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ESPグループは、ギターの製造販売および教育事業を主要な柱とし、グローバルなネットワークを展開しています。
その中においてESP学園は、国内における教育部門の中心として運営されている総合音楽教育専修学校です。

日本で世界で、エンタテインメントをリードするESPグループ

国内教育事業 海外教育事業（キャンパス・ハリウッド）

国内楽器事業 海外楽器事業

学校法人ESP学園および卒業時に付与される学歴について

　本学園は、認可を受けた専門学校です。東京都知
事より学校法人としての認可を、また関連機関（新宿
区長・大阪府知事・福岡県知事）より各校の設置認可
を受けています。本学園に在学中は通学定期券や学
割証も利用できます。また、本学園は

という文部科学省の「専門士の称号を付与される要

 1．修業年限が2年以上 

 2．卒業に必要な総授業時間数が 
 1700時間（62単位）以上 

 3．試験などにより成績評価を行い、  
 その評価に基づいて卒業認定を行っている 

件」を満たしているため、卒業時に「専門士」の称号
付与が文部科学大臣より認定されています。専門士
とは、条件を満たした専修学校の専門課程を卒業す
ると付与される称号です。卒業と同時に大学編入資
格が与えられ、希望者は大学編入のサポートを受け
ることができます。
　また、この称号は、卒業後に日本で就職する場合、
「技術・人文知識・国際業務」といった就労に関する
在留資格を取得することが可能です。
　なお、「専門士」称号を取得した者については、行
おうとする業務と専攻した科目との関連性に基づい
て判断することとなります。

出願資格
音楽・楽器・エンタテインメントに深い興味を持ち、留学の目的が明確であり、 
向学意欲旺盛で下記の全ての項目を満たしている者

1  年齢が18歳以上（2024年4月1日時点）で学校教育における12年の課程（高等学校相当）を修了
した者またはこれに準ずる者

2  次の ⓐ・ⓑ・ⓒ・ⓓ・ⓔ いずれかに該当し、日本語による授業に差し支えのない者
ⓐ 「日本語能力試験（JLPT）」のN1またはN2 （1級または2級）に合格した者
ⓑ 「日本留学試験（EJU）」の日本語科目200点以上を取得した者
ⓒ 法務大臣が告示をもって定める日本語教育施設において、「留学」または「就学」の資格で満6ヶ月以上の日
本語教育を受けた者で、日本語学校の成績・出席率が良好な者

ⓓ 「BJTビジネス日本語能力テスト」で400点以上を取得した者
ⓔ 学校教育法第一条に規定する学校において1年以上の教育を受けた者

3  留学中の学費と生活費のための充分な資金がある者

※出願資格 1  に該当しない者について
各種学校などにおける学習歴や社会における実務経験、取得した資格などを基に個別入学資格審査を行い、審査に合格した者には
出願資格を与えます。個別入学資格審査に合格した者のみ､入学試験を受験することができます。

※在留資格についての注意事項
●「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方については「留学生」扱いではなく、日本人学生と同様
の出願方法になります。但し、本人の日本語能力によって、面接や筆記試験を行う場合がございます。

●「ワーキングホリデー」「短期滞在」などの在留資格をお持ちの方は、入学手続き方法が異なりますので、事前に志望校までお問い合
わせください。
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大
阪
校

学科名 志望コース 定員 年限

音楽アーティスト科

ヴォーカルコース

240名 2年

シンガーソングライターコース
ギターヴォーカルコース
ダンスヴォーカルコース
ダンスパフォーマンスコース
ネットシンガーコース
ネットミュージシャンコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース
ミュージシャン&スタッフコース
アーティスト&クリエイターコース
サウンドクリエイターコース
DJクラブミュージックコース

声優芸能科

声優アーティストコース

48名 2年
声優&ミュージシャンコース
声優&スタッフコース
タレントアクターコース

音楽芸能スタッフ科

イベント制作コース

208名 2年

PAコース
照明コース
ローディーコース
レコーディング&MAコース
PA＆レコーディングコース
照明＆PAコース

アーティスト マネージャー／レコードメーカーコース
スタッフコース※ ファンクラブ／デザインコース

※音楽芸能スタッフ科のアーティストスタッフコースは2年次よりコース選択となります。
選択楽器について 音楽アーティスト科ミュージシャン&スタッフコース／アーティスト&クリエイターコース／声優芸能科声優&ミュージシャンコースは
 入学願書（P.13）、AO入学の場合はAO入学エントリーシート（P.17）の選択楽器欄から希望の楽器を1つ選び、○で囲んでください。

2年次
選択

福
岡
校

学科名 志望コース 定員 年限

音楽アーティスト科

ヴォーカルコース

85名 2年

シンガーソングライターコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース
アーティスト総合コース
サウンドクリエイターコース
ヴォーカルパフォーマンスコース
ダンスパフォーマンスコース

