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Guidelines for Applications

◇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

取得学位 学士（デジタルコンテンツ）

募集学部・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

入学時期 2020年4月

◇日程・募集人員

◇アドミッションポリシー

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。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

◇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3月迄に修了見込みの者、

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)・日本留学試験（日本語） 220 点以上、もしくは相当する能力のある者。
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※郵送の場合、出願期間最終日の消印有効です。
※面接会場、当日の集合時間などの詳細は、別途出願者にお知らせします。

入試区分 定員 出願期間 試験日程 試験会場 合格発表 入学手続締切

スラバヤ現地入試 若干名
2019年7月1日(月)～

10月31日(木)

2019年

11月22日(金)
スラバヤ会場

2019年

11月29日(金)

2019年

12月20日(金)

ジャカルタ現地入試 若干名
2019年7月1日(月)～

10月31日(木)

2019年

11月25日(月)
ジャカルタ会場

2019年

11月29日(金)

2019年

12月20日(金)



◇出願書類

①
願書

（志願票・写真票・受験票）

本学所定の日本国外入学試験用願書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

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

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 言語能力に関する証明書

自らの言語能力を証明する以下の書類などを所持している者は、提出してください。

・日本語能力試験成績通知書

・日本留学試験成績通知書

・日本語学校卒業（修了） 証明書および出席成績証明書

・英語能力証明書

⑤ 志望理由書 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 活動記録報告書

※全項目記入ください。

※作品や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。デジタルデータで提出する場合はUSB等でご提出ください。

⑦ 経費支弁書

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）。

⑧
金融機関が発行する

預金残高証明書

支弁者名義のもので、日本円で約200万円相当の預金残高証明書。

※ 3ヶ月以内に取得したものを提出してください。

⑨
支弁者と申請人の関係を

立証する資料
支弁者と申請人の関係を証明できる書類（戸籍謄本のコピー）。

⑩
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。職業を証明する資料。

※ 3ヶ月以内に取得したものを提出してください。

※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。

⑪ パスポートのコピー
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・有効期限のページの

コピーを提出してください。

⑫
入試検定料送金依頼書

のコピー
受講検定料については「検定料・納入方法」をご参照下さい。

・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、インドネシア語、日本語以外の場合、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。

・記入には、黒のボールペンを使用してください。消せるボールペンや鉛筆は不可。
・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。

Guidelines for Applications
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※出願書類について不明点がある場合は、入試事務局までお問い合わせください。
※書類に不備があった場合は、受付を行いませんので、十分に注意して出願してください。
※出願書類にて本学が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一切使用しません。



◇出願方法

検定料 20,000円（1日程）

● 送金方法
● 支払い方法
● 通貨
● 送金金額

各出願締切日までに、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。
※ Paypalにて納入した方は、Paypal決済完了画面をプリントし、提出してください

： 外国向け電信送金
： 通知払
： 日本円
： 受験する入学検定料の合計金額

※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入学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。
※ 一旦納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還できません。

◇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

※出願書類は、出願期間最終日の消印有効となります。
※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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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 1 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

Guidelines for Applications



◇選抜方法・配点

Guidelines for Applications

審査項目 試験時間 配点 選抜内容

書類

審査

成績証明書など

- -

成績証明書や日本語に関する出席成績証明書などについては選考時・
面接時の参考とする。

志望理由書

活動記録報告書

本学を志望する理由と目的や希望する学習・研究に対する意欲、卒業後

の目標・力を入れた活動等について記載。選考時、面接時の参考とする。

オンラインまたは対面面接 1名約15分間 100点

面接では、受験者が最初に3分以内で自己アピールを行い、その後、面接
官が、自己アピールの内容、志望動機、将来の目標、デジタルコンテンツ
に関する興味、これまでの活動状況などについて質問を行う。学習意欲、
創造力、判断力、コミュニケーション力ならびに日本語能力を総合的に審
査する。

※作品のある方はご提出ください。選考時、面接時の参考とします。

◇合格発表

合格発表は、受験者に別途お知らせします。

※各試験の合格発表日の午後1時ごろ（日本時間）より。
※合格発表日の翌日より合格者には合格通知書並びに入学手続案内をメールにてお送りします。
※学内での掲示は行いません。また、電話、メール等での問合せにも一切応じません。

◇補欠者について

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）を入試成績順に追加で繰り上げ合格とする場合があります。

①補欠者（補欠合格の候補者）の発表は、該当者がいる場合は、各試験の合格発表日に合格発表と同時に別途お知らせします。

②補欠合格者の発表（補欠者の繰り上げ合格の発表）は、入学手続き状況をみて、欠員が生じた場合のみ、補欠者の中から入試成績順に、
本人に連絡します。
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◇入学手続きについて

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。合格通知と同時に送付される入学手続書類
に従って納付金の納入、必要書類等の提出をし、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。
入学手続書類受理後、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。

