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Guidelines for Applications

◇学部設置概要

学校設置会社 デジタルハリウッド株式会社

学校名 デジタルハリウッド大学

所在地
■駿河台キャンパス：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階/4階

■八王子キャンパス（制作スタジオ）：東京都八王子市松が谷1番地

学部・学科 デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科

◇科目履修生とは

◇募集人員

若干名

◇出願資格

次のすべての条件を満たす者
① 日本国以外の国籍を有し、外国において学校教育12 年以上の課程を修了した者、もしくは2020年9月までに修了見込みの者、

またはそれと同等以上の学力があると本学が認めた者。
② 本学での勉学を目的とし、本学の学生として入学後は、「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を取得、

または更新できる者。
③ 日本語能力試験2 級(N2)または日本留学試験EJU（日本語） 220点程度以上、もしくはそれに相当する能力のある者。

科目等履修生制度は、本学部の特定の授業科目を履修しその単位を取得できる制度です。本学部の学生とは異なり学位の
取得はできませんが、本学部入学後に科目等履修生として取得した単位は卒業履修単位として移行できます。

◇在籍期間

2021年3月31日まで

◇入学時期

2020年9月中旬頃

◇出願締切

2020年4月15日（郵送必着）
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◇出願書類

①
科目等履修生申込書
Application Form

本学所定の科目等履修生志願票を使用してください。

※代筆不可。申告ミス、記入漏れは出願を受け付けない場合があります。

※写真（4cm × 3cm） は上半身脱帽、正面からの身分証明用写真で、3ヶ月以内に撮影のものを用意し、

裏側に氏名と生年月日を記載してください。

②

卒業証明書
High School 
Graduation Certificate
(or Certificate of 
Expected Graduation)

出身高等学校の卒業、または卒業見込み証明書。

※大学を卒業している者及び卒業見込みの者は高等学校、大学両方の卒業証明書を提出してください。

※出身国の教育制度上、高等学校までの教育年限が12 年に満たない者で、日本の大学に入学 するための準備教

育課程を修了した者（見込みを含む） は、その修了証明書（修了見込み証明書） も提出してください。

③
成績証明書
High School Transcript

出身高等学校の成績証明書。

※やむを得ず原本が提出できない者は、Certified True Copy （原本から正しく複製されたものであることを

卒業した学校又は大使館、公証所等公的機関が証明したコピー） を提出してください。

※大学を卒業している者及び卒業見込みの者は高等学校、大学両方の成績証明書を提出してください。

④
活動記録報告書
Activities Report

これまでの活動や経験について記載。面接時ならび選考時に参考とする。

※全項目記入ください。資格などが特にない場合は「特になし」と記入すること。

⑤
志望理由書
Statement of Purpose

本学を志望した理由及び本学で何を学びたいかを本学所定の「志望理由書」に日本語で記入。

⑥
経費支弁書
Financial Support 
Statement

本学所定の経費支弁書を使用してください。

日本滞在中に必要な学費などの経費（初年度の場合、日本円で200万円相当） を保証する書類支弁者本人が、

必ず自筆で本学指定の用紙に記入してください（代筆不可）。

⑦
パスポートのコピー
Photocopy of Passport

パスポートを取得している方は、氏名・生年月日・パスポート番号・写真・有効期限のページをコピーし、

提出してください。

⑧
検定料支払証明書
Proof of Examination Fee 
Payment

受講検定料については「検定料・納入方法」をご参照下さい。

⑨

ポートフォリオ
Portfolio
※not mandatory

絵画・CG・音楽・映像・写真等ジャンルは問いません。

※作品は志願者本人が制作に携わったもののみとし、共同制作の場合は携わった部分を表記すること。

※A4サイズのクリアファイル（例：固定式10ポケット）等を用いて提出。

※賞状のコピーなどを添付する場合は、A4サイズのコピーをこの用紙にホチキス留めしてください。

⑩

検定等の資格/証明書

Qualification/ Certificate
※not mandatory

自らの成績・学力・言語能力を評価・証明する以下のような書類を所持しているもの者は、提出してください。

【例；日本語能力試験(JLPT), 日本語留学試験(EJU), 日本語NAT-TEST成績通知書】

・証明書は原則として原本を提出してください。また、記載言語が英語、日本語、中国語、ベトナム語、マレー語、インドネシア語以外の場合、
大使館、公証所等公的機関で認証を受けた日本語、または英語の翻訳文原本を提出してください。

