Җ
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提出書類

Please verify that there are no errors in your application registration in the e-mail received after the registration.
䙊䗷ᣕਾ᭦ࡠⲴ䛞Ԧ⺞䇔ᣕ⌘ᇩᱟ߶⺞ᰐ䈟Ǆ

ƽਇ⨶ᰦ䰤Ăᒣᰕ˖̚˖㤕䙊䗷⭥䈍ㅹᨀࡽ㚄㌫ˈ
ࡉ൘䈕ᰦ䰤⇥ѻཆҏਟਇ⨶Ǆ
ઘޝǃ
ઘᰕǃ
⌅ᇊ㢲ٷᰕࡉкнਇ⨶ˈնྲ᷌ᖃཙᆖ䲒ᴹޕᆖփ傼ㅹ⍫ࣘᰦˈ
ҏਟ᧕ਇᣕǄ

入学願書について

入金期限
4日以内

クレジットカード、
コンビニエンスストア、
ネットバンキング、
ペイジー対応銀行ATMでのお支払いが可能です。

●Application Time: Weekday 9：00-18：00… Upon phone reservation, we may accept applications after business hours.
In general, we cannot accept applications on Saturday, Sunday and Holidays, unless the school is opened for Open School or other events.

ＡＯ入学
一般入学

※払込手数料は経済情勢により変更になる場合があります。
※The payment handling charge is subject to change depending on the economic situation.
Ć≷Ⅾ㔝䍩ᴹᰦՊṩᦞ㓿⍾ᖒ࣯ࠪڊਈᴤǄ

（ただし、
お電話などでご連絡いただければ時間外でも受付いたします）
土、
日、祝日は原則として受け付けておりませんが、
体験入学などイベント開催日の場合には受付をいたします。

学費について
学生サポート

出願後に、画面上に表示される選考料支払い画面でお支払いください。
または、Web出願時にご入力いただいた メールアドレス に届く
納入方法にしたがって、4日以内にお支払いいただくことも可能です。

●受付日時・
・・・・・・・・平日9：00〜18：00まで

出願から入学までの流れ

Please prepare the following before the web application.
(1) E-mail address (e-mail address for pc is recommended)
(2) Your photo (it is possible to submit a photo taken by a smartphone /processing is prohibited / it should have been taken within the last 3 months /
showing your face and upper body / wearing no hat / with a blank background / color.
※ The photo may be used for your school identification card after admission.
(3) Please decide the desired day and time for your interview (up to the second option).
※ The desired interview date must be within one month from the registration date of the web application. ※ Interview via Skype is also possible.
䈧൘:HEᣕࡽ߶༷лࡇһ亩Ǆ
ķ䛞Ԧൠ൰˄ᔪ䇞֯⭘⭥㝁䛞Ԧൠ൰˅
ĸ㠚ᐡⲴ➗⡷˄ਟԕᱟᲪ㜭ᵪᩴⲴ➗⡷⾱→؞മњᴸᩴкॺ䓛↓䶒➗㝡ᑭᰐ㛼Ჟᖙ㢢˅
ǂĆ➗⡷ᴹਟ㜭⭘ҾޕᆖਾⲴᆖ⭏䇱Ǆ
Ĺһߣݸᇊᐼᵋ䶒䈅Ⲵᰕᵏоᰦ䰤˄ᴰཊєњᐼᵋ˅ǂĆᓄѪ:HEᣕ⌘ᰕ䎧њᴸǄǂĆҏਟԕ䙊䗷6N\SH䶒䈅Ǆ

出願手続き

Web出願前に下記を準備しておくこと。
①メールアドレス
（パソコン用メールアドレスを推奨）
②自身の写真（スマートフォンで撮影した写真可能／加工禁止／3ヶ月以内に撮影／正面上半身／脱帽／無背景／カラー）

事前準備

募集学科

●Web出願は、24時間いつでもお申し込みと選考料のお支払いが可能です。
●選考料はいかなる場合も返金できません。
●選考料の納入にあたっては、別途払込手数料が必要です。

●In the web application, you can apply and make the screening fee payment at any time
for 24 hours.
●The screening fee will not be refunded in any event.
● In making the screening fee payment, the payment handling charge is required separately.
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How to apply on the web (¥29,000 for screening fee)

Webでの出願方法について
（選考料29,000円）

■Procedures for Required Documents (For applicants living in Japan)
■ᡰ䴰䍴ᯉⲴ㔝˄ᰕᵜትտ㘵˅

ޣҾ:HEᣕᯩ⌅
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ
ƽ:HEᣕਟሿᰦ䲿ᰦᨀӔᒦ᭟Ԉᣕ䍩Ǆ
ƽн䇪օᛵߥˈᣕ䍩ᾲн䘰䘈Ǆ
ƽ㕤㓣ᣕ䍩ᰦˈਖ䴰≷Ⅾ㔝䍩Ǆ

Web出願・選考料支払いの流れ

4. 必要書類の手続き
（日本にお住まいの場合）

（1） 必要書類の提出
■Submission of required documents
■ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

Flow of web application / screening fee payment
:HEᣕоᣕ䍩᭟Ԉ⍱〻

●窓口での提出・
・・・・東京校受付窓口に必要書類をお持ちください。
遠方にお住まいの場合はお電話にてご相談ください。

●Submission at the service counter… Please bring required documents to the reception service counter of Tokyo School. Applicants living some distance from Tokyo,
please contact us in advance on the phone.
ƽデਓᨀӔĂ䈧ᩪᑖᡰ䴰䍴ᯉ㠣ьӜṑ४ਇ⨶デਓǄ
㤕ትտ൘䘌ᯩˈ
䈧⭥䈍䈒Ǆ

※写真は入学後の学生証に使用する場合があります。

③面談希望日時（第2希望まで）
を決定しておくこと ※Web出願登録日から1ヶ月以内とすること。 ※Skypeでの面接も可能。
Advance preparation
һࡽ߶༷

代々木アニメーション学院ホームページにアクセスし、Web出願 から出願。 ※出願後に表示される受付番号12桁を必ずメモしておくこと。
Web出願
Web application
:HEᣕ

Please access the Yoyogi Animation Academy website and apply from the “Web Application”.
※ Please be sure to take note of the acceptance number (12 digits) displayed after the application.
䇯䰞ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒㖁亥ˈ䙊䗷:HEᣕ䘋㹼ᣕǄǂĆ࣑ᗵ䇠ᖅᣕਾᱮ⽪Ⲵսਇ⨶㕆ਧǄ

Please make the payment on the Screening Fee Payment Screen displayed after the application. Or, you can also make the payment within 4 days after the receipt
of the e-mail transmitted to the e-mail address that you input at the time of your web application in accordance with the payment method described in the e-mail.
ᣕਾˈ䈧൘⭫䶒кᱮ⽪Ⲵᣕ䍩᭟Ԉ亥䶒ѝԈⅮǄ↔ཆˈҏਟԕ᤹➗ਁ䘱㠣:HEᣕᰦ䗃Ⲵޕ䛞Ԧൠ൰Ⲵ㕤㓣ᯩ⌅ˈ൘ᰕԈⅮǄ
払込手数料
Payment
handling charge
≷Ⅾ㔝䍩

選考料の他に、払込手数料702円が必要です。
（Web出願をご利用いただく際にはどの決済方法の場合でも払込手数料は一律です）
In addition to the screening fee, a ¥702 payment handling charge is required.
(The payment handling charge is uniform regardless of the settlement method when using the web application).
䲔Ҷᣕ䍩ཆˈ䘈䴰㾱ᰕ≷ݳⅮ㔝䍩Ǆ
˄࡙⭘:HEᣕᰦˈн䇪䟷⭘ଚ㔃㇇ᯩ⌅ˈ≷Ⅾ㔝䍩䜭аṧ˅

選考料納入
Payment of
screening fee
㕤㓣ᣕ䍩

納入方法
Payment method
㕤㓣ᯩ⌅

注意点
Point to be noted
⌘һ亩

You can make the payment through a number of methods: credit card, payment at a convenience store; net banking; Pay-easy ATM.
ਟԕ䙊䗷ؑ⭘ǃ࡙ׯᓇǃ㖁䬦ǃ᭟ᤱSD\HDV\Ⲵ䬦㹼$70ԈⅮǄ

お支払いに必要な情報（払込票番号、
お客様番号、
確認番号、
お支払い期限など）
を必ず控えてください。
Please be sure to take note of the information necessary for the payment (payment slip number, customer number, confirmation number, payment deadline, etc.).
䈧࣑ᗵ䇠ᖅ⮉ᆈԈⅮᡰ䴰ؑ˄ԈⅮঅ㕆ਧǃᇒᡧ㕆ਧǃ⺞䇔㕆ਧǃԈⅮᵏ䲀ㅹ˅Ǆ

入金期限内に選考料をお支払いください。
※Web出願登録日を含む4日以内にお支払いください。
（土日祝祭日／年末年始等を含む）

Payment deadline ※4日以内にお支払いがない場合は、
出願登録が取り消されます。
その場合、
再度はじめから出願登録を行ってください。
Within 4 days
Please pay the screening fee by the payment deadline.
ޕⅮᵏ䲀
ᰕ

※ Please make the payment within 4 days, to include the registration date of the web application (including Saturday / Sunday /national
holiday /year-end and New Year holiday, etc.)
※ The application registration will be canceled if the payment is not made within 4 days. In such a case, you will have to re-register again
from the beginning.
䈧൘ޕⅮᵏ䲀᭟Ԉᣕ䍩Ǆ
Ć䈧൘वᤜ:HEᣕ⌘ᰕ൘ⲴᰕԈⅮǄ
˄वᤜᱏᵏޝǃ
ᱏᵏᰕǃ
㢲ٷᰕǃ
ᒤᵛᒤࡍㅹ˅
Ćྲᵚ൘ᰕԈⅮˈࡉᣕ⌘ሶ㻛ਆ⎸Ǆ䘉ᛵߥлˈ䈧Ӿཤᔰ䟽ᯠ䘋㹼ᣕ⌘Ǆ

登録後に届く メール で、出願登録に誤りがないかを確認します。

出願登録
内容の確認
Verification of the
content of your
application registration
ᣕ⌘ᇩⲴ⺞䇔

※
「no-reply@e-apply.jp」
からメールが届きます。
あらかじめ、
このメールが受信できるように設定しておいてください。
※出願登録内容に誤りがあった場合は、
ご自身では修正できません。
代々木アニメーション学院までお知らせください。
Point to be noted フリーコール
0120-310-042
⌘һ亩
※You will receive an e-mail from no-reply@e-apply.jp. Please adjust your e-mail settings in advance so that you can receive this mail.
※ In case of any errors in the content of your application registration, you cannot personally make a correction. Please contact
Yoyogi Animation Academy.
Toll-free number: 0120-310-042
注意点

Ćᣕ㘵ሶ᭦ࡠᶕ㠚ĀQRUHSO\#HDSSO\MSāⲴ䛞ԦǄ䈧һݸ䘋㹼䇮㖞ˈԕׯ㜭᭦ࡠ䈕䛞ԦǄ
Ćྲ᷌ᣕ⌘ᇩᴹ䈟ˈ㠚ᐡᰐ⌅؞᭩Ǆ䈧㚄㌫ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒Ǆ
ǂݽ䍩⭥䈍ǂǂ
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（2）必要書類
■Required Documents
■ᗵ㾱䍴ᯉ

①入学願書（本学院所定のもの／P.13-P.14）、入学選考シート
（本学院所定のもの／P.15）
②日本語資格の証明書
（下記のうち、
いずれか1点以上）
・JLPTのN2以上の合格証明書
・EJU200点以上
・BJT400点以上
③日本語学校の証明書 (在学証明書、
または卒業見込み証明書、成績証明書、
出席証明書)
④最終出身校
（高等学校、大学）
の卒業証明書または卒業証書のコピー
⑤在留カードのコピー
（両面）
⑥パスポートのコピー（写真、氏名、
日本の出入国履歴ページ）
⑦国民健康保険証のコピー
（両面）
⑧カラー証明写真 4cm
（タテ） 3cm
（ヨコ）1枚
（願書貼付分）
※日本に在住している入学希望者で現在日本語学校に通っていない方の出願書類については、
追加書類が必要となる場合が
ありますので、
お問い合わせください。
※①〜⑧の出願手続きに必要なものを本人が本学院へ持参すること。
遠方の場合はご相談ください。
※提出書類は返却いたしません。
①Application for Admission (Designated form/P.13-P.14), Admission Screening Sheet (Designated form/P.15)
②Certificate of Japanese language proficiency (one or more of the following)
・Certificate showing N2 or higher in the JLPT
・200 points or higher in the EJU
・400 points or higher in the BJY
③Certificate of Japanese Language school(Certificate of Enrollment, Certificate of Expected Graduation, Academic Transcript, or Certificate of Attendance)
④Certificate of Graduation from the last school attended. (high school or university)
⑤Photocopy of Japanese Residence Card (double side)
⑥Photocopy of your passport (pages containing your photo, name, all records of arrival/departure from Japan)
⑦Photocopy of Japanese National Health Insurance Card (double side)
⑧1 color identity photo, size 4 centimeters high by 3 centimeters wide (to be attached to your application form)
※For applicants living in Japan but not attending Japanese language school, additional documents may be required. Please contact us in advance.
※Please bring documents from ① to ⑧ and submit to us directly.Applicants living some distance from Tokyo, please contact us in advance.
※No submitted documents will be returned.
ķޕᆖ⭣䈧Җ
˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ33˅ǃ
ޕᆖ䘹ᤄঅ
˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ3˅
ĸᰕ䈝䍴Ṭ䇱Җ
˄лࡇԫаԕк˅
ǂg-/371ԕкਸṬ䇱Җ
ǂg(-8࠶ԕк
ǂg%-7࠶ԕк
Ĺᰕ䈝ᆖṑⲴ䇱᰾䍴ᯉ
˄൘ᆖ䇱᰾ˈᡆ㘵亴䇑∅ъ䇱᰾ˈ
ᡀ㔙䇱᰾ˈ
ࠪऔ䇱᰾˅
ĺᴰ㓸ᆖশ
˄儈ѝǃབྷᆖ˅
Ⲵ∅ъ䇱᰾ᡆ㘵∅ъ䇱༽ঠԦ
Ļ൘⮉༽ঠԦ
˄ৼ䶒˅
ļᣔ➗༽ঠԦ
˄➗⡷ǃဃǃᰕᵜࠪޕຳ䇠ᖅ亥䶒˅
Ľഭ≁ڕᓧ؍䲙䇱༽ঠԦ˄ৼ䶒˅
ľᖙ㢢䇱Ԧ➗FP
˄ㄆ˅hFP
˄⁚˅
ᕐ
˄⭘Ҿ㋈䍤൘⭣䈧Җк˅
Ćⴞࡽ൘ᰕᵜትտⲴᣕ㘵ྲ᷌⋑ᴹк䗷ᰕ䈝ᆖṑˈࡉᴹਟ㜭䴰㾱ᨀަᆳ䍴ᯉˈ
ާփ䈧㚄㌫ᡁԜ䈒Ǆ
Ćķ̚ľⲴᣕ䍴ᯉ䴰⭡ᵜӪᩪᑖᶕᵜᆖ䲒ᨀӔǄ
տᡰཚ䘌Ⲵᣕ㘵ਟᶕ⭥䈒Ǆ
Ćᣕ䍴ᯉᨀӔਾˈ
нҸ䘄䘈Ǆ

提出書類

Please verify that there are no errors in your application registration in the e-mail received after the registration.
䙊䗷ᣕਾ᭦ࡠⲴ䛞Ԧ⺞䇔ᣕ⌘ᇩᱟ߶⺞ᰐ䈟Ǆ

ƽਇ⨶ᰦ䰤Ăᒣᰕ˖̚˖㤕䙊䗷⭥䈍ㅹᨀࡽ㚄㌫ˈ
ࡉ൘䈕ᰦ䰤⇥ѻཆҏਟਇ⨶Ǆ
ઘޝǃ
ઘᰕǃ
⌅ᇊ㢲ٷᰕࡉкнਇ⨶ˈնྲ᷌ᖃཙᆖ䲒ᴹޕᆖփ傼ㅹ⍫ࣘᰦˈ
ҏਟ᧕ਇᣕǄ

入学願書について

入金期限
4日以内

クレジットカード、
コンビニエンスストア、
ネットバンキング、
ペイジー対応銀行ATMでのお支払いが可能です。

●Application Time: Weekday 9：00-18：00… Upon phone reservation, we may accept applications after business hours.
In general, we cannot accept applications on Saturday, Sunday and Holidays, unless the school is opened for Open School or other events.