◇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。また、英語科目も、ほとんどが英語と日本語の両方を使います。
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です。
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、学生会館や学生マンション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） https://www.gakuseikaikan.com/dp/dhu/
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◇学費減免・奨学金制度

本学は、私費外国人留学生の方に対して、将来、クリエイティブな世界で活躍することを望み、
21世紀を担う前途有望な人材の育成に貢献することを目的として、入学試験の成績により学費減免制度と奨学金制度を設置しています。
【注意】
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。

私費外国人留学生学費減免制度

減免金額

授業料の30％と15％の減免制度があります。

※減免率は学業成績（1年目は入試時の成績、2年次以降は学業成績）に
より決定します。

減免期間 最大4年間 ※1年ごとに審査（出席率、学業成績）があります。

減免条件

①本学の学部の正規課程に在籍し、私費外国人留学生である者。

②学業成績（1年目は入試時の成績）、出席率が良好の者。

※入学手続き時に私費外国人留学生授業料減免申請書の提出が必要。

※詳細は入学手続き書類にて、合格者にお知らせします。

私費外国人留学生奨学金制度

※その他の奨学金（日本学生支

援機構、地方自治体奨学金） の

案内も行っています

支給金額 最大月額 50,000円

給付期間 1年間 ※最大4年間申請可能

募集人数 若干名

募集対象者 私費外国人留学生の中で、成績・人物ともに優秀である者

選抜方法

書類審査および面接試験

初年度は入学試験の成績も考慮されます。

2年次以降は、学業成績も考慮されます。

※詳細は入学手続き書類にて、合格者にお知らせします。

※上記減免金額は2020年度4月入学者の場合です。2021年度以降の入学者は減免額が変更となる場合があります。
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◇特待生制度について

[特待生作品型出願要件]
個人もしくはグループで制作経験を有し、以下のいずれかの作品複数を含むポートフォリオの提出が可能な者

特待生の出願要件を満たす者は、現地入学試験において特待生入学試験（作品型）1期を受験することが可能です。ただし、受験料や出
願書類、選抜方法等が通常の現地入学試験と異なりますので、 特待生入学試験を希望する場合は別途お問い合わせください。

種別 内容 種別 内容 募集人数

1種 授業料全額（98万円）最大4年間免除 3種 授業料25％（24.5万円）最大4年間免除 特待生入試1期
最大10名2種 授業料半額（49万円）最大4年間免除 4種 授業料25％（24.5万円）初年度のみ免除

※上記授業料には設備費、演習費及び、初年度に関しては入学金、学生教育研究災害傷害保険料、校友会費等は含みません。
※2年次以降の学費免除金額に関しては、学業成績などによる1年ごとの審査により学費免除の中止や減額を行う場合があります。
※選考の結果、特待生の合格基準に満たない場合でも、通常の合格基準を満たした場合は通常合格（特待生減免は適用無し）となります。
※私費外国人留学生減免制度と重複しての学費減免は適応されません。

特待生入学試験、特待生制度に関する詳細はdaigaku@dhw.ac.jpまでお問い合わせください。

『絵画・彫刻・陶芸・工芸・手芸・書道・イラスト・映画・漫画・写真・音楽・模型・映像・3DCG・Webデザイン・Web開発・アニメ・ゲーム開発
・アプリ開発・グラフィック・出版・DTP・インスタレーション・建築デザイン・インテリアデザイン・プロダクトデザイン・プログラミング開発』

特待生として入学した場合、成績に応じて以下の通り、本学の授業料を免除します。



◇学費について

※授業料の納入は、一括または分納(前期・後期)のいずれかを選択頂けます。
※初年度に限り、学生教育研究災害傷害保険料（昨年4,660円）並びに校友会費(30,000円) が別途必要です。
※ノートパソコン、ソフトウェアを原則として用意頂きます。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。
※履修科目に指定の教科書や教材等がある場合は、入学後に別途ご購入頂きます。
※留学生の2年目以降の授業料は、1年ごとの学業成績などの審査により、学費減免の停止や減額を行う場合があります。
※一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返還しません。
※入学手続きとして、授業料、設備費、演習費を納入後、何らかの事情により本学への入学を辞退される場合、入学辞退の意思表示を、

2020年3月31日迄に本学入学事務局に対して行うことにより、授業料、設備費、演習費についてはご返金します。
ただし、その場合でも入学金については返金しませんのでご了承下さい。

※その他、詳細については合格通知書と同時に送付される入学手続き書類をご確認ください。
※上記学費は、社会情勢の変化など諸事情により変更となる場合があります。

納入金額は下記のようになります。その他、授業料等の納付についての詳細は、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。

種目 前期 後期

入学金 250,000円

授業料 490,000円 490,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 1,100,000円 490,000円

