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2017入学願書記入方法

入学願書は太枠をすべてご記入ください。

例

写真は必ず証明写真
を貼付してください。

住所欄の郵便番号
（〒）を忘れずに
記入してください。

保証人の欄は
保証人自筆のこと。
※保証人について
　日本人の方（例えば日本語学校
　の先生、知人）が望ましいですが、
　何かあった時の連絡先ですので、
　必ずご記入ください。

ビザの種類は、
「就学」「留学」
「短期滞在」など、
現在のビザについて
記入してください。

学科･コース･専攻は
P.2～P.8をご参照ください。
出願には、

「学科名」「ワールド名」と、
TSM･TSM渋谷・DA TOKYO
への出願は「コース名」を、
TCA ・FC TOKYO・
東京アニメへの出願は

「専攻名」をそれぞれ記入
してください。 志望校に必ず

○印をつけて
ください。

● 選考日当日は、清楚な服装で臨んでください。
● 受験票と筆記具を必ずご持参ください。

出願に関する個人情報の取り扱いについて

お問合わせ先
東京コミュニケーションアート専門学校 個人情報保護委員会 TEL 03-3688-6501
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 個人情報保護委員会 TEL 03-3688-6195
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 個人情報保護委員会 TEL 03-5766-5181

東京ダンス＆アクターズ専門学校 個人情報保護委員会 TEL 03-5468-8982
東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 個人情報保護委員会 TEL 03-5675-2009
東京アニメ・声優専門学校 個人情報保護委員会 TEL 03-5675-2009

東京コミュニケーションアート専門学校､東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校､東京スクールオブミュージック専門学校渋谷､東京ダンス＆アクタ
ーズ専門学校､東京フィルムセンター映画･俳優専門学校､東京アニメ･声優専門学校では､個人情報（住所･氏名･電話番号などの個人を識別できる情報） 
保護にあたって適切な管理体制にもとづき取り扱っております。なお､出願書類に記載された個人情報は､資料送付､その他ご案内の連絡のためにのみ使
用させていただきます。個人情報に関する取り組みは継続的に見直し､改善･向上をはかります。

入 学 願 書 受付番号

受付期日　　　　　年　　　月　　　日

貴校に入学を志願いたしますので、必要書類を提出いたします。
入学のうえは学則その他の諸規則を守り、学業に専念する事を誓います。
保証人は、学生の一身上について、本人と連携して責任を負うことを誓います。