ＡＯ入学
一般入学

※払込手数料は経済情勢により変更になる場合があります。
※The payment handling charge is subject to change depending on the economic situation.
Ć≷Ⅾ㔝䍩ᴹᰦՊṩᦞ㓿⍾ᖒ࣯ࠪڊਈᴤǄ

（ただし、
お電話などでご連絡いただければ時間外でも受付いたします）
土、
日、祝日は原則として受け付けておりませんが、
体験入学などイベント開催日の場合には受付をいたします。

学費について
学生サポート

出願後に、画面上に表示される選考料支払い画面でお支払いください。
または、Web出願時にご入力いただいた メールアドレス に届く
納入方法にしたがって、4日以内にお支払いいただくことも可能です。

●受付日時・
・・・・・・・・平日9：00〜18：00まで

出願から入学までの流れ

Please prepare the following before the web application.
(1) E-mail address (e-mail address for pc is recommended)
(2) Your photo (it is possible to submit a photo taken by a smartphone /processing is prohibited / it should have been taken within the last 3 months /
showing your face and upper body / wearing no hat / with a blank background / color.
※ The photo may be used for your school identification card after admission.
(3) Please decide the desired day and time for your interview (up to the second option).
※ The desired interview date must be within one month from the registration date of the web application. ※ Interview via Skype is also possible.
䈧൘:HEᣕࡽ߶༷лࡇһ亩Ǆ
ķ䛞Ԧൠ൰˄ᔪ䇞֯⭘⭥㝁䛞Ԧൠ൰˅
ĸ㠚ᐡⲴ➗⡷˄ਟԕᱟᲪ㜭ᵪᩴⲴ➗⡷⾱→؞മњᴸᩴкॺ䓛↓䶒➗㝡ᑭᰐ㛼Ჟᖙ㢢˅
ǂĆ➗⡷ᴹਟ㜭⭘ҾޕᆖਾⲴᆖ⭏䇱Ǆ
Ĺһߣݸᇊᐼᵋ䶒䈅Ⲵᰕᵏоᰦ䰤˄ᴰཊєњᐼᵋ˅ǂĆᓄѪ:HEᣕ⌘ᰕ䎧њᴸǄǂĆҏਟԕ䙊䗷6N\SH䶒䈅Ǆ

出願手続き

Web出願前に下記を準備しておくこと。
①メールアドレス
（パソコン用メールアドレスを推奨）
②自身の写真（スマートフォンで撮影した写真可能／加工禁止／3ヶ月以内に撮影／正面上半身／脱帽／無背景／カラー）

事前準備

募集学科

●Web出願は、24時間いつでもお申し込みと選考料のお支払いが可能です。
●選考料はいかなる場合も返金できません。
●選考料の納入にあたっては、別途払込手数料が必要です。

●In the web application, you can apply and make the screening fee payment at any time
for 24 hours.
●The screening fee will not be refunded in any event.
● In making the screening fee payment, the payment handling charge is required separately.
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（3）出願期間（日本にお住まいの場合）

6. 出願から入学までの流れ
募集学科

■Application Period (For Applicant living in Japan)
■ᣕᰦ䰤˄൘ᰕትտ㘵˅

■Procedure from application to enrollment
■ᣕࡠޕᆖⲴ⍱〻

願書受付期間：2019年5月1日 〜 2020年3月15日（各学科定員に達し次第締め切り）
From May 1, 2019 to March 15, 2020. (Application closes when the number of students reaches the quota)
ᣕਇ⨶ᰦ䰤ᒤᴸᰕ̚ᒤᴸᰕ
˄ᆖ、仍ᤋ┑ণᡚ→˅
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Web出願
Web application

5. 必要書類の手続き
（海外にお住まいの場合･ワーキングホリデーや短期ビザを含む）

（1）必要書類の提出

2 必要書類の提出
Submission of required documents
ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

･In general, please access the Yoyogi Animation Academy website and apply from the “Web Application” (¥29,000 for screening fee).
･If you intend to submit an Application for Admission at the service counter or send it by mail, please consult with us separately (¥39,000 for screening fee).
gࡉкˈ
䇯䰞ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒㖁亥ˈ
䙊䗷ZHEᣕ䘋㹼ᣕǄ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ
gੁデਓᨀӔޕᆖ⭣䈧Җᡆԕ䛞ᇴᯩᔿᣕᰦˈ䈧ਖ㹼䈒Ǆ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ

・入学願書、必要書類提出後、本学院ですべての書類を確認します。
･We will verify all the documents after receiving the Application for Admission and other required documents.
gᨀӔޕᆖ⭣䈧Җ৺ᡰ䴰䍴ᯉਾˈ⭡ᵜᆖ䲒ሩᡰᴹ䍴ᯉ䘋㹼⺞䇔Ǆ

■Submission of required documents
■ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

ᵜᆖ䲒ሶᤷᇊ䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ᰕǄ
･⺞䇔ᣕ䍩ࡠ䍖ਾˈ
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選考

・指定された日時の開始15分前に集合してください。
また、海外にお住まいの場合はSkypeでの面接も可能です。

Screening
䘹ᤄ䇴ᇑ

･Please arrive 15 minutes prior on the designated day and time. It is also possible to conduct a Skype interview for applicants living outside of Japan.
･䈧൘ᤷᇊᰕᤷᇊᰦ䰤Ⲵ࠶䫏ࡽ䳶ਸǄ↔ཆˈ⎧ཆትտ㘵ҏਟԕ䙊䗷6N\SH䶒䈅Ǆ

合否発表

・面接終了後、
2週間程度で
「合否通知」
を願書記入の住所宛に郵送いたします。
・電話やメールなどによる問合わせには応じられません。
（不合格時の場合は
「不合格通知」
のみを送付します。
）

5
Announcement of the Results
ਸṬਁ㺘

6

学費納入

Enrollment Proceand Tuition
Payment
㕤㓣ᆖ䍩

7 「入学許可証」
の発行
Confirmation of payment
ࠪާ
Āޕᆖ䇨ਟ䇱ā

8

ビザ手続き
Visa Application
ㆮ䇱㔝

Please submit documents from 1 to 7 to“info@yagnet.jp” in PDF format.
※No documents submitted will be returned.
※The school will apply by proxy for the Certificate of Eligibility for Resident Status on behalf of students.

9
Payment of study materials
㕤㓣ᮉᶀ䍩

入学式の
案内郵送

Invitation of Entrance Ceremony
䛞ᇴᔰᆖި⽬䈤᰾
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（2）出願期間（海外にお住まいの場合･ワーキングホリデーや短期ビザを含む）
■Application Period (For applicants living outside of Japan including Working-Holiday visa and Short-Stay visa)
■ᣕᰦ䰤˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱٷᵏᐕㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅

願書受付期間：2019年5月1日 〜 2019年12月31日
（各学科定員に達し次第締め切り）
Application Period: May 1, 2019 - December 31, 2019 (The application period closes when the number of students reaches the designated quota)
ᣕਇ⨶ᰦ䰤ᒤᴸᰕ̚ᒤᴸᰕ
˄ᆖ、仍ᤋ┑ণᡚ→˅
4

・学費納入につきまして、
期日までに納入をしてください。
また、
遅れる場合は事前に必ず当学院まで連絡を
してください。
･The certificate of enrollment and notice of tuition payment will be mailed to the current address.
Please pay the tuition before the dead line. In case of any delay, please inform us in advance.
･䈧൘㿴ᇊᵏ䲀㕤㓣ᆖ䍩Ǆྲ᷌ᶕн৺㕤㓣ˈ䈧࣑ᗵᨀࡽоᵜᆖ䲒㚄㌫Ǆ

・学費の納入が確認できましたら
「入学許可証」
を送付します。
･After confirming the payment of tuition, we will mail you the certificate of enrollment.
Āޕᆖ䇨ਟ䇱ā㔉ᣕ㘵Ǆ
･ᵜᆖ䲒⺞䇔ᆖ䍩㕤㓣ᆼᡀਾˈሶ䛞ᇴ

・現在お持ちのビザの有効期限が残っている場合は入学前の更新手続きは不要です。ビザ更新の手続きは
ビザ有効期限の3カ月前から可能となります。
ビザ期限が切れる前に必ず手続きを行ってください。
･If your current visa remains valid , the renewal before enrollment is unnecessary.The renewal of visa will be available from 3 months prior to
the visa expiration date. Please renewal visa before expiry. Please make sure to apply for visa renewal before visa expiry.
ޕᆖࡽᰐ䴰ᴤᯠㆮ䇱㔝Ǆ
ഐѪㆮ䇱ᴤᯠ㔝ᗵ享൘ᴹ᭸ᵏ䗷ᵏࡽњᴸਟԕᔰ࣎⨶Ǆ
･⧠ᴹㆮ䇱ӽ൘ᴹ᭸ᵏᰦˈ
ㆮ䇱ࡠᵏࡽ䈧࣑ᗵ࣎⨶㔝Ǆ

入学式
Entrance Ceremony
ᔰᆖި⽬

12 留学生ガイダンス
Guidance for international students
⮉ᆖ⭏ᤷሬ

※出願時に海外に在住されている方については、
ご納入方法については、
別途ご連絡します。
･We will send the Study Materials Payment Guide around February 2020. Please make the payment by the designated date.
※We will contact applicants living outside of Japan at the time of application separately regarding the payment method.
䈧൘ᤷᇊᵏ䲀ࡽ㕤㓣Ǆ
･ᵜᆖ䲒ሶ൘ᒤᴸᐖਣ䛞ᇴᮉᶀ䍩㕤㓣䈤᰾Ǆ
ĆሩҾᣕᰦትտ൘⎧ཆⲴӪ༛ˈ
ᵜᆖ䲒ሶਖ㹼䙊⸕㕤㓣ᯩ⌅Ǆ

・2020年3月上旬に
「入学式のご案内」
を
メールにてお送りします。
･We will send you an Invitation to the Entrance Ceremony via
e-mail in early March 2020.
･ᵜᆖ䲒ሶ൘ᒤᴸкᰜ䙊䗷⭥ᆀ䛞Ԧਁ䘱
Āᔰᆖި⽬䈤᰾ā

Ǆ

注意点

※
「@yagnet.jp」
からメールが届きます。
あらかじめ、
受信できるように設定しておいてください。

Point to be noted
⌘һ亩

ĆYou will receive an e-mail from no-reply@yagnet.jp.
Please adjust your e-mail settings in advance so that you can
receive this mail.
Ćᣕ㘵ሶ᭦ࡠᶕ㠚Ā#\DJQHWMSāⲴ䛞ԦǄ
ǂ䈧һݸ䘋㹼䇮㖞ˈԕׯ㜭᭦ࡠ䛞ԦǄ

・2020年4月に入学式を行います。
（入学式は4月1週目を予定）

提出書類

䄤ᄳ̷䔝ŗ嗣ŝ⮱䉱᫆В1%'ᵩᐼࣾ䔮㜠ĄJOGP!ZBHOFUKQą
䗛マȡ
Č្ऺ䉱᫆ϑऻ喑̺ε䔁䔅ȡ
Čౕ⪆䉱ᵩ䃑Ⴧ㐚⩞᱙႓䮏㐌̭Аͧ⩠䄤ȡ

Ǆ
･䶒䈅㔃ᶏਾˈབྷ㓖Պ൘єઘੁ⭣䈧Җѝປ߉Ⲵൠ൰䛞ᇴĀਸṬо䙊⸕ā
˄ྲ᷌нਸṬˈ
ሶਚ䛞ᇴ
ĀнਸṬ䙊⸕ā
Ǆ˅
･нՊഎ༽ᶕ㠚⭥䈍৺⭥ᆀ䛞ԦㅹⲴ䈒Ǆ

・2020年2月頃、教材費納入のご案内を郵送します。指定された期日までに納入をしてください。

教材費納入
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･After the completion of the interview, a results notification will be sent by mail to the address noted on the application.
･We cannot respond to inquiries by telephone or e-mail (in case of rejection of an application, only a rejection notification will be sent).

入学願書について

ķޕᆖ⭣䈧Җ˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ33˅ǃ
ޕᆖ䘹ᤄঅ
˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ3˅
ĸᰕ䈝䍴Ṭ䇱Җ˄лࡇԫаԕк˅
ǂg-/371ԕкਸṬ䇱Җ
ǂg(-8࠶ԕк
ǂg%-7࠶ԕк
Ĺ൘ᵜഭᴰ㓸ᆖশ˄儈ѝǃབྷᆖ˅Ⲵ∅ъ䇱᰾ᡆ∅ъ䇱༽ঠԦǄ
ĺᵜӪᡆ㘵㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ㓿䍩䇱᰾䍴ᯉ˄㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ൘㙼䇱᰾ǃ䗷৫ᒤⲴ᭦ޕ䇱᰾઼㓣〾䇱᰾˅ˈᡆ㘵㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ䬦㹼ᆈⅮ䇱᰾Ǆ
Ļᡧ㉽䂺ᵜᡆ䇠䖭ᴹᣕ㘵о㓿䍩᭟Ԉ㘵ޣ㌫Ⲵ䍴ᯉǄ
ļᣔ➗༽ঠԦ˄➗⡷ǃဃ亥ԕ৺ᰕᵜࠪޕຳንশ亥˅
Ľᖙ㢢䇱Ԧ➗FP˄ㄆ˅hFP˄⁚˅ᕐ˄ਜ਼㋈䍤൘⭣䈧ҖкⲴᕐ˅

･After verifying payment of the screening fee, we will designate the date of interview / aptitude test.

Contact information of the
date of interview / aptitude test
䙊⸕䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ᰕ

ＡＯ入学
一般入学

①Application for Admission (Designated form/P.13-P.14), Admission Screening Sheet (Designated form/P.15)
②Certificate of Japanese language proficiency (one or more of the following)
・Certificate showing N2 or higher in the JLPT
・200 points or higher in the EJU
・400 points or higher in the BJY
③Certificate of Graduation from the last school attended in home country. (high school or university)
④Documents to prove the ability to pay expense by the applicant or by the financial supporter (Certificate of employment, Certificate of income in 3 years, or Certificate
of taxation in 3 years of the financial supporter) or the Certificate of Bank deposit of the financial supporter.
⑤Residence Certificate (Koseki Tohon) or other documents to certify the relationship with the applicant and the financial supporter.
⑥Copy of Passport (Photo, Name and pages with in/out record of Japan)
⑦ 2 color identity photos, size 4 centimeters high by 3 centimeters wide (1 to be attached to your application form)

・選考料の振込確認後、本学院が面接・適性検査日を指定します。

学費について
学生サポート

上記①〜⑦をPDFデータにてメールアドレス
「 info@yagnet.jp 」
までお送りください。
※提出書類は返却いたしません。
※在留資格認定の手続きは当校が代理申請を行います。

面接・適性
検査日の連絡

出願から入学までの流れ

①入学願書（本学院所定のもの／P.13-P.14）
、入学選考シート（本学院所定のもの／P.15）
②日本語資格証明書（下記のうち、
いずれか1点以上）
・JLPTのN2以上の合格証明書
・EJU200点以上
・BJT400点以上
③本国最終出身校
（高等学校、大学）
の卒業証明書または卒業証書のコピー
④本人または経費支弁者の経費証明書類(経費支弁者の在職証明、
3年分の年収証明書または3年分の納税証明書)または、
経費支弁者の銀行残高証明
⑤戸籍謄本または経費支弁者との関係記載があるもの
⑥パスポートのコピー（写真、氏名、
日本の出入国履歴ページ）
⑦カラー証明写真4㎝
（タテ） 3㎝（ヨコ）
2枚（願書貼付分1枚を含む）
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出願手続き

■Submission of Required Documents (For applicants living outside of Japan / including Working-Holiday Visa and Short-Stay Visa)
■ᡰ䴰䍴ᯉⲴᨀӔ˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱᐕٷᵏㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅

:HEᣕ

・原則、代々木アニメーション学院ホームページにアクセスし、web出願 から出願。
（選考料29,000円）
・入学願書を窓口で提出、
もしくは郵送にて出願する場合は別途ご相談ください。
（選考料39,000円）

･Entrance Ceremony will be held in April, 2020.
･ᒤᴸѮ㹼ᔰᆖި⽬Ǆ

・2020年4月にビザの更新や学校生活、
日常生活、卒業後の進路等についてのガイダンスを行います。
･In April 2020, we will provide guidance on visa renewal, school life, daily life, and career path after graduation, etc.
䪸ሩㆮ䇱ᴤᯠ઼ᆖṑ⭏⍫ǃᰕᑨ⭏⍫ǃ
∅ъ≲㙼ㅹᯩ䶒䘋㹼ᤷሬ䈤᰾Ǆ
･ᒤᴸˈ
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（3）出願期間（日本にお住まいの場合）

6. 出願から入学までの流れ
募集学科

■Application Period (For Applicant living in Japan)
■ᣕᰦ䰤˄൘ᰕትտ㘵˅

■Procedure from application to enrollment
■ᣕࡠޕᆖⲴ⍱〻

願書受付期間：2019年5月1日 〜 2020年3月15日（各学科定員に達し次第締め切り）
From May 1, 2019 to March 15, 2020. (Application closes when the number of students reaches the quota)
ᣕਇ⨶ᰦ䰤ᒤᴸᰕ̚ᒤᴸᰕ
˄ᆖ、仍ᤋ┑ণᡚ→˅

1

Web出願
Web application

5. 必要書類の手続き
（海外にお住まいの場合･ワーキングホリデーや短期ビザを含む）

（1）必要書類の提出

2 必要書類の提出
Submission of required documents
ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

･In general, please access the Yoyogi Animation Academy website and apply from the “Web Application” (¥29,000 for screening fee).
･If you intend to submit an Application for Admission at the service counter or send it by mail, please consult with us separately (¥39,000 for screening fee).
gࡉкˈ
䇯䰞ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒㖁亥ˈ
䙊䗷ZHEᣕ䘋㹼ᣕǄ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ
gੁデਓᨀӔޕᆖ⭣䈧Җᡆԕ䛞ᇴᯩᔿᣕᰦˈ䈧ਖ㹼䈒Ǆ
˄ᣕ䍩ᰕ˅ݳ

・入学願書、必要書類提出後、本学院ですべての書類を確認します。
･We will verify all the documents after receiving the Application for Admission and other required documents.
gᨀӔޕᆖ⭣䈧Җ৺ᡰ䴰䍴ᯉਾˈ⭡ᵜᆖ䲒ሩᡰᴹ䍴ᯉ䘋㹼⺞䇔Ǆ

■Submission of required documents
■ᨀӔᡰ䴰䍴ᯉ

ᵜᆖ䲒ሶᤷᇊ䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ᰕǄ
･⺞䇔ᣕ䍩ࡠ䍖ਾˈ

4

選考

・指定された日時の開始15分前に集合してください。
また、海外にお住まいの場合はSkypeでの面接も可能です。

Screening
䘹ᤄ䇴ᇑ

･Please arrive 15 minutes prior on the designated day and time. It is also possible to conduct a Skype interview for applicants living outside of Japan.
･䈧൘ᤷᇊᰕᤷᇊᰦ䰤Ⲵ࠶䫏ࡽ䳶ਸǄ↔ཆˈ⎧ཆትտ㘵ҏਟԕ䙊䗷6N\SH䶒䈅Ǆ

合否発表

・面接終了後、
2週間程度で
「合否通知」
を願書記入の住所宛に郵送いたします。
・電話やメールなどによる問合わせには応じられません。
（不合格時の場合は
「不合格通知」
のみを送付します。
）

5
Announcement of the Results
ਸṬਁ㺘

6

学費納入

Enrollment Proceand Tuition
Payment
㕤㓣ᆖ䍩

7 「入学許可証」
の発行
Confirmation of payment
ࠪާ
Āޕᆖ䇨ਟ䇱ā

8

ビザ手続き
Visa Application
ㆮ䇱㔝

Please submit documents from 1 to 7 to“info@yagnet.jp” in PDF format.
※No documents submitted will be returned.
※The school will apply by proxy for the Certificate of Eligibility for Resident Status on behalf of students.