声優芸能科
声優アーティストコース

15名 2年声優養成コース
俳優養成コース

音楽芸能スタッフ科

PAコース

70名 2年

レコーディングコース
照明コース
ステージ総合コース
企画制作コース
マネージャーコース

※「学科名」と「志望コース」をそれぞれ選択し、入学願書（P.13）に、お間違えのないよう正確に記入し
てください。
※募集定員は国籍問わず各学科ごとの総数で、受け入れ人数に達し次第、募集締め切りとなります。
留学生のみの募集定員はございません。

募集学科・コース

東
京
校

学科名 志望コース 定員 年限

音楽アーティスト科

ヴォーカルコース

280名 2年

ダンスヴォーカルコース
シンガーソングライターコース
ギターヴォーカルコース
サウンドクリエイターコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース

声優芸能科

俳優養成コース

40名 2年声優養成コース（※1）
 演技専攻
 アーティスト専攻

音楽芸能スタッフ科

アーティストスタッフコース（※2）
 マネージャー／レコード会社専攻
 ファンクラブ／デザイン専攻

230名 2年

レコーディングコース
PA＆レコーディングコース
PAコース
照明コース
ライブハウスコース
ローディーコース
舞台製作コース
企画制作コース

音楽スタッフ総合コース（※1）
 プロダクション専攻
 サウンドエンジニア専攻
 照明／映像専攻

ピアノ調律科
ピアノ調律コース

20名 2年
ピアノ／管楽器コース

管楽器リペア科
管楽器リペアコース（※1）
 管楽器リペアコース
 管楽器／打楽器コース

50名 2年

ギタークラフト科2年制 ギター製作コース 30名 2年

ギタークラフト科3年制

ギター製作総合コース（※1）
 ギター製作専攻
 ギターリペア専攻
 アンプ・エフェクター専攻
 ギターデザイン専攻

40名 3年

（※1）…進級時にコース・専攻それぞれ選択
（※2）…1年次後期より専攻選択
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面接……15～20分程度

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（プレスクール）を行います。詳しくは、審査通過者
へお送りする書類にてご案内いたします。

筆記……日本語能力（JLPTのN2レベル）の確認
作文……２テーマ（１テーマにつき400字程度）
面接……15～20分程度
※以下の試験合格者は一般入試の筆記試験を免除
・日本語能力試験（JLPT）N2 or N1
・日本留学試験（EJU）日本語科目200点以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

※海外在住の出願者はWebにて受験することが可能です。
※文科省のガイドラインに沿って適切な感染症対策を行ったうえで入学試験を実施します。今後の状況に合わせて変更することがあ
ります。

AO入試 一般入試

入学方法

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。
ESP学園以外の大学・短期大学・専門学校などとの併願は行えません。

出願書類と筆記試験・面接の結果に基づいて、本人の入学意思や、日本語能力などを審査します。
音楽に関する知識や演奏技術に関する審査はございませんので、入学時に専門知識・技術を身につけている必要はありません。

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

1. AO入学

2. 一般入学

入学試験までの流れ

オープンキャンパス・体験授業・学校説明会・
平日学校見学などの参加

AOエントリーシート（P.17、18）の提出

審査結果の受取
※AO入学として出願の可否を通知

出願書類（P.7参照）の提出

入 学 試 験

AO入学 一般入学

AO入学

AO出願1次 AO出願2次

AO出願期間
願書受付期間 9/1（金） ▶ 9/11（月） 9/12（火） ▶ 10/14（土）

試験日 9/16（土） 10/21（土）

AOエントリー期間 6/1（木） ▶ 9/30（土）

※在留資格取得の都合上、一般入学の第3次以降は「留学」の在留資格をお持ちの方のみ受付いたします。
※在留期限（留学）が2024年4月30日以前に満了する方は、なるべく第5次までにご出願ください。

出願期間

2023 2024

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次
10/2（月）
▼

10/28（土）

10/30（月）
▼

11/25（土）

11/27（月）
▼

12/25（月）

1/4（木）
▼

1/27（土）

1/29（月）
▼

2/24（土）

2/26（月）
▼

3/9（土）

東京校
入学試験日 11/11（土） 12/9（土） 1/13（土） 2/3（土） 3/2（土） 出願時に

個別相談

海外からの出願受付は第1次、第2次のみ ※大阪校・福岡校は試験日を個別に調整します。

①本校の出願資格を持ち、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。

AO入学エントリー条件

AOエントリーシートの提出

※エントリーの段階では選考料はかかりません。

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.21参照

●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）

②日本語能力試験（JLPT）N2以上、日本留学試験（EJU）日本語科目200点以上、
　またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得されている方。

