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この情報は 2020 年 6月末現在のものです。
新型コロナウイルス感染症を含む天災・疫病等の状況により、
選抜方法や日程等は予告なく変更となる場合があります。
詳細は本学公式 Webサイト「入試情報」ページを必ずご確認ください。

https://www.dhw.ac.jp/entrance/

参考：文部科学省「令和3年度大学入学者選抜実施要項」 （2020年6月19日発表）
https://www.mext.go.jp/nyushi/

日程

選抜方法

オンライン
受験時の
注意点

スマートフォンでの受験は不可。PC（windows/mac）もしくはタブレット（iPad）を用意すること

インターネット通信環境が安定している［推奨回線速度：下り上りともに10Mbps以上］
試験時間中、受験者以外の人物が出入りしない
室内が明るく、Webカメラ上で受験生の顔がはっきり認識できる
Webマイクを使用し、受験生の声以外の雑音が極力入らないようにする

本募集要項に記載の日程で実施します。

自宅および在籍校（高等学校等）内で、下記条件を満たす場所を確保すること。

※出願者には「事前接続テスト」を実施します。詳細は出願手続き完了後に通知します。
※オンライン受験における本学の推奨環境（デバイス（PC/iPad）、通信環境、機材等）については、公式Webサイト「入試情報」ページにて紹介しています。

2021年度入学者選抜実施方針

基本方針
 新型コロナウイルス感染症の感染防止策を徹底し、三密を避ける形での試験運営を行います。
高等学校等の臨時休校に伴う学業の遅れに配慮しつつ、アドミッションポリシーに基づいた選抜を行います。

学校推薦型
選抜

オンラインにて実施します。 ［面接、基礎学力テスト］

ビデオ通話システム「Zoom」の使用できる環境をご用意ください。
新型コロナウイルス感染症等に罹患し、受験不可となった場合は、追加の受験料を徴収せずに

　別日程への振替受験を原則認めます。
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加えて、次のような人を学生として歓迎します。
 デジタルコミュニケーションの利活用により人類社会へ貢献する意欲のある人
 他者の生み出したものをリスペクトできる人
 自らの良心に従って物事を判断しようとする人
 ひとりの地球人として異なる文化を尊重し、国際社会と関わりを持とうとする人

そのため、本学では高校までの学業に加えて、
以下のような要素を評価の対象として入学者選別を行っています。

 自ら取り組んだ創造的な活動やその成果物
 デジタルコンテンツに多く触れることで得た知見
 部活動のような他者との関わりのなかで得られた経験
 母国語以外の言語を積極的に活用しようとした経験

建学の精神
大学の使命・目的
学部の教育研究目的

アドミッション・
ポリシー

知の創造と伝授こそ、人類の歴史を単なる生物の営みでなく、高度な文明と文化を持つ生物の歴史
として成らしめているものと言えよう。知を表現し他者に伝えることができるという人間が持つ特徴
的な能力を、さらに進歩させうる人材育成を行うことこそが、未来に渡り人類の繁栄を確かなもの
とするために、必要かつ欠くべからざるものであるという信念のもと、ここに大学を開学する。

本学は、教育基本法に則り、学校教育法の定める大学として、真偽、善悪、美醜の 3つの概念を基礎
にした高等教育により、広く人類社会の発展に寄与する人材を育成すると共に、それに付随する研
究開発を行うこととし、これをもって文化向上と社会発展に寄与することを使命とする。

デジタルコミュニケーション学部は、クリエイティビティ、ICT、英語を教育の基軸に置き、教養と専
門的な学術を教授研究することにより、「判断力」「創造力」「コミュニケーション力」を有し、国際社
会に貢献できる人材を育成することを目的とする。

デジタルハリウッド大学は創造的で国際社会に貢献できる人材を育成するために、
「すべてをエンタテインメントにせよ!」の精神に共感する人を国内外から広く受け入れます。

建学の精神

大学の使命・目的

学部の教育研究目的

出願書類にて本学が受け付ける志願者の個人情報は、個人情報保護法に基づき厳正な管理を行い、
志願者への入試に関する案内・情報提供以外の目的には一切使用いたしません。