9
Payment of study materials
㕤㓣ᮉᶀ䍩

入学式の
案内郵送

Invitation of Entrance Ceremony
䛞ᇴᔰᆖި⽬䈤᰾
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（2）出願期間（海外にお住まいの場合･ワーキングホリデーや短期ビザを含む）
■Application Period (For applicants living outside of Japan including Working-Holiday visa and Short-Stay visa)
■ᣕᰦ䰤˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱٷᵏᐕㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅

願書受付期間：2019年5月1日 〜 2019年12月31日
（各学科定員に達し次第締め切り）
Application Period: May 1, 2019 - December 31, 2019 (The application period closes when the number of students reaches the designated quota)
ᣕਇ⨶ᰦ䰤ᒤᴸᰕ̚ᒤᴸᰕ
˄ᆖ、仍ᤋ┑ণᡚ→˅
4

・学費納入につきまして、
期日までに納入をしてください。
また、
遅れる場合は事前に必ず当学院まで連絡を
してください。
･The certificate of enrollment and notice of tuition payment will be mailed to the current address.
Please pay the tuition before the dead line. In case of any delay, please inform us in advance.
･䈧൘㿴ᇊᵏ䲀㕤㓣ᆖ䍩Ǆྲ᷌ᶕн৺㕤㓣ˈ䈧࣑ᗵᨀࡽоᵜᆖ䲒㚄㌫Ǆ

・学費の納入が確認できましたら
「入学許可証」
を送付します。
･After confirming the payment of tuition, we will mail you the certificate of enrollment.
Āޕᆖ䇨ਟ䇱ā㔉ᣕ㘵Ǆ
･ᵜᆖ䲒⺞䇔ᆖ䍩㕤㓣ᆼᡀਾˈሶ䛞ᇴ

・現在お持ちのビザの有効期限が残っている場合は入学前の更新手続きは不要です。ビザ更新の手続きは
ビザ有効期限の3カ月前から可能となります。
ビザ期限が切れる前に必ず手続きを行ってください。
･If your current visa remains valid , the renewal before enrollment is unnecessary.The renewal of visa will be available from 3 months prior to
the visa expiration date. Please renewal visa before expiry. Please make sure to apply for visa renewal before visa expiry.
ޕᆖࡽᰐ䴰ᴤᯠㆮ䇱㔝Ǆ
ഐѪㆮ䇱ᴤᯠ㔝ᗵ享൘ᴹ᭸ᵏ䗷ᵏࡽњᴸਟԕᔰ࣎⨶Ǆ
･⧠ᴹㆮ䇱ӽ൘ᴹ᭸ᵏᰦˈ
ㆮ䇱ࡠᵏࡽ䈧࣑ᗵ࣎⨶㔝Ǆ

入学式
Entrance Ceremony
ᔰᆖި⽬

12 留学生ガイダンス
Guidance for international students
⮉ᆖ⭏ᤷሬ

※出願時に海外に在住されている方については、
ご納入方法については、
別途ご連絡します。
･We will send the Study Materials Payment Guide around February 2020. Please make the payment by the designated date.
※We will contact applicants living outside of Japan at the time of application separately regarding the payment method.
䈧൘ᤷᇊᵏ䲀ࡽ㕤㓣Ǆ
･ᵜᆖ䲒ሶ൘ᒤᴸᐖਣ䛞ᇴᮉᶀ䍩㕤㓣䈤᰾Ǆ
ĆሩҾᣕᰦትտ൘⎧ཆⲴӪ༛ˈ
ᵜᆖ䲒ሶਖ㹼䙊⸕㕤㓣ᯩ⌅Ǆ

・2020年3月上旬に
「入学式のご案内」
を
メールにてお送りします。
･We will send you an Invitation to the Entrance Ceremony via
e-mail in early March 2020.
･ᵜᆖ䲒ሶ൘ᒤᴸкᰜ䙊䗷⭥ᆀ䛞Ԧਁ䘱
Āᔰᆖި⽬䈤᰾ā

Ǆ

注意点

※
「@yagnet.jp」
からメールが届きます。
あらかじめ、
受信できるように設定しておいてください。

Point to be noted
⌘һ亩

ĆYou will receive an e-mail from no-reply@yagnet.jp.
Please adjust your e-mail settings in advance so that you can
receive this mail.
Ćᣕ㘵ሶ᭦ࡠᶕ㠚Ā#\DJQHWMSāⲴ䛞ԦǄ
ǂ䈧һݸ䘋㹼䇮㖞ˈԕׯ㜭᭦ࡠ䛞ԦǄ

・2020年4月に入学式を行います。
（入学式は4月1週目を予定）

提出書類

䄤ᄳ̷䔝ŗ嗣ŝ⮱䉱᫆В1%'ᵩᐼࣾ䔮㜠ĄJOGP!ZBHOFUKQą
䗛マȡ
Č្ऺ䉱᫆ϑऻ喑̺ε䔁䔅ȡ
Čౕ⪆䉱ᵩ䃑Ⴧ㐚⩞᱙႓䮏㐌̭Аͧ⩠䄤ȡ

Ǆ
･䶒䈅㔃ᶏਾˈབྷ㓖Պ൘єઘੁ⭣䈧Җѝປ߉Ⲵൠ൰䛞ᇴĀਸṬо䙊⸕ā
˄ྲ᷌нਸṬˈ
ሶਚ䛞ᇴ
ĀнਸṬ䙊⸕ā
Ǆ˅
･нՊഎ༽ᶕ㠚⭥䈍৺⭥ᆀ䛞ԦㅹⲴ䈒Ǆ

・2020年2月頃、教材費納入のご案内を郵送します。指定された期日までに納入をしてください。

教材費納入
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･After the completion of the interview, a results notification will be sent by mail to the address noted on the application.
･We cannot respond to inquiries by telephone or e-mail (in case of rejection of an application, only a rejection notification will be sent).

入学願書について

ķޕᆖ⭣䈧Җ˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ33˅ǃ
ޕᆖ䘹ᤄঅ
˄ᵜᆖ䲒പᇊṬᔿ3˅
ĸᰕ䈝䍴Ṭ䇱Җ˄лࡇԫаԕк˅
ǂg-/371ԕкਸṬ䇱Җ
ǂg(-8࠶ԕк
ǂg%-7࠶ԕк
Ĺ൘ᵜഭᴰ㓸ᆖশ˄儈ѝǃབྷᆖ˅Ⲵ∅ъ䇱᰾ᡆ∅ъ䇱༽ঠԦǄ
ĺᵜӪᡆ㘵㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ㓿䍩䇱᰾䍴ᯉ˄㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ൘㙼䇱᰾ǃ䗷৫ᒤⲴ᭦ޕ䇱᰾઼㓣〾䇱᰾˅ˈᡆ㘵㓿䍩᭟Ԉ㘵Ⲵ䬦㹼ᆈⅮ䇱᰾Ǆ
Ļᡧ㉽䂺ᵜᡆ䇠䖭ᴹᣕ㘵о㓿䍩᭟Ԉ㘵ޣ㌫Ⲵ䍴ᯉǄ
ļᣔ➗༽ঠԦ˄➗⡷ǃဃ亥ԕ৺ᰕᵜࠪޕຳንশ亥˅
Ľᖙ㢢䇱Ԧ➗FP˄ㄆ˅hFP˄⁚˅ᕐ˄ਜ਼㋈䍤൘⭣䈧ҖкⲴᕐ˅

･After verifying payment of the screening fee, we will designate the date of interview / aptitude test.

Contact information of the
date of interview / aptitude test
䙊⸕䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ᰕ

ＡＯ入学
一般入学

①Application for Admission (Designated form/P.13-P.14), Admission Screening Sheet (Designated form/P.15)
②Certificate of Japanese language proficiency (one or more of the following)
・Certificate showing N2 or higher in the JLPT
・200 points or higher in the EJU
・400 points or higher in the BJY
③Certificate of Graduation from the last school attended in home country. (high school or university)
④Documents to prove the ability to pay expense by the applicant or by the financial supporter (Certificate of employment, Certificate of income in 3 years, or Certificate
of taxation in 3 years of the financial supporter) or the Certificate of Bank deposit of the financial supporter.
⑤Residence Certificate (Koseki Tohon) or other documents to certify the relationship with the applicant and the financial supporter.
⑥Copy of Passport (Photo, Name and pages with in/out record of Japan)
⑦ 2 color identity photos, size 4 centimeters high by 3 centimeters wide (1 to be attached to your application form)

・選考料の振込確認後、本学院が面接・適性検査日を指定します。

学費について
学生サポート

上記①〜⑦をPDFデータにてメールアドレス
「 info@yagnet.jp 」
までお送りください。
※提出書類は返却いたしません。
※在留資格認定の手続きは当校が代理申請を行います。

面接・適性
検査日の連絡

出願から入学までの流れ

①入学願書（本学院所定のもの／P.13-P.14）
、入学選考シート（本学院所定のもの／P.15）
②日本語資格証明書（下記のうち、
いずれか1点以上）
・JLPTのN2以上の合格証明書
・EJU200点以上
・BJT400点以上
③本国最終出身校
（高等学校、大学）
の卒業証明書または卒業証書のコピー
④本人または経費支弁者の経費証明書類(経費支弁者の在職証明、
3年分の年収証明書または3年分の納税証明書)または、
経費支弁者の銀行残高証明
⑤戸籍謄本または経費支弁者との関係記載があるもの
⑥パスポートのコピー（写真、氏名、
日本の出入国履歴ページ）
⑦カラー証明写真4㎝
（タテ） 3㎝（ヨコ）
2枚（願書貼付分1枚を含む）
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出願手続き

■Submission of Required Documents (For applicants living outside of Japan / including Working-Holiday Visa and Short-Stay Visa)
■ᡰ䴰䍴ᯉⲴᨀӔ˄⎧ཆትտ㘵・वᤜᤱᐕٷᵏㆮ䇱৺⸝ᵏㆮ䇱㘵˅

:HEᣕ

・原則、代々木アニメーション学院ホームページにアクセスし、web出願 から出願。
（選考料29,000円）
・入学願書を窓口で提出、
もしくは郵送にて出願する場合は別途ご相談ください。
（選考料39,000円）

･Entrance Ceremony will be held in April, 2020.
･ᒤᴸѮ㹼ᔰᆖި⽬Ǆ

・2020年4月にビザの更新や学校生活、
日常生活、卒業後の進路等についてのガイダンスを行います。
･In April 2020, we will provide guidance on visa renewal, school life, daily life, and career path after graduation, etc.
䪸ሩㆮ䇱ᴤᯠ઼ᆖṑ⭏⍫ǃᰕᑨ⭏⍫ǃ
∅ъ≲㙼ㅹᯩ䶒䘋㹼ᤷሬ䈤᰾Ǆ
･ᒤᴸˈ
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7. 選考方法

9. 学費振込先口座

■Screening Method
■䘹ᤄ䇴ᇑᯩ⌅

■School Bank Account ※Remit money under the name of the student who will enter the school.
■ᆖ䍩䖜䍖䍖ᡧǂĆ䈧ԕޕᆖ㘵ᵜӪⲴѹ≷ⅮǄ

書類選考
面接・適性検査

書類内容、必要事項の不備がないか等を確認します。
当学院への志望理由、将来の目標や目指す職業、
自己PR、
入学意思、適性検査を実施します。

For all applications, we will conduct document screening and screening by interview / aptitude test.
Document screening
We will check for any errors or omissions in the content of your documents and required matters.
Interview / aptitude test

ᵜᆖ䲒ሶሩᡰᴹᣕᇎᯭҖ䶒ᇑṨ઼สҾ䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ⲴᇑṨǄ
Җ䶒ᇑṨ

⺞䇔ᣕ㘳ᵜᆖ䲒Ⲵഐǃ
ӺਾⲴⴞḷ৺⨶ᜣ㙼ъǃ
㠚ᡁӻ㓽ǃ
ޕᆖᝯᒦᇎᯭ䘲ᓄᙗ⍻䈅Ǆ

8. 学費について

年間授業料
施設設備費
総合演習費

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

支店

Branch
᭟㹼

新宿西口支店

Shinjuku-nishiguchi Branch

銀行番号

Swift code
䬦㹼㕆ਧ

SMBC JP JT

ー

259

259

Branch code

支店コード ᭟㹼㕆ਧ
口座名義

Account Name
䍖ᡧ〠

代々木アニメーション学院

Yoyogi Animation Academy Inc.

口座番号

Account Number
䍖ਧ

普通

Ordinary 3891727

銀行住所

Bank Address
䬦㹼ൠ൰

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1

1-7-1, Nishishinjyuku, Sinjyuku-Ward, Tokyo 160-0023, Japan

銀行電話

Bank Telephone Number
䬦㹼⭥䈍

03-3343-0412

+81-3-3343-0412

学校住所

School Address
ᆖṑൠ൰

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-9

1-3-9, KandaMisaki-Cho, Chiyoda-Ward, Tokyo 101-0061, Japan

Details
˄ᆖ䍩ᡰਜ਼亩ⴞ˅

1年次学費

Enrollment Fee
200,000円
˄ޕᆖ⌘䍩˅
Tuition (year)
680,000円
˄⇿ᆖᒤᆖ䍩˅
Facility Fee
350,000円
˄䇮ᯭ䇮༷֯⭘䍩˅
General Exercise Fee
226,500円
˄㔬ਸ⹄Ґ䍩˅
Total
1,456,500円
˄ᙫ䇑˅

First Year
ㅜᒤᆖ䍩

2年次学費

Second year
ㅜᒤᆖ䍩

学校電話

School Telephone Number
ᆖṑ⭥䈍

03-6895-5622

+81-3-6895-5622

¥200,000

3891727

※振込時に銀行から渡される
「振込金受取書」
が領収書になります。大切に保管してください。
※銀行振込手数料は各自でご負担願います。

¥680,000

680,000円

¥680,000

¥350,000

350,000円

¥350,000

※The bank receipt of remittance is the receipt of tuition payment and no other receipt will be issued.
※Please pay any bank charges for remittance.

¥226,500

226,500円

¥226,500

Ć䖜䍖ᰦˈ䬦㹼ᨀⲴǉ䖜䍖᭦ᦞǊ
ቡᱟ↓ᔿ᭦ᦞǄ
䈧࿕ழ؍㇑Ǆ
Ć䬦㹼䖜䍖㔝䍩䈧㠚㹼䍏ᣵǄ

¥1,456,500

1,256,500円

¥1,256,500

・入学金20万円は
「合格通知」発行日から2週間以内に納入
※2020年3月出願の場合は2020年3月末日までに納入
・学費（年間授業料、施設設備費、総合演習費、IT管理費、校友会費）
は、
出願受付月の2ヶ月後の月末までに納入
※2020年2月出願、
2020年3月出願の場合は、2020年3月末日までに納入
例）2019年6月10日出願→2019年8月末日までに納入
例）2020年2月25日出願→2020年3月末日までに納入
・各年次に、IT管理費用
（30,000円）、及び教科書・教材費（1年次60,000〜80,000円、2年次40,000〜60,000円）
が別途必要です。
・1年次に、校友会費（22,000円）
が別途必要です。
・2年次進級時に、進級年次費用
（16,800円）
が別途必要です。

･A ¥200,000 enrollment fee must be paid within 2 weeks from the date of the issuance of the acceptance notification.
※In case of filing an application in March 2020, the payment must be made by the end of March 2020.
･Tuition and other fees (tuition for the year, facility fee, general exercise fee, IT management fee, alumni association membership fee) will be paid by the end of the month after 2 months
following the month in which the application was accepted.
※In the case of filing an application in February or March 2020, the payment must be made by the end of March 2020.

ֻ˅ᒤᴸᰕᣕė൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣
ֻ˅ᒤᴸᰕᣕė൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣

If the applicant wishes to withdraw the enrollment, the withdrawal application must be submitted on the designated form.
①Withdrawal before enrollment
In case of withdrawal before enrollment, the enrollment fee will not be refunded *We will also charge an additional administration fee of JPY20,000 .
(If the applicant wishes to withdraw enrollment, a withdrawal application must be submitted on the designated form.)
②Withdrawal after enrollment
In case of withdrawal or quitting school after enrollment, with the exception of decisions made by the school , the tuition and other fees in the year will not be refunded.
䘰ᆖᰦˈᗵ享ᨀӔ㿴ᇊṬᔿⲴ䘰ᆖ⭣䈧Ǆ
ķޕᆖࡽ䘰ᆖᰦྲ᷌ᱟޕᆖࡽ㾱≲䘰ᆖˈޕᆖ⌘䍩ሶнҸ䘰䘈ǄĆ䲔↔ѻཆˈ䘈䴰㕤㓣һ࣑㔝䍩зᰕݳǄ
ǂ
˄䘰ᆖᰦˈ
ᗵ享ᨀӔ㿴ᇊṬᔿⲴ
Ā䘰ᆖ⭣䈧ā
Ǆ˅
ĸޕᆖਾ䘰ᆖᰦ䲔ഐᵜᆖ䲒Ⲵഐሬ㠤Ⲵᛵߥԕཆˈᖃᒤᐢ㕤㓣Ⲵᆖ䍩нҸ䘰䘈Ǆ

提出書類

･зᰕޕݳᆖ⌘䍩䈧൘ĀਸṬ䙊⸕āࠪާᰕ䎧ઘ㕤㓣
Ć㤕Ҿᒤᴸᣕˈ䈧൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣
˄⇿ᆖᒤᆖ䍩ǃ䇮ᯭ䇮༷֯⭘䍩ǃ
㔬ਸ⹄Ґ䍩ǃ
,7㇑⨶䍩ǃ
ṑ৻Պ䍩˅
䈧൘ᣕਇ⨶ᴸⲴњᴸਾⲴᴸᓅࡽ㕤㓣
･ᆖ䍩
Ć㤕Ҿᒤᴸǃ
ᒤᴸᣕˈ䈧൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣

①入学前に辞退する場合
3月31日以前に辞退する場合、入学金については返還いたしません。
※別途、事務手数料として2万円をいただきます。
（入学を辞退する場合は、
所定の
「入学辞退届」
の提出が必要です。）
②入学後に退学する場合
4月1日以降に退学する場合、納入された当該年度分の学費は返還いたしません。
（退学をする場合には、
所定の退学届の提出が必要です。）

入学願書について

Example) Applied on June 10, 2019 → payment must be made by the end of August 2019
Example) Applied on February 25, 2020 → payment must be made by the end of March 2020
･An IT management fee (¥30,000) and a fee for textbooks / study materials (¥60,000 - ¥80,000 for the first year and ¥40,000 - ¥60,000 for the second year) are required to be paid separately.
･An alumni association membership fee of ¥22,000 is required to be paid separately in the first year.
･A grade promotion (¥16,800) is required to be paid separately upon promotion to the second year.
※ Please make the payments for the IT management fee, the alumni association membership fee and the grade promotion fee at the time of tuition payment. In regard to the textbooks /
study materials fee, we will notify you in the Payment Request Form of the amount determined according to the formulation of the curriculum around February 2020. So please make
the payment by the deadline.
※ Before the tuition payment deadline for the second year (planned to be decided in October 2020), we will send you the tuition payment guide for the second year in writing
(the tuition payment deadline for the second year: planned to set at the end of December 2020).
※ The second year tuition is subject to change according to economic situations.
※ The tuition must be paid in a lump sum, in principle. For details, please contact us in advance.
※ In case of withdrawal or quitting school on or after April 1, 2020, the tuition for the relevant year will not be refunded.
※ The amounts listed in the above include tax.