下記①と②の項目を満たしている者

希望する各校ホームページからAOエントリーページへ進み、必要事項を入力してくだい。

①Webエントリー

入学事務局へAOエントリーシート（P.17、18）と日本語能力を証明する書類を直接持参してください。
窓口受付時間 9：00～16：00（日曜・祝日を除く）

②持参による提出

一般入学

※大阪校・福岡校は試験日を個別調整します。

※福岡校のみ7/1（土）からエントリー受付開始
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注意事項
● 出願書類に不備がある場合は受付できないことがあります。
● 出願書類に偽造、虚偽記載などがあった場合は、本校への入学試験の結果を無効とします。
● 一度提出した書類及び選考料は、原則として返還しません。
● 証明書類は提出までに3か月以内で発行されたものに限ります。
● すべてのコピーはA4サイズで拡大縮小せずに複写してください。

出願について（AO入試・一般入試共通） 出願書類

該
当
者
の
み
提
出

9 日本語学校の出席・成績証明書 日本語学校での学習歴がある方のみ提出してください。

10 日本国内での学習歴証明書
日本国内の大学・専門学校などでの学習歴がある方は、
在学（籍）証明書及び出席・成績証明書を提出してください。

11 日本語能力を証明する書類の
コピー

取得者のみ、以下の書類を提出してください。
・日本語能力試験の合格証明書（N1 or N2）
・日本留学試験の成績証明書（日本語科目 200点以上）
・BJTビジネス日本語能力テストの成績証明書（400点以上）

12 在留カード
コピー不可、原本を持ってきてください。
※海外から出願する場合は不要です。

13 国民健康保険証

14 入学準備プログラム認定書
のコピー

ESP学園の入学準備プログラム認定を受けて
日本語学校に入学した方のみ対象です。

15 推薦書（P.19）
奨学金③（P.10）の受給を希望する方で、在学日本語教育機関の
推薦基準を満たした方は、担任の先生などの推薦を受けてください。

願書の記入

出願書類の提出

選考料

以下QRコードより希望する学校へアクセスのうえ、必要事項の
入力を行ってください。

1. Web入力

P.13～16の「入学願書」、「履歴書」、「経費支弁方法確認書」に
必要事項を黒のボールペンで記入してください。

2. 入学願書にて提出

出願書類一式（P.7）を揃えて、志望校の事務局窓口へ本人が直接提出してください。
窓口受付時間 9：00～16：00
※日曜・祝日、2023年12月26日（火）～2024年1月3日（水）は受付不可。

●納入金額（全学科共通）
AO入試…10,000円　一般入試…20,000円
※一度納入いただいた選考料は返金できません。
※入学事務局の窓口にて直接納入を行ってください。

※大阪校・福岡校でOnlineで選考料の納入を希望する場合は、各校へ直接お問い合わせください。

東京校の入学希望者でonlineで選考料を送金したい方は
以下に従って送金を行ってください。
1.右記のQRコードにアクセスし、国と選考料の10,000円を入力
2.お支払い方法を選択
　※中国からお支払いする場合は、銀聯カード、VISA、
　　MASTERカードのみ使用可能で、Alipayや銀行振込では
　　お支払いできません。
3.お支払人情報と学生情報を入力
　※学籍IDは右記の希望学科のIDを入力してください。
4.お振込みまたは決済

※海外や遠方にお住まいの方に限り、 郵送にて提出可能です。

郵送先 ESP College of Entertainment 
Tokyo

ESP College of Entertainment 
Osaka

ESP College of Entertainment 
Fukuoka

宛先 International Community Center Admissions Office Admissions Office

住所
3 chome-3-19 Takadanobaba, 
Shinjuku-ku, Tokyo, 
169-0075

3 chome-21-7 Toyosaki, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 
531-0072

3 chome-1-6 Maizuru,
Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 
810-0073

電話番号 03-3368-9123 06-6373-2888 092-406-5677

書類 注意事項 提出物チェック欄

全
員
提
出

1 入学願書
Webによる提出（各校ホームページの出願ページにて必要事項を入力）
または、募集要項 P.13～16を自筆で記入して提出してください。

2 履歴書
経費支弁方法確認書

3 経費支弁証明書類
銀行残高証明書または銀行通帳のコピー（経費支弁者名義のもの）
※卒業までの学費分が用意されていることを確認します。

4 写真3枚
3ヶ月以内に撮影されたもの  サイズ厳守（縦4cm×横3cm）
パスポート・在留カード等と同じ写真は不可

5 最終学歴校の卒業証明書 日本語または英語で発行されたものを提出してください。
日本語・英語以外の言語で発行されている場合は、
原本を提出した上、日本語の翻訳を添付してください。6 最終学歴校の成績証明書

7 パスポート
【持参の場合】 原本を持ってきてください。
【郵送で提出する場合】 身分事項のページと出入国記録のある
ページを全てコピーし、提出してください。

8 選考料
AO入学 10,000円　　一般入学 20,000円
※Online決済可能、利用される場合は志望校までお問い合わせください。

東京校 大阪校 福岡校

学科 学籍ID
音楽アーティスト科 24TKA000

声優芸能科 24TKV000

音楽芸能スタッフ科 24TKS000

ピアノ調律科 24TKP000

管楽器リペア科 24TKH000

ギタークラフト科2年制 24TKB000

ギタークラフト科3年制 24TKF000
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学費入学までの流れ