個人情報の取り扱いについて

大学設置概要 デジタルハリウッド株式会社学校設置会社

学校名

募集学部

取得学位

募集定員

入学時期

デジタルハリウッド大学

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

学士（デジタルコンテンツ）

245 名 ※別途編転入学定員（10名）を設けています。

2021（令和 3）年 4月

※本学は構造改革特別区域法を利用した、学校設置会社が設置した大学です。
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以下のいずれかに該当する者、もしくは2021年3月までにこれに該当する見込みの者。
尚、年齢表記については本学入学時（2021年4月1日）の年齢とする。

1   高等学校又は中等教育学校を卒業した者
2   特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
3   外国において、学校教育における12年の課程を修了した者

　  （12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了する必要がある。）

4   外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者
　  （12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了する必要がある。）

5   外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の
　  要件を満たす高等学校に対応する学校の課程を修了した者
6   我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者

　  （12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程を修了する必要がある。）

7   高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を修了した者
8   指定された専修学校の高等課程を修了した者
9   旧制学校等を修了した者

10   外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者。
国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した者

11   高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者
　  （18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。）

12   本学において、高等学校を卒業した力を有すると認定した者で18歳以上の者

https://www.mext.go.jp/nyushi/

詳細は文部科学省ホームページで確認してください

大学入学資格

本学の「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」により定める「留学」の在留資格を有する学生を指します。
家族滞在、日本人の配偶者、定住者などの在留資格を持つ外国籍の方は、減免制度や奨学金制度の対象外となります。

注意
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本学が指定する高等学校および日本語学校等に所属し、人物、学力ともに優秀で、本学を第一志望とし、かつ
所属学校長が推薦する者。

2

学校推薦型選抜

出願資格

次の 1 ～ 3 すべての条件を満たす者。

P.05 「大学入学資格」を満たす者、もしくは2021年3月までにこれに該当する見込みの者。1

※出願締切は郵送の場合は当日消印有効、窓口への持参は必着。
※受験者により、開始と終了時刻は異なります（後日配信の受験票にて集合時刻を通知）。

入学試験
日程

出願期間区分 試験日時 合格発表 入学手続き締切日定員

学校推薦型
選抜

2020年

11月2日 月

2020年

11月6日 金 2020年

11月15日 日

2020年

12月4日 金

2020年
12月18日 金

2021年
1月12日 火

1次締切

2次締切

次の基準を満たす者。
＜国内生（本学が指定する日本国内の高等学校等に在籍する者）の場合＞

全体の評定平均値が3.5以上の者（学習成績概評「B」段階以上が望ましい）で、出席数が良好な者。
＜留学生（入学後「留学」の在留資格を取得または更新予定の外国籍の者）の場合＞

出願時の在籍校における通算出席率（時限）が 90% 以上であり、かつ日本語能力試験 N2 以上合格もしくは
日本留学試験（日本語・記述除く）220 点以上を有する者。

3

選考方法
選考内容審査項目

志望理由書 希望する専攻分野、卒業後の目標などについて記載。面接·選考時に参考とする。

活動記録報告書
および添付書類 これまでの活動や経験について自由に記載。面接·選考時に参考とする。

面接 3分間の自己アピールを含む10分間の個別面接。

基礎学力テスト 約15分間で国・数・英の設問に解答。大学入学程度の基礎学力を審査する。

書類審査 高等学校調査書等
および推薦書 大学入学資格を満たすことを証明する書類ならびに推薦理由を記した書類。選考時に参考とする。

配点

100点

—

各校1名
! 郵送・窓口持込ともに必着
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出願書類

志願票（インターネット出願サイトより出力し印刷）2

出願書類チェックリスト1

志望理由書3

合格発表
入学手続き

合格発表、入学手続きについてはP.14を参照ください。

受験について 受験票

事前接続テスト

本学へ出願書類の到着後、受付処理し、試験前日までにインターネット出願システムにて受験票を配
信します。インターネット出願システムへログインの上、受験票をダウンロード、必ず印刷し、試験当日
携帯してください（郵送はいたしません）。受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録した
メールアドレスへ通知します。詳細はP. 11をご確認ください。