■Refund of Tuition fees
■ᆖ䍩䘄䘈

ＡＯ入学
一般入学

※IT管理費用、校友会費、
進級年次費用は学費ご納入時、
教科書・教材費は、
今後のカリキュラム編成によって決定した金額を2020年2月頃に
「払込依頼書」
にてお知らせいたしますので、
期日までにお振込みください。
※2年次学費納入期限前
（2020年10月予定）
には、
書面にて2年次学費納入のご案内をお送りいたします。
（2年次学費納入期限：2020年12月末を予定）
※2年次学費につきましては、経済情勢により変更する場合があります。
※学費の納入は一括での納入が原則です。詳細につきましてはお問い合わせください。
※2020年4月1日以降に退学する場合、
納入された当該年度分の学費は返還いたしません。
※金額は全て税込表示です。

10. 学費返還について

学費について
学生サポート

合計

三井住友銀行

出願から入学までの流れ

■Tuition and other fees
■ᆖ䍩䈤᰾

入学金

Bank Name
䬦㹼

⺞䇔䍴ᯉᇩǃᗵ㾱һ亩ᱟ喀༷ㅹǄ

䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅

学費内訳

銀行

出願手続き

We will interview you on your reasons for applying for our program, your future goals, desired occupation, self-promotion, and intention to enroll.
We will also conduct an aptitude test.

募集学科

すべての出願において、書類選考と面接・適性検査での選考を実施します。

※ご入学されるご本人名義で送金願います。

ᮉ、Җоᮉᶀ䍩
˄ㅜаᒤ̚ᰕݳǃㅜҼᒤ̚ᰕ˅ݳǄ
･⇿ᆖᒤਖཆ䴰㾱,7㇑⨶䍩˄ᰕ˅ݳǃ
･ㅜаᒤਖཆ䴰㾱ṑ৻Պ䍩˄ᰕ˅ݳǄ
･ㅜҼᒤॷᆖᰦˈਖཆ䴰㾱ॷᆖᒤ䍩˄ᰕ˅ݳǄ
Ć,7㇑⨶䍩ǃṑ৻Պ䍩ǃॷᆖᒤ䍩䈧൘㕤㓣ᆖ䍩ᰦ㕤㓣ˈᮉ、Җоᮉᶀ䍩ሶҾᒤᴸᐖਣ䙊䗷ĀԈⅮငᢈҖā⸕ṩᦞӺਾⲴᮉᆖ䈮〻㕆ᧂߣᇊⲴ䠁仍ˈ䈧൘ᵏ䲀ࡽ≷ⅮǄ
ĆㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣ᵏ䲀ࡽ˄䇑ࡂѪᒤᴸ˅ሶԕҖ䶒ᖒᔿਁ䘱ㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣䈤᰾Ǆ
˄ㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣ᵏ䲀˖䇑ࡂѪᒤᴸᴸᓅ˅
ĆㅜҼᒤᆖ䍩ᴹᰦՊṩᦞ㓿⍾ᖒ࣯ࠪڊਈᴤǄ
Ćࡉкˈᆖ䍩Ⲵ㕤㓣Ѫа⅑ᙗ㕤㓣Ǆ䈖ᛵ䈧䈒Ǆ
Ć㤕Ҿᒤᴸᰕѻਾ䘰ᆖˈࡉᐢ㕤㓣Ⲵ䈕ᆖᒤᆖ䍩нҸ䘰䘈Ǆ
Ć䠁仍൷Ѫਜ਼〾䠁仍Ǆ
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7. 選考方法

9. 学費振込先口座

■Screening Method
■䘹ᤄ䇴ᇑᯩ⌅

■School Bank Account ※Remit money under the name of the student who will enter the school.
■ᆖ䍩䖜䍖䍖ᡧǂĆ䈧ԕޕᆖ㘵ᵜӪⲴѹ≷ⅮǄ

書類選考
面接・適性検査

書類内容、必要事項の不備がないか等を確認します。
当学院への志望理由、将来の目標や目指す職業、
自己PR、
入学意思、適性検査を実施します。

For all applications, we will conduct document screening and screening by interview / aptitude test.
Document screening
We will check for any errors or omissions in the content of your documents and required matters.
Interview / aptitude test

ᵜᆖ䲒ሶሩᡰᴹᣕᇎᯭҖ䶒ᇑṨ઼สҾ䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅ⲴᇑṨǄ
Җ䶒ᇑṨ

⺞䇔ᣕ㘳ᵜᆖ䲒Ⲵഐǃ
ӺਾⲴⴞḷ৺⨶ᜣ㙼ъǃ
㠚ᡁӻ㓽ǃ
ޕᆖᝯᒦᇎᯭ䘲ᓄᙗ⍻䈅Ǆ

8. 学費について

年間授業料
施設設備費
総合演習費

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

支店

Branch
᭟㹼

新宿西口支店

Shinjuku-nishiguchi Branch

銀行番号

Swift code
䬦㹼㕆ਧ

SMBC JP JT

ー

259

259

Branch code

支店コード ᭟㹼㕆ਧ
口座名義

Account Name
䍖ᡧ〠

代々木アニメーション学院

Yoyogi Animation Academy Inc.

口座番号

Account Number
䍖ਧ

普通

Ordinary 3891727

銀行住所

Bank Address
䬦㹼ൠ൰

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1

1-7-1, Nishishinjyuku, Sinjyuku-Ward, Tokyo 160-0023, Japan

銀行電話

Bank Telephone Number
䬦㹼⭥䈍

03-3343-0412

+81-3-3343-0412

学校住所

School Address
ᆖṑൠ൰

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-9

1-3-9, KandaMisaki-Cho, Chiyoda-Ward, Tokyo 101-0061, Japan

Details
˄ᆖ䍩ᡰਜ਼亩ⴞ˅

1年次学費

Enrollment Fee
200,000円
˄ޕᆖ⌘䍩˅
Tuition (year)
680,000円
˄⇿ᆖᒤᆖ䍩˅
Facility Fee
350,000円
˄䇮ᯭ䇮༷֯⭘䍩˅
General Exercise Fee
226,500円
˄㔬ਸ⹄Ґ䍩˅
Total
1,456,500円
˄ᙫ䇑˅

First Year
ㅜᒤᆖ䍩

2年次学費

Second year
ㅜᒤᆖ䍩

学校電話

School Telephone Number
ᆖṑ⭥䈍

03-6895-5622

+81-3-6895-5622

¥200,000

3891727

※振込時に銀行から渡される
「振込金受取書」
が領収書になります。大切に保管してください。
※銀行振込手数料は各自でご負担願います。

¥680,000

680,000円

¥680,000

¥350,000

350,000円

¥350,000

※The bank receipt of remittance is the receipt of tuition payment and no other receipt will be issued.
※Please pay any bank charges for remittance.

¥226,500

226,500円

¥226,500

Ć䖜䍖ᰦˈ䬦㹼ᨀⲴǉ䖜䍖᭦ᦞǊ
ቡᱟ↓ᔿ᭦ᦞǄ
䈧࿕ழ؍㇑Ǆ
Ć䬦㹼䖜䍖㔝䍩䈧㠚㹼䍏ᣵǄ

¥1,456,500

1,256,500円

¥1,256,500

・入学金20万円は
「合格通知」発行日から2週間以内に納入
※2020年3月出願の場合は2020年3月末日までに納入
・学費（年間授業料、施設設備費、総合演習費、IT管理費、校友会費）
は、
出願受付月の2ヶ月後の月末までに納入
※2020年2月出願、
2020年3月出願の場合は、2020年3月末日までに納入
例）2019年6月10日出願→2019年8月末日までに納入
例）2020年2月25日出願→2020年3月末日までに納入
・各年次に、IT管理費用
（30,000円）、及び教科書・教材費（1年次60,000〜80,000円、2年次40,000〜60,000円）
が別途必要です。
・1年次に、校友会費（22,000円）
が別途必要です。
・2年次進級時に、進級年次費用
（16,800円）
が別途必要です。

･A ¥200,000 enrollment fee must be paid within 2 weeks from the date of the issuance of the acceptance notification.
※In case of filing an application in March 2020, the payment must be made by the end of March 2020.
･Tuition and other fees (tuition for the year, facility fee, general exercise fee, IT management fee, alumni association membership fee) will be paid by the end of the month after 2 months
following the month in which the application was accepted.
※In the case of filing an application in February or March 2020, the payment must be made by the end of March 2020.

ֻ˅ᒤᴸᰕᣕė൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣
ֻ˅ᒤᴸᰕᣕė൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣

If the applicant wishes to withdraw the enrollment, the withdrawal application must be submitted on the designated form.
①Withdrawal before enrollment
In case of withdrawal before enrollment, the enrollment fee will not be refunded *We will also charge an additional administration fee of JPY20,000 .
(If the applicant wishes to withdraw enrollment, a withdrawal application must be submitted on the designated form.)
②Withdrawal after enrollment
In case of withdrawal or quitting school after enrollment, with the exception of decisions made by the school , the tuition and other fees in the year will not be refunded.
䘰ᆖᰦˈᗵ享ᨀӔ㿴ᇊṬᔿⲴ䘰ᆖ⭣䈧Ǆ
ķޕᆖࡽ䘰ᆖᰦྲ᷌ᱟޕᆖࡽ㾱≲䘰ᆖˈޕᆖ⌘䍩ሶнҸ䘰䘈ǄĆ䲔↔ѻཆˈ䘈䴰㕤㓣һ࣑㔝䍩зᰕݳǄ
ǂ
˄䘰ᆖᰦˈ
ᗵ享ᨀӔ㿴ᇊṬᔿⲴ
Ā䘰ᆖ⭣䈧ā
Ǆ˅
ĸޕᆖਾ䘰ᆖᰦ䲔ഐᵜᆖ䲒Ⲵഐሬ㠤Ⲵᛵߥԕཆˈᖃᒤᐢ㕤㓣Ⲵᆖ䍩нҸ䘰䘈Ǆ

提出書類

･зᰕޕݳᆖ⌘䍩䈧൘ĀਸṬ䙊⸕āࠪާᰕ䎧ઘ㕤㓣
Ć㤕Ҿᒤᴸᣕˈ䈧൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣
˄⇿ᆖᒤᆖ䍩ǃ䇮ᯭ䇮༷֯⭘䍩ǃ
㔬ਸ⹄Ґ䍩ǃ
,7㇑⨶䍩ǃ
ṑ৻Պ䍩˅
䈧൘ᣕਇ⨶ᴸⲴњᴸਾⲴᴸᓅࡽ㕤㓣
･ᆖ䍩
Ć㤕Ҿᒤᴸǃ
ᒤᴸᣕˈ䈧൘ᒤᴸᓅࡽ㕤㓣

①入学前に辞退する場合
3月31日以前に辞退する場合、入学金については返還いたしません。
※別途、事務手数料として2万円をいただきます。
（入学を辞退する場合は、
所定の
「入学辞退届」
の提出が必要です。）
②入学後に退学する場合
4月1日以降に退学する場合、納入された当該年度分の学費は返還いたしません。
（退学をする場合には、
所定の退学届の提出が必要です。）

入学願書について

Example) Applied on June 10, 2019 → payment must be made by the end of August 2019
Example) Applied on February 25, 2020 → payment must be made by the end of March 2020
･An IT management fee (¥30,000) and a fee for textbooks / study materials (¥60,000 - ¥80,000 for the first year and ¥40,000 - ¥60,000 for the second year) are required to be paid separately.
･An alumni association membership fee of ¥22,000 is required to be paid separately in the first year.
･A grade promotion (¥16,800) is required to be paid separately upon promotion to the second year.
※ Please make the payments for the IT management fee, the alumni association membership fee and the grade promotion fee at the time of tuition payment. In regard to the textbooks /
study materials fee, we will notify you in the Payment Request Form of the amount determined according to the formulation of the curriculum around February 2020. So please make
the payment by the deadline.
※ Before the tuition payment deadline for the second year (planned to be decided in October 2020), we will send you the tuition payment guide for the second year in writing
(the tuition payment deadline for the second year: planned to set at the end of December 2020).
※ The second year tuition is subject to change according to economic situations.
※ The tuition must be paid in a lump sum, in principle. For details, please contact us in advance.
※ In case of withdrawal or quitting school on or after April 1, 2020, the tuition for the relevant year will not be refunded.
※ The amounts listed in the above include tax.

■Refund of Tuition fees
■ᆖ䍩䘄䘈

ＡＯ入学
一般入学

※IT管理費用、校友会費、
進級年次費用は学費ご納入時、
教科書・教材費は、
今後のカリキュラム編成によって決定した金額を2020年2月頃に
「払込依頼書」
にてお知らせいたしますので、
期日までにお振込みください。
※2年次学費納入期限前
（2020年10月予定）
には、
書面にて2年次学費納入のご案内をお送りいたします。
（2年次学費納入期限：2020年12月末を予定）
※2年次学費につきましては、経済情勢により変更する場合があります。
※学費の納入は一括での納入が原則です。詳細につきましてはお問い合わせください。
※2020年4月1日以降に退学する場合、
納入された当該年度分の学費は返還いたしません。
※金額は全て税込表示です。

10. 学費返還について

学費について
学生サポート

合計

三井住友銀行

出願から入学までの流れ

■Tuition and other fees
■ᆖ䍩䈤᰾

入学金

Bank Name
䬦㹼

⺞䇔䍴ᯉᇩǃᗵ㾱һ亩ᱟ喀༷ㅹǄ

䶒䈅о䘲ᓄᙗ⍻䈅

学費内訳

銀行

出願手続き

We will interview you on your reasons for applying for our program, your future goals, desired occupation, self-promotion, and intention to enroll.
We will also conduct an aptitude test.

募集学科

すべての出願において、書類選考と面接・適性検査での選考を実施します。

※ご入学されるご本人名義で送金願います。

ᮉ、Җоᮉᶀ䍩
˄ㅜаᒤ̚ᰕݳǃㅜҼᒤ̚ᰕ˅ݳǄ
･⇿ᆖᒤਖཆ䴰㾱,7㇑⨶䍩˄ᰕ˅ݳǃ
･ㅜаᒤਖཆ䴰㾱ṑ৻Պ䍩˄ᰕ˅ݳǄ
･ㅜҼᒤॷᆖᰦˈਖཆ䴰㾱ॷᆖᒤ䍩˄ᰕ˅ݳǄ
Ć,7㇑⨶䍩ǃṑ৻Պ䍩ǃॷᆖᒤ䍩䈧൘㕤㓣ᆖ䍩ᰦ㕤㓣ˈᮉ、Җоᮉᶀ䍩ሶҾᒤᴸᐖਣ䙊䗷ĀԈⅮငᢈҖā⸕ṩᦞӺਾⲴᮉᆖ䈮〻㕆ᧂߣᇊⲴ䠁仍ˈ䈧൘ᵏ䲀ࡽ≷ⅮǄ
ĆㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣ᵏ䲀ࡽ˄䇑ࡂѪᒤᴸ˅ሶԕҖ䶒ᖒᔿਁ䘱ㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣䈤᰾Ǆ
˄ㅜҼᒤᆖ䍩㕤㓣ᵏ䲀˖䇑ࡂѪᒤᴸᴸᓅ˅
ĆㅜҼᒤᆖ䍩ᴹᰦՊṩᦞ㓿⍾ᖒ࣯ࠪڊਈᴤǄ
Ćࡉкˈᆖ䍩Ⲵ㕤㓣Ѫа⅑ᙗ㕤㓣Ǆ䈖ᛵ䈧䈒Ǆ
Ć㤕Ҿᒤᴸᰕѻਾ䘰ᆖˈࡉᐢ㕤㓣Ⲵ䈕ᆖᒤᆖ䍩нҸ䘰䘈Ǆ
Ć䠁仍൷Ѫਜ਼〾䠁仍Ǆ
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12. AO入学 募集内容

■Student Support
■ᆖ⭏᭟ᨤࡦᓖ

■Acceptance of AO Admission
■$2ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

（1）留学生のための相談窓口
■Counseling Service for International Students
■⮉ᆖ⭏䈒デਓ

留学生の皆様に安心して学んでいただけるよう、
出願や学費のこと、住まいの相談や生活のことなど、
皆様の相談に応じます。
We provide various consultations on application, tuitions and accommodations so that international students can study assuredly.

