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中途入学の場合は月
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教育充実費・設備
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60,000円 80,000円 60,000円 
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募集要項  
平成 31 年度  

《バレエダンサーコース》 

 
2019 新転編入 Ver.1.0 



１.募集学科と人員 
・ 広域通信制 単位制課程 普通科（共学） 

・ 募集定員 20名  特待区分・キャンパスによって定員有り 

［コース］：バレエダンサーコースとは原則ネットコーチングコースを志願する生徒に限ります。 

２.出願資格【年齢上限はありません】 

  ・2019年 3月までに国内又は海外の中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者【新入学】 

・現在高等学校に在籍し、本校への転学を希望する者【転入学】 

・高等学校を中途退学し、出願時においてどの高等学校にも在籍していない者【編入学】 
  （すでに中学校を卒業し、現在未入学の者は 10 月新入学の制度もあります。） 

 ※帰国子女の方など特別な場合はお問い合わせください。 

３.出願期間 

新入生 出願期間（締切日必着） 選考日（面接） 合格発表 手続締切日 

2019年 4月 2018年 12 月 3日～ 

2019年 4月 27日まで 

願書着後 1週間以内 面接後 1週間 4月末日 

転・編入生※ 出願期間（締切日必着） 選考日（面接） 合格発表 手続締切日 

毎月入学 2019年毎月 20日まで 願書着後 1週間以内 面接後 1週間 毎月末日 

※編入学の場合、原則 4・10月に限ります。個々の在籍状況によって異なるためお問い合わせください。 

※留学や公演等の都合から上記日程以外での出願もご相談ください。 

※合格発表後、当校規定の期日までに学費をご納入ください。 

 

４．受験料・受験方法 書類選考⇒面接・作文提出⇒面接⇒合格発表 

受験料:15,000 円 （※専用「振込取扱票」にて郵便口座へお振込みください） 

※必要書類を全て用意し、試験希望日を願書にご記入の上、<郵送>または<持参>にてご提出ください。 

※入試面接の為に来校することが困難な方は電話又はインターネット電話を利用して面接を受けることができます。Skypeなど

を利用してネットテレビ電話での面接希望者は PC用カメラ及びマイク・スピーカー、ADSL以上の高速インターネット接続環

境が必要です。※試験日を土、日に希望される方はご相談ください。 

 

☆受験方法を以下の４つの中から選択することができます。 

 内容 特典 （※2） 

一般入試 併願が可能な通常の入学試験制度  

特待生入試 

プラチナ特待生：意欲や実績、将来性をアピールし特待生

を希望する方の単願入試制度。世界大会レベルの競技会・コ

ンテストで上位入賞歴を持つ生徒対象（※1） 

コーチング料 

１００％免除 

グリーン特待生：意欲や実績、将来性をアピールし特待生

を希望する方の単願入試制度 。全国大会レベルの競技会・

コンテストで上位入賞歴を持つ生徒対象（※2） 

コーチング料 

６０％免除 

ステューデントモデル特待生：ホームページ・パンフレッ

トでのインタビューやテレビ・雑誌の取材協力など、本校の

広報活動に積極的に参加していただける特別入学生を希望す

る方の単願入試制度 

コーチング料 

３０％免除 

※1 大会、コンクールなどでの受賞、入賞や公的資格／検定試験の上位スコア取得などの第三者評価の実績が基準となります。 

※2 多数の応募の中から審査を行います。審査の結果、特典が受けられない場合もあります。 

◆ 特待生制度の募集内容等は次年度に変更になることがあります。 

◆ 留学中、留学予定の生徒は Skype で連絡をとるため、使用可能な PCやタブレットが必須になります。 
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５．特待区分と条件について 

 内容・詳細 

区分 

プラチナ特待生：ローザンヌ国際バレエコンクール/ヴァルナ国際バレエコンクール/ジャクソ

ン国際バレエコンクール/パリ国際ダンスコンクール/モスクワ国際バレエコンクール/ベルリン

国際（タンツォリンプ）等の国際大会での上位受賞歴のある者または英国ロイヤルバレエスクー

ルのスカラシップ（授業料免除等）を受けている生徒対象 

YAGP（ユースアメリカ）ＮＹ決選での受賞歴は 1位受賞者のみとさせていただきます。 

グリーン特待生：上記以外の国際大会や国内で主催の大会やコンクールでの受賞歴のある者ま

たは海外のバレエスクールのスカラシップを受けている生徒対象 

ステューデントモデル特待生：国内または海外で学業と両立しながらバレエに励む生徒対象 

◆ 特待区分については毎年、年度末に申請していただき、審査があります（更新制/申請書の提出有）。 

◆ 特待生入試は生徒募集において広報活動に許諾いただくことが条件となります。同意なく掲載や発行は行いません。公開の

範囲や詳細については別紙にて許諾の同意書をいただきます。 

◆ 写真やプロフィール、受賞歴を提出していただき、在学中も継続的に報告することに許諾いただくことが条件となります（在

学中は学習成果物として受賞歴や出演実績が学習と認められます。毎月 1回の担任への報告が義務付けられます）。 

◆ 以下のような場合、年度途中であっても翌月から特待区分の取り消しとなり、学費の再算出を行います。 

・ケガなどのやむを得ない理由を除き、自分の意思でバレエ活動を辞めた場合 

・学校からの連絡に応答がない、無断欠席・遅刻、月の活動報告（体育・総合の成果物）未提出等、特待制度を適用するに 

ふさわしくない生徒と判断された場合 

 