納入方法について

納入時期について

入学金 授業料 実習費 施設費 学費年額合計

1年次
（全学科共通） 200,000円 600,000円 300,000円 400,000円 1,500,000円

2年次
（全学科共通） 600,000円 300,000円 400,000円 1,300,000円

3年次
（ギタークラフト科3年制） 600,000円 300,000円 400,000円 1,300,000円

学費は二期に分けて納入することも可能です。分納の場合、後期納入額の納入期間は2024年7月1日（月）～2024年8月30日
（金）予定です。また、入学後の学費納入については、各納入期間前に改めて「学費納入のご案内」を本人宛にお送りします。

◎ 銀行振込（日本国内銀行・海外銀行）
◎ Online決済

※一旦納入された学費や提出された書類などは、原則として返却することや効力を延長することはできません。ただし、2024年3月29日（金）までに入学辞退の意思を示した方、または
国外在住者の場合で査証（VISA）が発給されず入学不可となった方には、入学金を除く学費を返金いたします。

※本校では学校管理下中や通学中における事故などを一部補償する「学生生徒災害傷害保険・賠償責任保険」に加入しています。なお保険料は上記学費に含まれています。

1年次学費納入額（手続き期限内）
150万円

2年次学費納入額（進級直前の1月～2月末）

130万円

1年次前期学費納入額（手続き期限内）
85万円

2年次前期学費納入額（進級直前の1月～2月末）

65万円

1年次後期学費納入額（7月～8月末）

65万円

2年次後期学費納入額（7月～8月末）

65万円

一 括 納 入 分　納

合　格

入　学

2年生へ進級

1年次学費納入完了

2年次学費納入完了

卒　業

ギタークラフト科3年制3年次の学費は2年次学費納入と
同様の期間で年額一括納入、もしくは分納での納入となります。

合否通知の受取

入学手続き

入学手続き完了通知の受取

入学手続き完了通知の受取

2024年3月下旬～4月上旬

海外在住日本国内

郵送にて書類の提出（誓約書など）

● 在留期限が2024年4月30日までの方
入学前に自分で入国管理局へ行き、「在留期間更新許
可申請」をしてください。
● 在留期限が2024年5月1日以降まである方
ESP学園が本人に代わって入国管理局へ行き、「在留
期間更新許可申請」が可能です。
※ESP学園の入学試験を合格後も日本語学校の出席
率は大変重要です。ESP学園入学後の在留期間更新
の際には、日本語学校の出席率が低い場合、「在留期
間更新」が不許可になる場合がございます。

「特定活動」、「技術・人文知識・国際業務」、「家族滞
在」、「ワーキングホリデー」等の在留資格をお持ちの
場合、「留学」への資格変更手続きが必要です。ESP学
園が本人に代わって、「在留資格変更申請」を行うこと
が可能です。

●書類の提出（誓約書など）
●学費の納入

ESP学園に在留資格認定証明書が交付され次第、出願
者に連絡します。連絡から1週間以内に学費を納入してく
ださい。学費の納入が確認され次第、在留資格認定証明
書を送付します。
※状況に応じて在留資格交付の為に入学金をお支払い
いただく場合などの一部合格後の手続きを進める場合
がありますので予めご了承ください。

在留資格認定証明書が入学者に到着したら、自国の大
使館などでVISA申請をしてください。

VISAが交付されたら、在留資格認定証明書とVISAを
持って日本に入国してください。

書類提出

在留期間更新（日本語学校から進学される方）

在留資格変更

学費の納入（2月上旬）

大使館にVISA申請（2月下旬）

日本入国（3月中旬）

●レベルチェック・個人面談 
クラス分けのためのレベルチェックや個人面談を行います。日程等の詳しい内容は完了通知にてお知らせします。

●各学科新入生ガイダンス 
学校生活の説明や学生証の配布などを4月上旬に行います。

●新入留学生オリエンテーション 
留学生としての日本生活、在留期間中のVISA関係、卒業後の手続きなどを説明します。

●入学式 
日時・場所などについては入学手続き完了通知にてお知らせします。

教材費、教科書代、ライブ研修費など授業に必要な費用は年間学費に含まれています。  
ただし、希望者を募って実施される研修旅行費、任意で受験する検定費用や教材費等、自己負担となる費用がある場合は事前に告知をしています。