●AO admission is the system used for those who strongly wish the enroll in our program.
Please be sure to show your enthusiasm and eagerness to enroll. After screening, we will approve AO admission scholarship students.
For those who are approved, we will establish the use of privileges of the AO Admission scholarship system.
ƽ$2ޕᆖᱟԕᕪ⛸ᐼᵋᣕ㘳ᵜᆖ䲒㘵Ѫሩ䊑ⲴࡦᓖǄ
ǂᣕ㘵㺘䗮㠚ᐡⲴ✝ᛵ઼〟ᶱᙗㅹਾˈ
ᵜᆖ䲒Պ൘䘹ᤄ䇴ᇑⲴสк䇴ᇊѪ
Ā$2ޕᆖ྆ᆖ⭏ā
Ǆ
ǂ㧧ᗇ䇴ᇊⲴᆖ⭏䴰㾱ቡ
Ā$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖā
ⲴՈᜐ࡙⭘䘋㹼䇮ᇊǄ

（2）住まいのサポート
■Accommodation Support
■տᇯ᭟ᨤ

We provide various school-designated accommodation for international students.You can choose from a variety of properties such as dormitories and apartments with
administrative staff. Tours of the accommodation are available. Please contact us if you need further information.
ᵜᆖ䲒ሶѪ⮉ᆖ⭏Ԝӻ㓽ᤷᇊⲴᆖ⭏ᇯ㠽ㅹǄᇯ㠽ᴹᑨ傫㇑⨶ઈˈਟԕ䘹ᤙᨀ佀侞Ⲵᇯ㠽ᡆޜሃㅹн਼㊫රⲴտᡰǄ⇿њᆖ⭏ᇯ㠽䜭ਟԕ৲㿲ᡆփ傼տᇯǄ
䈧оᡁԜ㚄㌫Ǆ

■Joining Group Insurance
■࣐ޕഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙

・AO入学の出願については、
毎月ごとに定員を設けています。
定員に達し次第、
締め切らせていただきます。

① Applicants who designate this school as their first choice, and can enter this school
by April 2020.
② Applicants who wish to study new media art.

・The number of places for AO is set each month.
No more applications will be accepted once the set number is reached.

All students are insured by school Group insurance. Any expenses incurred due to accidents and/or injuries in classes, during commuting and daily life are eligible for
compensation. For the details about this insurance, please check the Injury and Compensation Support System Guidebook (Group Insurance) given to new students.
※Students do not need to individually apply for this.

■Screening to Results Announcement

■䘹ᤄ䇴ᇑ̚䙊ᣕਸṬ

出願書類、面接・適性検査での選考を行います。願書を受理し選考後、
「合否通知」
を送付いたします。
Screening will be done with your application documents and an interview. After receiving your application documents and performing the screening, we will send you a results notification.
ᡁԜሶ䙊䗷⭣䈧䍴ᯉ৺䶒䈅䘋㹼䘹ᤄ䇴ᇑǄਇ⨶⭣䈧Җ䘋㹼䘹ᤄ䇴ᇑѻਾˈሶਁ䘱ĀਸṬ䙊⸕āǄ

13. AO入学 奨学制度
■AO Admission Scholarship System
■$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

熱意・意欲等をアピールしていただき、選考のうえ、下記の
（1）
または、
（2）
の特典利用について認定する制度です。
また、特典の利用にあたっては、
出願時に下記のどちらの特典を希望されるか選択のうえ、
ご出願ください。
It is a system for approving the use of privileges (1) or (2) (shown below) after screening the enthusiasm and eagerness, etc. that you showed.
Please file an application after selecting which privileges of the following you would like to choose at the time of application.

ＡＯ入学
一般入学

ᵜᆖ䲒ᐢ࣐ޕԕޘփᆖ⭏Ѫ㻛؍䲙Ӫ˄ሩ䊑˅Ⲵഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙Ǆ
н㇑൘ṑ䘈ᱟ൘клᆖ䐟кǃ൘ᇦˈᆖ⭏ഐਇՔ㘼տ䲒ᡆቡ䇺ᰦˈ䜭Ҿ؍䲙⨶䎄㤳തǄᴹޣ䈕؍䲙Ⲵާփᇩˈ
䈧⺞䇔ᵜᆖ䲒Ӕ㔉ޕᆖ㘵ⲴǉਇՔ・⨶䎄᭟ᨤࡦᓖ䈤᰾˄ഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙˅ǊǄ
Ćн䴰㾱⭡ᆖ⭏њӪ࣎⨶㔝Ǆ

gᡁԜ⇿ᴸՊ䇮ᇊ$2ޕᆖ⭣䈧Ⲵ㿴ᇊӪᮠǄ
䗮ࡠ㿴ᇊӪᮠࡉᡚ→⭣䈧Ǆ

ķㅜаᘇᝯѪᵜᆖ䲒ˈфਟ൘ᒤᴸޕᆖᵜᆖ䲒ⲴӪ༛Ǆ
ĸᴹᘇҾᆖҐჂփ㢪ᵟⲴӪ༛Ǆ

学費について
学生サポート

本学院では全生徒を被保険者
（対象）
とする団体総合生活補償保険に加入しています。
学院にいるときはもちろん、
通学中や在宅時のケガによる入院・通院が補償対象となります。
当該保険の詳細はご入学者様向けに
お渡しする
「ケガ・賠償サポート制度のご案内
（団体総合生活補償保険）」
をご確認ください。
※学生個人が手続きをしていただく必要はありません。

■Accepting Courses and Number of Places ■ᤋ⭏ᆖ、ǃᤋ⭏Ӫᮠ

①本学院が第一志望の方で、2020年4月に本学院への入学が可能な方。
②メディア芸術への学習意欲がある方

選考〜合否発表

（3）団体総合生活補償保険への加入

募集学科・募集定員

■Admission Policy ■䘹ᣌᯩ䠍

出願から入学までの流れ

留学生の皆様に本学院が指定する学生寮等をご紹介しています。
管理人が常駐で食事付の寮やアパートなど様々な物件を選べます。
各学生寮とも見学や体験宿泊が可能です。
ご相談ください。

アドミッションポリシー

出願手続き

ѪҶ䇙ս⮉ᆖ⭏㜭ᆹᗳᆖҐˈ
ᵜᆖ䲒᧕ਇޣҾᣕǃ
ᆖ䍩ǃ
տᇯǃ
⭏⍫ㅹⲴ䈒Ǆ

●AO入学とは本学院への入学を強く志望している方のための制度です。
熱意、意欲等をアピールしていただき、
選考のうえ、
「AO入学奨学生」
として認定いたします。
認定された方は
「AO入学 奨学制度」
の特典利用について設定します。

募集学科

11. 学生サポート

ᣕ㘵㺘䗮㠚ᐡⲴ✝ᛵ઼〟ᶱᙗㅹਾˈ
ᵜᆖ䲒൘䘹ᤄ䇴ᇑⲴสкሩл䘠
˄˅
ᡆ˄˅ѻՈᜐ࡙⭘ࠪڊ䇴ᇊⲴࡦᓖǄ
↔ཆˈ
㤕㾱࡙⭘Ոᜐˈ
ᣕᰦ䈧䘹ᤙᜣ㾱л䘠ଚՈᜐǄ

（1）AO入学 学費免除

AO admission Tuition exemption

$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔

出願時期によって、学費免除額が異なります。

〈全日制学部〉志望の場合 In case of applying for < full-time course> ᣕ㘳Ǉޘᰕࡦᆖ䜘ǈᰦ
出願期間

AO type
$2㊫࡛

Application period
ᣕᵏ䰤

The amount of
tuition exemption
ᆖ䍩ݽ䲔仍

20万円

第一期AO入学

4月1日〜5月31日

Period I AO admission
ㅜаᵏ$2ޕᆖ

April 1 – May 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第二期AO入学

6月1日〜6月30日

Period II AO admission
ㅜҼᵏ$2ޕᆖ

June 1 – June 30
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第三期AO入学

7月1日〜7月31日

Period III AO admission
ㅜйᵏ$2ޕᆖ

July 1 – July 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第四期AO入学

8月1日〜9月30日

Period IV AO admission
ㅜഋᵏ$2ޕᆖ

August 1 – September 30
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第五期AO入学

10月1日〜10月31日

Period V AO admission
ㅜӄᵏ$2ޕᆖ

October 1 – October 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

¥200,000
зᰕݳ

15万円

¥150,000
зᰕݳ

13万円

¥130,000
зᰕݳ

10万円

¥100,000
зᰕݳ

5万円

¥50,000
зᰕݳ

定員
Set number
ᇊઈ

200名
200 students


100名
100 students


100名
100 students


50名
50 students


Point to be noted
⌘һ亩

・右記の出願期間は、出願受付日で判断します。
ただし、
その
後の手続きが期日までになされない場合は、学費免除の適
用を取り消す場合があります。
・
「AO入学 学費免除」
は、1年次学費からの免除となります。
2年次学費からは免除されません。
･The application period stated in the table is determined by the acceptance
date of your application. However, if the procedures thereafter are not taken
by the specified date, the tuition exemption application may be cancelled.
･AO admission tuition exemption is applied to the first year’s tuition.
The tuition for the second year is not exempted.
նᱟˈ
㤕ᵚ൘ᵏ䲀ࡽᆼᡀਾ㔝㔝ˈ
･ਣ䇠ᣕᵏ䰤ṩᦞᣕਇ⨶ᰕᶕࡔᯝǄ
ᴹਟ㜭ਆ⎸ᆖ䍩ݽ䲔Ⲵᓄ⭘Ǆ
Ā$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔ā
ᱟӾㅜаᒤᆖ䍩ѝҸԕݽ䲔Ǆ
ӾㅜҼᒤᆖ䍩ѝнҸݽ䲔Ǆ
･

提出書類

8

学費免除額

AO種別

注意点

入学願書について

The amount of tuition exemption differs depending on the period of application.
ᆖ䍩ݽ䲔仍ഐᣕᰦᵏ㘼ᔲǄ

50名
50 students
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12. AO入学 募集内容

■Student Support
■ᆖ⭏᭟ᨤࡦᓖ

■Acceptance of AO Admission
■$2ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ

（1）留学生のための相談窓口
■Counseling Service for International Students
■⮉ᆖ⭏䈒デਓ

留学生の皆様に安心して学んでいただけるよう、
出願や学費のこと、住まいの相談や生活のことなど、
皆様の相談に応じます。
We provide various consultations on application, tuitions and accommodations so that international students can study assuredly.

●AO admission is the system used for those who strongly wish the enroll in our program.
Please be sure to show your enthusiasm and eagerness to enroll. After screening, we will approve AO admission scholarship students.
For those who are approved, we will establish the use of privileges of the AO Admission scholarship system.
ƽ$2ޕᆖᱟԕᕪ⛸ᐼᵋᣕ㘳ᵜᆖ䲒㘵Ѫሩ䊑ⲴࡦᓖǄ
ǂᣕ㘵㺘䗮㠚ᐡⲴ✝ᛵ઼〟ᶱᙗㅹਾˈ
ᵜᆖ䲒Պ൘䘹ᤄ䇴ᇑⲴสк䇴ᇊѪ
Ā$2ޕᆖ྆ᆖ⭏ā
Ǆ
ǂ㧧ᗇ䇴ᇊⲴᆖ⭏䴰㾱ቡ
Ā$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖā
ⲴՈᜐ࡙⭘䘋㹼䇮ᇊǄ

（2）住まいのサポート
■Accommodation Support
■տᇯ᭟ᨤ

We provide various school-designated accommodation for international students.You can choose from a variety of properties such as dormitories and apartments with
administrative staff. Tours of the accommodation are available. Please contact us if you need further information.
ᵜᆖ䲒ሶѪ⮉ᆖ⭏Ԝӻ㓽ᤷᇊⲴᆖ⭏ᇯ㠽ㅹǄᇯ㠽ᴹᑨ傫㇑⨶ઈˈਟԕ䘹ᤙᨀ佀侞Ⲵᇯ㠽ᡆޜሃㅹн਼㊫රⲴտᡰǄ⇿њᆖ⭏ᇯ㠽䜭ਟԕ৲㿲ᡆփ傼տᇯǄ
䈧оᡁԜ㚄㌫Ǆ

■Joining Group Insurance
■࣐ޕഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙

・AO入学の出願については、
毎月ごとに定員を設けています。
定員に達し次第、
締め切らせていただきます。

① Applicants who designate this school as their first choice, and can enter this school
by April 2020.
② Applicants who wish to study new media art.

・The number of places for AO is set each month.
No more applications will be accepted once the set number is reached.

All students are insured by school Group insurance. Any expenses incurred due to accidents and/or injuries in classes, during commuting and daily life are eligible for
compensation. For the details about this insurance, please check the Injury and Compensation Support System Guidebook (Group Insurance) given to new students.
※Students do not need to individually apply for this.

■Screening to Results Announcement

■䘹ᤄ䇴ᇑ̚䙊ᣕਸṬ

出願書類、面接・適性検査での選考を行います。願書を受理し選考後、
「合否通知」
を送付いたします。
Screening will be done with your application documents and an interview. After receiving your application documents and performing the screening, we will send you a results notification.
ᡁԜሶ䙊䗷⭣䈧䍴ᯉ৺䶒䈅䘋㹼䘹ᤄ䇴ᇑǄਇ⨶⭣䈧Җ䘋㹼䘹ᤄ䇴ᇑѻਾˈሶਁ䘱ĀਸṬ䙊⸕āǄ

13. AO入学 奨学制度
■AO Admission Scholarship System
■$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

熱意・意欲等をアピールしていただき、選考のうえ、下記の
（1）
または、
（2）
の特典利用について認定する制度です。
また、特典の利用にあたっては、
出願時に下記のどちらの特典を希望されるか選択のうえ、
ご出願ください。
It is a system for approving the use of privileges (1) or (2) (shown below) after screening the enthusiasm and eagerness, etc. that you showed.
Please file an application after selecting which privileges of the following you would like to choose at the time of application.

ＡＯ入学
一般入学

ᵜᆖ䲒ᐢ࣐ޕԕޘփᆖ⭏Ѫ㻛؍䲙Ӫ˄ሩ䊑˅Ⲵഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙Ǆ
н㇑൘ṑ䘈ᱟ൘клᆖ䐟кǃ൘ᇦˈᆖ⭏ഐਇՔ㘼տ䲒ᡆቡ䇺ᰦˈ䜭Ҿ؍䲙⨶䎄㤳തǄᴹޣ䈕؍䲙Ⲵާփᇩˈ
䈧⺞䇔ᵜᆖ䲒Ӕ㔉ޕᆖ㘵ⲴǉਇՔ・⨶䎄᭟ᨤࡦᓖ䈤᰾˄ഒփ㔬ਸ⭏⍫؍䳌؍䲙˅ǊǄ
Ćн䴰㾱⭡ᆖ⭏њӪ࣎⨶㔝Ǆ

gᡁԜ⇿ᴸՊ䇮ᇊ$2ޕᆖ⭣䈧Ⲵ㿴ᇊӪᮠǄ
䗮ࡠ㿴ᇊӪᮠࡉᡚ→⭣䈧Ǆ

ķㅜаᘇᝯѪᵜᆖ䲒ˈфਟ൘ᒤᴸޕᆖᵜᆖ䲒ⲴӪ༛Ǆ
ĸᴹᘇҾᆖҐჂփ㢪ᵟⲴӪ༛Ǆ

学費について
学生サポート

本学院では全生徒を被保険者
（対象）
とする団体総合生活補償保険に加入しています。
学院にいるときはもちろん、
通学中や在宅時のケガによる入院・通院が補償対象となります。
当該保険の詳細はご入学者様向けに
お渡しする
「ケガ・賠償サポート制度のご案内
（団体総合生活補償保険）」
をご確認ください。
※学生個人が手続きをしていただく必要はありません。

■Accepting Courses and Number of Places ■ᤋ⭏ᆖ、ǃᤋ⭏Ӫᮠ

①本学院が第一志望の方で、2020年4月に本学院への入学が可能な方。
②メディア芸術への学習意欲がある方

選考〜合否発表

（3）団体総合生活補償保険への加入

募集学科・募集定員

■Admission Policy ■䘹ᣌᯩ䠍

出願から入学までの流れ

留学生の皆様に本学院が指定する学生寮等をご紹介しています。
管理人が常駐で食事付の寮やアパートなど様々な物件を選べます。
各学生寮とも見学や体験宿泊が可能です。
ご相談ください。

アドミッションポリシー

出願手続き

ѪҶ䇙ս⮉ᆖ⭏㜭ᆹᗳᆖҐˈ
ᵜᆖ䲒᧕ਇޣҾᣕǃ
ᆖ䍩ǃ
տᇯǃ
⭏⍫ㅹⲴ䈒Ǆ

●AO入学とは本学院への入学を強く志望している方のための制度です。
熱意、意欲等をアピールしていただき、
選考のうえ、
「AO入学奨学生」
として認定いたします。
認定された方は
「AO入学 奨学制度」
の特典利用について設定します。

募集学科

11. 学生サポート

ᣕ㘵㺘䗮㠚ᐡⲴ✝ᛵ઼〟ᶱᙗㅹਾˈ
ᵜᆖ䲒൘䘹ᤄ䇴ᇑⲴสкሩл䘠
˄˅
ᡆ˄˅ѻՈᜐ࡙⭘ࠪڊ䇴ᇊⲴࡦᓖǄ
↔ཆˈ
㤕㾱࡙⭘Ոᜐˈ
ᣕᰦ䈧䘹ᤙᜣ㾱л䘠ଚՈᜐǄ

（1）AO入学 学費免除

AO admission Tuition exemption

$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔

出願時期によって、学費免除額が異なります。

〈全日制学部〉志望の場合 In case of applying for < full-time course> ᣕ㘳Ǉޘᰕࡦᆖ䜘ǈᰦ
出願期間

AO type
$2㊫࡛

Application period
ᣕᵏ䰤

The amount of
tuition exemption
ᆖ䍩ݽ䲔仍

20万円

第一期AO入学

4月1日〜5月31日

Period I AO admission
ㅜаᵏ$2ޕᆖ

April 1 – May 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第二期AO入学

6月1日〜6月30日

Period II AO admission
ㅜҼᵏ$2ޕᆖ

June 1 – June 30
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第三期AO入学

7月1日〜7月31日

Period III AO admission
ㅜйᵏ$2ޕᆖ

July 1 – July 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第四期AO入学

8月1日〜9月30日

Period IV AO admission
ㅜഋᵏ$2ޕᆖ

August 1 – September 30
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

第五期AO入学

10月1日〜10月31日

Period V AO admission
ㅜӄᵏ$2ޕᆖ

October 1 – October 31
ᴸᰕ̚ᴸᰕ

¥200,000
зᰕݳ

15万円

¥150,000
зᰕݳ

13万円

¥130,000
зᰕݳ

10万円

¥100,000
зᰕݳ

5万円

¥50,000
зᰕݳ

定員
Set number
ᇊઈ

200名
200 students


100名
100 students


100名
100 students


50名
50 students


Point to be noted
⌘һ亩

・右記の出願期間は、出願受付日で判断します。
ただし、
その
後の手続きが期日までになされない場合は、学費免除の適
用を取り消す場合があります。
・
「AO入学 学費免除」
は、1年次学費からの免除となります。
2年次学費からは免除されません。
･The application period stated in the table is determined by the acceptance
date of your application. However, if the procedures thereafter are not taken
by the specified date, the tuition exemption application may be cancelled.
･AO admission tuition exemption is applied to the first year’s tuition.
The tuition for the second year is not exempted.
նᱟˈ
㤕ᵚ൘ᵏ䲀ࡽᆼᡀਾ㔝㔝ˈ
･ਣ䇠ᣕᵏ䰤ṩᦞᣕਇ⨶ᰕᶕࡔᯝǄ
ᴹਟ㜭ਆ⎸ᆖ䍩ݽ䲔Ⲵᓄ⭘Ǆ
Ā$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔ā
ᱟӾㅜаᒤᆖ䍩ѝҸԕݽ䲔Ǆ
ӾㅜҼᒤᆖ䍩ѝнҸݽ䲔Ǆ
･

提出書類

8

学費免除額

AO種別

注意点

入学願書について

The amount of tuition exemption differs depending on the period of application.
ᆖ䍩ݽ䲔仍ഐᣕᰦᵏ㘼ᔲǄ

50名
50 students


9

（2）週1コース 無料受講

Taking a once-a-week course without charge

⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢

15. 個人情報の取り扱いについて

You can take a once-a-week course designed to improve your abilities and strengthen your basic skills without charge. For details, please contact us.
ѪҶᨀ儈ᇎ࣋ǃ࣐ᕪส㜭࣋ˈਟԕݽ䍩ੜ䇢Ā⇿ઘа䈮āǄ
䈖ᛵ䈧䈒ṑ४Ǆ
注意点
Point to be noted
⌘һ亩

・別途、受講のお申込みが必要です。
お申込み方法は別途ご案内いたします。
・
「週1コース」
の開講時期は2019年4月、5月、10月、11月を予定しているため出願時期が2019年11月以降の場合は本特典は
利用できません。
･A separate application is required to take this course. The application method will be provided separately.
･Since the once-a-week course is planned to be offered in April, May, October and November 2019, in case of filing an application in November 2019 or
thereafter, you may not use the privileges.