詳細は出願手続き完了後に通知します。

高等学校調査書等の出願資格を証明する書類6

活動記録報告書4

推薦書/担任教諭所見書5

（外国人留学生の方のみ）外国人留学生出願書類一式　［P.09］7

受験当日 集合時間

試験会場

集合時間は受験票で通知します。

2021年度はオンライン試験のため、本学会場では実施しません。

検定料 全額本学負担
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選考内容の詳細

 約15分間で国語（留学生は日本語［N2程度］）、数学、英語の基礎問題に解答します。基礎学力テスト
サンプル問題 本学 Web「入試情報」ページにて公開しています

この情報は 2020 年 6月末現在のものです。
新型コロナウイルス感染症を含む天災・疫病等の状況により、
選抜方法や日程等予告なく変更となる場合があります。
詳細は本学公式 Web サイト「入試情報」ページを必ずご確認ください。

https://www.dhw.ac.jp/entrance/

 受験者1名に対し、面接官2名の個別面接方式です。
 面接は10分間です。
 受験者は冒頭、3 分以内で自己アピールを行なってください。その後、面接官から
本学への志望動機、将来の目標、デジタルコンテンツに関する興味、現在までの
活動状況などに関して質疑を行いますので、自由に回答してください。
 面接時は作品、ポートフォリオ等の持ち込みは一切できません。
出願時までにすべて提出すること。
 試験当日の集合時刻は受験票にて通知します。
面接開始時刻は試験当日にお知らせします。

面接

※2021 年度はオンラインにて
　実施します

※2021 年度はオンラインにて
　実施します
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出願方法

外国人留学生出願書類一式

 すべての提出書類において、記載言語が日本語、英語以外の場合は、現在所属している日本語教育機関等による認印、または大使館、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。
 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、鉛筆は不可です。
 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。
 入学後、在留資格「留学」以外（例：「家族滞在」「定住者」）の在留資格で、本学に在籍する場合、提出書類や学費の制度などが異なります。事前に
大学入試事務局までお問い合わせください。

志願票

卒業証明書

成績証明書

日本語学校等（来日後すべての
教育機関）の卒業証明書
および出席・成績証明書

インターネット出願サイトにて登録後、印刷したものを提出してください。

出身高等学校、大学等の卒業、または卒業見込み証明書。

出身高等学校、大学等の成績証明書。

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者は、提出してください。

日本国内の教育機関（日本語学校、別科、専門学校等）の在籍経験がある方は、在籍したすべての教育機関の
卒業証明書（卒業見込み証明書もしくは在籍証明書）、出席・成績証明書を提出してください。

※ 必ず原本を提出してください。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）を提出すること。
※ 大学を卒業している者は高等学校、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。

※ 必ず原本を提出してください。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）を提出すること。
※大学を卒業している者は高等学校、大学両方の成績証明書を提出してください。

（例：日本語能力試験成績通知書、日本留学試験成績通知書、外部英語検定証明書）

経費支弁書

パスポートの写し

在留カードの写し（両面）

検定証明書等

履歴書

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）を保証する書類です。
支弁者本人が、必ず自筆で記入してください。

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て提出してください。

両面をコピーしてください。お持ちの方は必ず提出してください。

本学所定の用紙に必要事項を全て記入してください。

※ 「経費支弁書」「履歴書」は、本学専用書式を使用すること。
　書式は本学ウェブサイト「募集要項ダウンロード」（https://www.dhw.ac.jp/entrance/guidelines/）のページよりダウンロードできます。各自印刷して記入、提出ください。
※留学生の方は、現在の在留状況などに応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。
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出願方法

出願書類提出時の
注意点

各選抜区分に該当する出願書類一式は、市販の封筒（角 2サイズ）を用い、インターネット出願
サイトにて志願票とともに出力される「宛名ラベル」を封筒に貼付けた上、必ず簡易書留速達
により郵送してください。

1

2

出願書類が到着してから、受験票をインターネット出願サイトで公開するまで数日かかりま
すので、できるだけ早く出願手続きを完了してください。特に本学より遠方の地域にお住まい
の方はご注意ください。