ESP ENTERTAINMENT 202408 ESP ENTERTAINMENT 2024 09



ESP学園の奨学金

奨学金④ 対象者 申請方法 減免金額

ESP学園
入学準備

プログラム奨学金

ESP学園の発行する「入学準備プログラ
ム認定証」を受けて日本語学校で学ん
だあと、ESP学園に入学する留学生

日本語学校の入学手続き前に、本校ま
でお問い合わせいただき、『入学準備
プログラム認定証』の説明を受けてくだ
さい。

10万円

［ESP学園入学準備プログラム申請の流れ］

奨学金④は事前申請が必要です。この奨学金を申請希望の方は、日本語学校の入学手続きを開始する前に、メールにてご連絡ください。

奨学金⑤ 対象者 申請方法 給付金額

ESP学園
在校生兄弟姉妹
特別奨学金

ESP学園卒業生の子女または兄弟姉
妹、在校生の兄弟姉妹

入学後に申請
10万円

（入学後に給付されます）

奨学金① 応募資格 選考方法 給付金額

ESP学園
留学生学習奨励金

ESP学園に在籍する留学生で入学後の
出席率が学内基準以上の者

ESP学園入学後の成績や学習態度を基
に審査の上、採用を決定します。
2年次、3年次も審査の上、採用されます。

年間　16万円
（年2回  8万円ずつ）

奨学金② 対象者 給付・減免方法 給付・減免金額

ESP学園
JLPT奨学金

ESP学園に在籍する留学生でJLPTの
N1またはN2合格者

出願時合格者は入学時納入額より減免
入学後、卒業年次前期までに合格した
場合は給付。

N1取得者　10万円
N2取得者　  5万円
最大10万円

奨学金③ 申請方法 推薦基準 減免金額

ESP学園
語学教育機関
推薦奨学金

日本語学校から本校所定の推薦書を受
け、出願書類に添付

音楽・楽器に深い興味を持ち、向学意
欲旺盛であること。
そのほか日本語学校の基準を満たして
いること。

5万円

入学準備プログラム認定証の発行

入学予定の日本語学校に関する書類データを提出

メールにてお問い合わせ  ryugaku@esp.ac.jp

申請フォームのご記入

書類1：日本語学校 入学願書・申請書
書類2：日本語学校 入学許可書   

イーエスピー学園への入学を希望する方を対象に、ギターメーカーESPがエンタテインメント業界で活躍できる特に優れた学生を見出
し、夢を応援するための新たにスタートした企業参加型特待生制度です。

ESP学園特待生奨学金制度

概要

学生本人
（※免除対象者）

借りる方 返済なし返す方 学費の減免利用可能
目的

特待内容 審査結果に応じ、それぞれ学費から50万円、20万円、10万円の免除（支給）
※入学時・進級時と2回に分けて半額ずつ免除

採用数 若干名

対象学校 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

選考について

上記の対象校いずれかのオープンキャンパスへ参加してください。

2023年6月1日（木）～2023年8月25日（金）の期間にエントリーを行ってください。
※AO入学エントリーシートの特待生希望の有無を記入する箇所も忘れずに記入してください。
※福岡校のみ7/1（土）からエントリー受付開始

下記Webページにて2023年6月1日（木）～2023年8月31日（木）の期間に課題を提出してください。
※提出していただいたエントリーシートの入学審査と特待生の審査は、異なった審査基準・内容となります。

演奏実技審査

9月中旬に審査結果を送付します。
※第一次審査を通過した方は選考料（¥10,000）が免除されます。

2 エントリー

3 第一次審査 
課題提出

4 第一次審査
結果受取

5 第二次審査 
面接試験

1 オープンキャンパス
への参加

エンタメ業界で活躍できるような自分の得意なことをアピールしてください。
提出された内容を元に審査を行います。

●歌唱、演奏、パフォーマンス動画や制作楽曲、セリフ、ナレーション等の音源提出
●論文やレポートの提出（※文字数制限ナシ）

特待生申し込み
ページへ

第一次審査
課題提出

課題例

［論文・レポート題材例］
●動画再生数やSNSでの活動状況について
●世界の移り変わりとピアノ発展の歴史
●エンタメ業界においての興味のある分野の探究

●世界における管楽器修理の需要と供給
●コロナ禍からのエンタメ業界の展望について
●音楽文化に対する楽器製造業の役割

9月下旬予定日 程 オンラインまたは直接来校にて面接試験を行います。
※時間や場所などの詳細は審査通過者へご連絡します。

演奏技術審査を通過した方は、
ギターメーカー株式会社ESPとギターまたはベースが貸与される
モニターアーティスト契約を結ぶことができます。

10月中旬予定日 程

※演奏実技審査は第二次面接試験を通過し、実技審査への参加を希望する方のみ選考へ進んでいただきます。

日本語学校リスト（2023年1月現在  参考用）
［東京・首都圏］
・JET日本語学校
・長沼スクール東京日本語学校
・ABK学館日本語学校
・KCP地球市民日本語学校
・赤門会日本語学校
・新宿日本語学校
・東進ランゲージスクール
・国書日本語学校
・KAI日本語スクール
・ISI日本語学校
・翰林日本語学院
・公益財団法人アジア学生文化 
   協会日本語コース