受講資格
Requirements for
taking the course

・日本語を理解し、
レッスンの進行に問題がない方。
・留学生声優コースではビザの発行はできません。

ੜ䈮䍴Ṭ

ަԆ⢩↺һ

■Purpose of use

■֯⭘ⴞⲴ

学院案内書の送付等、本学院の運営事業（以下「学院事業」
といいます）
の広報

2

学院事業に関するアンケート調査

･៲ᰕ䈝ф䈮〻䘋ᓖ⋑ᴹ䰞仈㘵Ǆ
･н㜭ࠝ⮉ᆖ⭏䝽丣╄ઈ䈮〻ਁ㹼ㆮ䇱Ǆ

3

各種資料請求に対する資料送付

4

情報配信（郵送やメールによる学院行事やイベント等のご案内）

5

在学生の保険に関する申込書、教育ローン等の資料送付

6

教材の提供、販売等

7

在学生の就職やオーディション等に関する支援

8

出願・入学手続の実施、入学後の学生管理、
その他学院事業の遂行、管理

9

卒業生名簿、校友会名簿等への掲載、学院関係者と学院との親睦、交流

･AO admission scholarship students must select to take either “AO admission tuition exemption” or “Taking a once-a-week course without charge.”
Ā$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔ā
о$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ
Ā⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢
Āˈ
Ҽ㘵ਚ㜭࡙⭘ަаǄ
･$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

■Requirements for Admission

10 その他学院事業における業務、
付随するサービスの実施
※上記の利用目的を達成するために、
必要な範囲において、
本学院が業務を委託する第三者（各種資料、教材等の取扱業者、運送業者等）
に
個人情報を提供する場合がございます。

■ޕᆖ䍴Ṭ

本学院の専門教育課程を正しく学ぶ意志があり、
かつ下記の①と②に該当する方であれば年齢・性別・国籍は不問。
Applicants willing to correctly learn this school's special educational course and who satisfy either ① and ② below, regardless of age, gender, or nationality.
ާᴹ↓⺞ᆖҐᵜᆖ䲒уъᮉ㛢䈮〻Ⲵੁˈфㅖਸлࡇķ઼ĸⲴӪ༛ˈн䲀ᒤ喴ǃᙗ࡛ǃഭ㉽Ǆ

■Accepting Courses and Number of Places ■ᤋ⭏ᆖ、ǃᤋ⭏Ӫᮠ
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g൘㓿࣑ⴱ䇔ᇊⲴᰕ䈝ᮉ㛢ᵪᶴᆖҐњᴸԕк㘵Ǆ
g൘ㅖਸᰕᵜᆖṑᮉ㛢⌅ㅜᶑ㿴ᇊⲴᆖṑᆖҐᒤԕк㘵Ǆ
˄ᒬݯഝ䲔ཆ˅

選考〜合否発表

■Screening to Results Announcement ■䘹ᤄ䇴ᇑ䙊ᣕਸṬ

出願書類、面接・適性検査での選考を行います。
願書を受理し選考後、
「合否通知」
を送付いたします。

・The number of places for each course is set each month.
No more applications will be accepted once the set number is reached.

Screening will be done using your application documents and interview /aptitude test.
After receiving your application documents and performing the screening, we will
send you a results notification.
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提出書類

・各学科ごとの定員制です。定員に達し次第締め切らせて
いただきます。
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入学願書について

募集学科・募集定員

①Have completed compulsory education (including those who will graduate
by March 2019).
② For non-Japanese nationals, either of the following requirements must be
satisfied:
・N2 or higher in JLPT
・200 or higher in EJU
・400 or higher in BJT
・Studied 6 months ore more in a Japanese Language school recognised
by the Ministry of Justice.
・Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized
in the Japan Education Act Article 1.

ＡＯ入学
一般入学

①義務教育修了以上
（2020年3月卒業予定者を含む）
であること。
②外国籍の方で、
以下のいずれかの条件を満たす方。
・日本語能力試験（JLPT）
Ｎ2以上の合格者であること。
・日本留学試験（EJU）の日本語科目の200点以上の取得者で
あること。
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得者で
あること。
・法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を
受けた方であること。
・日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を
受けた方であること。
（幼稚園を除く）

1. Public relations concerning the operation and business of this school (hereinafter, the “school business”), such as sending the school guide, etc.
2. Questionnaire concerning the school business
3. Sending reference materials for the request of various reference materials
4. Information distribution (announcement of school events and other activities by mail or e-mail)
5. Sending application forms concerning the insurance of current students, and on education loans, etc.
6. The provision and sale, etc. of study materials
7. Support for the employment and audition of current students
8. Implementation of procedures for the application and enrollment, management of students after the enrollment, and the execution of and management of the school business
9. Posting on the directory of graduates and the directory of alumni association members, friendship relations and exchanges between personnel related to this school.
10. Implementation of other operations of the school business and incidental services
※ To achieve the purposes of use mentioned above, we may provide personal information to third parties to whom we entrust operations
(such as suppliers of various reference materials and study materials, etc. and transporters)

学費について
学生サポート

■Ordinary Admission Applications
■Პ䙊ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ
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利用目的
1

14. 一般入学 募集内容

入学資格

ṚᔿՊ⽮ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ṩᦞ
ǉњӪؑ؍ᣔ⌅Ǌ
൘䘲ᖃⲴ㇑⨶փࡦл༴⨶ᡰᨀӔⲴњӪؑǄ
↔ཆˈ
ᡰᨀӔⲴњӪؑሶ⭘Ҿл䘠ⴞⲴǄ

･Students who understand the Japanese language and have no problem progressing in lessons.
･Visas cannot be issued for the international students in the voice acting course.

・AO入学 奨学制度
「AO入学 学費免除」、AO入学 奨学制度「週1コース 無料受講」
はどちらか1つのみしか利用できません。

Remark

Based on the Act on the Protection of Personal Information, Yoyogi Animation Academy Inc. handles all personal information submitted to us under the appropriate control system.
We will use personal information submitted for the purposes stated below.

出願から入学までの流れ

特記事項

株式会社代々木アニメーション学院は、
「個人情報保護に関する法律」
に基づき、
ご提出いただいた個人情報を適切な管理体制のもと
取り扱っております。
また、
ご提出いただいた個人情報は下記のために利用します。

出願手続き

ᣕᯩ⌅ሶਖ㹼䈤᰾Ǆ
･䴰㾱ਖཆᣕੜ䇢Ǆ
Ā⇿ઘа䈮
ĀⲴᔰ䈮ᰦᵏ䇑ࡂѪᒤᴸǃ
ᴸǃ
ᴸǃ
ᴸˈ
ഐ↔ˈ
ྲ᷌ᣕᰦᵏ൘ᒤᴸѻਾˈ
ࡉᰐ⌅࡙⭘ᵜ亩ՈᜐǄ
･

■Handling of Personal Information
■ޣҾњӪؑ༴⨶

募集学科

実力アップや基礎力強化のために
「週1コース」
を無料で受講できます。
詳しくは各校にお問い合わせください。

11

（2）週1コース 無料受講

Taking a once-a-week course without charge

⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢

15. 個人情報の取り扱いについて

You can take a once-a-week course designed to improve your abilities and strengthen your basic skills without charge. For details, please contact us.
ѪҶᨀ儈ᇎ࣋ǃ࣐ᕪส㜭࣋ˈਟԕݽ䍩ੜ䇢Ā⇿ઘа䈮āǄ
䈖ᛵ䈧䈒ṑ४Ǆ
注意点
Point to be noted
⌘һ亩

・別途、受講のお申込みが必要です。
お申込み方法は別途ご案内いたします。
・
「週1コース」
の開講時期は2019年4月、5月、10月、11月を予定しているため出願時期が2019年11月以降の場合は本特典は
利用できません。
･A separate application is required to take this course. The application method will be provided separately.
･Since the once-a-week course is planned to be offered in April, May, October and November 2019, in case of filing an application in November 2019 or
thereafter, you may not use the privileges.

受講資格
Requirements for
taking the course

・日本語を理解し、
レッスンの進行に問題がない方。
・留学生声優コースではビザの発行はできません。

ੜ䈮䍴Ṭ

ަԆ⢩↺һ

■Purpose of use

■֯⭘ⴞⲴ

学院案内書の送付等、本学院の運営事業（以下「学院事業」
といいます）
の広報

2

学院事業に関するアンケート調査

･៲ᰕ䈝ф䈮〻䘋ᓖ⋑ᴹ䰞仈㘵Ǆ
･н㜭ࠝ⮉ᆖ⭏䝽丣╄ઈ䈮〻ਁ㹼ㆮ䇱Ǆ

3

各種資料請求に対する資料送付

4

情報配信（郵送やメールによる学院行事やイベント等のご案内）

5

在学生の保険に関する申込書、教育ローン等の資料送付

6

教材の提供、販売等

7

在学生の就職やオーディション等に関する支援

8

出願・入学手続の実施、入学後の学生管理、
その他学院事業の遂行、管理

9

卒業生名簿、校友会名簿等への掲載、学院関係者と学院との親睦、交流

･AO admission scholarship students must select to take either “AO admission tuition exemption” or “Taking a once-a-week course without charge.”
Ā$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔ā
о$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ
Ā⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢
Āˈ
Ҽ㘵ਚ㜭࡙⭘ަаǄ
･$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ

■Requirements for Admission

10 その他学院事業における業務、
付随するサービスの実施
※上記の利用目的を達成するために、
必要な範囲において、
本学院が業務を委託する第三者（各種資料、教材等の取扱業者、運送業者等）
に
個人情報を提供する場合がございます。

■ޕᆖ䍴Ṭ

本学院の専門教育課程を正しく学ぶ意志があり、
かつ下記の①と②に該当する方であれば年齢・性別・国籍は不問。
Applicants willing to correctly learn this school's special educational course and who satisfy either ① and ② below, regardless of age, gender, or nationality.
ާᴹ↓⺞ᆖҐᵜᆖ䲒уъᮉ㛢䈮〻Ⲵੁˈфㅖਸлࡇķ઼ĸⲴӪ༛ˈн䲀ᒤ喴ǃᙗ࡛ǃഭ㉽Ǆ

■Accepting Courses and Number of Places ■ᤋ⭏ᆖ、ǃᤋ⭏Ӫᮠ
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選考〜合否発表

■Screening to Results Announcement ■䘹ᤄ䇴ᇑ䙊ᣕਸṬ

出願書類、面接・適性検査での選考を行います。
願書を受理し選考後、
「合否通知」
を送付いたします。

・The number of places for each course is set each month.
No more applications will be accepted once the set number is reached.

Screening will be done using your application documents and interview /aptitude test.
After receiving your application documents and performing the screening, we will
send you a results notification.
䙊䗷ᣕ䍴ᯉǃ
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提出書類

・各学科ごとの定員制です。定員に達し次第締め切らせて
いただきます。
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入学願書について

募集学科・募集定員

①Have completed compulsory education (including those who will graduate
by March 2019).
② For non-Japanese nationals, either of the following requirements must be
satisfied:
・N2 or higher in JLPT
・200 or higher in EJU
・400 or higher in BJT
・Studied 6 months ore more in a Japanese Language school recognised
by the Ministry of Justice.
・Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized
in the Japan Education Act Article 1.

ＡＯ入学
一般入学

①義務教育修了以上
（2020年3月卒業予定者を含む）
であること。
②外国籍の方で、
以下のいずれかの条件を満たす方。
・日本語能力試験（JLPT）
Ｎ2以上の合格者であること。
・日本留学試験（EJU）の日本語科目の200点以上の取得者で
あること。
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得者で
あること。
・法務省告示を受けた日本語教育機関で6か月以上の教育を
受けた方であること。
・日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を
受けた方であること。
（幼稚園を除く）

1. Public relations concerning the operation and business of this school (hereinafter, the “school business”), such as sending the school guide, etc.
2. Questionnaire concerning the school business
3. Sending reference materials for the request of various reference materials
4. Information distribution (announcement of school events and other activities by mail or e-mail)
5. Sending application forms concerning the insurance of current students, and on education loans, etc.
6. The provision and sale, etc. of study materials
7. Support for the employment and audition of current students
8. Implementation of procedures for the application and enrollment, management of students after the enrollment, and the execution of and management of the school business
9. Posting on the directory of graduates and the directory of alumni association members, friendship relations and exchanges between personnel related to this school.
10. Implementation of other operations of the school business and incidental services
※ To achieve the purposes of use mentioned above, we may provide personal information to third parties to whom we entrust operations
(such as suppliers of various reference materials and study materials, etc. and transporters)

学費について
学生サポート

■Ordinary Admission Applications
■Პ䙊ޕᆖᤋ⭏䈖ᛵ
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利用目的
1

14. 一般入学 募集内容

入学資格

ṚᔿՊ⽮ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ṩᦞ
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･Students who understand the Japanese language and have no problem progressing in lessons.
･Visas cannot be issued for the international students in the voice acting course.

・AO入学 奨学制度
「AO入学 学費免除」、AO入学 奨学制度「週1コース 無料受講」
はどちらか1つのみしか利用できません。

Remark

Based on the Act on the Protection of Personal Information, Yoyogi Animation Academy Inc. handles all personal information submitted to us under the appropriate control system.
We will use personal information submitted for the purposes stated below.

出願から入学までの流れ

特記事項

株式会社代々木アニメーション学院は、
「個人情報保護に関する法律」
に基づき、
ご提出いただいた個人情報を適切な管理体制のもと
取り扱っております。
また、
ご提出いただいた個人情報は下記のために利用します。

出願手続き

ᣕᯩ⌅ሶਖ㹼䈤᰾Ǆ
･䴰㾱ਖཆᣕੜ䇢Ǆ
Ā⇿ઘа䈮
ĀⲴᔰ䈮ᰦᵏ䇑ࡂѪᒤᴸǃ
ᴸǃ
ᴸǃ
ᴸˈ
ഐ↔ˈ
ྲ᷌ᣕᰦᵏ൘ᒤᴸѻਾˈ
ࡉᰐ⌅࡙⭘ᵜ亩ՈᜐǄ
･

■Handling of Personal Information
■ޣҾњӪؑ༴⨶

募集学科

実力アップや基礎力強化のために
「週1コース」
を無料で受講できます。
詳しくは各校にお問い合わせください。
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◀点線を切り取ってご使用ください
◀Please cut in the dotted line
◀䈧⋯㲊㓯࢚лਾປ߉

学院側記入 受付日

選考日

✂

2020年度4月生
April 2020 Enrolment
ᒤᴸޕᆖ

NO.

全日制学部 入学願書
Full-Time Course Admission Application Form
ޘᰕࡦᆖ䜘ޕᆖ⭣䈧Җ

写真貼付（4cm

■募集要項に記載されている内容について理解し、
当該内容に同意して入学を志願いたします。
入学を許可されましたならば、
学校の諸規則をかたく守り、在学中の本人に関する一切の責任は保護者・保証人が連帯して負うことを誓約いたします。

Photo(4.0cmX3.0cm)

・写真裏面にボールペンで氏名、志望校を記入して
のりづけすること
・正面上半身・脱帽、
無背景で3ヶ月以内に撮影
・カラー写真
・加工禁止
・入学後に学生証で使用する場合あり

■I understand and accept all the content of the admission guide and requirements and apply for admission. After enrolling in the school, I swear to follow
school regulations and pledge that all guardians and guarantors will bear solidarity and responsibility with respect to the principal under study.
Ƶᡁᐢ⸕ᚹᤋ⭏⌘һ亩䟼䇠䖭Ⲵᇩǃ਼䈕ᇩᒦ㠚ᝯ⭣䈧ޕᆖǄྲ㻛ᖅਆˈᡁ䈪ඊߣ䚥ᆸᆖṑ䈨亩㿴ᇊˈ൘ᆖᵏ䰤ᴹޣᵜӪⲴ
а࠷䍓ԫⴁᣔӪǃ؍䇱Ӫ䍏ᴹ䘎ᑖ䍓ԫǄ

• Please write your name and the school you wish to enter on
the back of the photo in ballpoint pen, then glue it here.
• Photo should have been taken within the last 3 months,
showing your face and upper half of body, wearing no hat,
and with a blank background.
• Must be in color
• Processing is prohibited
• The photo may be used for your school identification card
after admission.