６．必要書類 

 出願書類 備考 

共
通 

入学志願書 本校所定用紙 右上に写真 1枚添付 

課題作文 「自分が将来目指すもの」字数制限なし。 

受験料振込控え 「払込金受領証」（コピー可）、入学願書裏面に貼付してください。 

証明写真 2 枚 横 2.4cm×縦 3.0cm 1枚は願書に貼付/裏面氏名入記/白黒カラー可 

自己アピール資料 DVD、写真、新聞記事、賞状、受賞歴、資格、検定等の証明書（コピー可） 

PR写真・プロフィール バレエスクールのプロフィール写真、バレエ生活の履歴等 

新

入 

調査書 前期のみの記載可 減封のまま提出 

発行不可の場合は「卒業証明書」でも可 

転

編

入 

成績証明書 

転学照会状 

在学証明書 

科目名、修得単位が記載されているもの（または「単位取得証明書」） 

「転学照会状」は転学者のみ 

編入学者は「在籍証明書」が必要 

 

７． 願書提出方法 面接試験希望日の 3日前までに必着。 ※書類は二つ折り可。 

［郵送の場合］ 願書提出用の指定封筒に氏名・住所を記入の上、必要書類一式を同封し郵送。 

［持参の場合］ 窓口での願書受付：平日（月～金）10:00～16:00  要電話連絡 

８. 合格発表・入学手続き （合否結果に関する問い合わせには応じません） 

・ 面接試験実施後約 1週間以内に、受験生宛に郵送で通知します。 

・ 合格者には合格通知書及び、入学に必要な書類を同封します。 

※合格者は郵送された「入学手続書類（合格通知書に同封）」の内容に従い手続きを行ってください。 

※所定の手続きをお取りいただかない場合、入学資格が無効になる場合があります。 

 

 



お問い合わせは、品川中央キャンパス 入学相談室へ 

 ☎ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120－9587－19 

受付時間：9：00〜17：30 
品川中央キャンパス  〒141-0001 東京都品川区北品川 5-12-4 3F 

TEL:03-3449-7904 ／FAX:03-5423-2813 

✉： shinagawa.meihokan@gmail.com  ／ URL：https://www.at-mhk.com/ballet.html#cont04 

９.学費 日本政策金融公庫や提携銀行教育ローン、各種奨学金もご利用いただけます。 

～バレエダンサーコース学費内訳～ 

特待区分 一般 プラチナ特待生 グリーン特待生 
スチューデント

モデル特待生 

入学金 100,000円 

コーチング料 264,000 円 免除 105,600円 184,800円 

単位履修料 

（25単位の場合） 
250,000円 

就学支援金 ▲120,300円 （年収に応じて～▲187,500 円） 

設備費・教育充実費（年間） 60,000円 

教育諸経費(1年分) 108,000円 

学費合計金額（目安） 661,700 円 397,700 円 503,300 円 582,500 円 

・すべてのコースの学費にはネット授業の参加費も含まれています。 

・設備費・教育充実費は教育活動、学校設備の充実、MY PAGE等のサーバ運用の保守管理等に充当いたします。 

・すべてのコースで、教育諸経費として年間 108,000 円を別途納入していただきます。（本校集中スクーリング参加[単位修得要

件及び卒業要件のため、不参加の場合でも参加の場合と同等の費用に充当]費用の他、各種実習行事費用、連絡通信費、その他の各自

負担分費用充当のため） 

・教育諸経費は入学月によって変動せず、また、半期卒業であっても必要最低限のみ徴収のため精算・返金は行いません。ただ

し、本校スクーリング参加において、生徒が在住する地域等の理由から、学校指定交通機関以外の他交通機関を利用する合理

性が認められる場合は、本校スクーリング参加費に含まれる学校指定交通機関費用を精算いたします。 

（注）本校スクーリングについては当校での単位修得及び卒業の要件となっているため、ご家庭の事情、または生徒の都合等

から不参加になられた場合でも、校長から代替義務が提示されます。その場合、本校スクーリング参加費用と同程度の費用

が代替義務に充当されます。精算・ご返金は行いません。 

・入学期日までに入学辞退の申し出をした場合、既に納入された学費については入学金以外の費用を返金いたします。 

・学費等の納入方法・振込先等につきましては、合格時送付書類にて詳しくお知らせいたします。 

 

【世帯年収別の国の就学支援金目安】  ◆就学支援金は、通常学年末の支給となります。  
        

世帯年収の目安 就学支援金目安 

①世帯年収 590～910 万円程度 120,300 円 

②世帯年収 350～590 万円程度 180,450 円 

③世帯年収 250～350 万円程度 240,600 円 

④世帯年収 250 万円程度未満 250,000 円 

 

１０.割引制度 兄弟姉妹で入学される場合二人目の入学金を減免 
  ｽｸｰﾙｺｰｽ二人目入学金全額免除・ﾈｯﾄｺｰｽ二人目入学金全額免除・ｾﾙﾌｺｰｽ二人目入学金半額免除 

 

・就学支援金は世帯年収、家族構成等の条件により異なることがあります。 

・上記記載は世帯人数 4 人家族（両親、子ども二人）を目安としております。 

・課税証明書または非課税証明書が必要となります。 

※就学支援金は平成２６年度より新たな制度となりました。 