・出願書類はすべて、黒または青インクのボールペンかペンで記載してください（消せるボールペン・鉛筆不可）。
・各種証明書について氏名等がパスポートの記載と異なる場合は、大使館等公的機関で同一人物であることの証明を受けてください。
・提出された出願書類は返却できません。ただし、再発行が不可能な証明書に限り、返還を希望する方へ返却します。

その場合は返信先住所、氏名を記載した返送依頼文書を同封してください。

※出願書類について不明点がある場合、入試事務局（daigaku@dhw.ac.jp)までお問い合わせください。
※書類に不備があった場合は、出願受付を行いません。また、提出された書類は、一切返却しません。
※出願書類にて受け付ける出願者の個人情報は、個人情報保護法に基づき厳正な管理を行い、出願者への入試に関する案内・情報提供

以外の目的には使用しません。

Guidelines for Applications
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◇出願方法

検定料 20,000円

Guidelines for Applications

● 送金方法
● 支払い方法
● 通貨
● 送金金額

出願締切日までに、受講検定料を日本円で下記の振込先へお振込みください。
振込用紙の控えのコピーは、その他出願書類と一緒に送付してください。
※PayPal（ペイパル）での支払いを希望する方は、daigaku@dhw.ac.jpまでお問い合わせください。

： 外国向け電信送金
： 通知払
： 日本円
： 受講検定料の合計金額

※振込みをする現地の金融機関で別途手数料（海外送金取扱手数料、支払い銀行手数料）がかかる場合は、
上記金額と別に窓口でお支払いください。

※すべての銀行でかかる手数料は送金人負担となります。
ALL BANK'S CHARGES, ARE FOR A/C OF APPLICANT.

※必ず現金（日本円）で振込みをしてください。小切手などの有価証券は受け付けません。
※振込人名は必ず受験者本人の名前で振り込んでください。
※日本国内から親戚知人等を通じて受講検定料を振込む場合、送金人は「振込控えのコピー」を入試事務局まで 送付してください。

また振込む際に、「備考」欄に志願者本人の氏名を入力してください。
※ 一旦納入された受講検定料は、いかなる理由があっても返還できません。

銀行名 りそな銀行
RESONA BANK, LTD.

SWIFT CODE：DIWAJPJT

支店名 秋葉原支店 AKIHABARA BRANCH

銀行住所 東京都千代田区神田和泉町1-277 1-277 KANDAIZUMI-CHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN

受取人口座番号 1905830 275-1905830

受取人 デジタルハリウッド大学 Digital Hollywood University

受取人住所
東京都千代田区神田駿河台4-6

御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨ ｱｶﾃﾞﾐｱ3F

Ochanomizu Sola City Academia 3th Floor, 4-6

Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

◇検定料・納入方法

出願書類発送先

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 

御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨ ｱｶﾃﾞﾐｱ4F 

デジタルハリウッド大学 入試事務局宛

Tel:03-3526-5785

DIGITAL HOLLYWOOD UNIVERSITY 

UNDERGRADUATE ADMISSIONS OFFICE

OCHANOMIZU SOLA CITY ACADEMIA 4F

4-6 KANDA SURUGADAI, CHIYODA-KU, TOKYO

JAPAN 101-0062

Tel: +81 3-3526-5785

※出願書類は、出願期間最終日必着となります。
※郵送中の事故に関しては、本学は一切の責任は負いません。
※提出した書類は必ずコピーして手元に保管しておいてください。

必要な提出書類をそろえ、以下の住所にEMS （国際スピード郵便） または書留扱いの航空便（Registered Post by Air Mail）で郵送して
ください。
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◇審査方法

Guidelines for Applications

審査項目 試験時間 選抜内容

書類

審査
提出書類一式 -

高校などの成績証明書、志望理由書、活動記録報告書の内容などの書類を総合的に
審査する。

面接 1名約15分間
審査結果によっては面接を課す場合があります。面接会場、時間帯、審査結果などは、
対象者に別途個別にメール等にてご連絡します。

◇審査結果連絡

合否に関する審査結果についてはメール等にて連絡します。また、合格者には今後の手続きに関して個別に案内します。

◇受講手続きについて

①受講手続書類の提出について
合格者には、本学受講手続き用紙一式並びに在留資格認定証明書交付申請書（留学ビザ申請に必要な書類）をメールにてお送りします。
必要事項を記入の上、以下に記載されている書類を全て指定された締切日必着で提出ください。

