
本校のAO入学は、学力ではなく出願者本人の個性や意欲などの人物像を、本校が求める学生像（＝アドミッションポリシー）と照らし合
わせて合否を決める選考方法です。入学資格（P.1参照）を持ち、アドミッションポリシーに適合している方であれば、高等学校新卒者、社会
人、大学生などは問いません。ただし、単願者（専願者）のみ対象となるため、ほかの大学・短期大学・専門学校などとの併願は行えません。

1. AO入学エントリーシートにてエントリー 2. Webエントリー

AO入学エントリー受付期間中にAO入学エントリーシート（P.21）を入学事務局
へ提出してください。出願時に必要な封筒は選考通過者へ改めてお送りします。

【提出方法】
（1）直接、入学事務局へ提出
受付時間:午前9時～午後5時
※オープンキャンパス開催日以外の日曜・祝日は受付不可。

（2）郵便窓口にて簡易書留で郵送（エントリー締切日必着）
※料金不足の場合は、受け取りできませんので不足のないようご注意ください。

本校ホームページからAO入学エントリー
ページへ進み、必要事項を入力してください。
入力完了後、証明写真と保証人同意書（エン
トリー完了画面にてダウンロード可）を提出
してください（郵送可）。

1. 入学願書にて出願 2. Web出願

上記願書受付期間内に出願に必要な書類一式を入学事務局へ提出してください。

【提出方法】
（1）直接、入学事務局へ提出
受付時間:午前9時～午後5時
※日曜・祝日は受付不可。

（2）郵便窓口にて簡易書留で郵送（出願締切日必着）
※料金不足の場合は、受け取りできませんので不足のないようご注意ください。

本校ホームページからWeb出願ページ
へ進み、必要事項を入力してください。
入力完了後、証明写真・学歴確認書類・
選考料の振込証明書を提出してくださ
い（郵送可）。

AO入学

AO入学エントリー

AO入学出願

本校の入学資格を持ち、アドミッションポリシーに適合し、ESP学園（下記対象校のいずれか）の
オープンキャンパスに参加したことのある方が対象となります。

納入金額（全科共通） 10,000円
※AO入学エントリーで審査を通過した方へ振込用紙の送付や納入方法をご案内いたします。

提出されたAO入学エントリーシート等で審査を行い、提出後2週間前後で審査結果を簡易書留にて発送します。
なお、電話やメールなどによる審査結果のお問い合わせはお受けできません。

提出された書類等で選考を行い、出願後約2週間前後で簡易書留にて合否結果を発送します。電話やメールなどによる合否のお問い
合わせはお受けできません。選考にて合格が決定した方へは、「合格通知」を送付します。
合格通知に同封されている「入学手続きのご案内」をご参照の上、合格日より3か月以内に学費の納入と書類などの提出を行ってくだ
さい。

※エントリーの段階では選考料はかかりません。

AO入学エントリー条件

選考料の納入

審査結果の受け取り

合否結果の発送

エントリー受付期間

願書受付期間

AO入学エントリー方法

書類の提出

提出書類について

対象校

●専門学校ESPエンタテインメント東京
●専門学校ESPエンタテインメント大阪
●専門学校ESPエンタテインメント福岡
●専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京

オープンキャンパス（どれか1つでも可） P.25参照

●体験授業
●学校説明会（ESP学園主催 出張説明会を含む）

●平日学校見学会
●オンライン学校説明会（参加した学校でのみエントリー可）

2022年9月1日（木）～2022年10月15日（土）

※各科・各コースごとでAO入学エントリーの受け入れ人数に達してしまった場合、各募集期間で募集が締め切りとなる場合があります。

AO入学エントリーで審査を通過した方へお送りするご案内や以下を参照のうえ、改めてAO入学として出願を行ってください。

各種証明書は原本（コピー不可）に限ります。また、一度提出された書類は返送できかねますのでご了承ください。
※1 入学願書は必ず2023年度版（P.17）をご使用ください。
※2 調査書は、在学中の高等学校で発行したものを、必ず厳封のまま提出してください。調査書は、卒業見込証明書とは異なります。
※3 高等学校あるいは大学・短期大学・専門学校の卒業証明書もしくは、在籍している大学・短期大学・専門学校の在籍証明書（在学証明書も可）を提出してください。
※4 文部科学省高等学校卒業程度認定試験合格見込の方は、合格見込証明書を提出してください。

