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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 2019年4月

◇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。

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】
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。

【大学の使命・目的】
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。

【学部の教育研究目的】
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。

◇建学の精神／大学の使命・目的／学部の教育研究目的
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◇出願資格

＜帰国生方式＞
次の1～3すべての条件を満たす者。

1. 日本国籍を有する者、永住外国人等「出入国管理及び難民認定法」の別表第二に掲げる者、または「特別永住者」で、外国において日本国以外
の教育課程に在籍し、国の内外を問わず通常の課程による学校教育12年以上を修めた者。

2. 次のア・イのいずれかに該当する者。※留学の事由(保護者の海外赴任・単身留学など)については問いません。
（ア）外国において日本国以外の教育課程に基づく高等学校に最終学年を含め2学年以上継続して在籍し、卒業した者。または2019年3月までに
卒業見込みの者（既卒者は2017年4月以降卒業者に限る）。
（イ）外国において日本国以外の教育制度に基づく中等教育課程に通算して4学年以上在籍し、日本または外国の高等学校を2018年4月から
2019年3月までに卒業する者。または卒業見込みの者。

3. 本学部の使命・目的、教育研究目的を理解し、本学を第一志望とし、合格した場合に辞退をしない者。

＜バカロレア方式＞
次の1、2の条件を満たす者で、2019年4月1日までに18才に達する者。またはこれに準ずる者

1. 日本国籍を有し、国際バカロレア資格(International Baccalaureate Diploma)を2018年4月から2019年3月31日までに取得または取得見
込みの方で2019年3月31日までに18歳に達する方。なおかつ、日本語を母語とする者、またはJapanese BをHLで履修し、成績評価が4以上の者。
※日本国内の国際バカロレア認定校の修了生で国際バカロレア資格を有する者及び2019年3月31日までに取得見込みの者も含む。

2. 本学部の使命・目的、教育研究目的を理解し、本学を第一志望とし、合格した場合に辞退をしない者。

◇日程・募集人員

※1期：郵送消印有効／窓口持込必着、2期：郵送・窓口持込ともに必着

入試区分 定員 出願期間 試験日程 試験会場 合格発表 一次手続締切

AO入学試験
（帰国生方式）１期 若干名

2018年8月1日（水）～
12月10日（月）

2018年
12月16日（日）

駿河台
キャンパス

2018年
12月21日（金）

2019年
1月15日（火）AO入学試験

（国際バカロレア方式）１期
若干名

AO入学試験
（帰国生方式）２期 若干名

2018年8月1日（水）～
2019年3月1日（金）

2019年
3月5日（火）

2019年
3月6日（水）

2019年
3月14日（木）AO入学試験

（国際バカロレア方式）２期 若干名

◇試験会場

〒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
・JR「御茶ノ水駅」聖橋口徒歩1分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B2出口直結
・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩4分

デジタルハリウッド大学 駿河台キャンパス



◇出願書類・方法

・証明書は原則として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（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

①
願書
（志願票・写真票・受験票）

募集要項に添付されている本学の所定の用紙を使用。
出願時3カ月以内に撮影したカラー写真
（タテ4cm×ヨコ3cm、上半身、正面、脱帽、無背景）を貼付

②

高等学校等の成績証明書等

※和文・英文以外の場合は、和
訳も提出してくたざい。

【帰国生方式】
・卒業証明書または 卒業見込証明書
・成績証明書
※高等学校3学年分。この間複数の学校（日本の高等学校を含む）に在籍した場合も3学年分を提出
すること。
※在籍期間が短いために成績証明書が発行されない場合には、その期間の在籍証明書を提出すること。
・在籍証明書
※在籍期間（入学・転出入・卒業の年月日）が明記されており，出願資格 を満たしていることを証明で
きるものを提出すること。高等学校3学年分。
※成績証明書に在籍期間が明記されていれば，その期間の在籍証明書の提出は不要になります。その
場合は成績証明書に入学（転入） から卒業（転出）の年月が記載されているかよく確認してください。
※書類は全て原本を提出すること。写しを提出する場合は、必ず原本から複製されたことが証明される
（Certified true copy）印またはサインを出身高等学校より受けたものを提出すること。

【国際バカロレア方式】
・国際バカロレア資格証書の写し
・IB最終試験6科目の成績証明書の本書
※「国際バカロレア資格証書の写し」「IB最終試験6科目の成績証明書の本書」の両方を提出してくださ
い。
※出願の時点に両方の書類が提出できない場合は、在籍する学校のカレッジカウンセラーまたはDPコー デ
ィネーターに、 国際バカロレア資格取得見込み証明書（任意様式）および「Predicted Grades」もしく
は「Anticipated Grades」の作成を依頼してください。
※開封無効です。国際バカロレア資格を取得見込みで出願し、合格した場合は、本学の審査に合格し入
学手続を完了しても、国際バカロレア資格が取得できなかった場合は本学への入学は認められません。必
ず2019年 2 月末までに両方の書類を提出してください。

③ 入試検定料送金依頼書のコピー 入学検定料については「検定料・納入方法」をご参照下さい。

④ 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。

⑤ 活動記録報告書 受賞歴、クラブ活動、制作活動など自由に記載。



◇出願方法

検定料 30,000円（１日程）
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● 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。

： 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。
※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。
※ いったん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。

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4F

Ochanomizu sola city Academia 4th 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3F 
デジタルハリウッド大学 入試事務局宛