※太枠内を黒のボールペンでご記入ください。
フリクションボールペン、鉛筆、
シャープペンシルでの記入は不可とします。
※未成年者の出願は必ず保護者または保証人の同意を必要とします。

※Please fill the application with BLACK pen. Erasable pen, pencil nor mechanical pencil are not allowed.
※Applicants below the age 20 must obtain permission for application from parents or by guarantor.

必要書類
Required Documents

Application
(Select One)

(ひとつだけチェック)

ޕᆖᯩ⌅
ਚ㜭䘹ᤙа亩ࡂम

出願学科

Course
ᣕᆖ、

□ 一般入学

Ordinary
а㡜ޕᆖ

ᡰ䴰䍴ᯉ

本人情報

入学願書について
■Application Form
■ޕᆖ⭣䈧Җ䈤᰾

● 在日親族 いない場合は
「なし」
で記入をしてください。
● 経費支弁者名 本人又は本人以外の記入でもかまいません。

Residence Card No
൘⮉⮚ਧ

フリガナ

Name in Katakana
⌘丣ٷ

氏名

Important points to fill the application
ޕᆖ⭣䈧ҖⲴປ߉⌘һ亩

● 写真 必ずカラー証明写真を貼付してください

□ アニメーター科

Animator
ࣘ⭫㔈ࡦ、

□ アニメ監督･演出科

Animation Producer&Director
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ䈮

Applicant info

在留カード
番号

□ AO入学

AO Admission
$2ޕᆖ

□ アニメ背景美術科

Animation Background Art
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

□ イラスト科

Illustration
ᨂ⭫、

性別

Name
ဃ

生年月日

郵便番号

現住所

●Name (must be the same as name on passport)
●Photo: (must be in color, in identity format)
●Relatives in Japan. (If there is no relative in Japan, please write “None”)
●Name of financial supporter (the name may be written by the financial supporter
himself/herself or a person other than the financial supporter)
ƽဃᗵ享оᣔ➗ؑᆼޘа㠤Ǆ
ƽ➗⡷ᗵ享㋈䍤ᖙ㢢䇱Ԧ➗Ǆ
ƽ൘ᰕӢྲ᷌⋑ᴹ൘ᰕӢˈ䈧ປ߉ĀᰐāǄ
ƽ㓿䍩᭟Ԉ㘵ဃਟԕປ߉ᵜӪᡆᵜӪԕཆⲴӪઈǄ

現在のビザ

パスポート番号

Current visa
ⴞࡽᤱᴹㆮ䇱

在籍中の
日本語学校名

Current
Japanese School Name
൘䈫ᰕ䈝ᆖṑ〠

勤務先
またはバイト先

Company Name
(full or part time)
ᐕঅս
ᡆެ㙼ޜਨ〠

保護者または保証人情報

保護者または保証人
勤務先
保護者または保証人
携帯電話

学院記入欄

保護者
氏名
本国の
電話番号

）

Other(
)
ަᆳ ǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂ

Study
⮉ᆖ

ビザ
有効期限
パスポート
有効期限

visa period
ㆮ䇱ᴹ᭸ᵏ

年
月
year
month
day
ᒤᴸᰕ

Passport period
ᣔ➗ᴹ᭸ᵏ

Guarantor Info

国籍

Nationality
ഭ㉽

Sex
ᙗ࡛

□男

male
⭧

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

年齢
Age ᒤ喴

□女

female
ྣ

年
月
日
year
month
day
ᒤᴸᰕ
本人との続柄


歳

Relationship
о⭣䈧Ӫޣ㌫

Guarantor

Guarantor
Company Name
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ᐕঅս
Guarantor
Mobil phone number
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ᵪ

郵

Tel No
(home country）
ᵜഭ⭥䈍ਧ⸱

Must be filled by parents, guarantor.
ⴁᣔӪǃ
؍䇱Ӫḿ䈧⭡ⴁᣔӪǃ؍䇱ӪӢ㠚ປ߉Ǆ

生年月日
zip
䛞㕆

Parent Name
ࠪⴁᣔӪဃ

ᐕൠ൰

Guarantor Name

Guarantor Address
⧠⧠տ൰

Single
ᵚႊ

Company Address

性別

ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ဃ

married
ᐢႊ

年
月より在籍・
年
月より
From
year
month to
year
month
Ӿᒤǂǂǂᴸޕ䈫ࡠᒤᴸ㔃ᶏ

保護者・保証人欄は保護者様・保証人様の自筆でご記入ください

ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫؑ

Guarantor Name in
Katakana
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
⌘丣ٷ

歳 

□有 □無

email
䛞㇡

Japanese
日本語学校 School Period
在籍期間 ᰕ䈝ᆖṑ൘㉽ᵏ䰤

勤務先
住所

female
ྣ

日

年
月
year
month
ᒤᴸ
メール
アドレス

郵便番号

現住所

zip
䛞㕆

□女

Age
ᒤ喴

婚姻の有無
mrital stuatus
ႊါ⣦ߥ

□ 留学 □ その他(

Manga
╛⭫、

年
月
日
year
month
day
ᒤᴸᰕ

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

年齢

Passport No
ᣔ➗ਧ⸱
Applicant's
Telephone No
ᵜӪ⭥䈍ਧ⸱

保護者または保証人
氏名

male
⭧

zip
䛞㕆

Address
Home Country
ᵜഭտ൰

本人電話番号

保護者または保証人
フリガナ

□男

Sex
ᙗ࡛

Address
⧠⧠տ൰

郵便番号

本国の住所

□ マンガ科

The form should be completed by applicant
ປ߉ဃᰦ䴰ᵜӪປ߉ˈ
нਟԓㅄǄ

本人氏名の記載はご本人の自筆でお願いいたします

ᵜӪؑ

アルファベット Alphabet(Passport name)
(パスポート表記） 㤡᮷ᆇ⇽ оᣔ➗а㠤

入学願書の記入についての注意点

● 氏名 パスポートと同じ表記で記入してください。

g䈧൘➗⡷㛼䶒⭘ശ⨐ㅄ߉кဃǃ
⭣䈧ᆖṑਾˈ
⎲㜦≤㋈䍤Ǆ
g➗⡷㾱≲Ѫ↓䶒кॺ䓛ǃ
㝡ᑭǃ
ᰐ㛼Ჟˈ
фᱟ൘њᴸԕᩴǄ
gᖙ㢢➗⡷Ǆ
g⾱→؞മ
gᴹਟ㜭⭘ҾޕᆖਾⲴᆖ⭏䇱

Ć㋇Ṷ䈧֯⭘唁㢢ശ⨐ㅄປ߉Ǆнਟ֯⭘ਟᬖശ⨐ㅄǃ䫵ㅄǃ㠚ࣘ䫵ㅄປ߉Ǆ
ĆᵚᡀᒤӪᣕᰦˈᗵ享ᗇࡠⴁᣔӪᡆ㘵؍䇱ӪⲴ਼Ǆ

入学方法

3cm)

㋈䍤➗⡷˄FPhFP˅

保護者または保証人 Company Address
ⴁᣔӪᡆ؍䇱ӪⲴ
勤務先住所
ᐕൠ൰
Guarantor

保護者または保証人 Company phone number
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
勤務先電話
ᐕൠ⛩⭥䈍

来

備考

To be completed by
the school
ᆖ䲒ປ߉ḿ
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◀点線を切り取ってご使用ください
◀Please cut in the dotted line
◀䈧⋯㲊㓯࢚лਾປ߉

学院側記入 受付日

選考日

✂

2020年度4月生
April 2020 Enrolment
ᒤᴸޕᆖ

NO.

全日制学部 入学願書
Full-Time Course Admission Application Form
ޘᰕࡦᆖ䜘ޕᆖ⭣䈧Җ

写真貼付（4cm

■募集要項に記載されている内容について理解し、
当該内容に同意して入学を志願いたします。
入学を許可されましたならば、
学校の諸規則をかたく守り、在学中の本人に関する一切の責任は保護者・保証人が連帯して負うことを誓約いたします。

Photo(4.0cmX3.0cm)

・写真裏面にボールペンで氏名、志望校を記入して
のりづけすること
・正面上半身・脱帽、
無背景で3ヶ月以内に撮影
・カラー写真
・加工禁止
・入学後に学生証で使用する場合あり

■I understand and accept all the content of the admission guide and requirements and apply for admission. After enrolling in the school, I swear to follow
school regulations and pledge that all guardians and guarantors will bear solidarity and responsibility with respect to the principal under study.
Ƶᡁᐢ⸕ᚹᤋ⭏⌘һ亩䟼䇠䖭Ⲵᇩǃ਼䈕ᇩᒦ㠚ᝯ⭣䈧ޕᆖǄྲ㻛ᖅਆˈᡁ䈪ඊߣ䚥ᆸᆖṑ䈨亩㿴ᇊˈ൘ᆖᵏ䰤ᴹޣᵜӪⲴ
а࠷䍓ԫⴁᣔӪǃ؍䇱Ӫ䍏ᴹ䘎ᑖ䍓ԫǄ

• Please write your name and the school you wish to enter on
the back of the photo in ballpoint pen, then glue it here.
• Photo should have been taken within the last 3 months,
showing your face and upper half of body, wearing no hat,
and with a blank background.
• Must be in color
• Processing is prohibited
• The photo may be used for your school identification card
after admission.

※太枠内を黒のボールペンでご記入ください。
フリクションボールペン、鉛筆、
シャープペンシルでの記入は不可とします。
※未成年者の出願は必ず保護者または保証人の同意を必要とします。

※Please fill the application with BLACK pen. Erasable pen, pencil nor mechanical pencil are not allowed.
※Applicants below the age 20 must obtain permission for application from parents or by guarantor.

必要書類
Required Documents

Application
(Select One)

(ひとつだけチェック)

ޕᆖᯩ⌅
ਚ㜭䘹ᤙа亩ࡂम

出願学科

Course
ᣕᆖ、

□ 一般入学

Ordinary
а㡜ޕᆖ

ᡰ䴰䍴ᯉ

本人情報

入学願書について
■Application Form
■ޕᆖ⭣䈧Җ䈤᰾

● 在日親族 いない場合は
「なし」
で記入をしてください。
● 経費支弁者名 本人又は本人以外の記入でもかまいません。

Residence Card No
൘⮉⮚ਧ

フリガナ

Name in Katakana
⌘丣ٷ

氏名

Important points to fill the application
ޕᆖ⭣䈧ҖⲴປ߉⌘һ亩

● 写真 必ずカラー証明写真を貼付してください

□ アニメーター科

Animator
ࣘ⭫㔈ࡦ、

□ アニメ監督･演出科

Animation Producer&Director
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ䈮

Applicant info

在留カード
番号

□ AO入学

AO Admission
$2ޕᆖ

□ アニメ背景美術科

Animation Background Art
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

□ イラスト科

Illustration
ᨂ⭫、

性別

Name
ဃ

生年月日

郵便番号

現住所

●Name (must be the same as name on passport)
●Photo: (must be in color, in identity format)
●Relatives in Japan. (If there is no relative in Japan, please write “None”)
●Name of financial supporter (the name may be written by the financial supporter
himself/herself or a person other than the financial supporter)
ƽဃᗵ享оᣔ➗ؑᆼޘа㠤Ǆ
ƽ➗⡷ᗵ享㋈䍤ᖙ㢢䇱Ԧ➗Ǆ
ƽ൘ᰕӢྲ᷌⋑ᴹ൘ᰕӢˈ䈧ປ߉ĀᰐāǄ
ƽ㓿䍩᭟Ԉ㘵ဃਟԕປ߉ᵜӪᡆᵜӪԕཆⲴӪઈǄ

現在のビザ

パスポート番号

Current visa
ⴞࡽᤱᴹㆮ䇱

在籍中の
日本語学校名

Current
Japanese School Name
൘䈫ᰕ䈝ᆖṑ〠

勤務先
またはバイト先

Company Name
(full or part time)
ᐕঅս
ᡆެ㙼ޜਨ〠

保護者または保証人情報

保護者または保証人
勤務先
保護者または保証人
携帯電話

学院記入欄

保護者
氏名
本国の
電話番号

）

Other(
)
ަᆳ ǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂ

Study
⮉ᆖ

ビザ
有効期限
パスポート
有効期限

visa period
ㆮ䇱ᴹ᭸ᵏ

年
月
year
month
day
ᒤᴸᰕ

Passport period
ᣔ➗ᴹ᭸ᵏ

Guarantor Info

国籍

Nationality
ഭ㉽

Sex
ᙗ࡛

□男

male
⭧

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

年齢
Age ᒤ喴

□女

female
ྣ

年
月
日
year
month
day
ᒤᴸᰕ
本人との続柄


歳

Relationship
о⭣䈧Ӫޣ㌫

Guarantor

Guarantor
Company Name
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ᐕঅս
Guarantor
Mobil phone number
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ᵪ

郵

Tel No
(home country）
ᵜഭ⭥䈍ਧ⸱

Must be filled by parents, guarantor.
ⴁᣔӪǃ
؍䇱Ӫḿ䈧⭡ⴁᣔӪǃ؍䇱ӪӢ㠚ປ߉Ǆ

生年月日
zip
䛞㕆

Parent Name
ࠪⴁᣔӪဃ

ᐕൠ൰

Guarantor Name

Guarantor Address
⧠⧠տ൰

Single
ᵚႊ

Company Address

性別

ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
ဃ

married
ᐢႊ

年
月より在籍・
年
月より
From
year
month to
year
month
Ӿᒤǂǂǂᴸޕ䈫ࡠᒤᴸ㔃ᶏ

保護者・保証人欄は保護者様・保証人様の自筆でご記入ください

ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫؑ

Guarantor Name in
Katakana
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
⌘丣ٷ

歳 

□有 □無

email
䛞㇡

Japanese
日本語学校 School Period
在籍期間 ᰕ䈝ᆖṑ൘㉽ᵏ䰤

勤務先
住所

female
ྣ

日

年
月
year
month
ᒤᴸ
メール
アドレス

郵便番号

現住所

zip
䛞㕆

□女

Age
ᒤ喴

婚姻の有無
mrital stuatus
ႊါ⣦ߥ

□ 留学 □ その他(

Manga
╛⭫、

年
月
日
year
month
day
ᒤᴸᰕ

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

年齢

Passport No
ᣔ➗ਧ⸱
Applicant's
Telephone No
ᵜӪ⭥䈍ਧ⸱

保護者または保証人
氏名

male
⭧

zip
䛞㕆

Address
Home Country
ᵜഭտ൰

本人電話番号

保護者または保証人
フリガナ

□男

Sex
ᙗ࡛

Address
⧠⧠տ൰

郵便番号

本国の住所

□ マンガ科

The form should be completed by applicant
ປ߉ဃᰦ䴰ᵜӪປ߉ˈ
нਟԓㅄǄ

本人氏名の記載はご本人の自筆でお願いいたします

ᵜӪؑ

アルファベット Alphabet(Passport name)
(パスポート表記） 㤡᮷ᆇ⇽ оᣔ➗а㠤

入学願書の記入についての注意点

● 氏名 パスポートと同じ表記で記入してください。

g䈧൘➗⡷㛼䶒⭘ശ⨐ㅄ߉кဃǃ
⭣䈧ᆖṑਾˈ
⎲㜦≤㋈䍤Ǆ
g➗⡷㾱≲Ѫ↓䶒кॺ䓛ǃ
㝡ᑭǃ
ᰐ㛼Ჟˈ
фᱟ൘њᴸԕᩴǄ
gᖙ㢢➗⡷Ǆ
g⾱→؞മ
gᴹਟ㜭⭘ҾޕᆖਾⲴᆖ⭏䇱

Ć㋇Ṷ䈧֯⭘唁㢢ശ⨐ㅄປ߉Ǆнਟ֯⭘ਟᬖശ⨐ㅄǃ䫵ㅄǃ㠚ࣘ䫵ㅄປ߉Ǆ
ĆᵚᡀᒤӪᣕᰦˈᗵ享ᗇࡠⴁᣔӪᡆ㘵؍䇱ӪⲴ਼Ǆ

入学方法

3cm)

㋈䍤➗⡷˄FPhFP˅

保護者または保証人 Company Address
ⴁᣔӪᡆ؍䇱ӪⲴ
勤務先住所
ᐕൠ൰
Guarantor

保護者または保証人 Company phone number
ⴁᣔӪᡆ؍䇱Ӫ
勤務先電話
ᐕൠ⛩⭥䈍

来

備考

To be completed by
the school
ᆖ䲒ປ߉ḿ

12

13

◀点線を切り取ってご使用ください
◀Please cut in the dotted line
◀䈧⋯㲊㓯࢚лਾປ߉

■ 全日制入学願書･裏面
日本語能力レベル

学院側記入 受付日

■Full-Time Course Application 2nd Page ■ޘᰕࡦޕᆖ⭣䈧Җ㛼䶒

選考日

NO.

ᰕ䈝㜭࣋≤ᒣ

Japanese Language Proficiency

□ 日本語能力試験（JLPT）
Ｎ2以上合格
JLPTN2 or above
ᰕ䈝㜭࣋⍻䈅˄-/37˅1ԕкਸṬ

2020年度4月生

日本語能力
レベル

EJU Japanese 200 point or above
ᰕᵜ⮉ᆖ㘳䈅˄(-8˅Ⲵᰕ䈝、ⴞ࠶ԕк

April 2019 Enrolment
ᒤᴸޕᆖ

入学選考シート（AO入学・一般入学）
Admission Screening Sheet (AO admission / ordinary admission)
ޕᆖᇑṨ㺘
˄$2ޕᆖᲞ䙊ޕᆖ˅

※太枠内を黒のボールペンでご記入ください。
フリクションボールペン、鉛筆、
シャープペンシルでの記入は不可とします。

□ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得

Japanese Language Proficiency
ᰕ䈝㜭࣋≤ᒣ

✂

✂

□ 日本留学試験（EJU）
の日本語科目の200点以上を取得

① No.