［京都］
・京都文化日本語学校

［大阪］
・ECC国際外語専門学校
   日本語学科
・J国際学院
・メリック日本語学校

［福岡］
・九州英数学舘国際言語学院
   日本語科
・九州国際教育学院
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留学生用 入学願書2024年度
私は、貴校に入学を希望し、必要書類を提出します。提出書類に記入の事項はすべて事実と相違ありません。

写真貼付欄
（4cm×3cm）

3ヶ月以内に撮影
上半身正面脱帽
スナップ写真不可

年　　　　月　　　　日

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個人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、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ときは、お知らせします。

記入には黒ボールペンを使用してください。

入
学
願
書  

ミ
シ
ン
目
よ
り
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

出願区分
□ AO入学　 □ 一般入学

記
入
の
際
は
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
ボ
ー
ル
ペ
ン（
消
え
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
）は
使
用
不
可
。

ふ り が な

氏名（英字）
※パスポート同様

氏名（漢字）
（無い場合は空欄）

性別 生年月日

男・女 年　　　　月　　　　日生（満　　歳）

国　籍 出生地 ～市（省）

配偶者の有無 有　・　無 在日親族
および同居者 有　・　無

日本国内
現住所

（〒　　　　　　　　）

※アパート名・マンション名なども記入のこと

自国住所
（英字）

自国住所
（漢字） □漢字住所なし

自宅電話 □なし 携帯電話

Email ＠

パスポート
番号

パスポート
有効期限 年　　　　月　　　　日

在留カード
番号 □なし 在留資格 □なし

在留期間 年　　　　ヶ月 在留期間
満了日 年　　　　月　　　　日

過去に留学や就職の在留資格認定証明書交付申請をしたことがありますか。 有　・　無

日本語学校名
□なし

在学期間：　　　年　　月入学～　　　年　　月　修了・修了予定

日本語能力
□　日本語能力試験（JLPT）
□　日本留学試験（EJU）日本語科目
□　BJTビジネス日本語能力テスト

□なし

卒業後の予定 帰国・日本での進学・日本での就職・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都 道
府 県

（N　　　　合格）
（　　　　　　点）
（　　　　　　点）

□未定

志望校 東京校　　・　　大阪校　　・　　福岡校　（ひとつ○で囲む）

志望学科 科　　　　年制

志望コース コース

選択楽器
（大阪校のみ）

ヴォーカル　・　ギター　・　ベース　・　ドラム　・　キーボード　（ひとつ○で囲む）

願書記入日

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

　　　月　　　　日受付日 受付番号ここからは学校記入欄（出願者の記入不要）

奨学金を適用後の学費

外部団体の募集する奨学金プログラムです。募集情報は変更になる場合もあります。

※奨学金⑧、⑨は東京校のみ

金額 申請時期 日本語学校 ➡ ESP 海外 ➡ ESP 海外 ➡ 日本語学校 ➡ ESP

 奨学金① 16万円（年間） 在学中 ● ● ●

 奨学金② N1 10万円
N2   5万円 入学前、在学中 ● N1の場合 ● N1の場合 ● N1の場合

 奨学金③ 5万円減免 入学前 ● ̶ ●

 奨学金④ 10万円減免 来日前 ̶ ̶ ●

 奨学金⑤ 10万円 在学中 ̶ ̶ ̶

適用後の学費
1年次 119万円 124万円 109万円

2年次 114万円 114万円 114万円

奨学金⑥ 対象者 選考方法 給付金額

留学生受入れ
促進プログラム
（予約採用） 学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理

由により修学が困難である者に対して
給付されます。

日本留学試験の願書提出時に予約、
成績上位者を採用。

月額　4万8千円
給付期間　12ヶ月留学生受入れ

促進プログラム
（在学採用）

入学後の学習状況や経済状況を総合
的に考慮し、学内選考の上、推薦します。

奨学金⑦ 対象者 選考方法 給付金額

一般財団法人
共立国際交流
奨学財団奨学金 日本以外のアジア国籍を持つ留学生

2024年1月までに入学手続きが終了し
ている者、または在籍している者。

学内選考により1名を選出し推薦後、
財団の書類選考の上、決定します。

月額　10万円
給付期間　1年間

㈱共立メンテナンス
奨学基金奨学金

月額　6万円
給付期間　1年間

奨学金⑧ 対象者 選考方法 給付金額

新宿区
外国人留学生
学習奨励費

新宿区在住で、ESP学園に1年以上在籍
し、かつ、今後1年以上継続して在籍す
る者。

必要書類を学校に提出したあと、新宿
区による選考を経て採用が決定します。

年間　24万円
給付期間　1年間

奨学金⑨ 対象者 選考方法 給付金額

東京YWCA
「留学生の母親」
運動奨学金

面接および東京YWCAの報告会に出
席できること。
年間総額36万円を超える他の奨学金を
受けていないこと。

応募期間中に応募書類を期限までに東
京YWCA「留学生の母親」運動事務局
に提出。

月額　3万円
給付期間　1年間

その他に利用できる奨学金制度
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保
証
人
（
原
則　
父
ま
た
は
母
）