選 考 日　　　　　年　　月　　日　  受験番号

※太ワクの中のみ記入すること。
※必ずボールペンで記入してください。

写　　真
（4cm×3cm）
正面上半身、脱帽、

無背景で3ヵ月以内に
撮影したもの。

全面にのり付けすること。

入学校
（ひとつ○で囲む）

科　　　　　　　　　　　 ワールド コース （TSM・TSM渋谷・DA TOKYO）
専　攻 （TCA・FC TOKYO・東京アニメ）

ＴＣＡ ・ ＴＳＭ（葛西） ・ ＴＳＭ渋谷 ・ DA TOKYO ・ FC TOKYO ・ 東京アニメ

学校長　　近藤　雅臣　殿 学校長　　小達　一雄　殿

学校長　　山本　敬史　殿

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

入学方法
（◯で囲む）

AO入学  ・   日本語学校推薦　・   指定校推薦   ・　一般選考

フ リ ガ ナ

アルファベット
（ パ ス ポ ー ト 表 記 ） 性  別 生 年 月 日

現住所

メールアドレス

本国の住所

本国の電話

旅券番号

日本語学校名

日本語学校住所

※既に日本語学校を
　卒業している方

男　・　女 　 　　　年　　　  月　　　  日生
満年齢（　　　）歳

国　籍

保護者氏名

有効期限

本人との続柄

婚姻の有無 有　 ・　 無　　　 年　　　月

在学期間 　　　　年　　月～ 　 　　年　　月まで

電話 （　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

　　　 年　 　月卒業／　  　　年　　 月帰国　帰国後の活動（　　　　　　　　　　　　　　　）

氏　名

フ リ ガ ナ

現住所

勤務先

性　別 生 年 月 日

住所

本人との続柄

年 　 　 月 　 　 日 生
年 齢 （ 　 　 ） 歳

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

TEL    　　　（　　　　）

〒

〒

※保証人の欄は保証人自筆のこと。　　　　※合格通知は上記本人住所へ送付されますので変更があった場合、速やかに変更届けを提出してください。

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）

本

　
　
　人

保
護
者
又
は
保
証
人

Name of Parent/Guardian

Valid Until

Resident Card Number

Marital Status Married UnmarriedPassport Number

Name of Japanese Language School

Address of Japanese Language School Telephone Number

Enrolment Period

Telephone Number in Home Country

自宅
Home phone

携帯
cellular phone

Current Visa Valid Until

Sex Date of Birth

Sex Date of Birth

Current Address

漢字名
Name

Email address

電　話
Telephone Number

Address in Home Country

Nationality

Relationship to applicant

Students who have already graduated
from a Japanese language school

Name

Current Address Relationship to applicant

Name of workplace Address

The Guarantor must fill out the Guarantor section. You will be notified the outcome of your application by post, so please let us know immediately if your postal address changes.

Male Female

College Other

男　・　女
Male Female

在留カード番号

〒



AO入学エントリーシート

受付日 ＡＯ入学選考日 受験番号

※太ワクの中のみボールペンでご記入ください。

※電話をお持ちでない方は、ご記入頂かなくて結構です。

AO Enrollment Registration Sheet

Please use a pen to fill out the sections outlined in bold.

You do not need to fill this out if you do not have a phone.

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

学校法人　滋慶学園

② 住所＆TEL

（　　　　）　　　　－

③ 職業（勤務先の名称）＆TEL

1．日本語のレベル

2．その他語学・技術の資格

3．学費はどのように負担しますか？

□ 本人負担　　□ 外国からの送金　　□ 奨 学 金　　□ 在日経費支弁者負担　　□ そ の 他

経費支弁者

① 氏　名

④ 年　収 ⑤ 学生との関係

Japanese Language Skill

In case of Self-finance,please write the information of guardian in the space of Financial Supporter below. 

Other Language and Technical Qualification

□ 日本語能力試験（ N1、N2、N3、N4、N5 / 1級、2級、3級、4級 ）

□ 日本留学試験の日本語科目　　　　　点

□ BJTビジネス日本語能力テスト　　　　　点

□ 現在、日本語学校で勉強しているレベル（初級・中級・上級）

Financial
Supporter

How do you plan to finance your education?

Self-finance

Name Home address & Phone number

Occupation,Place of employment & Phone number Annual income Relationship with the applicant

Remittance from abroad Scholarship Supporter in Japan Other

学　歴
学 校 名

小 学 校

中 学 校

高 等 学 校

専 門 学 校

大 学

修業年数

年

年

年

年

年

年

入学年月／卒業年月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

     　年　　月～     　年　　月

※すでに「AO入学エントリーシート」をご提出された方は、記入の必要はありません。

※本人負担の場合は、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。

※上記の内容を面接の際、参考にさせていただきます。

会　社　名 在　職　期　間 職　　種

※自国で就職した経験がある方のみ記入

School name

Elementary school

Junior high school

High school

Technical college

College / University

Years of education completed Date of enrollment / Date of graduation

Academic background

自国での職歴
Employment history in home country

Period of employment Type of jobCompany name

あなたの将来の目標や学ぶことの目的を記入してください。Please write your future goal and the purpose of study. 

フリガナ

性　別 生 年 月日氏　　名
男 ・ 女 　　年　　　月　　　日生

現 住 所
〒      　　 -

電　　話（　　　　　）　　　携帯電話 （　　　　　）　　

在籍学校名

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

年　　 月 ～　　　年　　 月 まで

日本語学校名 在籍期間

在籍期間

在籍期間

専門学校名

大学･
短期大学名

志望校

志望学科
科 ワールド 専　攻

コース

※

Name

Sex

Male Female

Date of Birth

Current Address

Telephone Number

Name of Japanese
 Language School

Name of
Technical College

Name of University
or College

Mobile Phone Number

メールアドレス
Email address

Name of school at which
you are currently enrolled

Preferred department

Enrollment Period

Enrollment Period

Enrollment Period

Alien Registration Number
（Resident Card Number）

外国人登録番号
（在留カード番号）

現在のビザ 有効期限 年　　 月　　 日まで留学・その他（　　　　　　　　　　）
Current Visa Valid UntilCollege Other
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