3

 書類に不備があった場合には受験できません。 本学では事前の書類確認は受け付けてい
ませんので、十分注意した上で出願書類を提出してください。

4

一度提出された出願書類（作品等含む）は、本学が返却を認めた書類を除き、返却しません。5

出願書類受理証明書は発行しません（ただし窓口受付を除く）。6

身体に障害（学校教育法施行令第 22 条の3に定める身体障害の程度）があり、受験上の特別な措置や入
学後の特別な配慮を必要とする場合は、出願前に入試事務局に相談してください。

7

持参する場合は、出願書類一式を郵送同様、宛名ラベルを封筒に貼り付け、本学駿河台キャ
ンパス（御茶ノ水ソラシティアカデミア3F）受付に持参すること。その際、書類のみ置かず、必ず職員に
手渡し、出願書類である旨伝え、受理証を受け取ってください。

受付時間は、月曜日～金曜日 10:00～18:00まで。
年末年始 2020 年 12月26日 土 ～2021 年 1月3日 日 、土、日曜、祝日、各入学試験日は不可。

日本留学試験成績に関する証明書日本留学試験（EJU）

TOEIC L&R / S&W

TOEFL® iBT

日本語能力試験（JLPT）

IELTS TM

Official Score Certificateの原本

Official Score Reportの原本またはExaminee Score Reportの原本
またはTest Taker Score Reportの原本

日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書

合格証明書（認定書）の原本

検定試験名 内容

※一度提出した証明書等は返却しません。
※原本提出が必要な検定について、証明書のコピー等を提出した場合、評価の対象外となります。

日本語検定試験等のスコア、等級を含めて出願する場合は、下記の検定証明書を添付して
ください。下表にない検定・資格等の提出を希望する場合は、原則として検定証明書の原本
にあたる書類を提出すること。

8

インターネット出願 2021 年度より学校推薦型選抜はインターネット出願サイトからの出願受付となります。「出願手続き
を行う」をクリックし、画面の指示に従って出願内容の登録を行ってください。

なおインターネット出願サイト上で「学校推薦型選抜」を選択した場合、パスワードを要求されます。
必ず事前に進路担当の先生からパスワードを聞き取っておくよう注意ください。
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インターネット出願の流れ
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出願方法

インターネット出願の流れ
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書類作成時の注意点

 資料や作品を提出する場合は、本紙を上にしてホチキス留めすること。複数の資料や作品を提出する場合は、A4
クリアフォルダ（20 ポケット以内）を使用しての提出も可。

共通

 記載する活動を行なった期間を記入。複数の活動について記載する場合には、「 1 」「 2 」などと番号を振り、それ
ぞれの活動についての説明がわかるように記載すること。

活動期間

活動記録報告書の記入について

 これまでに力を入れた活動（クラブ活動、生徒会、社会的活動［例：ボランティア、アルバイト］等）の分野名を記入。

 作品を最低 1 点添付し、その提出作品のジャンル（例：絵画、イラスト、彫刻、映像、ゲーム、写真、Webサイト、音楽作品等）を記入。
活動分野

 活動の概要および活動における役割、成果、受賞歴等について記入。
 提出作品のタイトル、制作方法（個人 orグループ）、アピールポイント等について記入。

活動内容

作品提出規定

 作品のジャンルは問いません。ただし、各ジャンルの提出仕様は下記表に従ってください。
 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明確に表記すること。
 作品の説明として、制作時期、タイトル、アピールポイントについて、制作環境やツール（制作に使った道具・ソフト）を含め記載すること。
 面接時に作品を持ち込んで説明をすることはできません。
 添付するポートフォリオや、書類、メディアなどはいかなる理由があっても返却しません。 
 規定に従わない場合には、作品の提出が認められない可能性がありますのでご注意ください。

 作品、または作品のプリントアウト、コピー、作品を撮影した写真等を A4 サイズの紙に出力し
（A4 サイズ以下の場合は A4コピー用紙などに貼り付け）提出。

 ※ デジタルデータの場合も、データのみの提出は認められませんので、必ず 1 点は出力したものを
上記の形式で提出してください。

 デジタル作品は、USB メモリ（要記名）にデータを入れて提出すること。提出データは画像（JPG、

PNG、GIF）、動画（MOV、MP4）、書類（PDF）に限ります。
 ゲームやプログラミング作品については、実行環境を明記し、どのデバイスでも動作することを
担保したうえで提出すること。デモリールやプレイ動画など、動作中の様子がわかる資料を合わ
せて提出することが望ましい。