ふ り が な 性別 生年月日

氏名（英字）
※パスポート同様

男・女 年　　　月　　　日生（　　　歳）

氏名（漢字）
（無い場合は空欄）

本人との関係
父  ・  母  ・  祖父  ・  祖母  ・  兄  ・  姉
叔父  ・  叔母  ・  その他（　　　　　　　　　）

国　籍 年収 円

現住所
（英字）

現住所
（漢字）

□漢字住所なし

自宅電話 □なし 携帯電話

Email ＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□なし

勤務先

会社名

職　務 電　話

住　所

学校名 学校区分 所在地（都市名） 期間 区分

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

年　　月～　　　年　　月 卒業・退学・休学・転学

会社名 勤務内容 期間

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

学校名 所在地（都市名） 期間

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　　　月　　　　日

（小学校～現在まで、時間順でご記入ください。）

（ない場合、なしとご記入ください。）

（ない場合、なしとご記入ください。）

（例：自己PR、音楽歴など）

□なし（免除）　　　□完了［期間：　　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　　月］　　　□これから

※学校区分は小学校、中学校、高校、大学などの区分を記入

記入には黒ボールペンを使用してください。

留
学
生　
履
歴
書  

ミ
シ
ン
目
よ
り
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

志望校 東京校　　・　　大阪校　　・　　福岡校　（ひとつ○で囲む）

志望学科 科　　　　年制 志望コース コース
ふ り が な

氏名（漢字）
（無い場合空欄）氏名（英字）

※パスポート同様

国籍 生年月日 年　　　　月　　　　日生

記入日

学歴

職歴

母国での日本語学習歴

その他　特記事項

兵役

　　　月　　　　日受付日 受付番号ここからは学校記入欄（出願者の記入不要）

留学生 履歴書2024年度

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

保
証
人
以
外
の
家
族
情
報
欄

（
親・兄
弟・配
偶
者
の
情
報
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
）

本人との
関係

氏名
（漢字とふりがな） 年齢 電話 Email

日本国外仲介業者
又は仲介者

業者名

住所

※交換留学の場合、教育機関名 / 国名・都市名 / 交換留学期間をご記入ください。
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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在学中における、学費と生活費の支
払いが可能な財政状況であることを確認します。