※書類に不備があった場合は、『在留資格認定証明書』の交付申請を行えません。また、提出された書類は、原則として返却しません。
※郵送中の事故に関しては、本学は一切の責任は負いません。
※提出した書類は必ずコピーして手元に保管しておいてください。
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① 在留資格認定証明書交付申請書

留学ビザ申請に必要な書類

② 在留資格認定証明書交付申請用写真台紙

③
金融機関が発行する支弁者の預金残高証明書

※ 3ヶ月以内に取得したものを提出してください。

④

支弁者の収入証明書および在職証明書

※過去3 年間分の収入を証明する資料。

※3ヶ月以内に取得した職業を証明する資料。

※個人経営者の場合、営業許可証、納税証明書を提出してください。

⑤ 支弁者と申請人の関係を立証する資料

⑥ 学生名簿登録用紙

入学手続き書類一式

⑦ 保証書

⑧ 誓約書

⑨ 科目受講に関する確認書

⑩ 学生証用写真台紙

⑪ 私費外国人留学生学費減免申請書

⑫ パスポートコピー貼付書式



Guidelines for Applications
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◇日本語教育について

本学の授業は、一部科目を除いて、全て日本語で行います。したがって、単位を取得するには、高度な日本語でのコミュニケーション能力
が必要となります。そのため留学生の皆様には、授業に必要な日本語能力を身につけるための日本語の授業を用意しています。

◇学生寮について

外国人留学生が特別料金で利用できる、学生会館をご紹介しています。施設などの詳細は下記のサイトを閲覧してください。

学生寮（共立メンテナンス） http://www.gakuseikaikan.com/dp/dhu/

◇科目内容について

日本語科目週3～5コマ（1コマ90分）、専門科目週4コマ（1コマ90分）を予定しています。
※専門科目の詳細については、決定次第お知らせします。
※上記のコマ数は変更となる場合があります。予めご了承ください。

③在留資格の手続きについて
本学は合格者に代わって、東京入国管理局に『在留資格認定証明書』の交付申請を行います。合格者に個別に送付される入学手続書類用
紙一式、納付金の納入などの手続きを完了してください。なお、指定する期間内に手続きをしない場合は棄権したものとみなします。

受講手続完了後、本学にて 『在留資格認定証明書』を取得した後に、EMS （国際スピード郵便） または書留扱いの航空便（Registered Post 
by Air Mail） で合格者に送付します。本国の日本大使館また領事館にて『留学』ビザ発給の申請を行ってください。
※本学が代行する『在留資格認定証明書』取得審査は法務省が行うため、不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。

②納付金の納入について
合格者された方は、合格者に個別にお知らせする指定日までに入学金ならびに授業料の合算を検定料と同一の納入先に入金ください。

入学金 100,000円

※2021年4月より本学部に入学する場合、科目等履修生として納入した入学金100,000円は学部入学金から減免します。

授業料 36,000円/1単位

※受講手続きとして授業料を納入後、何らかの事情により本学部の科目履修を辞退される場合、受講辞退の意思表示を科目履修開始まで
に行うことにより、「授業料」については返金します。但し、その場合も「入学金」については原則返金しませんのでご了承ください。
※科目によっては、指定の教科書代等の実費が別途必要となる場合があります。
※留学ビザにて受講する場合、在留資格認定を取得するために最低週に10時間の授業を履修する必要があります。よって、最少7科目14単
位の履修が必要です。

◇提出方法

出願書類発送先

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 

御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨ ｱｶﾃﾞﾐｱ4F 

デジタルハリウッド大学 入試事務局宛

Tel:03-3526-5785

DIGITAL HOLLYWOOD UNIVERSITY 

UNDERGRADUATE ADMISSIONS OFFICE

OCHANOMIZU SOLA CITY ACADEMIA 4F

4-6 KANDA SURUGADAI, CHIYODA-KU, TOKYO

JAPAN 101-0062

Tel: +81 3-3526-5785

※出願書類は、出願期間最終日必着となります。
※郵送中の事故に関しては、本学は一切の責任は負いません。
※提出した書類は必ずコピーして手元に保管しておいてください。