第一次募集 2022年6月  1日（水）～2022年6月15日（水）

第二次募集 2022年6月16日（木）～2022年6月30日（木）

第三次募集 2022年7月  1日（金）～2022年7月15日（金）

第四次募集 2022年7月16日（土）～2022年7月31日（日）

第五次募集 2022年8月  1日（月）～2022年8月15日（月）

第六次募集 2022年8月16日（火）～2022年8月31日（水）

第七次募集 2022年9月  1日（木）～2022年9月15日（木）

エンタテインメント業界で活躍する夢の実現をめざし、
目的意識と熱意を持って学ぶ意欲のある者。アドミッションポリシー

対象者 入学願書※1
学歴確認書類

調査書※2 卒業証明書※3 合格証明書※4

高等学校新卒者 ● ●

大学・短期大学・専門学校進学者
高等学校既卒者 ● ●

文部科学省高等学校卒業程度
認定試験合格者 ● ●

AO入学の合格者は学科・コースごとで課題提出や特別授業を行います。
くわしくは、合格者へお送りする書類にてご案内いたします。
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3804h-kawakami
長方形

3804h-kawakami
タイプライターテキスト
以下の内容をよく読んでご自身の入学年度の学生募集要項の入学願書を記入してください。



入学動機

写真貼付欄
（4cm×3cm）

最近3ヵ月以内に撮影
上半身正面脱帽
スナップ写真不可

記入日：西暦　　　　　年　　　月　　　日

フリガナ

氏　　名

性別

現 住 所

生年月日 西暦　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日生（満  　　　歳）

電話番号
※アパート名・マンション名なども記入のこと

都道
府県

市外局番 （　　　　　）　　　　　- 携帯電話　　　　　　-　　　　　　-

学　　歴

年　　　月　　　　　　　　　立   ［ 卒業 ・ 卒業見込 ・ 中退 ］高等学校

文部科学省高等学校卒業程度認定試験
（旧文部科学省大学入学資格検定） 年　　  　月　　 ［ 合格 ・ 合格見込 ・ 受験予定 ］西暦

［ 大学 ・ 短期大学 ・ 専門学校 ・ 中学校 ］
［      卒業    ・    卒業見込    ・    中退      ］

年　　　月　　

高　　校

最終学歴

西暦

西暦

貴校の2023年度入学にあたり、下記保護者（保証人）の了承を得て、出願をいたします。

専門学校ESPエンタテインメント東京

入学願書2023年度

フリガナ

氏　　名

住　　所

入学者との
続柄

保 護 者
（保証人）
自筆記入欄

科　 　　　　　年制 コース志望学科 志望コース

電話番号 市外局番 （　　　　）　　　　　- 携帯電話　　　　-　　　　　　- なしなし

なしなし

入学方法

1. A O

2. 推薦
3. 一般 （○で囲む）

奨学会・育英会 申し込み済み　　　　　新聞奨学会 申し込み予定

学校記入欄

受  付  日 月　　　　　　　日 受付番号 NO.