Please fill the application with BLACK pen. Erasable pen, pencil nor mechanical pencil are not allowed
㋇Ṷ䈧֯⭘唁㢢ശ⨐ㅄປ߉Ǆнਟ֯⭘ਟᬖശ⨐ㅄǃ䫵ㅄǃ㠚ࣘ䫵ㅄປ߉Ǆ

BJT 400points or above
%-7୶࣑ᰕ䈝㜭࣋⍻䈅࠶ԕк

② No.

□ 日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた
（幼稚園を除く）
Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized in the Japan Education Act Article 1.
൘ㅖਸᰕᵜᆖṑᮉ㛢⌅ㅜᶑ㿴ᇊⲴᆖṑᆖҐᒤԕк˄ᒬݯഝ䲔ཆ˅

▼学校名

学歴・職歴 Education and Work ᆖশǃᐕ㓿শ

▼Name of School

▼修学年数

ͩᆖṑ〠

▼Study Year
ͩᆖҐᒤᮠ

小学校

Elementary
ሿᆖ

中学校

Junior high school
ࡍѝ

高等学校

Senior high school
儈ѝ

専門学校

Institute
у、䲒ṑ

年 year

College
བྷᆖ

年 year

大学
日本語教育機関

▼入学年月/卒業年月

年 year

年 year

出願学科

▼Period from/to ͩޕᆖᒤᴸ∅ъᒤᴸ

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

年 year

Japanese
language school
ᰕ䈝ᮉ㛢ᵪᶴ

年 year
年 year

▼会社名

自国での職歴 Work Experience ൘ᵜഭⲴᐕ㓿শ

▼在職期間

▼ Name of Company ▼公司名称

▼Period ͩ൘㙼ᵏ䰤

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

▼職種

アルファベット

学費はどのように
負担しますか？

□ 本人負担

Remittance from overseas
Ӿഭཆ≷Ⅾ

□ 奨学金

□ 在日経費支弁者負担

Scholarship
྆ᆖ䠁

Name

Animation Producer&Directer
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ䈮

□ イラスト科

Ilustration
ᨂ⭫、

ᵜӪؑ

Tel
⭥䈍ਧ⸱

本人氏名の記載はご本人の自筆でお願いいたします

Name in
Katakana
⌘丣ٷ
Alphabet
(Passport name)

Name
ဃ

郵便番号

現住所

Manga
╛⭫、

The form should be completed by applicant
ປ߉ဃᰦ䴰ᵜӪປ߉ˈнਟԓㅄǄ

年齢

Age
ᒤ喴

性別

Sex
ᙗ࡛

оᣔ➗а㠤

氏名

□ マンガ科

生年月日

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

国籍

Nationality
ࠪഭ㉽

歳

□男

male
⭧

年



□女

female
ྣ

月

日

year
month
day
ᒤᴸᰕ

zip
䛞㕆

Address
⧠⧠տ൰

メール
アドレス

Telephone No
⭥䈍ਧ⸱

email
䛞㇡ൠ൰

・Reason for applying
・䈧ປ߉ᣕᵜᆖ䲒Ⲵ⨶⭡Ǆ

other
ަԆ

Ćᆖ䍩⭡ᵜӪ䍏ᣵᰦˈ
䈧൘л䶒Ⲵ㓿䍩᭟Ԉ㘵ḿປ߉ⴁᣔӪؑǄ

（

）

ｰ

address
տᡰ

勤務先
その他･確認事項

電話番号

ဃ

住所

Financial Source
㓿䍩᭟Ԉ㘵

経費支弁者

□ アニメ監督･演出科

□ その他

financial supporter in Japan
൘ᰕ㓿䍩᭟Ԉ㘵䍏ᣵ

※本人負担の場合は以下の経費支弁者の欄に保護者の方の情報をご記入ください。※If tuition is paid by yourself, please write your parents information in below

氏名

Animation Background Art
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

●本学院を志望した理由をご記入ください。
□ 外国からの送金

Self
ᵜӪ䍏ᣵ

□ アニメ背景美術科

▼Field ͩ㙼ъ㊫࡛

ަᆳ⺞䇔һ亩

Source of tuition
ᆖ䍩ྲօ䍏ᣵ

Animator
ࣘ⭫㔈ࡦ、

(パスポート表記） 㤡᮷ᆇ⇽

電話番号

Other
その他･確認事項
Other Language and skill
その他語学･
ަᆳ䈝䀰・ᢰ㜭䍴Ṭ
技術の資格

□ アニメーター科

Applicant info

本人情報

フリガナ
Year

Course
ᣕᆖ、

Company
ᐕঅս

年収

JPY
ᰕݳ

Income/year
ᒤ᭦ޕ

円

学生との関係

relationship
оᆖ⭏Ⲵޣ

ަᆳ⺞䇔һ亩

Other

学費納入方法

About tuition
ᆖ䍩㕤㓣ᯩ⌅

□ 一括納入を希望する

学院指定学生寮

Dorm
ᆖ䲒ᤷᇊᇯ㠾

□ 利用しない

備考

Other
༷⌘

Request single payment
ᐼᵋа⅑ᙗ㕤㓣

No
н֯⭘

※何かご相談や問題などあればご記載ください。

□ 利用を希望

Yes
ᐼᵋ֯⭘

※Please feel free to tell or ask us anything

Ćྲᴹ䈒ᡆ⯁䰞ˈ䈧ປ߉↔ḿǄ

AO入学 奨学制度について（出願区分で「AO」に○をつけた方は、どちらかに必ず□を入れること）
AO admission scholarship system (Please be sure to insert a check mark in either one if you circled “AO” in the application classification.)
ޣҾ$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ˄ᣕ㊫࡛ѝ൘Ā$2ā
к⭫ƻ㘵࣑ᗵ൘ަѝа亩Ⲵƶᢃम˅

AO入学 奨学制度
（どちらかに必ず□を入れる）
AO admission scholarship system
(Please be sure to insert a check mark in either one.)
$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ˄࣑ᗵ൘ަѝа亩Ⲵƶᢃम˅

AO入学 学費免除

週1コース 無料受講

AO admission tuition exemption
$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔

Taking once-a-week course without charge
⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢

●個人情報の取り扱いについて／代々木アニメーション学院は、
「個人情報保護法に関する法律」
に基づき、
お預かりした個人情報を適切な管理のもと取り扱っております。
●お預かりした資料に関して／一度お預かりした書類、
資料については、返却いたしません。
厳正に保管・管理いたします。

●Handling of Personal Information / Yoyogi Animation Academy carefully handles personal information received from applicants under the Act on the Protection of Personal Information.
●Handling of Documents Received / No documents received will be returned. They will be strictly stored and managed.
ƽޣҾњӪؑ༴⨶ˋԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒สҾĀњӪؑ؍ᣔ⌅⌅ޣᖻāˈ
࿕ழ㇑⨶ᒦ༴⨶ᡰ᭦ਆⲴњӪؑǄ
ƽޣҾ᭦ਆⲴ䍴ᯉˋ᭦ਆⲴ᮷Ԧǃ䍴ᯉሶнҸ䘰䘈Ǆᵜᆖ䲒ሶѕṬ؍㇑઼㇑⨶Ǆ

学院記入欄
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To be completed by the school

ᆖ䲒ປ߉ḿ
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◀点線を切り取ってご使用ください
◀Please cut in the dotted line
◀䈧⋯㲊㓯࢚лਾປ߉

■ 全日制入学願書･裏面
日本語能力レベル

学院側記入 受付日

■Full-Time Course Application 2nd Page ■ޘᰕࡦޕᆖ⭣䈧Җ㛼䶒

選考日

NO.

ᰕ䈝㜭࣋≤ᒣ

Japanese Language Proficiency

□ 日本語能力試験（JLPT）
Ｎ2以上合格
JLPTN2 or above
ᰕ䈝㜭࣋⍻䈅˄-/37˅1ԕкਸṬ

2020年度4月生

日本語能力
レベル

EJU Japanese 200 point or above
ᰕᵜ⮉ᆖ㘳䈅˄(-8˅Ⲵᰕ䈝、ⴞ࠶ԕк

April 2019 Enrolment
ᒤᴸޕᆖ

入学選考シート（AO入学・一般入学）
Admission Screening Sheet (AO admission / ordinary admission)
ޕᆖᇑṨ㺘
˄$2ޕᆖᲞ䙊ޕᆖ˅

※太枠内を黒のボールペンでご記入ください。
フリクションボールペン、鉛筆、
シャープペンシルでの記入は不可とします。

□ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得

Japanese Language Proficiency
ᰕ䈝㜭࣋≤ᒣ

✂

✂

□ 日本留学試験（EJU）
の日本語科目の200点以上を取得

① No.

Please fill the application with BLACK pen. Erasable pen, pencil nor mechanical pencil are not allowed
㋇Ṷ䈧֯⭘唁㢢ശ⨐ㅄປ߉Ǆнਟ֯⭘ਟᬖശ⨐ㅄǃ䫵ㅄǃ㠚ࣘ䫵ㅄປ߉Ǆ

BJT 400points or above
%-7୶࣑ᰕ䈝㜭࣋⍻䈅࠶ԕк

② No.

□ 日本学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた
（幼稚園を除く）
Studied 1 year or more in a Japanese school (except for kindergarten) categorized in the Japan Education Act Article 1.
൘ㅖਸᰕᵜᆖṑᮉ㛢⌅ㅜᶑ㿴ᇊⲴᆖṑᆖҐᒤԕк˄ᒬݯഝ䲔ཆ˅

▼学校名

学歴・職歴 Education and Work ᆖশǃᐕ㓿শ

▼Name of School

▼修学年数

ͩᆖṑ〠

▼Study Year
ͩᆖҐᒤᮠ

小学校

Elementary
ሿᆖ

中学校

Junior high school
ࡍѝ

高等学校

Senior high school
儈ѝ

専門学校

Institute
у、䲒ṑ

年 year

College
བྷᆖ

年 year

大学
日本語教育機関

▼入学年月/卒業年月

年 year

年 year

出願学科

▼Period from/to ͩޕᆖᒤᴸ∅ъᒤᴸ

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

年 year

Japanese
language school
ᰕ䈝ᮉ㛢ᵪᶴ

年 year
年 year

▼会社名

自国での職歴 Work Experience ൘ᵜഭⲴᐕ㓿শ

▼在職期間

▼ Name of Company ▼公司名称

▼Period ͩ൘㙼ᵏ䰤

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

Year

Month

Year

Month

年

月〜

年

月

▼職種

アルファベット

学費はどのように
負担しますか？

□ 本人負担

Remittance from overseas
Ӿഭཆ≷Ⅾ

□ 奨学金

□ 在日経費支弁者負担

Scholarship
྆ᆖ䠁

Name

Animation Producer&Directer
ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ䈮

□ イラスト科

Ilustration
ᨂ⭫、

ᵜӪؑ

Tel
⭥䈍ਧ⸱

本人氏名の記載はご本人の自筆でお願いいたします

Name in
Katakana
⌘丣ٷ
Alphabet
(Passport name)

Name
ဃ

郵便番号

現住所

Manga
╛⭫、

The form should be completed by applicant
ປ߉ဃᰦ䴰ᵜӪປ߉ˈнਟԓㅄǄ

年齢

Age
ᒤ喴

性別

Sex
ᙗ࡛

оᣔ➗а㠤

氏名

□ マンガ科

生年月日

Birth date
ࠪ⭏ᒤᴸ

国籍

Nationality
ࠪഭ㉽

歳

□男

male
⭧

年



□女

female
ྣ

月

日

year
month
day
ᒤᴸᰕ

zip
䛞㕆

Address
⧠⧠տ൰

メール
アドレス

Telephone No
⭥䈍ਧ⸱

email
䛞㇡ൠ൰

・Reason for applying
・䈧ປ߉ᣕᵜᆖ䲒Ⲵ⨶⭡Ǆ

other
ަԆ

Ćᆖ䍩⭡ᵜӪ䍏ᣵᰦˈ
䈧൘л䶒Ⲵ㓿䍩᭟Ԉ㘵ḿປ߉ⴁᣔӪؑǄ

（

）

ｰ

address
տᡰ

勤務先
その他･確認事項

電話番号

ဃ

住所

Financial Source
㓿䍩᭟Ԉ㘵

経費支弁者

□ アニメ監督･演出科

□ その他

financial supporter in Japan
൘ᰕ㓿䍩᭟Ԉ㘵䍏ᣵ

※本人負担の場合は以下の経費支弁者の欄に保護者の方の情報をご記入ください。※If tuition is paid by yourself, please write your parents information in below

氏名

Animation Background Art
ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、

●本学院を志望した理由をご記入ください。
□ 外国からの送金

Self
ᵜӪ䍏ᣵ

□ アニメ背景美術科

▼Field ͩ㙼ъ㊫࡛

ަᆳ⺞䇔һ亩

Source of tuition
ᆖ䍩ྲօ䍏ᣵ

Animator
ࣘ⭫㔈ࡦ、

(パスポート表記） 㤡᮷ᆇ⇽

電話番号

Other
その他･確認事項
Other Language and skill
その他語学･
ަᆳ䈝䀰・ᢰ㜭䍴Ṭ
技術の資格

□ アニメーター科

Applicant info

本人情報

フリガナ
Year

Course
ᣕᆖ、

Company
ᐕঅս

年収

JPY
ᰕݳ

Income/year
ᒤ᭦ޕ

円

学生との関係

relationship
оᆖ⭏Ⲵޣ

ަᆳ⺞䇔һ亩

Other

学費納入方法

About tuition
ᆖ䍩㕤㓣ᯩ⌅

□ 一括納入を希望する

学院指定学生寮

Dorm
ᆖ䲒ᤷᇊᇯ㠾

□ 利用しない

備考

Other
༷⌘

Request single payment
ᐼᵋа⅑ᙗ㕤㓣

No
н֯⭘

※何かご相談や問題などあればご記載ください。

□ 利用を希望

Yes
ᐼᵋ֯⭘

※Please feel free to tell or ask us anything

Ćྲᴹ䈒ᡆ⯁䰞ˈ䈧ປ߉↔ḿǄ

AO入学 奨学制度について（出願区分で「AO」に○をつけた方は、どちらかに必ず□を入れること）
AO admission scholarship system (Please be sure to insert a check mark in either one if you circled “AO” in the application classification.)
ޣҾ$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ˄ᣕ㊫࡛ѝ൘Ā$2ā
к⭫ƻ㘵࣑ᗵ൘ަѝа亩Ⲵƶᢃम˅

AO入学 奨学制度
（どちらかに必ず□を入れる）
AO admission scholarship system
(Please be sure to insert a check mark in either one.)
$2ޕᆖ྆ᆖࡦᓖ˄࣑ᗵ൘ަѝа亩Ⲵƶᢃम˅

AO入学 学費免除

週1コース 無料受講

AO admission tuition exemption
$2ޕᆖᆖ䍩ݽ䲔

Taking once-a-week course without charge
⇿ઘа䈮ݽ䍩ੜ䇢

●個人情報の取り扱いについて／代々木アニメーション学院は、
「個人情報保護法に関する法律」
に基づき、
お預かりした個人情報を適切な管理のもと取り扱っております。
●お預かりした資料に関して／一度お預かりした書類、
資料については、返却いたしません。
厳正に保管・管理いたします。

●Handling of Personal Information / Yoyogi Animation Academy carefully handles personal information received from applicants under the Act on the Protection of Personal Information.
●Handling of Documents Received / No documents received will be returned. They will be strictly stored and managed.
ƽޣҾњӪؑ༴⨶ˋԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒สҾĀњӪؑ؍ᣔ⌅⌅ޣᖻāˈ
࿕ழ㇑⨶ᒦ༴⨶ᡰ᭦ਆⲴњӪؑǄ
ƽޣҾ᭦ਆⲴ䍴ᯉˋ᭦ਆⲴ᮷Ԧǃ䍴ᯉሶнҸ䘰䘈Ǆᵜᆖ䲒ሶѕṬ؍㇑઼㇑⨶Ǆ

学院記入欄
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ᆖ䲒ປ߉ḿ
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Yoyogi Animation Academy
ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒
2020年4月生 全日制学部･留学生募集要項
Admission Guide for Full-Time and International Students (April, 2020)

ᒤᴸޕᆖޘᰕࡦᆖ䜘g⮉ᆖ⭏ᤋ⭏ㆰㄐ

アニメーター科（2年制）

・Animator Course (2 year)
・ࣘ⭫㔈ࡦ、˄ᒤࡦ˅

アニメ背景美術科（2年制）

・Animation Background Art Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
・ࣘ⭫㛼Ჟ㖾ᵟ、
・Animation Producer & Director Course (2year)

アニメ監督･演出科（2年制）・ࣘ⭫ሬ╄・╄ࠪ、˄ᒤࡦ˅

代々木アニメーション学院東京校

所在地

Yoyogi Animation Academy Tokyo School Location
ԓԓᵘࣘ⭫ᆖ䲒ьӜṑ४ǂൠ൰

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-9 MCビル5F
03-6825-5622

5F MC Building, 1-3-9 Kanda Misaki-cho, Chiyoda-Ward, Tokyo 101-0061 Tel: 03-6825-5622
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お問い合わせ
General Inquiries
㔬ਸ䈒

Yoyogi Animation Academy
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Free Call
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能

を

世

に

0120-310-042
質問・相談はメールからでもOK! ▶ info@yagnet.jp
（You can also send us email for inquiries）
˄䙊䗷䛞Ԧ䈒ˋ୶䟿ҏ˫˧ʽ˅

授業見学は随時受付中!
Observation reservation is accepted anytime!
ਟ䲿ᰦ亴㓖ᮉᆖ৲㿲ʽ
詳しい情報は代々木アニメーション学院Webサイトをご覧ください。

For more information, please visit out website
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www.yoani.co.jp

イラスト科（2年制）

・illustration Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
・ᨂ⭫、

マンガ科（2年制）

・Manga Course (2year)
˄ᒤࡦ˅
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