【初年度生正規金額】 【2年目以降正規金額】

Guidelines for Applications

◇問合せ先について

入学試験に関するお問い合わせは、E-mail にてお問い合わせください。

お問い合わせE-mail daigaku@dhw.ac.jp

07 DIGITAL HOLLYWOOD UNIVERSITY

種目 前期 後期

授業料 490,000円 490,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 850,000円 490,000円

種目 前期 後期

入学金 250,000円

授業料 490,000円 196,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 1,100,000円 196,000円

【第1種減免生（減免率30%）初年度金額】 【第1種減免生（減免率30%）2年目以降金額】

種目 前期 後期

授業料 490,000円 196,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 850,000円 196,000円

種目 前期 後期

入学金 250,000円

授業料 490,000円 343,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 1,100,000円 343,000円

種目 前期 後期

授業料 490,000円 343,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 850,000円 343,000円

【第2種減免生（減免率15%）初年度金額】 【第2種減免生（減免率15%）2年目以降金額】

Guidelines for Applications
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◇ASEAN留学生特別減免制度

※授業料の納入は、一括または分納(前期・後期)のいずれかを選択頂けます。
※初年度に限り、学生教育研究災害傷害保険料（昨年4,660円）並びに校友会費(30,000円)が別途必要です。
※ノートパソコン、ソフトウェアを原則として用意頂きます。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。
※履修科目に指定の教科書や教材等がある場合は、入学後に別途ご購入頂きます。
※留学生の2年目以降の授業料は、1年ごとの学業成績などの審査により、学費減免の停止や減額を行う場合があります。
※いったん納入された入学金は、いかなる理由があっても返還しません。
※入学手続きとして、授業料、設備費、演習費を納入後、何らかの事情により本学への入学を辞退される場合、入学辞退の意思表示を、 2020年3月31日迄に

本学入学事務局に対して行うことにより、授業料、設備費、演習費についてはご返金します。ただし、その場合でも入学金については返金しませんのでご了承下さい。
※その他、詳細については合格通知書と同時に送付される入学手続き書類をご確認ください。
※上記学費は、社会情勢の変化など諸事情により変更となる場合があります。

本学はASEAN域内出身の私費外国人留学生の方に対して、将来クリエイティブな世界で活躍することを望み、
21世紀を担う前途有望な人材の育成に貢献する事を目的として、学費減免制度と奨学金を設置しています。

※ASEAN参加国
インドネシア，カンボジア，シンガポール，タイ，フィリピン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア，ミャンマー，ラオス（全10か国）

（注 意）
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。

◇問合せ先について

入学試験に関するお問い合わせは、E-mail にてお問い合わせください。

お問い合わせE-mail daigaku@dhw.ac.jp

種目 前期 後期

入学金 250,000円

授業料 245,000円 245,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 855,000円 245,000円

【初年度生50% 減免金額】 【50％減免2年目以降】

種目 前期 後期

授業料 245,000円 245,000円

設備費 180,000円

演習費 180,000円

合計 605,000円 245,000円

◆減免金額
授業料を最大50％減免します。
ASEAN特別減免生は授業料の50％を減免します。（最大10名）
※減免率は、入学試験の成績（2年目以降は学業成績）により決定します。

◆減免期間
最大4年間 ※1年ごとに審査（出席率、学業成績）があります。

◆減免条件
① 本学の学部の正規課程に在籍し、私費外国人留学生である者。
② ASEAN参加国の国籍である者。
③ 学業成績（1 年目は入試時の成績）、出席率が良好の者。
④ 経費支弁者の年収が400万円以下である者。
※入学手続き時に私費外国人留学生授業料減免申請書の提出が必要。

※詳細は入学手続き書類にて、合格者にお知らせします。
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2020年度 デジタルハリウッド大学 インドネシア現地入試 志願票

入試区分

出願を希望する入試地区全てにチェックを入れてください。

□ジャカルタ現地入試 □スラバヤ現地入試

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 名

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

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

▼小学校から最終学歴（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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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 名

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

志

願

者

フリガナ

姓 名

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。

切り離さないで下さい

受験番号

ここは記入しないでください。
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2020年度 デジタルハリウッド大学 インドネシア現地入試 受験票

2020年度 デジタルハリウッド大学 インドネシア現地入試 写真票

入試区分

出願を希望する入試地区全てにチェックを入れてください。

□ジャカルタ現地入試 □スラバヤ現地入試

入試区分

出願を希望する入試地区にチェックを入れてください。

□ジャカルタ現地入試 □スラバヤ現地入試
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2020年度 デジタルハリウッド大学 インドネシア現地入試

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、黒か青のボールペンまたはペン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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受験番号

ここは記入しないでください。

志願者名

1. 活動記録

2. 1の活動の中で学んだこと・今後に活かしたいこと

3. 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

活動期間

活動分野

活動内容

学んだこと

今後に
活かしたい

こと

2020年度 デジタルハリウッド大学 インドネシア現地入試
活動記録報告書
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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 半年ごと Biannual ・ 年間 Annual ￥ .

（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。