※この欄は保護者（保証人）の自筆のみ有効です。

※アパート名・マンション名なども記入のこと

都道
府県

入学動機

写真貼付欄
（4cm×3cm）

最近3ヵ月以内に撮影
上半身正面脱帽
スナップ写真不可

記入日：西暦　　　　　年　　　月　　　日

フリガナ

氏　　名

性別

現 住 所

生年月日 西暦　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日生（満  　　　歳）

電話番号
※アパート名・マンション名なども記入のこと

都道
府県

市外局番 （　　　　　）　　　　　- 携帯電話　　　　　　-　　　　　　-

学　　歴

年　　　月　　　　　　　　　立   ［ 卒業 ・ 卒業見込 ・ 中退 ］高等学校

文部科学省高等学校卒業程度認定試験
（旧文部科学省大学入学資格検定） 年　　  　月　　 ［ 合格 ・ 合格見込 ・ 受験予定 ］西暦

［ 大学 ・ 短期大学 ・ 専門学校 ・ 中学校 ］
［      卒業    ・    卒業見込    ・    中退      ］

年　　　月　　

高　　校

最終学歴

西暦

西暦

貴校の2023年度入学にあたり、下記保護者（保証人）の了承を得て、出願をいたします。

専門学校ESPエンタテインメント東京

入学願書2023年度

フリガナ

氏　　名

住　　所

入学者との
続柄

保 護 者
（保証人）
自筆記入欄

科　 　　　　　年制 コース志望学科 志望コース

電話番号 市外局番 （　　　　）　　　　　- 携帯電話　　　　-　　　　　　- なしなし

なしなし

入学方法

1. A O

2. 推薦
3. 一般 （○で囲む）

奨学会・育英会 申し込み済み　　　　　新聞奨学会 申し込み予定

学校記入欄

受  付  日 月　　　　　　　日 受付番号 NO.

※この欄は保護者（保証人）の自筆のみ有効です。

※アパート名・マンション名なども記入のこと

都道
府県

XXXX

03 XXXX

2022 3

XXXX XXXXXXXX 090

馬場 悠斗

馬場 亮

バ　バ　     ユウト

男

父

○ ○

XXXX ○ ○○ ○○

東京
1 6 9 0 0 7 5

新宿区高田馬場○- ○- ○  △△△△△マンション 101

音楽アーティスト

東京都

東京

△△△△

ギター

バ　バ　  リョウ

1 6 9 0 0 7 65
新宿区高田馬場○- ○- ○  △△△△△マンション 101

03 XXXX XXXX XXXX XXXX090

○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○
●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○
○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○
○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○
○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●
○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○
●○○○○●○○○○●○○○○●○○

音楽アーティスト科ギターコース志望の場合

入学希望者の現住所を都道府県から
番地まで（アパート・マンションにお
住まいの方は、建物名・部屋番号も忘
れずに）正しく記入してください。
※電話番号は市外局番も忘れずに記
入してください。

必ず記入してください。

新聞奨学生制度に申し込み済みまたは
申し込み予定の方のみ、新聞社名を記
入の上、申し込み済み・申し込み予定
のどちらかを○で囲んでください。

入学希望者の保護者（保証人）の氏名、フリガナ、住所、続柄（原則：
父、母）、電話番号を保護者自筆で記入してください。
入学希望者が成人している場合でも必ず記入してください。
※入学後の学費納入（新聞奨学生は除く）や、出席状況に関するお
知らせ、緊急時などには、入学願書に記入の保護者様宛にご連
絡します。

男・女どちらかを記
入してください。

必ず貼付してください。
4cm×3cmの証明写真（大き
さ厳守）で、前髪などで目が
隠れているもの、帽子、マフ
ラー、サングラス、カラーコ
ンタクト、ヘッドフォン類な
どの着用は不可です。

入学願書を記入
した日付を必ず記
入してください。

入学希望者の氏名を、戸
籍上の正しい文字（漢字）
で記入してください。フ
リガナはカタカナで記入
してください。

既卒や中退であっても
必ず記入してください。

願書記入日における満年齢
（記入時点での年齢）を記入
してください。

1.AO、2.推薦、3.一般の
どれかを◯で囲んでく
ださい。

P.2をご参照の上、志望学科と
志望コースを正確に記入してく
ださい。学科名やコース名が
誤って記入されている場合は、
学校側で判断し、正しい学科名
やコース名で受付を行います。

最終学歴が高等
学校卒業、または
見込みの場合は、
最終学歴欄に中
学校を記入する必
要はありません。

馬
場

訂正の際には修正液を使用せず、二重線
を引き、訂正印を押してください。

下記の注意事項をよく読み、間違いや書き忘れのないように記入してください。記入には黒ボールペン（下の見本は記
入部分をわかりやすくするために青で表しています）を使用し、楷書で記入してください。また、訂正の際には修正液を使用
せず、二重線を引き、訂正印を押してください。

個人情報の取り扱いについて
本校では、学生・保護者から提出された書類に記された氏名・住所・電話番号・生年月日など個人が特定・識別できる情報
につきましては、関連する法令を遵守し、その利用目的を明確にして厳重に管理します。また、個人情報は適正な手段によ
り収集し、その利用目的の達成に必要な範囲を越えて取り扱いはしません。利用目的を変更した際は、お知らせします。

入学願書の書き方と注意
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3804h-kawakami
タイプライターテキスト
以下の内容を参照して、入学願書を記入してください。
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