絵画、イラスト、彫刻、
映像、 ゲーム、写真等

Webサイト（ホームページ）

作品の場合

音楽作品

 閲覧用のURLを記入し、対応ブラウザや技術環境、作品に関する紹介、画面のスクリーンショット
などを適宜追記すること。
 USBメモリ（要記名）での提出も可。

 USBメモリ（要記名）にて提出、または作品視聴用のURLを記入。
 CDやDVD 等、USBメモリ以外のメディアでの提出は不可。
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合格発表／入学手続き／補欠

合格発表

入学手続き

補欠者

合格発表の方法は、受験者に別途お知らせします。
 発表日の翌日より合格者各々に合格通知書並びに入学手続き案内を郵送します。
学内での掲示は行いません。また、電話、メール等での問い合わせにも一切応じません。
 試験当日、大学周辺で本学関係者を装うなどして、「合否電報（電話）等」の勧誘などを行う者が
いても、本学とは無関係であり、申込む必要はありません。また、申込みにより発生した事故に対し
て、本学は一切の責任を負いませんので、ご注意ください。

1  入学手続き書類の交付
 入学手続き書類は、合格者に合格通知と同封して郵送します。 

※ 合格したにもかかわらず、入学手続き書類が到着しない場合には、大学事務局までお問い合わせください。

2  入学金、学費等の納入
  合格者は入学手続き締切日までに、下記の 1 ～ 3 の手続きを完了してください。振込について

は、最寄りの金融機関より行ってください（手数料本人負担）。

入学金
250,000 円

納入

1 2 3

授業料、運営費、
演習費等

納入

入学手続き
書類の提出

（所定の封筒に入れて郵送）

1 ～ 3 が
完了した方に、

本学より完了通知
を発送します

1 次手続き 2 次手続き 入学手続き完了

※一度納められた入学金については、理由の如何を問わず返還はできません。

入学手続きは納付金の納入、書類の提出をもって完了となります。
期日までに手続きが行われない場合は、原則として入学を辞退したものと取り扱いますので注意し
てください。
入学手続き期限は入学者選抜ごとに異なります。

合格者の入学手続き状況をみて欠員が生じた場合のみ、 
補欠者（補欠合格の候補者）を繰り上げ合格とする場合があります。

 補欠者は、各試験の合格発表日に発表します。
 繰り上げ合格者には、出願時に提出した電話番号およびメールアドレスにその旨通知します。個々
の補欠者ごとに定めた返答期限までに入学の意思が確認できない場合、入学辞退とみなし、次の
補欠者へ連絡します。
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学費  初年度納付金

初年度納付金 納付金額は下記の通りです。
詳細は、合格通知書と同時に送付される入学手続き案内をご覧ください。

授業料

運営費

演習費

2年次以降
年額

250,000円

490,000円

180,000円

180,000円

1,100,000円

—

490,000円

—

—

490,000円

490,000円

180,000円

180,000円

850,000円

490,000円

—

—

490,000円

種目 前期 後期

入学金

授業料

運営費

演習費

初年度合計

種目 後期前期

初年度 2年次以降

※授業料の納付は、一括または分納（前期・後期）のいずれかを選択いただけます。
※初年度に限り、学生教育研究災害傷害保険料（昨年実績4,660円）並びに校友会費（30,000円）が別途必要です。内容

などについては入学手続き案内時に改めてお知らせします。
※ノートパソコン、ソフトウェアを原則として用意いただきます。〈例〉Adobe®CreativeCloudとMicrosoft®Office、

セキュリティソフトが原則として必要になります。
　合格者にはPCやソフトウェアの特別割引販売を案内予定です。
※履修科目に所定の教科書や教材等がある場合は、入学後に別途ご購入いただきます。
※2年次後半から留学を希望する者は、予定の期日までに留学期間中の学費を一括納入する必要があります。
※派遣留学先の本学の学費負担は、原則として最大 150 万円までとなっています。本学負担の金額は留学先の学校、