必要な提出書類をそろえ、以下の住所にEMS （国際スピード郵便） または書留扱いの航空便（Registered Post by Air Mail）で郵送してください。
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2020年度 デジタルハリウッド大学
留学生科目等履修生 申込書

受験番号

ここは記入しないでください。

志願者

フリガナ

姓(Family Name) 名 (First Name & Middle Name)

アルファ
ベット表記

（名前）

性別
□男

□女

生年

月日
年 月 日 年齢

歳
国籍

現住所

電話

番号
E-mail address

学歴

学校名 入学年月日 卒業年月日 修業年限

小学校
年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

職歴

会社名 期間 業務内容

氏名 年齢 志願者との関係

住所

電話

番号
職業

昨年度年収

（日本円換算） 円

▼小学から最終学歴（日本語学校を含む）までを年代順に記入ください。

▼これまで就職した経験のある方は、記入ください。

▼経費支弁者の情報を記入ください。
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キ
リ
ト
リ

写真貼付欄
サイズ(4×3cm)

上半身脱帽正面
3カ月以内に撮影の
もので、身分証明用
の写真に限ります。

※写真の裏に、氏名、
生年月日を必ず記
入してください。
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2020年度 デジタルハリウッド大学 留学生科目等履修生

志望理由書

受験番号

ここは記入しないでください。

志願者名

・この用紙を使用し、本学の志望理由と本学で学びたい内容について、これまでの学習暦に触れ、日本語で600字以内で記入してください。
・記入には、黒のボールペンまたは、インクを使用してください。消せるボールペン・鉛筆は不可。

記入日 年 月 日
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1.影響を受けた作品とその理由
作品：絵画、映像、ゲーム、アニメ、漫画、イベント、小説など.

2.今、注目している作品とその理由

6.これまでに力を入れた活動に関する説明を、自由に記入してください。

4.3の活動の中で得たこと、学んだこと

3.クラブ活動・生徒会・社会的活動（ボランティア、アルバイトなど）の記録.

5.資格（学問、語学、スポーツ、文化、趣味など） 受賞歴や成果
※資格を証明する資料がある場合は、コピーを添付ください。

2020年度
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キ
リ
ト
リ

受験番号

ここは記入しないでください。

志願者名

2020年度 デジタルハリウッド大学 留学生科目等履修生

活動記録報告書

年 月 日（記入日）
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経費支弁書

Letter of Paying Expenses

日本国法務大臣 殿 To the Minister of Justice

私はこの度上記の者が日本国に入国した場合・在留中の経費支弁者になりましたので、下記のとおり経費支弁の
引き受け経緯を説明するとともに経費支弁について証明します。
I hereby agree to take the responsibility of paying expenses of the applicant mentioned above during his or her stay in Japan.

1. 経費支弁の引受経緯（申請者の経費の支弁を引き受けた経緯及び申請者との関係について具体的に記載してください）。
The reason for my bearing the expenses of the above-mentioned applicant and my relationship with him or her are as follows.

私は、上記の者の日本滞在について、下記のとおり経費支弁することを証明致します。
また、上記の者が在留期間更新許可申請の際には、送金証明書又は本人名義の預金通帳（送金事実、経費支弁事実が
記載されたもの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出します。
I, , swear to pay the expenses as stated below and I will submit such documents establishing my 
payment as a remittance certificate or a copy of the applicant's bank book which indicates the remittance at the time of 
application for extension of period of residence.

国籍 Nationality                                               .

氏名 Full Name . 生年月日 年 月 日生 （ 男 ・ 女 ）.
Birth Date         Year month      Day   Male    female

記.

2. 経費支弁内容

記.

（1） 学費 Tuition ￥ 604,000 .

（2） 生活費 Living Expenses                                          月額 Monthly ￥ .

住所 Address 〒 .

学生との関係 Relationship with the applicant .

氏名（署名） Name (Signature). 印

年 月 日（記入日）

経費支弁者 Supporter
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E-Mail ： daigaku@dhw.ac.jp URL ： https://www.dhw.ac.jp/

デジタルハリウッド大学 DIGITAL HOLLYWOOD UNIVERSITY

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階

▼ご質問は、メールにてお気軽にお問合せください。
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