貴校の2024年度入学にあたり、AO入学にエントリーいたします。

年　　　　月　　　　日 年　　　　月　　　　日

※生活費（月額）=経費支弁者支弁予定額 + 出願者支弁予定額 + その他 となるように記入してください。

記入日 記入日

出願者

経費支弁者（Supporter）

支弁方法　該当するものにチェックを入れてください。

記入には黒ボールペンを使用してください。 記入には黒ボールペンを使用してください。

志望校 東京校　　・　　大阪校　　・　　福岡校　（ひとつ○で囲む）

志望学科 科　　　　年制 志望コース コース
ふ り が な

氏名（漢字）
（無い場合空欄）氏名（英字）

※パスポート同様

学費の支弁 □ 経費支弁者　　　　□ 本人 生活費（月額） 円

生活費の
支弁方法

□ 経費支弁者　支弁予定額（月額） 円

□ 出願者　支弁予定額（月額） 円

□ その他 円

上記内容の説明など

ふ り が な

出願者との
関係

父  ・  母  ・  祖父  ・  祖母  ・  兄  ・  姉
叔父  ・  叔母  ・  その他（　　　　　　　　　）氏名（英字）

※パスポート同様

氏名（漢字）
（無い場合は空欄）

国　籍

年収 円

Email ＠

自宅電話 □なし 携帯電話

住所（英字）

住所（漢字）
□漢字住所なし

勤務先

会社名

職　務

住　所
電話

□保証人と同一　※経費支弁者が保証人と同一の場合はチェックを入れてください。記入は不要です。

A
O
入
学
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト  

ミ
シ
ン
目
よ
り
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

写真貼付欄
（4cm×3cm）

3ヶ月以内に撮影
上半身正面脱帽
スナップ写真不可

志望校 東京校　　・　　大阪校　　・　　福岡校　（ひとつ○で囲む）

志望学科 科　　　　年制

志望コース コース

選択楽器
（大阪校のみ）

ヴォーカル　・　ギター　・　ベース　・　ドラム　・　キーボード　（ひとつ○で囲む）

ふ り が な 性別 生年月日

氏名（英字）
※パスポート同様

男・女 年　　　月　　　日生（　　　歳）

氏名（漢字）
（無い場合は空欄）

国　籍

現住所

（〒　　　　　　　　）

※アパート名・マンション名なども記入のこと

自宅電話 □なし 携帯電話

Email ＠

学　歴

最終学歴
学校名

高校・大学・短期大学・専門学校・中学校

年　　　　　　月　　　　　　卒業・卒業見込・中退

修学年数（小学校～最終学歴）　　　　　　　年

日本語学校名 □なし

在学期間 年　　　　　月入学～　　　　　年　　　　　月　修了・修了予定

日本語能力
□　日本語能力試験（JLPT）
□　日本留学試験（EJU）日本語科目
□　BJTビジネス日本語能力テスト

（N　　　　合格）
（　　　　　　点）
（　　　　　　点）

　　　月　　　　日受付日 受付番号ここからは学校記入欄（出願者の記入不要）

AO入学エントリーシート2024年度

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

　　　月　　　　日受付日 受付番号ここからは学校記入欄（出願者の記入不要）

経費支弁方法確認書2024年度

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

2024年度 ESP学園特待生奨学金制度申し込み

裏面（作文）の記入も忘れないようご注意ください

特待生受付対象期間にエントリーシートを提出された方は、ESP学園特待生制度申し込みの希望の有無を選択して✓を記入してください。
（選択のチェックがない場合は、「希望しない」で受付をします。）

□ 希望する　　　□ 希望しない
希望するを選択した方は以下の第一次審査の提出についてどのような内容で提出する予定かを記入してください。
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作文❶テーマ

作文❷テーマ

400字以内の日本語で記入してください。

400字以内の日本語で記入してください。

「ESP学園で学びたいと思った理由と、あなたが思い描く本校での学校生活」

「ESP学園卒業後の将来の夢や目標」

学校長殿

氏名

日本語教育機関名

職名

学校印

推薦者名

生年月日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 生

上記の者は音楽、エンタテインメントに深い興味を持ち、

留学の目的が明確で向学意欲旺盛のため、 貴校への入学

にふさわしいものと認め、ここに推薦いたします。

すべての項目を推薦者が記入してください。
記入して頂いた個人情報は、ESP学園の入学関連書類の送付や電話での確認のみに使用し、
本人の承諾なしに第三者に提供はしません。
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。
学校による厳封（３つ折り可）をしてください。

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

推
薦
書  

ミ
シ
ン
目
よ
り
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

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

推  薦  書2024年度
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オープンキャンパスのお知らせ
学校の雰囲気や特徴を知っていただくために、体験授業を下記の日程にて行っています。
下記の日程以外でも平日の学校見学を随時行っていますので、ご都合のよい日にお気軽にご参加ください。

オープンキャンパス日程

出願をご検討中の留学生からのお問い合わせには、日本語のみならず、中国語、韓国語、英語でも対応していますので、お気軽にお問
い合わせください。入学に関する質問はもちろん、オープンキャンパス参加予約などもSNSからご連絡いただけます。

中国語 韓国語・英語

Phone  03-3368-9123　　E-mail  ryugaku@esp.ac.jp

コンタクト情報

ID:ESP0086 https://weibo.com/ESP0086

https//www.facebook.com/EspYinyueXueYuan

https//www.facebook.com/ESPCOLLEGE/

ID:espicc

http://blog.naver.com/espkorean

ID:espcollege @ESP_College

2023

2024

3月

1月

4月

2月

5月

3月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

28日（日） 28日（日）28日（日） 14日（日）

16日（日） 23日（日） 16日（日） 30日（日）2日（日） 23日（日） 30日（日）

7日（日） 14日（日） 28日（日）

4日（日） 11日（日） 18日（日）

19日（日） 26日（日） 12日（日） 26日（日）

9日（日） 23日（日）

14日（日） 28日（日）

11日（日） 25日（日）

19日（日） 26日（日）

25日（日） 10日（土） 11日（日） 25日（日）25日（日） 18日（日）

14日（日） 28日（日） 14日（日） 28日（日）

24日（日） 31日（日） 10日（日） 24日（日）24日（日） 31日（日） 10日（日） 31日（日）

11日（日） 18日（日） 11日（日） 25日（日）

東京校 大阪校 福岡校 MI東京校

9日（日） 23日（日） 29日（土）

30日（日）

9日（日） 23日（日）9日（日） 16日（日） 23日（日）

30日（日）

8日（土） 23日（日） 29日（土）

30日（日）

6日（日） 19日（土） 20日（日）

26日（土） 27日（日）

2日（水） 6日（日） 11日（金）

20日（日） 27日（日）

4日（金） 5日（土） 6日（日）

20日（日） 27日（日）

4日（金） 6日（日） 13日（日）

16日（水） 20日（日） 27日（日）

10日（日） 24日（日） 10日（日） 24日（日） 10日（日） 24日（日）24日（日）

15日（日） 15日（日）29日（日） 22日（日）

19日（日） 12日（日）19日（日） 19日（日）

3日（日） 17日（日） 10日（日）17日（日） 17日（日）

● 駐車スペースはございませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。
● 保護者の方の同伴、または保護者の方のみの来校も可能です。入学方法や学費などについても個別対応によるご相談を承りますので、
お気軽にお申し付けください。

summer
shot!
3days

winter
shot!
2days
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