期間により決められています。また、外国人留学生の方が、本学から派遣留学を希望される場合、本学の負担金は上記と
異なり、学費減免後の授業料と同等分の金額までが本学の負担金となります。

※留学時の旅費、VISAの取得、保険、書籍、滞在にかかる費用等は個人負担になります。
※一度納められた入学金については、理由の如何を問わず返還はできません。
※入学手続き完了後に本学への入学を辞退される場合、入学辞退の意思表示を、2021 年 3 月31日（窓口 18 時まで）

に本学入試事務局に対して行うことで、授業料・運営費・演習費については返金します。ただし、入学金は返金しません。
※詳細は、合格通知と同時に送付される入学手続き案内をご覧ください。

（私費留学生）
学費減免および
奨学金制度

学校推薦型選抜の合格者のうち、私費留学生に対して学費減免等を行う場合があります。

 ASEAN 留学生特別学費減免制度、デジタルハリウッド大学私費外国人留学生奨学金制度の対象
となります。詳細は『外国人留学生募集要項［日本国内選抜］』をご覧ください。
 国内生・留学生ともに、学校推薦型選抜は特待生選考の対象外となります。

Guidelines For Designated Schools 15



16 DIGITAL HOLLYWOOD UNIVERSITY



出願書類フォーマット
（本学様式）

18

21

23

25

26

出願書類チェックリスト

志望理由書

活動記録報告書

担任教諭所見書

推薦書

https://www.dhw.ac.jp/entrance/

各様式は本学公式Webサイトからダウンロードできます。
適宜印刷のうえ使用してください。
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チェックリスト記入例

出願書類チェックリスト
デジタルハリウッド大学

提出する出願書類のチェックボックス（□）に 印を付けてください。
このチェックリストを封筒の1枚目とし、各書類をリスト順に並べて封入してください。
選抜方式によって必要な提出は異なります。詳細は各選抜方式の「出願書類」を確認すること。

※卒業証書、成績証明書が一通しか発行されない場合は、原本返却欄に 印を付けてください。
※一度提出された出願書類（外部英語検定等の証明書、作品、ポートフォリオ等含む）は、いかなる理由があっても返却できません。

受験番号
※こちらの欄は記入しないでください。

フリガナ

志願者名

注意 裏面の注意書きをよく読んで、記入してください。

2021 年度

デジハリ太郎
デ ジ ハ リ  タ ロ ウ

チェック欄 提出書類 前回提出時の受験番号 原本返却

出願書類チェックリスト［ P.19］1

志願票（インターネット出願サイトより出力し印刷）2

志望理由書［ P.21］3

活動記録報告書［ P. 23］
および添付資料

4

担任教諭所見書/推薦書［ P.25］5

高等学校調査書等の出願資格を証明する書類6

経費支弁書9

履歴書10

日本語学校の出席成績証明書7

日本語学校の卒業証明書8

パスポートの写し11

在留カードの写し（両面）12

検定証明書等13 受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

以下、外国人留学生のみ提出必須

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

受験番号 1 2 3 4 5 6
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デジタルハリウッド大学

出願書類チェックリスト

提出する出願書類のチェックボックス（□）に 印を付けてください。
このチェックリストを封筒の1枚目とし、各書類をリスト順に並べて封入してください。
選抜方式によって必要な提出は異なります。詳細は各選抜方式の「出願書類」を確認すること。

※卒業証書、成績証明書が一通しか発行されない場合は、原本返却欄に 印を付けてください。
※一度提出された出願書類（外部英語検定等の証明書、作品、ポートフォリオ等含む）は、いかなる理由があっても返却できません。

受験番号
※こちらの欄は記入しないでください。

フリガナ

志願者名

注意 裏面の注意書きをよく読んで、記入してください。

　  