※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。

必要な提出書類をそろえ、以下の住所に簡易書留速達にて郵送してください。直接持参することも可能です。（受付時間：平日10:00～18:00）



◇選抜方法・配点

Guidelines for Applications

◇合格発表

合格発表の方法は、受験者に別途お知らせいたします。

※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郵送します。
※不合格者への通知は行いません。
※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、欠損が生じた場合のみ、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者発表と同時に発表します。
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、欠損が生じた場合のみ、補欠者の中から入試成績順に、
本人に連絡します。

審査項目 試験時間 配点 選抜内容

書類
審査

高等学校等の成績
証明書等

- -
高等学校等の成績証明書等については面接時・選考時の参考とする。

志望理由書、
活動記録報告書

志望理由書には本学を志望する理由を記載。活動記録報告書には、これまでの様々な活動
の記録について自由に記載。面接時、選考時の参考とする。

面接 1名約10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を総合的に審査する。

※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。

◇入学手続きについて

入学手続きは納付金の納入、入学手続き書類の提出をもって完了といたします。
各試験に締切日を設けていますので、合格者は入学手続き締切日までに手続きを完了してください。
期日までに手続きが行われない場合は、原則として入学辞退者とみなします。

①入学手続き書類の交付
入学手続き書類は、合格者に対し、合格通知と一緒に送付いたしますので、詳細をご確認ください。
②入学金の納付
入学金250,000円を決められている１次手続き締切日までに、最寄の金融機関から振り込み手続きを行ってください。



◇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（昨年実績4,660円）並びに校友会費（30,000円）が別途必要です。
※初年度実施予定の新入生研修合宿費（昨年実績99,900円）が別途必要です。詳細は合格者にご案内します。
※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。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。
〈例〉Adobe®Creative Cloud 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。

※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100万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。
※ AO入学試験は専願のため、合格後、原則入学辞退はできません。ただし、本学の他の併願可能な入学試験方式で合格し、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、2019年3月31日迄に本学入試事務局に対して
行うことで、授業料、設備費、演習費については返金いたします。ただし、その場合も入学金は返金いたしません。
※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。

納入金額は下記のようになります。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 149,000円

演習費 149,000円

合計 1,038,000円 490,000円

【初年度生正規金額】

Guidelines for Applications

種目 前期 後期

授業料 490,000円 490,000円

設備費 149,000円

演習費 149,000円

合計 788,000円 490,000円

◇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/

◇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

【2年目以降】



2019年度 デジタルハリウッド大学

入試区分

何れかにチェックを入れてください。

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

性別 生年月日

年 月 日

年齢

歳

現住所
〒

電話番号 E-mail address

日本における連絡
先（海外在住の

場合のみ）

〒

TEL ー ー （連絡人名： ）

学歴
小学校（相当段
階）から最終学歴
までを年代順に記

入

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

キ
リ
ト
リ

AO入学試験（帰国生方式）・（国際バカロレア方式） 志願票

⬜ AO入学試験（帰国生方式）1期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）1期
⬜ AO入学試験（帰国生方式）2期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）2期

出身高等学校

高校名 卒業年

（ 卒業 ・ 卒業見込み ）

所在地
（国名） （州・省・市など）

海外在住歴

国名 期間 理由

保護者

氏名
続柄

住所

TEL:

英語外部検定試験スコア

実用英語技能検定試験 TOEIC® [L&R] TOEFL® iBT Cambridge English IELTSTM TEAP GTEC

⬜ 男 ・ ⬜ 女



受験番号

ここは記入しないでください。

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。

キ
リ
ト
リ

AO入学試験（帰国生方式）・（国際バカロレア方式） 受験票

AO入学試験（帰国生方式）・（国際バカロレア方式） 写真票

志願者

フリガナ

姓 名

性別 生年月日

年 月 日

年齢

歳

志願者

フリガナ

姓 名

出身高等学校

高校名 卒業年

（ 卒業 ・ 卒業見込み ）

所在地
（国名） （州・省・市など）

2019年度 デジタルハリウッド大学

2019年度 デジタルハリウッド大学

入試区分

何れかにチェックを入れてください。

⬜ AO入学試験（帰国生方式）1期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）1期
⬜ AO入学試験（帰国生方式）2期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）2期

入試区分

何れかにチェックを入れてください。

⬜ AO入学試験（帰国生方式）1期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）1期
⬜ AO入学試験（帰国生方式）2期 ・ ⬜ AO入学試験（国際バカロレア方式）2期



記入日 年 月 日

2019年度 デジタルハリウッド大学
AO入学試験（帰国生方式）・（国際バカロレア方式）

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、これまでの学習歴に触れ、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。鉛筆は不可。

志望理由書

キ
リ
ト
リ



【活動記録報告書に記載できる内容】
・ 大会等出場・コンテスト等受賞の記録（スポーツ、学芸、その他個人での活動など）
※上記活動を証明する資料（表彰状や報道記事）がある場合は、コピーを添付ください。

・ クラブ活動・生徒会・社会的活動の記録（部活動、生徒会活動、ボランティア、アルバイトなどの社会経験など）
・ 制作活動の記録（各種作品などの制作活動など）
・ 資格（学問、語学、スポーツ、文化、趣味など）
・ 海外留学・滞在・居住歴（日本国外での経験）
・ その他の活動記録（学習面で力を入れた分野や趣味での活動など）
※上記の項目の中から、下記に、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。

記入日 年 月 日

活動記録報告書

2019年度 デジタルハリウッド大学
AO入学試験（帰国生方式）・（国際バカロレア方式）

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



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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