キ
リ
ト
リ

2021 年度

チェック欄 提出書類 前回提出時の受験番号 原本返却

出願書類チェックリスト［ P.19］1

志願票（インターネット出願サイトより出力し印刷）2

志望理由書［ P.21］3

活動記録報告書［ P. 23］
および添付資料

4

担任教諭所見書/推薦書［ P.25］5

高等学校調査書等の出願資格を証明する書類6

経費支弁書9

履歴書10

日本語学校の出席成績証明書7

日本語学校の卒業証明書8

パスポートの写し11

在留カードの写し（両面）12

検定証明書等13 受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

受験番号

以下、外国人留学生のみ提出必須

受験番号
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キ
リ
ト
リ

2021 年度
出願書類チェックリスト 記入上の注意

提出する出願書類のチェックボックス（□）に 印を付けてください。
 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、鉛筆は不可です。
 出願書類は封筒に入れて提出してください。このチェックリストを書類
の 1 枚目とし、各書類をリスト順に並べて封入してください。
 選抜方式によって必要な提出書類は異なります。詳細は各選抜方式
の「出願書類」を確認すること。

※ 卒業証書、成績証明書が一通しか発行されない場合は、原本返却欄に 印を付けて
ください。

※ 一度提出された出願書類（外部英語検定等の証明書、作品、ポートフォリオ等含む）
は、いかなる理由があっても返却できません。
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志望理由書

年 月 日記入日

注意 裏面の注意書きをよく読んで、記入してください。

2021 年度

フリガナ

志願者名

学校名

　  

キ
リ
ト
リ

（600字）

受験番号
※こちらの欄は記入しないでください。
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キ
リ
ト
リ

2021 年度
志望理由書 記入上の注意

 表面の原稿用紙（600 字詰め）に、本学の志望理由を自由に記入してくだ
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、鉛筆は不可です。
 パソコン等を使用する場合はA4サイズ1枚に出力し、表面の指定用紙
に氏名、学校名（高等学校卒業程度認定試験合格者は、「高等学校卒業程度認定試

験合格」、合格見込みの者は「高等学校卒業程度認定試験合格見込み」、従前の大学入

学資格検定合格者は「大検合格」と記載してください）を記載し、本紙を上にして
ホチキス留めにすること。
 パソコン等を使用する場合も文字数を 600 字以内とし、文末かっこ
書きで文字数【例：（596字）】を記載すること。
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キ
リ
ト
リ

A. 将来の目標

B. 在学期間で必ず達成したいこと

C. Bの実現のために本学で特に学びたいこと

D. 大学時代に学業以外で挑戦してみたいこと

注意 裏面の注意書きをよく読んで、記入してください。

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。（活動期間、分野、内容など）1.

入学後の活動について2.

2021 年度
年 月 日記入日

フリガナ

志願者名
受験番号

※こちらの欄は記入しないでください。

活動記録報告書
学校推薦型選抜
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 P.13「活動記録報告書の記入について」をよく読んで記入すること。
 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、鉛筆は不可です。
 パソコン等を使用する場合はA4サイズ1枚に出力し、本紙の表面に氏
名を手書きで記載し、本紙を上にしてホチキス留めすること。
 作品の写真や画像、賞状のコピーなどを添付する場合は、A4サイズの
紙に印刷するかはがれないようにしっかり接着し、本紙が表紙になる
ように下に重ねて提出すること。

 

キ
リ
ト
リ

2021 年度
学校推薦型選抜

活動記録報告書 記入上の注意
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キ
リ
ト
リ

担任教諭所見書

人物について （性格、長所、特技など）1.

推薦の所見

担当教諭氏名 印

学習状況について （授業態度、出席状況など）2.

総合的な所見 （推薦理由）3.

フリガナ

志願者名

2021 年度
年 月 日記入日
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キ
リ
ト
リ

推　薦　書

所在地

年 月 日記入日

杉山知之殿
デジタルハリウッド大学

学長

学校名

校長名 印

下記の者を、調査書および担任教諭所見書に示すとおり
貴大学に推薦いたします。

記

志願者名

2021 年度
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問い合わせ先

デジタルハリウッド大学
駿河台キャンパス

〒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3F

JR「御茶ノ水駅」【聖橋口改札】より徒歩 1 分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」【B2 出口】直結 1 分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」【出口 1】より徒歩 4 分
JR「秋葉原駅」より徒歩 9 分
都営地下鉄新宿線「小川町駅」より徒歩 6 分

デジタルハリウッド大学 入試事務局

E-mail nyushi@dhw.ac.jp
Tel. 03-3526-5785
Web https://www.dhw.ac.jp
Fax. 03-3255-3386
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